
平成２５年度第３２回諏訪ジュニア陸上競技大会 
兼 第３０回長野県小学生陸上競技大会・諏訪地区選考会 

（大会コード：13200504） 

 

 

公 式 記 録 集 
 

主  催：茅野市・茅野市教育委員会・（特）茅野市体育協会・諏訪中学校体育連盟 
諏訪小中学校校長会・諏訪陸上競技協会 

後  援：長野陸上競技協会 
主  管：諏訪陸上競技協会 
日  時：平成２５年５月１９日（日） 
会  場：茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：203100） 
審判長 堀  晃   記録主任 中島 公徳 

 
◆気象状況 

時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速 

 8:45 晴れ  18.5  42.0 西   1.2m/sec. 

 9:00 晴れ  20.0  40.0 東北東   1.8m/sec. 

10:00 曇り  19.5  42.0 東北東   1.0m/sec. 

11:00 曇り  19.5  46.0 東   1.9m/sec. 

12:00 曇り  20.5  36.0 北北西   2.1m/sec. 

13:00 曇り  20.5  32.0 北北東   2.6m/sec. 

14:00 曇り  20.0  32.0 東北東   4.0m/sec. 

15:00 雨  20.0  36.0 北北東   1.8m/sec. 

16:00 雨  17.0  65.0 東北東   1.1m/sec. 

 



◆この大会で樹立された記録 

項 目 ｸﾗｽ／種目 ラウンド 記 録 氏 名 
所 属(学年) 

※リレーはオーダー 
従来の記録 

大会新 
小学女子共通 
走高跳 

予選 1m25 倉品 愛美 岡谷小6年 1m22

大会新 
中学1年女子 
100ｍ 

予選     13秒53 徳 竹  美 友 下諏訪中 13秒70

大会新 
中学共通女子 
4×100ｍR 

予選     52秒01

岡谷東部中 
宮 坂 桃 夏 
山 田 彩 加 
山 田 花 菜 
中 島 夏 美 

岡谷東部中 52秒09

大会新 
中学共通男子 
4×100ｍR 

予選     46秒79

岡谷東部中 
鳴 海  祐 斗 
荻 原  勇 吹 
浦 野  博 登 
船 城  聡 史 

岡谷東部中 47秒29

大会新 中学共通女子 
800m 

決勝 2分26秒61 田中 杏子 永明中 2分28秒83

 同上 同上 2分27秒89 今 井  萌 岡谷東部中 同上

大会新 
ジャベリックス

ロー 
決勝 28m38 久島 奈々子 長峰中 27m53

大会新 中学1年男子 
1500m 

決勝 4分50秒60 松木 悠司 諏訪西中 4分51秒50

大会新 中学2･3年男子

1500m 
決勝 4分13秒37 名取 燎太 富士見中 4分18秒87

大会新 
中学1年女子 
100ｍ 

決勝     13秒52 徳 竹  美 友 下諏訪中 13秒70

大会新 
中学共通男子 
4×100ｍR 

決勝     46秒87

岡谷東部中 
鳴 海  祐 斗 
荻 原  勇 吹 
浦 野  博 登 
船 城  聡 史 

岡谷東部中 47秒29

 



平成25年度第32回諏訪地方ジュニア陸上競技大会                                    
兼第30回長野県小学生陸上競技大会諏訪地区選考会                                  
主催：茅野市教育委員会,（特）茅野市体育協会,諏訪中学校体育連盟,諏訪陸上競技協   

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 女  子 【競技場】203100  茅野市運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
05/19 小学５年女子   0.0 矢島 愛莉(5) 15.31 斎藤 くる美(5) 15.49 小林 舞香(5) 15.58 藤森 琉那(5) 15.79 佐伯 明莉(5) 15.88 小林 朋美(5) 16.03 大川 あおば(5) 16.06 平出 瑠奈(5) 16.32

100m 小学生･玉川小 小学生･富士見小 小学生･境小 小学生･下諏訪北小 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･川岸小 小学生･境小 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
05/19 小学６年女子  -0.9 小林 あゆみ(6) 14.73 小泉 梢(6) 14.96 竹内 瑠夏(6) 15.11 高林 怜奈(6) 15.20 武井 幸音(6) 15.21 下島 優季(6) 15.38 菅野 凪紗(6) 15.50 両角 有乃(6) 15.60

100m 小学生･宮川小 小学生･玉川小 小学生･北山小 小学生･小井川小 小学生･川岸小 小学生･金沢小 小学生･中洲小 小学生･北山小
05/19 小学共通女子 平出 藍未(6) 3,33.25 五味 礼羽(6) 3,36.02 小松 恭子(6) 3,38.90 小口 真由佳(5) 3,39.07 小泉 智香(5) 3,41.68 阿部 知比呂(5) 3,41.90 河西 柊美(6) 3,49.53 宮坂 なな(6) 3,49.94

1000m 小学生･境小 小学生･原PCｼﾞｭﾆｱ 小学生･下諏訪北小 小学生･城南小 小学生･豊田小 小学生･境小 小学生･長地小 小学生･長地小
05/19  -0.5 手塚 悠里(6) 17.37

80mH(0.700m) 小学生･下諏訪北小
05/19 倉品 愛美(6) 1.25 花岡 瑚徒(6) 1.20 安岡 鈴佳(5) 1.00

走高跳 小学生･岡谷小 GR 小学生･岡谷小 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ
05/19 小口 るり(6) 3.90(-0.9) 濵 若菜(6) 3.72(+1.4) 塩沢 優佳(6) 3.63(-0.5) 山田 愛莉(5) 3.31(+2.2) 金子 友香(6) 3.26(+1.4) 望月 希美(5) 3.23(+2.1) 五味 美羽(6) 3.21(+1.4) 村瀬 祥子(5) 3.08(0.0)

走幅跳 小学生･小井川小 小学生･岡谷小 小学生･境小 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･中洲小 小学生･湖東小 小学生･永明小 小学生･岡谷小
05/19 横山 陽南(6) 42.83 小平 るな(5) 42.76 後藤 有美(6) 35.68 岩﨑 美羽(6) 35.53 河西 永恋(5) 34.02 伊藤 彩桜(5) 31.07 田中 まりの(6) 29.65 伊藤 恭子(6) 27.40

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号) 小学生･中洲小 小学生･永明小 小学生･下諏訪北小 小学生･城南小 小学生･城北小 小学生･城南小 小学生･下諏訪北小 小学生･中洲小
05/19 高島小       59.33 長地小     1,01.15 下諏訪南小     1,02.36

4x100m 古谷 裕美(5) 西川 舞香 唐木田 帆花(6)
前田 唯(5) 稲村 かん菜 小口 玲奈(6)
花岡 愛梨(5) 平山 萌恵 山﨑 奈月(6)
山本 紗矢香(5) 柳原 利子 小口 沙希子(6)

05/19 中学１年女子  +0.2 徳竹 美友(1) 13.52 鈴木 蘭(1) 14.37 栁澤 唯月(1) 14.64 五味 優花(1) 14.97 工藤 真希(1) 14.99 濵 奏美(1) 15.23 西澤 亜優(1) 15.29 中村 美音(1) 15.42
100m 中学生･下諏訪中 GR 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷東部中 中学生･富士見中 中学生･岡谷東部中 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･茅野東部中

05/19 中学２年女子   0.0 川上 由華(2) 13.64 樋口 香苗(2) 13.79 中島 夏美(2) 13.88 宮坂 桃夏(2) 13.88 宮澤 杏実(2) 14.15 山村 未悠(2) 14.20 玉田 菜穂(2) 14.27 小林 みずほ(2) 14.27
100m 中学生･諏訪中 中学生･茅野北部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･長峰中 中学生･富士見中 中学生･上諏訪中

05/19 中学３年女子   0.0 山田 彩加(3) 13.26 山田 花菜(3) 13.58 廣瀬 澄玲(3) 13.74 小池 智里(3) 14.10 唐澤 季里(3) 14.21 宮本 菜央(3) 14.42 北原 由梨(3) 14.42 田邉 美森(3) 14.43
100m 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･茅野東部中 中学生･富士見中 中学生･富士見中 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･上諏訪中

05/19 中学共通女子  -0.8 両角 若菜(3) 27.78 川上 由華(2) 28.32 廣瀬 澄玲(3) 28.40 高見 李那(3) 28.43 樋口 香苗(2) 28.84 山村 未悠(2) 28.97 唐澤 季里(3) 29.31 藤森 萌夏(2) 29.79
200m 中学生･諏訪南中 中学生･諏訪中 中学生･茅野東部中 中学生･長峰中 中学生･茅野北部中 中学生･長峰中 中学生･富士見中 中学生･長峰中

05/19 田中 杏子(3) 2,26.11 今井 萌(3) 2,27.89 河原 里紗(3) 2,29.80 花原 薫(3) 2,29.99 臼田 彩花(1) 2,30.87 上原 萌花(2) 2,33.96 宮坂 万理(2) 2,35.12 高橋 結子(2) 2,35.92
800m 中学生･永明中 GR 中学生･岡谷東部 GR 中学生･上諏訪中 中学生･富士見中 中学生･下諏訪中 中学生･諏訪南中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中

05/19 田中 杏子(3) 5,07.73 今井 萌(3) 5,07.93 臼田 悠花(1) 5,08.27 中山 葵泉(1) 5,11.15 高橋 結子(2) 5,16.10 河原 里紗(3) 5,20.90 三井 咲良(2) 5,31.84 上島 実歩(1) 5,35.01
1500m 中学生･永明中 中学生･岡谷東部中 中学生･下諏訪中 中学生･下諏訪中 中学生･岡谷東部中 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中 中学生･下諏訪社中

05/19 池田 好(3) 17.88 吉岡 綾子(2) 18.14 野村 朱里(3) 18.17 北原 瑠華(2) 19.00 小林 愛実(2) 19.85 伊藤 絵夢(1) 20.23 中澤 毬乃(2) 20.42 鎌倉 麻有(3) 22.35
100mH(0.762m) 中学生･長峰中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･茅野北部中 中学生･長峰中 中学生･諏訪南中 中学生･原中

05/19 樋口 朋果(3) 1.45 山田 紗帆(3) 1.35 小澤 来未(2) 1.25 北原 由梨(3) 1.25 栁澤 夏菜子(2) 1.25 小池 梨華(3) 1.20 諏訪 春乃(2) 1.20 野平 彩(3) 1.15
走高跳 中学生･富士見中 中学生･諏訪西中 中学生･茅野東部中 中学生･長峰中 中学生･茅野東部中 中学生･諏訪西中 中学生･上諏訪中 中学生･岡谷東部中

05/19 加賀見 麻里(3) 2.40 菊池 菜帆(3) 2.20 木下 野乃花(3) 2.00
棒高跳 中学生･永明中 中学生･原中 中学生･原中

05/19 高見 李那(3) 4.78(0.0) 深江 愛美(2) 4.51(+1.1) 井口 咲(2) 4.37(+0.5) 名取 奈々海(2)4.32(+0.7) 宮坂 万理(2) 4.14(+0.6) 小松 晴菜(3) 4.09(+0.5) 野村 朱里(3) 3.97(+0.6) 下山 甘夏(2) 3.94(0.0)
走幅跳 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･岡谷北部中 中学生･永明中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･諏訪西中

05/19 清水 美佳(2) 8.48 赤羽 紗也加(2) 7.63 久島 菜々子(2) 7.28 湯田坂 奈々子(2) 7.17 千葉 恵玲菜(3) 7.10 田村 春花(3) 7.08 金子 真菜(1) 6.71 阿部 春菜(2) 6.58
砲丸投 中学生･原中 中学生･岡谷東部中 中学生･長峰中 中学生･茅野北部中 中学生･岡谷西部中 中学生･茅野北部中 中学生･諏訪西中 中学生･岡谷東部中

05/19 岡谷東部中(A)      52.37 上諏訪中(A)       54.91 富士見中(A)       54.97 長峰中(B)       56.58 茅野北部中(B)      57.15 岡谷東部中(B)      57.18 岡谷西部中(B)      57.52 諏訪南中       58.68
4x100m 宮坂 桃夏(2) 河原 里紗(3) 唐澤 季里(3) 久島 菜々子(2) 湯田坂 奈々子(2) 工藤 真希(1) 鈴木 蘭(1) 前田 未央(2)

山田 彩加(3) 小林 みずほ(2) 小林 七味(3) 山村 未悠(2) 柳平 麻梨(2) 原 歩美(2) 宮澤 杏実(2) 鵜飼 遥香(1)
山田 花菜(3) 田邉 美森(3) 玉田 菜穂(2) 深江 愛美(2) 宮坂 奏江(2) 栁澤 唯月(1) 小林 尚美(1) 牛山 愛梨(1)
中島 夏美(2) 長谷川 聖奈(2) 小池 智里(3) 藤森 萌夏(2) 樋口 香苗(2) 吉岡 綾子(2) 加納 葵(2) 矢澤 舞香(2)

05/19 中学2.3年女 久島 菜々子(2) 28.38 菊池 菜帆(3) 23.21 坂本 唯(2) 20.45 千葉 恵玲菜(3) 15.78 柳澤 彩夏(3) 14.17 武村 佳穂(2) 10.31
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･長峰中 GR 中学生･原中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷西部中 中学生･永明中

05/19 ｵｰﾌﾟﾝ小学女  -0.3 竹内 里桜(4) 17.62 田中 珠未(4) 17.73 角田 心菜(4) 17.94
100m 小学生･永明小 小学生･諏訪FA 小学生･四賀小



予選 5月19日 12:15
決勝 5月19日 15:05

諏訪記録(SR)        14.24
大会新(GR)          14.98

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 -1.0

 1 藤森 琉那(5) 小学生    15.91 q 1 小林 舞香(5) 小学生    15.74 q
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾙﾅ 下諏訪北小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 境小

 2 小林 朋美(5) 小学生    16.06 q 2 佐伯 明莉(5) 小学生    16.06 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 川岸小 ｻｴｷ ｱｶﾘ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 大川 あおば(5) 小学生    16.06 q 3 中田 姫菜乃(5) 小学生    17.09 
ｵｵｶﾜ ｱｵﾊﾞ 境小 ﾅｶﾀ ﾋﾅﾉ 長地小

 4 平出 瑠奈(5) 小学生    16.16 q 4 本多 優(5) 小学生    17.10 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳ 北山小

 5 伊藤 桃香(5) 小学生    16.20 5 上島 冴季(5) 小学生    17.29 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 湖南小 ｶﾐｼﾞﾏ ｻｷ 下諏訪北小

 6 上條 音織(5) 小学生    16.79 6 小平 桃子(5) 小学生    17.35 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾈｵ 長地小 ｺﾀﾞｲﾗ ﾓﾓｺ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 7 宮坂 真菜美(5) 小学生    17.09 7 安田 満琳(5) 小学生    17.36 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾅﾐ 長地小 ﾔｽﾀﾞ ﾏﾘﾝ 豊田小

 8 山田 茉優(5) 小学生    17.20 8 野沢 奈々(5) 小学生    17.91 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅ 原PCｼﾞｭﾆｱ

 9 阿部 彩菜(5) 小学生    17.32 9 山口 華奈(5) 小学生    17.98 
ｱﾍﾞ ｱﾔﾅ 長地小 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅ 長地小

[ 3組] 風速 -0.2

 1 矢島 愛莉(5) 小学生    15.34 q
ﾔｼﾞﾏ ｱｲﾘ 玉川小

 2 斎藤 くる美(5) 小学生    15.74 q
ｻｲﾄｳｸﾙﾐ 富士見小

 3 芦沼  麗(5) 小学生    16.30 
ｱｼﾇﾏ ｳﾗﾗ 湖東小

 4 宮下 綺実(5) 小学生    16.48 
ｶﾈｺ ｱﾔﾐ 湖南小

 5 大場 ひかる(5) 小学生    16.79 
ｵｵﾊﾞ ﾋｶﾙ 小井川小

 6 田村 明日香(5) 小学生    16.94 
ﾀﾑﾗ ｱｽｶ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 7 篠原 さくら(5) 小学生    17.42 
ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ 長地小

 8 花岡 広美(5) 小学生    17.82 
ﾊﾅｵｶ ﾋﾛﾐ 長地小

 9 小林 柚月(5) 小学生    18.38 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞｷ 長地小

風速  0.0

 1 矢島 愛莉(5) 小学生    15.31 
ﾔｼﾞﾏ ｱｲﾘ 玉川小

 2 斎藤 くる美(5) 小学生    15.49 
ｻｲﾄｳｸﾙﾐ 富士見小

 3 小林 舞香(5) 小学生    15.58 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 境小

 4 藤森 琉那(5) 小学生    15.79 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾙﾅ 下諏訪北小

 5 佐伯 明莉(5) 小学生    15.88 
ｻｴｷ ｱｶﾘ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 小林 朋美(5) 小学生    16.03 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 川岸小

 7 大川 あおば(5) 小学生    16.06 
ｵｵｶﾜ ｱｵﾊﾞ 境小

 8 平出 瑠奈(5) 小学生    16.32 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

小学５年女子

100m

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    48

2   194

9    76

8    56

5    66

6   123

1   218

7   234

順 ﾚｰﾝ

3   228

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7    78

5    67

1   216

4   272

3    51

8    58

6   266

2    87

9   226

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8    82

2   249

5   117

6   122

3   153

4    57

1   224

7   231

9   219

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    82

3   249

4    78

5    48

2    67

7   194

8    76

1    56



予選 5月19日 11:50
決勝 5月19日 14:55

諏訪記録(SR)        13.62
大会新(GR)          14.00

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 +0.8

 1 竹内 瑠夏(6) 小学生    15.09 q 1 小林 あゆみ(6) 小学生    14.86 q
ﾀｹｳﾁ ﾙｶ 北山小 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 宮川小

 2 小泉 梢(6) 小学生    15.10 q 2 高林 怜奈(6) 小学生    15.30 q
ｺｲｽﾞﾐ ｺｽﾞｴ 玉川小 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾅ 小井川小

 3 武井 幸音(6) 小学生    15.51 q 3 菅野 凪紗(6) 小学生    15.40 q
ﾀｹｲ ﾕｷﾈ 川岸小 ｶﾝﾉ ﾅｷﾞｻ 中洲小

 4 篠原 花恋(6) 小学生    15.60 4 両角 有乃(6) 小学生    15.43 q
ｼﾉﾊﾗ ｶﾚﾝ 長地小 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕﾉ 北山小

 5 小山 風菜(6) 小学生    15.90 5 下島 優季(6) 小学生    15.45 q
ｺﾔﾏ ﾌｳﾅ 豊田小 ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｳｷ 金沢小

 6 藤森 彩夏(6) 小学生    16.83 6 山田 花永(6) 小学生    15.93 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾔｶ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾅｴ 長地小

 7 大槻 美奈海(6) 小学生    16.93 7 岩波 玲優(6) 小学生    17.01 
ｵｵﾂｷ ﾐﾅﾐ 中洲小 ｲﾜﾅﾐ ﾚｲﾕ 中洲小

風速 -0.9

 1 小林 あゆみ(6) 小学生    14.73 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 宮川小

 2 小泉 梢(6) 小学生    14.96 
ｺｲｽﾞﾐ ｺｽﾞｴ 玉川小

 3 竹内 瑠夏(6) 小学生    15.11 
ﾀｹｳﾁ ﾙｶ 北山小

 4 高林 怜奈(6) 小学生    15.20 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾚﾅ 小井川小

 5 武井 幸音(6) 小学生    15.21 
ﾀｹｲ ﾕｷﾈ 川岸小

 6 下島 優季(6) 小学生    15.38 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾕｳｷ 金沢小

 7 菅野 凪紗(6) 小学生    15.50 
ｶﾝﾉ ﾅｷﾞｻ 中洲小

 8 両角 有乃(6) 小学生    15.60 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕﾉ 北山小

小学６年女子

100m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   273

6    84

3    64

7   193

8   223

2   203

順 ﾚｰﾝ

5   264

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    71

5   158

4   204

8   270

6    86

7   225

2   209

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    71

4    84

6   273

3   158

1   193

2    86

7   204

8   270



予選 5月19日 10:35
決勝 5月19日 16:15

諏訪記録(SR)        13.29
大会新(GR)          13.70

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 -0.3

 1 鈴木 蘭(1) 中学生    14.87 q 1 栁澤 唯月(1) 中学生    14.47 q
ｽｽﾞｷ ﾗﾝ 岡谷西部中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ 岡谷東部中

 2 御園 麻衣(1) 中学生    15.29 2 天野 悠美(1) 中学生    15.15 
ﾐｿﾉ ﾏｲ 富士見中 ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 茅野北部中

 3 吉田 楓(1) 中学生    15.46 3 百瀬 早姫(1) 中学生    15.20 
ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 下諏訪中 ﾓﾓｾ ｻｷ 富士見中

 4 荒井 菜々風(1) 中学生    15.70 4 小川 菜々穂(1) 中学生    15.45 
ｱﾗｲ ﾅﾅｶ 原中 ｵｶﾞﾜ ﾅﾅﾎ 富士見中

 5 花岡 いろは(1) 中学生    15.73 5 伊藤 結菜(1) 中学生    16.50 
ﾊﾅｵｶ ｲﾛﾊ 岡谷東部中 ｲﾄｳ ﾕｲﾅ 茅野東部中

 6 山田 楓(1) 中学生    16.18 6 坂本 美優(1) 中学生    16.61 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 岡谷西部中 ｻｶﾓﾄ ﾐﾕ 岡谷西部中

 7 宮坂 さくら(1) 中学生    16.19 7 鎌倉 未有(1) 中学生    16.64 
ﾐﾔｻｶ ｻｸﾗ 上諏訪中 ｶﾏｸﾗ ﾐﾕ 原中

 8 両角 莉子(1) 中学生    16.61 8 後藤 紗希(2) 中学生    17.59 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｺ 茅野北部中 ｺﾞﾄｳ ｻｷ 上諏訪中

 9 北澤 佳奈(1) 中学生    17.86 
ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾅ 茅野東部中

[ 3組] 風速 +1.1 [ 4組] 風速 +0.4

 1 濵 奏美(1) 中学生    14.91 q 1 工藤 真希(1) 中学生    14.93 q
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 長峰中 ｸﾄﾞｳ ﾏｷ 岡谷東部中

 2 中村 美音(1) 中学生    15.11 q 2 五味 優花(1) 中学生    15.11 q
ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ 茅野東部中 ｺﾞﾐ ﾕｳｶ 富士見中

 3 渡邉 彩愛(1) 中学生    15.22 3 鈴木 菜々花(1) 中学生    15.29 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｴ 富士見中 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 永明中

 4 鵜飼 遥香(1) 中学生    15.32 4 小尾 友音(1) 中学生    15.38 
ｳｶｲﾊﾙｶ 諏訪南中 ｵﾋﾞ ﾕｳﾅ 岡谷西部中

 5 荒井 悠妃(1) 中学生    15.74 5 横内 真晴(1) 中学生    15.62 
ｱﾗｲ ﾕｳｷ 茅野北部中 ﾖｺｳﾁ ﾏﾊﾙ 茅野北部中

 6 長久保 麻衣(1) 中学生    15.79 6 牛山 愛梨(1) 中学生    15.67 
ﾅｶﾞｸﾎﾞ ﾏｲ 岡谷東部中 ｳｼﾔﾏｱｲﾘ 諏訪南中

 7 中島 瑠衣(1) 中学生    15.80 7 小平 千佳(1) 中学生    15.82 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ 岡谷西部中 ｺﾀﾞｲﾗ ﾁｶ 長峰中

 8 小林 愛楠(1) 中学生    16.34 8 香川 莉穂(1) 中学生    17.13 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲﾅ 富士見中 ｶｶﾞﾜ ﾘﾎ 富士見中

 9 渡邉 瑞紀(1) 中学生    17.15 林 沙都美(1) 中学生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 上諏訪中 ﾊﾔｼ ｻﾄﾐ 岡谷東部中

[ 5組] 風速 -1.6

 1 徳竹 美友(1) 中学生    13.53 q
ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 下諏訪中

 2 西澤 亜優(1) 中学生    15.04 q
ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕ 長峰中

 3 小林 尚美(1) 中学生    15.45 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ 岡谷西部中

 4 小林 靜句(1) 中学生    15.51 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞｸ 富士見中

 5 今井 媛奈(1) 中学生    15.90 
ｲﾏｲ ﾋﾒﾅ 岡谷北部中

 6 田波 満希(1) 中学生    16.21 
ﾀﾅﾐ ﾐﾂｷ 富士見中

 7 田中 里奈(1) 中学生    16.58 
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 茅野東部中

 8 宮澤 里奈(1) 中学生    17.23 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾅ 上諏訪中
山田 ひかる(1) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ﾋｶﾙ 岡谷東部中

中学１年女子

100m

予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   330

1   680

6   455

9   531

2   489

3   398

7   342

8   465

順 ﾚｰﾝ

4   562

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   355

7   496

4   645

2   674

8   486

6   343

9   535

3   557

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   602

4   472

5   652

6   600

1   672

9   515

7   365

2   540

順 ﾚｰﾝ No.

4   682

8   333

氏  名 所属名 記録／備考
3   389

9   300

7   339

5   522

6   597

8   620

2   678

1   352
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   439

大会新
4   612

5   338

7   665

2   429

9   654

3   471

1   558

8   383
欠場



風速 +0.2

 1 徳竹 美友(1) 中学生    13.52 
ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 下諏訪中

 2 鈴木 蘭(1) 中学生    14.37 
ｽｽﾞｷ ﾗﾝ 岡谷西部中

 3 栁澤 唯月(1) 中学生    14.64 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ 岡谷東部中

 4 五味 優花(1) 中学生    14.97 
ｺﾞﾐ ﾕｳｶ 富士見中

 5 工藤 真希(1) 中学生    14.99 
ｸﾄﾞｳ ﾏｷ 岡谷東部中

 6 濵 奏美(1) 中学生    15.23 
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 長峰中

 7 西澤 亜優(1) 中学生    15.29 
ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕ 長峰中

 8 中村 美音(1) 中学生    15.42 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ 茅野東部中

中学１年女子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   439

大会新
4   330

3   355

2   682

8   389

6   602

7   612

1   472



予選 5月19日 9:50
決勝 5月19日 16:00

諏訪記録(SR)        12.83
大会新(GR)          13.30

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 +1.0

 1 中島 夏美(2) 中学生    14.01 q 1 山村 未悠(2) 中学生    14.02 q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 岡谷東部中 ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ 長峰中

 2 長谷川 聖奈(2) 中学生    14.44 2 小林 みずほ(2) 中学生    14.05 q
ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ 上諏訪中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ 上諏訪中

 2 加納 葵(2) 中学生    14.44 3 矢澤 舞香(2) 中学生    14.27 
ｶﾉｳ ｱｵｲ 岡谷西部中 ﾔｻﾞﾜ ﾏｲｶ 諏訪南中

 4 篠原 舞(2) 中学生    14.50 4 原 歩美(2) 中学生    14.43 
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲ 岡谷東部中 ﾊﾗ ｱﾕﾐ 岡谷東部中

 5 細川 佑郁(2) 中学生    14.75 5 武村 佳穂(2) 中学生    14.71 
ﾎｿｶﾜ ﾕｲ 富士見中 ﾀｹﾑﾗ ｶﾎ 永明中

 6 深沢 真帆(2) 中学生    15.06 6 宮坂 奏江(2) 中学生    15.18 
ﾌｶｻﾜ ﾏﾎ 富士見中 ﾐﾔｻｶ ｶﾅｴ 茅野北部中

 7 小澤 来未(2) 中学生    15.12 7 小林 美咲(2) 中学生    15.24 
ｵｻﾞﾜ ｸﾙﾐ 茅野東部中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 岡谷西部中

 8 上條 紗良(2) 中学生    15.86 8 下山 甘夏(2) 中学生    15.36 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾗ 永明中 ｼﾓﾔﾏ ｶﾝﾅ 諏訪西中

9 糀谷 桃李(2) 中学生    15.57 
ｺｳｼﾞﾔ ﾄｳﾘ 富士見中

片倉 未来(2) 中学生
ｶﾀｸﾗ ﾐｷ 岡谷西部中

[ 3組] 風速 +0.1 [ 4組] 風速 +0.8

 1 樋口 香苗(2) 中学生    13.74 q 1 川上 由華(2) 中学生    13.66 q
ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 茅野北部中 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪中

 2 玉田 菜穂(2) 中学生    14.10 q 2 宮澤 杏実(2) 中学生    14.11 q
ﾀﾏﾀﾞ ﾅﾎ 富士見中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ 岡谷西部中

 3 吉岡 綾子(2) 中学生    14.32 3 宮坂 桃夏(2) 中学生    14.27 
ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 岡谷東部中 ﾐﾔｻｶ ﾓﾓｶ 岡谷東部中

 4 名取 奈々海(2) 中学生    14.55 4 藤原 未来(2) 中学生    14.76 
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 永明中 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｷ 富士見中

 5 前田 未央(2) 中学生    14.67 5 柳平 麻梨(2) 中学生    14.82 
ﾏｴﾀﾞ ﾐｵ 諏訪南中 ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ﾏﾘ 茅野北部中

 6 五味 雅乃音(2) 中学生    15.74 6 深江 愛美(2) 中学生    14.96 
ｺﾞﾐ ｶﾉﾝ 岡谷西部中 ﾌｶｴ ｱﾐ 長峰中

 7 諏訪 春乃(2) 中学生    17.23 7 谷口 果歩(2) 中学生    15.28 
ｽﾜ ﾊﾙﾉ 上諏訪中 ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾎ 岡谷北部中
清水 希(2) 中学生 8 千葉 愛海華(2) 中学生    15.47 
ｼﾐｽﾞ ﾉｿﾞﾐ 岡谷東部中 ﾁﾊﾞ ｱﾐｶ 岡谷西部中

9 伊藤 千夏(2) 中学生    16.07 
ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 茅野東部中

風速  0.0

 1 川上 由華(2) 中学生    13.64 
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪中

 2 樋口 香苗(2) 中学生    13.79 
ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 茅野北部中

 3 中島 夏美(2) 中学生    13.88 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 岡谷東部中

 4 宮坂 桃夏(2) 中学生    13.88 
ﾐﾔｻｶ ﾓﾓｶ 岡谷東部中

 5 宮澤 杏実(2) 中学生    14.15 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ 岡谷西部中

 6 山村 未悠(2) 中学生    14.20 
ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ 長峰中

 7 玉田 菜穂(2) 中学生    14.27 
ﾀﾏﾀﾞ ﾅﾎ 富士見中

 8 小林 みずほ(2) 中学生    14.27 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ 上諏訪中

 9 矢澤 舞香(2) 中学生    14.46 
ﾔｻﾞﾜ ﾏｲｶ 諏訪南中

所属名
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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予選 5月19日 9:30
決勝 5月19日 15:50

諏訪記録(SR)        12.60
大会新(GR)          12.80

[ 1組] 風速 -2.6 [ 2組] 風速 -1.2

 1 山田 花菜(3) 中学生    13.80 q 1 山田 彩加(3) 中学生    13.41 q
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 岡谷東部中 ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 岡谷東部中

 2 唐澤 季里(3) 中学生    14.23 q 2 廣瀬 澄玲(3) 中学生    13.82 q
ｶﾗｻﾜ ｷﾘ 富士見中 ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 茅野東部中

 3 北原 由梨(3) 中学生    14.45 q 3 小池 智里(3) 中学生    13.97 q
ｷﾀﾊﾗ ﾕﾘ 長峰中 ｺｲｹ ﾁｻﾄ 富士見中

 4 田邉 美森(3) 中学生    14.65 q 4 宮本 菜央(3) 中学生    14.49 q
ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ 上諏訪中 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ 長峰中

 5 山田 栞(3) 中学生    14.71 5 小口 ゆうり(3) 中学生    14.86 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ 岡谷西部中 ｵｸﾞﾁ ﾕｳﾘ 岡谷東部中

 6 北澤 佑奈(3) 中学生    14.86 6 柿澤 綾菜(3) 中学生    14.92 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾅ 茅野北部中 ｶｷｻﾞﾜ ｱﾔﾅ 茅野北部中

 7 鷹野原 睦(3) 中学生    16.12 7 小口 実夏(3) 中学生    16.79 
ﾀｶﾉﾊﾗ ﾁｶ 茅野北部中 ｵｸﾞﾁ ﾐｶ 下諏訪中

 8 小口 瑞貴(3) 中学生    16.42 
ｵｸﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 下諏訪中

風速  0.0

 1 山田 彩加(3) 中学生    13.26 
ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ 岡谷東部中

 2 山田 花菜(3) 中学生    13.58 
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 岡谷東部中

 3 廣瀬 澄玲(3) 中学生    13.74 
ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 茅野東部中

 4 小池 智里(3) 中学生    14.10 
ｺｲｹ ﾁｻﾄ 富士見中

 5 唐澤 季里(3) 中学生    14.21 
ｶﾗｻﾜ ｷﾘ 富士見中

 6 宮本 菜央(3) 中学生    14.42 
ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ 長峰中

 7 北原 由梨(3) 中学生    14.42 
ｷﾀﾊﾗ ﾕﾘ 長峰中

 8 田邉 美森(3) 中学生    14.43 
ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ 上諏訪中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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5   651
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予選 5月19日 11:20
決勝 5月19日 14:45

諏訪記録(SR)        26.76
大会新(GR)          27.53

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +0.3

 1 樋口 香苗(2) 中学生    28.78 q 1 川上 由華(2) 中学生    28.59 q
ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 茅野北部中 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪中

 2 山村 未悠(2) 中学生    29.00 q 2 唐澤 季里(3) 中学生    29.26 q
ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ 長峰中 ｶﾗｻﾜ ｷﾘ 富士見中

 3 小林 みずほ(2) 中学生    30.68 3 藤森 萌夏(2) 中学生    29.56 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ 上諏訪中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾓｴｶ 長峰中

 4 小林 七味(3) 中学生    30.84 4 田邉 美森(3) 中学生    30.51 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 富士見中 ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ 上諏訪中

 5 坂本 唯(2) 中学生    31.23 5 太田 美日(3) 中学生    31.42 
ｻｶﾓﾄ ﾕｲ 岡谷東部中 ｵｵﾀ ﾐｶ 茅野北部中

 6 伊藤 千夏(2) 中学生    33.19 6 阿部 春菜(2) 中学生    31.52 
ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 茅野東部中 ｱﾍﾞ ﾊﾙﾅ 岡谷東部中

 7 小野 瑛子(3) 中学生    34.92 7 深沢 真帆(2) 中学生    32.07 
ｵﾉ ｴｲｺ 下諏訪中 ﾌｶｻﾜ ﾏﾎ 富士見中
若林 凌(2) 中学生 8 鈴木 蘭(1) 中学生    32.36 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 諏訪西中 ｽｽﾞｷ ﾗﾝ 岡谷西部中

[ 3組] 風速 -2.6 [ 4組] 風速 -1.6

 1 中島 夏美(2) 中学生    29.84 1 両角 若菜(3) 中学生    28.61 q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 岡谷東部中 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾜｶﾅ 諏訪南中

 2 玉田 菜穂(2) 中学生    30.27 2 廣瀬 澄玲(3) 中学生    28.86 q
ﾀﾏﾀﾞ ﾅﾎ 富士見中 ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 茅野東部中

 3 池田 好(3) 中学生    30.28 3 高見 李那(3) 中学生    28.90 q
ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ 長峰中 ﾀｶﾐ ﾘﾅ 長峰中

 4 加納 葵(2) 中学生    31.15 4 長谷川 聖奈(2) 中学生    31.34 
ｶﾉｳ ｱｵｲ 岡谷西部中 ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ 上諏訪中

 5 下山 風音(3) 中学生    31.50 5 細川 佑郁(2) 中学生    31.78 
ｼﾓﾔﾏ ｶｻﾞﾈ 茅野北部中 ﾎｿｶﾜ ﾕｲ 富士見中

 6 中村 愛海(2) 中学生    34.03 6 小林 尚美(1) 中学生    33.76 
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅﾐ 下諏訪中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ 岡谷西部中

 7 宮澤 里奈(1) 中学生    37.15 髙橋 麻奈華(2) 中学生
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾅ 上諏訪中 ﾀｶﾊｼ ﾏﾅｶ 岡谷東部中
小池 智里(3) 中学生
ｺｲｹ ﾁｻﾄ 富士見中

風速 -0.8

 1 両角 若菜(3) 中学生    27.78 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾜｶﾅ 諏訪南中

 2 川上 由華(2) 中学生    28.32 
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪中

 3 廣瀬 澄玲(3) 中学生    28.40 
ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 茅野東部中

 4 高見 李那(3) 中学生    28.43 
ﾀｶﾐ ﾘﾅ 長峰中

 5 樋口 香苗(2) 中学生    28.84 
ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 茅野北部中

 6 山村 未悠(2) 中学生    28.97 
ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ 長峰中

 7 唐澤 季里(3) 中学生    29.31 
ｶﾗｻﾜ ｷﾘ 富士見中

 8 藤森 萌夏(2) 中学生    29.79 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾓｴｶ 長峰中
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決勝 5月19日 13:35

諏訪記録(SR)      2,17.84
大会新(GR)        2,28.83

[ 1組] [ 2組]

 1 賀来 真穂(2) 中学生  2,41.37 1 宮坂 万理(2) 中学生  2,35.12 
ｶﾗｲ ﾏﾎ 長峰中 ﾐﾔｻｶ ﾏﾘ 岡谷東部中

 2 小林 友貴(2) 中学生  2,44.25 2 三井 咲良(2) 中学生  2,37.73 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 茅野東部中 ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 上諏訪中

 3 田中 楓(1) 中学生  2,48.82 3 徳永 紗希(3) 中学生  2,41.61 
ﾀﾅｶ ｶｴﾃﾞ 富士見中 ﾄｸﾅｶﾞ ｻｷ 茅野東部中

 4 水野 真帆(3) 中学生  2,49.36 4 岩波 里奈(2) 中学生  2,41.70 
ﾐｽﾞﾉ ﾏﾎ 長峰中 ｲﾜﾅﾐ ﾘﾅ 諏訪南中

 5 中島 美波(3) 中学生  2,53.35 5 若狭 藍子(1) 中学生  2,52.34 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 岡谷東部中 ﾜｶｻ ｱｲｺ 永明中

 6 小口 あい(3) 中学生  2,56.47 6 五味 幸花(1) 中学生  2,56.32 
ｵｸﾞﾁ ｱｲ 茅野北部中 ｺﾞﾐ ｻﾁｶ 富士見中

 7 上島 佑華(3) 中学生  2,59.70 7 塚田 光香(1) 中学生  2,57.57 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾕｶ 下諏訪社中 ﾂｶﾀﾞ ﾐﾂｶ 岡谷北部中

 8 後藤 紗希(2) 中学生  3,05.00 8 深井 梨央(3) 中学生  2,59.08 
ｺﾞﾄｳ ｻｷ 上諏訪中 ﾌｶｲ ﾘｵ 長峰中

 9 渡邉 瑞紀(1) 中学生  3,13.88 9 津金 真希(1) 中学生  3,08.47 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 上諏訪中 ﾂｶﾞﾈ ﾏｷ 富士見中

[ 3組]

 1 田中 杏子(3) 中学生  2,26.11 
ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 永明中

 2 今井 萌(3) 中学生  2,27.89 
ｲﾏｲ ﾓｴ 岡谷東部中

 3 河原 里紗(3) 中学生  2,29.80 
ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ 上諏訪中

 4 花原 薫(3) 中学生  2,29.99 
ﾊﾅﾊﾗ ｶｵﾙ 富士見中

 5 臼田 彩花(1) 中学生  2,30.87 
ｳｽﾀﾞ ｻﾔｶ 下諏訪中

 6 上原 萌花(2) 中学生  2,33.96 
ｳｴﾊﾗ ﾓｴｶ 諏訪南中

 7 高橋 結子(2) 中学生  2,35.92 
ﾀｶﾊｼ ﾕｲｺ 岡谷東部中

 8 半田 永遠(1) 中学生  2,52.81 
ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾜ 岡谷北部中
上原 舞(3) 中学生
ｳｴﾊﾗ ﾏｲ 永明中

中学共通女子
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   1 田中 杏子(3) 中学生 永明中    2,26.11 大会新  3  1
   2 今井 萌(3) 中学生 岡谷東部中    2,27.89 大会新  3  2
   3 河原 里紗(3) 中学生 上諏訪中    2,29.80  3  3
   4 花原 薫(3) 中学生 富士見中    2,29.99  3  4
   5 臼田 彩花(1) 中学生 下諏訪中    2,30.87  3  5
   6 上原 萌花(2) 中学生 諏訪南中    2,33.96  3  6
   7 宮坂 万理(2) 中学生 岡谷東部中    2,35.12  2  1
   8 高橋 結子(2) 中学生 岡谷東部中    2,35.92  3  7
   9 三井 咲良(2) 中学生 上諏訪中    2,37.73  2  2
  10 賀来 真穂(2) 中学生 長峰中    2,41.37  1  1
  11 徳永 紗希(3) 中学生 茅野東部中    2,41.61  2  3
  12 岩波 里奈(2) 中学生 諏訪南中    2,41.70  2  4
  13 小林 友貴(2) 中学生 茅野東部中    2,44.25  1  2
  14 田中 楓(1) 中学生 富士見中    2,48.82  1  3
  15 水野 真帆(3) 中学生 長峰中    2,49.36  1  4
  16 若狭 藍子(1) 中学生 永明中    2,52.34  2  5
  17 半田 永遠(1) 中学生 岡谷北部中    2,52.81  3  8
  18 中島 美波(3) 中学生 岡谷東部中    2,53.35  1  5
  19 五味 幸花(1) 中学生 富士見中    2,56.32  2  6
  20 小口 あい(3) 中学生 茅野北部中    2,56.47  1  6
  21 塚田 光香(1) 中学生 岡谷北部中    2,57.57  2  7
  22 深井 梨央(3) 中学生 長峰中    2,59.08  2  8
  23 上島 佑華(3) 中学生 下諏訪社中    2,59.70  1  7
  24 後藤 紗希(2) 中学生 上諏訪中    3,05.00  1  8
  25 津金 真希(1) 中学生 富士見中    3,08.47  2  9
  26 渡邉 瑞紀(1) 中学生 上諏訪中    3,13.88  1  9

中学共通女子
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決勝 5月19日 14:10

諏訪記録(SR)      3,10.48
大会新(GR)        3,14.52

 1 平出 藍未(6) 小学生  3,33.25 
ﾋﾗｲﾃﾞ ｱｲﾐ 境小

 2 五味 礼羽(6) 小学生  3,36.02 
ｺﾞﾐ ﾕｷﾊ 原PCｼﾞｭﾆｱ

 3 小松 恭子(6) 小学生  3,38.90 
ｺﾏﾂ ｷｮｳｺ 下諏訪北小

 4 小口 真由佳(5) 小学生  3,39.07 
ｵｸﾞﾁ ﾏﾕｶ 城南小

 5 小泉 智香(5) 小学生  3,41.68 
ｺｲｽﾞﾐ ﾄﾓｶ 豊田小

 6 阿部 知比呂(5) 小学生  3,41.90 
ｱﾍﾞ ﾁﾋﾛ 境小

 7 河西 柊美(6) 小学生  3,49.53 
ｶｻｲ ﾌﾐ 長地小

 8 宮坂 なな(6) 小学生  3,49.94 
ﾐﾔｻｶ ﾅﾅ 長地小

 9 矢島 あすみ(5) 小学生  3,51.10 
ﾔｼﾞﾏ ｱｽﾐ 金沢小

10 田島 彩貴(5) 小学生  3,51.63 
ﾀｼﾞﾏ ｻｷ 玉川小

11 牛山 莉奈(5) 小学生  3,53.54 
ｳｼﾔﾏ ﾘﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

12 福岡 歩里(5) 小学生  3,54.68 
ﾌｸｵｶ ｱﾕﾘ 湖東小

13 下山 花(5) 小学生  3,56.71 
ｼﾓﾔﾏ ﾊﾅ 北山小

14 矢崎 萌夏(5) 小学生  3,57.54 
ﾔｻﾞｷ ﾓｴｶ 長地小

15 田中 実菜子(6) 小学生  3,58.44 
ﾀﾅｶ ﾐﾅｺ 永明小

16 柳澤 優真(5) 小学生  3,58.99 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾏ 北山小

17 宮坂 琴乃(6) 小学生  3,59.83 
ﾐﾔｻｶ ｺﾄﾉ 原小

18 田上 実沙希(5) 小学生  4,02.38 
ﾀﾉｳｴ ﾐｻｷ 下諏訪北小

19 小口 侑寿葉(5) 小学生  4,07.60 
ｵｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾊ 神明小

20 茅野 あすか(6) 小学生  4,20.91 
ﾁﾉｱｽｶ 富士見小
小原 萌果(5) 小学生
ｺﾊﾗ ﾓｶ 長地小

小学共通女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
17    75

12    92

14    52

20   169

11   263

3    81

15   232

7   229

13    85

5    83

9    61

6   107

16   275

19   213

10     6

4   271

8   102

18    50

1   222
欠場

21   182

2   251



決勝 5月19日 15:45

諏訪記録(SR)      4,33.88
大会新(GR)        5,06.25

 1 田中 杏子(3) 中学生  5,07.73 
ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 永明中

 2 今井 萌(3) 中学生  5,07.93 
ｲﾏｲ ﾓｴ 岡谷東部中

 3 臼田 悠花(1) 中学生  5,08.27 
ｳｽﾀﾞ ﾕｳｶ 下諏訪中

 4 中山 葵泉(1) 中学生  5,11.15 
ﾅｶﾔﾏ ｱｵｲ 下諏訪中

 5 高橋 結子(2) 中学生  5,16.10 
ﾀｶﾊｼ ﾕｲｺ 岡谷東部中

 6 河原 里紗(3) 中学生  5,20.90 
ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ 上諏訪中

 7 三井 咲良(2) 中学生  5,31.84 
ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 上諏訪中

 8 上島 実歩(1) 中学生  5,35.01 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐﾎ 下諏訪社中

 9 三村 杏佑夏(2) 中学生  5,40.83 
ﾐﾑﾗ ｱﾕｶ 長峰中

10 宮坂 さくら(1) 中学生  5,41.97 
ﾐﾔｻｶ ｻｸﾗ 上諏訪中

11 宮坂 綾乃(3) 中学生  5,48.50 
ﾐﾔｻｶ ｱﾔﾉ 原中

12 前島 由奈(1) 中学生  6,03.74 
ﾏｴｼﾏ ﾕｳﾅ 富士見中

13 小林 夏美(3) 中学生  6,14.52 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂﾐ 富士見中

14 山田 紗椰(3) 中学生  6,15.06 
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾔ 諏訪西中

15 伊藤 彩(1) 中学生  6,27.05 
ｲﾄｳ ｱﾔ 茅野東部中

16 伊藤 実(1) 中学生  6,47.60 
ｲﾄｳ ﾐﾉﾘ 茅野東部中

17 小林 美紅(2) 中学生  7,03.71 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｸ 長峰中
中村 美音(1) 中学生
ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ 茅野東部中
上原 舞(3) 中学生
ｳｴﾊﾗ ﾏｲ 永明中
岡村 智可(3) 中学生
ｵｶﾑﾗ ﾄﾓｶ 下諏訪中

中学共通女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
11   312

10   387

4   458

12   444

6   388

8   563

16   554

7   436

15   625

20   562

18   532

5   658

13   671

2   572

17   485

1   484

19   618

3   472
欠場

9   319
欠場

14   457
欠場



決勝 5月19日 9:05

諏訪記録(SR)        13.93
大会新(GR)          14.00

風速 -0.5

 1 手塚 悠里(6) 小学生    17.37 
ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾘ 下諏訪北小

決勝 5月19日 8:45

諏訪新(SR)          14.96
大会新(GR)          15.40

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -0.2

 1 北原 瑠華(2) 中学生    19.00 1 池田 好(3) 中学生    17.88 
ｷﾀﾊﾗ ﾙｶ 岡谷東部中 ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ 長峰中

 2 小林 愛実(2) 中学生    19.85 2 吉岡 綾子(2) 中学生    18.14 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 茅野北部中 ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 岡谷東部中

 3 伊藤 絵夢(1) 中学生    20.23 3 野村 朱里(3) 中学生    18.17 
ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中 ﾉﾑﾗ ｱｶﾘ 岡谷東部中

 4 中澤 毬乃(2) 中学生    20.42 4 鎌倉 麻有(3) 中学生    22.35 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ 諏訪南中 ｶﾏｸﾗ ﾏﾕ 原中
関 ちなつ(3) 中学生 小口 朋花(3) 中学生
ｾｷ ﾁﾅﾂ 富士見中 ｵｸﾞﾁ ﾄﾓｶ 岡谷東部中

   1 池田 好(3) 中学生 長峰中    17.88 (-0.2)  2  1
   2 吉岡 綾子(2) 中学生 岡谷東部中    18.14 (-0.2)  2  2
   3 野村 朱里(3) 中学生 岡谷東部中    18.17 (-0.2)  2  3
   4 北原 瑠華(2) 中学生 岡谷東部中    19.00 (-1.2)  1  1
   5 小林 愛実(2) 中学生 茅野北部中    19.85 (-1.2)  1  2
   6 伊藤 絵夢(1) 中学生 長峰中    20.23 (-1.2)  1  3
   7 中澤 毬乃(2) 中学生 諏訪南中    20.42 (-1.2)  1  4
   8 鎌倉 麻有(3) 中学生 原中    22.35 (-0.2)  2  4

中学共通女子

100mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

  584

5   360

4   505

2   687
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

6   639

3   536

所属名 記録／備考
3   610

2   395

4   377
欠場

6   358

5

記録（風） 備考 組 順位
  610
  395

No. 氏  名 都道府県 所属名

No. 氏  名

  358

  584
  536

  360
  505
  639

タイムレース

順位

所属名 記録／備考
5    53

小学共通女子

80mH(0.700m)

決勝

順 ﾚｰﾝ



決勝 5月19日 13:20

諏訪新(SR)          53.40
大会新(GR)          57.77

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 高島小   134 古谷 裕美(5)    59.33 

ﾀｶｼﾏｼｮｳ ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾐ
  130 前田 唯(5)

ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ
  135 花岡 愛梨(5)

ﾊﾅｵｶ ｱｲﾘ
  133 山本 紗矢香(5)

ﾔﾏﾓﾄ ｻﾔｶ
 2   4 長地小   217 西川 舞香  1,01.15 

ｵｻﾁｼｮｳ ﾆｼｶﾜ ﾏｲｶ
  233 稲村 かん菜

ｲﾅﾑﾗ ｶﾝﾅ
  215 平山 萌恵

ﾋﾗﾔﾏ ﾓｴ
  212 柳原 利子

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾘｺ
 3   6 下諏訪南小    28 唐木田 帆花(6)  1,02.36 

ｼﾓｽﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ｶﾗｷﾀﾞ ﾎﾉｶ
   37 小口 玲奈(6)

ｵｸﾞﾁ ﾚﾅ
   39 山﨑 奈月(6)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾂｷ
   38 小口 沙希子(6)

ｵｸﾞﾁ ｻｷｺ
  2 四賀小   145 三井陽奈(6)

ｼｶﾞｼｮｳ ﾐﾂｲ ﾊﾙﾅ 失格
  144 山崎 美優(6)

ﾔﾏｻﾞｷﾐﾕｳ
  138 藤森愛生香(6)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｲｶ
  139 石水 雅姫(6)

ｲｼﾐｽ ﾞﾐﾔﾋﾞ
  5 岡谷小    15 島﨑 七星(6)

ｵｶﾔｼｮｳ ｼﾏｻﾞｷ ﾅﾅｾ 失格
   13 野中 優衣(6)

ﾉﾅｶ ﾕｲ
   22 羽生田 美咲(6)

ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾐｻｷ
   18 小島 美紀(6)

ｺｼﾞﾏ ﾐｷ

小学共通女子

4x100m

決勝



予選 5月19日 12:30
決勝 5月19日 16:35

諏訪記録(SR)        51.02
大会新(GR)          52.09

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 上諏訪中(A)   563 河原 里紗(3)    54.32 q 1  2 富士見中(A)  651 唐澤 季里(3)    54.61 q

ｶﾐｽﾜﾁｭｳA ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ ﾌｼﾞﾐﾁｭｳA ｶﾗｻﾜ ｷﾘ
  551 小林 みずほ(2)  668 小林 七味(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ
  541 田邉 美森(3)  686 玉田 菜穂(2)

ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ ﾀﾏﾀﾞ ﾅﾎ
  542 長谷川 聖奈(2)  673 小池 智里(3)

ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ ｺｲｹ ﾁｻﾄ
 2   5 岡谷東部中(B)   355 栁澤 唯月(1)    56.12 q 2  4 岡谷西部中(B)  330 鈴木 蘭(1)    56.35 q

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳB ｽｽﾞｷ ﾗﾝ
  391 原 歩美(2)  345 宮澤 杏実(2)

ﾊﾗ ｱﾕﾐ ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ
  355 栁澤 唯月(1)  338 小林 尚美(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ
  395 吉岡 綾子(2)  346 加納 葵(2)

ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ ｶﾉｳ ｱｵｲ
 3   3 茅野北部中(B)   494 湯田坂 奈々子(2)    56.76 q 3  3 諏訪南中  585 前田 未央(2)    57.27 q

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳB ﾕﾀﾞｻｶ ﾅﾅｺ ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ﾏｴﾀﾞ ﾐｵ
  491 柳平 麻梨(2)  600 鵜飼 遥香(1)

ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ﾏﾘ ｳｶｲﾊﾙｶ
  517 宮坂 奏江(2)  597 牛山 愛梨(1)

ﾐﾔｻｶ ｶﾅｴ ｳｼﾔﾏｱｲﾘ
  493 樋口 香苗(2)  582 矢澤 舞香(2)

ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ ﾔｻﾞﾜ ﾏｲｶ
 4   4 茅野東部中   475 小澤 来未(2)    58.26 4  7 茅野北部中(A)  501 太田 美日(3)    57.42 

ﾁﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｵｻﾞﾜ ｸﾙﾐ ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳA ｵｵﾀ ﾐｶ
  463 廣瀬 澄玲(3)  520 柿澤 綾菜(3)

ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ ｶｷｻﾞﾜ ｱﾔﾅ
  471 田中 里奈(1)  521 下山 風音(3)

ﾀﾅｶ ﾘﾅ ｼﾓﾔﾏ ｶｻﾞﾈ
  483 伊藤 千夏(2)  492 北澤 佑奈(3)

ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾅ
 5   2 諏訪西中   570 小池 梨華(3)    58.50 5  5 原中  531 荒井 菜々風(1)  1,00.53 

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ｺｲｹ ﾘｶ ﾊﾗﾁｭｳ ｱﾗｲ ﾅﾅｶ
  566 本間 菜月(3)  533 菊池 菜帆(3)

ﾎﾝﾏ ﾅﾂｷ ｷｸﾁ ﾅﾎ
  578 下山 甘夏(2)  536 鎌倉 麻有(3)

ｼﾓﾔﾏ ｶﾝﾅ ｶﾏｸﾗ ﾏﾕ
  573 山田 紗帆(3)  526 木下 野乃花(3)

ﾔﾏﾀﾞ ｻﾎ ｷﾉｼﾀ ﾉﾉｶ
 6   7 岡谷北部中   429 今井 媛奈(1)  1,01.73  6 長峰中(A)  606 北原 由梨(3)

ｵｶﾔﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｲﾏｲ ﾋﾒﾅ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳA ｷﾀﾊﾗ ﾕﾘ 失格
  423 塚田 光香(1)  628 高見 李那(3)

ﾂｶﾀﾞ ﾐﾂｶ ﾀｶﾐ ﾘﾅ
  422 半田 永遠(1)  610 池田 好(3)

ﾊﾝﾀﾞ ﾄﾜ ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ
  430 今井 美里(1)  632 宮本 菜央(3)

ｲﾏｲ ﾐｻﾄ ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ

中学共通女子

4x100m

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 岡谷東部中(A)   393 宮坂 桃夏(2)    52.01 q

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾐﾔｻｶ ﾓﾓｶ 大会新
  381 山田 彩加(3)

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ
  382 山田 花菜(3)

ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ
  367 中島 夏美(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ
 2   4 長峰中(B)   635 久島 菜々子(2)    55.36 q

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳB ｸｼﾏ ﾅﾅｺ
  624 山村 未悠(2)

ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ
  615 深江 愛美(2)

ﾌｶｴ ｱﾐ
  608 藤森 萌夏(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾓｴｶ
 3   2 岡谷西部中(A)   337 小林 美咲(2)  1,00.99 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳA ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ
  331 柳澤 彩夏(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾔｶ
  335 千葉 恵玲菜(3)

ﾁﾊﾞ ｴﾚﾅ
  341 山田 栞(3)

ﾔﾏﾀﾞ ｼｵﾘ
 4   6 上諏訪中(B)   558 宮澤 里奈(1)  1,02.95 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳB ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘﾅ
  554 三井 咲良(2)

ﾐﾂｲ ｻｸﾗ
  549 諏訪 春乃(2)

ｽﾜ ﾊﾙﾉ
  562 宮坂 さくら(1)

ﾐﾔｻｶ ｻｸﾗ
  5 富士見中(B)   677 細川 佑郁(2)

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳB ﾎｿｶﾜ ﾕｲ 欠場
  645 百瀬 早姫(1)

ﾓﾓｾ ｻｷ
  652 渡邉 彩愛(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｴ
  650 藤原 未来(2)

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾐｷ

中学共通女子

4x100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 岡谷東部中(A)   393 宮坂 桃夏(2)    52.37 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾐﾔｻｶ ﾓﾓｶ
  381 山田 彩加(3)

ﾔﾏﾀﾞ ｱﾔｶ
  382 山田 花菜(3)

ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ
  367 中島 夏美(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ
 2   3 上諏訪中(A)   563 河原 里紗(3)    54.91 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳA ｶﾜﾊﾗ ﾘｻ
  551 小林 みずほ(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞﾎ
  541 田邉 美森(3)

ﾀﾅﾍﾞ ﾐﾓﾘ
  542 長谷川 聖奈(2)

ﾊｾｶﾞﾜ ｾﾅ
 3   4 富士見中(A)   651 唐澤 季里(3)    54.97 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳA ｶﾗｻﾜ ｷﾘ
  668 小林 七味(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ
  686 玉田 菜穂(2)

ﾀﾏﾀﾞ ﾅﾎ
  673 小池 智里(3)

ｺｲｹ ﾁｻﾄ
 4   6 長峰中(B)   635 久島 菜々子(2)    56.58 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳB ｸｼﾏ ﾅﾅｺ
  624 山村 未悠(2)

ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ
  615 深江 愛美(2)

ﾌｶｴ ｱﾐ
  608 藤森 萌夏(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾓｴｶ
 5   2 茅野北部中(B)   494 湯田坂 奈々子(2)    57.15 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳB ﾕﾀﾞｻｶ ﾅﾅｺ
  491 柳平 麻梨(2)

ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ﾏﾘ
  517 宮坂 奏江(2)

ﾐﾔｻｶ ｶﾅｴ
  493 樋口 香苗(2)

ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ
 6   7 岡谷東部中(B)   389 工藤 真希(1)    57.18 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ｸﾄﾞｳ ﾏｷ
  391 原 歩美(2)

ﾊﾗ ｱﾕﾐ
  355 栁澤 唯月(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ
  395 吉岡 綾子(2)

ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ
 7   8 岡谷西部中(B)   330 鈴木 蘭(1)    57.52 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳB ｽｽﾞｷ ﾗﾝ
  345 宮澤 杏実(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾐ
  338 小林 尚美(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ
  346 加納 葵(2)

ｶﾉｳ ｱｵｲ
 8   1 諏訪南中   585 前田 未央(2)    58.68 

ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ﾏｴﾀﾞ ﾐｵ
  600 鵜飼 遥香(1)

ｳｶｲﾊﾙｶ
  597 牛山 愛梨(1)

ｳｼﾔﾏｱｲﾘ
  582 矢澤 舞香(2)

ﾔｻﾞﾜ ﾏｲｶ

4x100m
決勝

中学共通女子



決勝 5月19日 9:00

諏訪記録(SR)         1.30
大会新(GR)           1.22

倉品 愛美(6) 小学生 大会新
ｸﾗｼﾅ ﾏﾅﾐ 岡谷小
花岡 瑚徒(6) 小学生
ﾊﾅｵｶ ｺﾄ 岡谷小
安岡 鈴佳(5) 小学生
ﾔｽｵｶ ﾘﾝｶ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

決勝 5月19日 10:30

諏訪記録(SR)         1.75
大会新(GR)           1.55

樋口 朋果(3) 中学生
ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓｶ 富士見中
山田 紗帆(3) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾎ 諏訪西中
小澤 来未(2) 中学生
ｵｻﾞﾜ ｸﾙﾐ 茅野東部中
北原 由梨(3) 中学生
ｷﾀﾊﾗ ﾕﾘ 長峰中
栁澤 夏菜子(2) 中学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾅｺ 茅野東部中
小池 梨華(3) 中学生
ｺｲｹ ﾘｶ 諏訪西中
諏訪 春乃(2) 中学生
ｽﾜ ﾊﾙﾉ 上諏訪中
野平 彩(3) 中学生
ﾉﾋﾗ ｱﾔ 岡谷東部中
小川 菜々穂(1) 中学生
ｵｶﾞﾜ ﾅﾅﾎ 富士見中
中澤 毬乃(2) 中学生
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ 諏訪南中
伊藤 結菜(1) 中学生
ｲﾄｳ ﾕｲﾅ 茅野東部中
橋爪 麻衣(1) 中学生 記録なし
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏｲ 茅野東部中
小口 朋花(3) 中学生 欠場
ｵｸﾞﾁ ﾄﾓｶ 岡谷東部中

決勝 5月19日 9:30

諏訪記録(SR)         2.60
大会新(GR)           2.50

加賀見 麻里(3) 中学生
ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ 永明中
菊池 菜帆(3) 中学生
ｷｸﾁ ﾅﾎ 原中
木下 野乃花(3) 中学生
ｷﾉｼﾀ ﾉﾉｶ 原中
清水 美佳(2) 中学生 欠場
ｼﾐｽﾞ ﾐｶ 原中

中学共通女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m90 2m00 備考1m70 1m80 2m10 2m20 2m30 2m40 2m50
1 4   327

- - - O O XO O XXO XXX  2.40

2 3   533
- - O O O O XXX  2.20

3 2   526
O O O XXO XXX  2.00

1   528

11   377

2   480
XXX

 1.10

 1.10

11 4   486
XO XXX

9 6   584
O XXX

 1.10

 1.15

9 1   674
O XXX

8 3   357
XO XXO XXX

 1.20

 1.20

7 9   549
XO O XXO XXX

XXX
6 7   570

O O O

 1.25

 1.25

5 8   461
- - XO XO XXX

O XX- - X
4 5   606

XO O XO

 1.25

 1.35

3 10   475
- - O O XXX

O O XXO X/
2 12   573

- - O

O O XO XXX  1.45

1m50
1 13   646

- - O O O

記録1m20 1m25 備考1m10 1m15 1m30 1m35 1m40 1m45

中学共通女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 1.00

 1.20

3 1    70
O XXX

O O XXX
2 2    21

O O O

XXO XXX  1.25
1 3    17

O O O O O

記録1m10 1m15 備考1m00 1m05 1m20 1m25 1m30

小学共通女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月19日 9:00

諏訪記録(SR)         4.47
大会新(GR)           4.47

小口 るり(6) 小学生  3.90  3.67  3.56    3.90 
ｵｸﾞﾁ ﾙﾘ 小井川小  -0.9  +1.0  -0.5    -0.9
濵 若菜(6) 小学生  3.40  3.65  3.72    3.72 
ﾊﾏ ﾜｶﾅ 岡谷小   0.0  +0.7  +1.4    +1.4
塩沢 優佳(6) 小学生  3.53  3.63  3.54    3.63 
ｼｵｻﾞﾜ ﾕｳｶ 境小  +1.2  -0.5  -0.2    -0.5
山田 愛莉(5) 小学生  3.28  3.11  3.31    3.31 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   0.0  +0.3  +2.2    +2.2
金子 友香(6) 小学生  3.20  3.23  3.26    3.26 
ｶﾈｺ ﾄﾓｶ 中洲小  -0.9  +2.8  +1.4    +1.4
望月 希美(5) 小学生  3.03  3.12  3.23    3.23 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 湖東小  +0.2  +0.6  +2.1    +2.1
五味 美羽(6) 小学生  2.90   X  3.21    3.21 
ｺﾞﾐ ﾐｳ 永明小  +0.6  +1.4    +1.4
村瀬 祥子(5) 小学生  2.85   X  3.08    3.08 
ﾑﾗｾ ｼｮｳｺ 岡谷小  -1.1   0.0     0.0
小沢 恵菜(6) 小学生  3.03  3.07   X    3.07 
ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ 泉野小  +0.6  +0.9    +0.9
田中 未佳(6) 小学生  2.67  2.95  3.03    3.03 
ﾀﾅｶ ﾐｶ 諏訪FA  -0.3  +1.1  +1.4    +1.4
木下 夏葉(5) 小学生  2.90  2.81  2.88    2.90 
ｷﾉｼﾀ ﾅﾂﾊ 原PCｼﾞｭﾆｱ  -0.1  -0.8  +0.2    -0.1
篠原  萌(5) 小学生  2.76  2.73  2.90    2.90 
ｼﾉﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 湖東小  +0.8  +0.1  +0.6    +0.6
五味 叶花(5) 小学生  2.47  2.53  2.67    2.67 
ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ 富士見本郷小  -0.3  +0.6  +0.1    +0.1
加藤 光(5) 小学生  2.32  2.37  2.59    2.59 
ｶﾄｳ ﾋｶﾙ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ  +1.1  -0.7  +0.8    +0.8

小学共通女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 14   156

-5-

2 12    11

3 5    80

4 10    59

5 13   208

6 8   106

7 9    10

8 2    16

9 4   199

10 11   185

11 1    88

12 7   113

13 3   255

14 6    69



決勝 5月19日 14:10

諏訪記録(SR)         5.59
大会新(GR)           5.29

高見 李那(3) 中学生  4.74   X  4.67   X   X   4.78    4.78 
ﾀｶﾐ ﾘﾅ 長峰中   0.0  +0.6    0.0     0.0
深江 愛美(2) 中学生  4.51  4.33  4.15   X  4.33   4.34    4.51 
ﾌｶｴ ｱﾐ 長峰中  +1.1  +1.0  -0.7  +0.7   -0.1    +1.1
井口 咲(2) 中学生  4.02  4.10   X  4.04  4.21   4.37    4.37 
ｲｸﾞﾁ ｻｷ 岡谷北部中  -0.3  +0.4  +0.3  -0.1   +0.5    +0.5
名取 奈々海(2) 中学生  3.74  3.80  4.32  4.26   X   4.29    4.32 
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 永明中  -1.1  +0.5  +0.7   0.0   +0.4    +0.7
宮坂 万理(2) 中学生  4.09  4.14   X  4.04   X    X    4.14 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾘ 岡谷東部中  +0.8  +0.6  +0.3    +0.6
小松 晴菜(3) 中学生   X  4.00  4.06  3.91  4.09    X    4.09 
ｺﾏﾂ ﾊﾙﾅ 岡谷東部中   0.0  +0.5  +0.5  +0.5    +0.5
野村 朱里(3) 中学生  3.97  3.84  3.70   X  3.79   3.75    3.97 
ﾉﾑﾗ ｱｶﾘ 岡谷東部中  +0.6   0.0  +0.1  +0.1   +0.1    +0.6
下山 甘夏(2) 中学生   X  3.93  3.85  3.80  3.80   3.94    3.94 
ｼﾓﾔﾏ ｶﾝﾅ 諏訪西中   0.0   0.0  -0.9  +0.2    0.0     0.0
御子柴 遥華(2) 中学生  3.88  3.70  3.49    3.88 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾊﾙｶ 岡谷東部中  +0.2  +1.0  +0.3    +0.2
本間 菜月(3) 中学生   X  3.67  3.85    3.85 
ﾎﾝﾏ ﾅﾂｷ 諏訪西中   0.0  +0.5    +0.5
増澤 紅音(2) 中学生  3.73   X  3.84    3.84 
ﾏｽｻﾞﾜ ｱｶﾈ 岡谷東部中  +0.2  +0.1    +0.1
後藤 奈々(3) 中学生  3.81  3.79   X    3.81 
ｺﾞﾄｳ ﾅﾅ 岡谷北部中  -0.6  +0.8    -0.6
伊藤 絵夢(1) 中学生   -  3.54  3.76    3.76 
ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中  +0.3  +1.0    +1.0
牛山 世梨奈(1) 中学生  3.69  3.50  3.26    3.69 
ｳｼﾔﾏｾﾘﾅ 諏訪南中  +0.4  -1.9  +0.5    +0.4
五味 雅乃音(2) 中学生  3.58  3.57  3.67    3.67 
ｺﾞﾐ ｶﾉﾝ 岡谷西部中  +0.9  -0.3   0.0     0.0
西郷 ののか(3) 中学生  3.57  3.66  3.63    3.66 
ｻｲｺﾞｳ ﾉﾉｶ 茅野北部中  +1.1  +0.3  +1.0    +0.3
藤木 杏奈(3) 中学生   X  3.61  3.59    3.61 
ﾌｼﾞｷ ｱﾝﾅ 下諏訪中  +0.1   0.0    +0.1
深渡 由季(3) 中学生   X  3.54  2.85    3.54 
ﾌﾜｶﾜﾀﾘ ﾕｷ 富士見中  -1.4  +0.6    -1.4
糀谷 桃李(2) 中学生  3.45  3.29  3.26    3.45 
ｺｳｼﾞﾔ ﾄｳﾘ 富士見中  +0.4  +0.7   0.0    +0.4
門間 ちさ穂(1) 中学生  3.44  3.02  2.92    3.44 
ﾓﾝﾏ ﾁｻﾎ 諏訪西中  +0.8  +0.3  +0.3    +0.8
荒井 菜々風(1) 中学生  3.04   X  3.35    3.35 
ｱﾗｲ ﾅﾅｶ 原中  +1.4   0.0     0.0
進藤 綺良々(1) 中学生  3.33  3.07  3.22    3.33 
ｼﾝﾄﾞｳｷﾗﾗ 諏訪南中  +0.4  -0.9  +0.4    +0.4
小林 美咲(2) 中学生  3.24  3.12  3.27    3.27 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻｷ 岡谷西部中   0.0   0.0  +0.7    +0.7
清水 希(2) 中学生  2.73  3.26  3.12    3.26 
ｼﾐｽﾞ ﾉｿﾞﾐ 岡谷東部中  -0.1  -0.9  +0.9    -0.9
後藤 愛莉(2) 中学生  2.98  2.95  3.19    3.19 
ｺﾞﾄｳｱｲﾘ 諏訪南中  -1.3  +0.4   0.0     0.0
千葉 愛海華(2) 中学生   X  2.97  3.08    3.08 
ﾁﾊﾞ ｱﾐｶ 岡谷西部中  +0.3  +0.1    +0.1
橋本 果菜(1) 中学生   X  2.95  2.98    2.98 
ﾊｼﾓﾄ ｶﾅ 茅野北部中  -2.5  -0.5    -0.5
鎌倉 未有(1) 中学生  2.88   X  2.65    2.88 
ｶﾏｸﾗ ﾐﾕ 原中  -0.7  -0.5    -0.7
山名 桃歌(1) 中学生  2.29  2.23  2.35    2.35 
ﾔﾏﾅ ﾓﾓｶ 茅野北部中  -0.6  +0.4  -0.1    -0.1
篠原 舞(2) 中学生   X   X   X 記録なし
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲ 岡谷東部中
柳澤 彩夏(3) 中学生 欠場
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾔｶ 茅野北部中
栁澤 唯月(1) 中学生 欠場
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｽﾞｷ 岡谷東部中
五味 美桜奈(2) 中学生 欠場
ｺﾞﾐ ﾐｵﾅ 富士見中

中学共通女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 31   628

-5-

2 28   615

3 29   434

4 32   306

5 23   392

6 27   374

7 26   358

8 16   578

9 17   390

10 22   566

11 20   369

12 33   431

13 19   639

14 11   596

15 14   344

16 21   504

17 18   440

18 24   661

19 4   641

20 9   565

21 15   531

22 13   587

23 7   337

24 10   373

25 6   593

26 8   336

27 2   516

28 3   535

29 1   510

25   380

30   683

5   490

12   355



決勝 5月19日 9:00

諏訪記録(SR)        12.63
大会新(GR)          11.83

清水 美佳(2) 中学生
ｼﾐｽﾞ ﾐｶ 原中
赤羽 紗也加(2) 中学生
ｱｶﾊﾈ ｻﾔｶ 岡谷東部中
久島 菜々子(2) 中学生
ｸｼﾏ ﾅﾅｺ 長峰中
湯田坂 奈々子(2) 中学生
ﾕﾀﾞｻｶ ﾅﾅｺ 茅野北部中
千葉 恵玲菜(3) 中学生
ﾁﾊﾞ ｴﾚﾅ 岡谷西部中
田村 春花(3) 中学生
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 茅野北部中
金子 真菜(1) 中学生
ｶﾈｺ ﾏﾅ 諏訪西中
阿部 春菜(2) 中学生
ｱﾍﾞ ﾊﾙﾅ 岡谷東部中
柳澤 彩夏(3) 中学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾔｶ 岡谷西部中
片倉 未来(2) 中学生
ｶﾀｸﾗ ﾐｷ 岡谷西部中
賀来 真穂(2) 中学生
ｶﾗｲ ﾏﾎ 長峰中

中学共通女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 11   528

 8.04  8.48  7.69  8.23  7.28  8.11   8.48 

2 6   372
 7.49  7.63  7.58  7.55  7.58  7.16   7.63 

3 10   635
 5.99  6.41  6.45  6.36  6.73  7.28   7.28 

4 9   494
 6.78  6.93  6.89  6.91  7.17  7.02   7.17 

5 5   335
 6.77  7.08  6.80  6.91  7.05  7.10   7.10 

6 8   495
 6.79  6.24  6.66  7.08  6.83  7.08   7.08 

7 7   575
 6.54  6.64  6.71  6.65  6.24  6.69   6.71 

8 1   403
 6.58  5.96  5.96  6.03  6.03  5.99   6.58 

9 3   331
 6.09  6.15  6.18   6.18 

10 4   332
 5.43  5.62  5.73

11 2   637
 5.29   X  4.94   5.29 

  5.73 



決勝 5月19日 14:00

県小新(SR)          61.63
大会新(GR)          61.63

横山 陽南(6) 小学生
ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾅ 中洲小
小平 るな(5) 小学生
ｺﾀﾞｲﾗ ﾙﾅ 永明小
後藤 有美(6) 小学生
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾐ 下諏訪北小
岩﨑 美羽(6) 小学生
ｲﾜｻｷ ﾐｳ 城南小
河西 永恋(5) 小学生
ｶｻｲ ｴﾚﾝ 城北小
伊藤 彩桜(5) 小学生
ｲﾄｳ ｻｸﾗ 城南小
田中 まりの(6) 小学生
ﾀﾅｶ ﾏﾘﾉ 下諏訪北小
伊藤 恭子(6) 小学生
ｲﾄｳ ｷｮｳｺ 中洲小
竹澤亜紀菜アイリス(5小学生
ﾀｹｻﾞﾜ ｱｷﾅ ｱｲﾘｽ 中洲小
北原 唯衣奈(5) 小学生
ｷﾀﾊﾗ ﾕｲﾅ 城北小

小学共通女子

ソフトボール投(1号)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 7   210

42.83   O   O  42.83 

2 9     8
  O 42.76   O  42.76 

3 4    54
35.68   O   O  35.68 

4 8   171
  O   O 35.53  35.53 

5 2   179
  O 34.02   O  34.02 

6 10   176
  O 31.07   O  31.07 

7 3    49
  O 29.65   O  29.65 

8 6   211
  O   O 27.40  27.40 

9 5   202
25.26   O   O

10 1   177
  O   O 22.23  22.23 

 25.26 



決勝 5月19日 11:00

諏訪記録(SR)        36.27
大会新(GR)          27.53

久島 菜々子(2) 中学生 大会新
ｸｼﾏ ﾅﾅｺ 長峰中
菊池 菜帆(3) 中学生
ｷｸﾁ ﾅﾎ 原中
坂本 唯(2) 中学生
ｻｶﾓﾄ ﾕｲ 岡谷東部中
千葉 恵玲菜(3) 中学生
ﾁﾊﾞ ｴﾚﾅ 岡谷西部中
柳澤 彩夏(3) 中学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾔｶ 岡谷西部中
武村 佳穂(2) 中学生
ﾀｹﾑﾗ ｶﾎ 永明中

中学2.3年女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 6   635

  O 28.38   O  28.38 

2 2   533
  O   O 23.21  23.21 

3 1   386
  O 20.45   O  20.45 

4 5   335
  O   O 15.78  15.78 

5 4   331
  O 14.17   O

6 3   308
  X 10.31   O  10.31 

 14.17 


	表紙
	女子1
	女子2
	女子3
	女子4
	女子5
	女子6
	女子7
	女子8
	女子9
	女子10

