
平成26年度第32回諏訪地方ジュニア陸上競技大会                                    
兼第31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,諏訪陸上競技協会 
後援：(一財)長野陸上競技協会                                                    

決勝記録一覧表
男  子  /  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
05/18 小学生混合 城南小A     1,01.78 高島小     1,02.66 諏訪FA     1,03.39 湖南小     1,03.44 下諏訪南小A     1,04.30 小井川小     1,04.53 玉川小     1,05.04 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     1,06.04

4x100m 小泉 春花(5) 木村 妃杏(5) 小松 夢來(4) 三村 紗唯(5) 伊倉 美室(4) 今井 風花(5) 福永 なつみ(4) 橋本 愛(4)
中山 実音(5) 柿澤 摩歩(5) 藤森 七海(4) 原田 なな(5) 臼田 麻花(4) 関谷 由里菜(5) 野村 夏月(4) 齊藤 有香(4)
髙橋 透生(5) 藤原 陽登(5) 小泉 陽貴(4) 松崎 恭一朗(5) 田村 純平(4) 松山 佳嵩(4) 宮下 龍之介(4) 窪田 翔真(4)
山内 翔太(5) 柳沢 敦(5) 藤森 大輔(5) 鈴木 千紘(5) 田中 弥衣斗(4) 笠原 淳平(5) 岩波 健太(4) 大塚 琉翔(4)



決勝 5月18日 12:45

諏訪新(SR)          55.50
大会新(GR)          58.50

[ 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   5 湖南小   164 三村 紗唯(5)   1,03.44  1   2 高島小   175 木村 妃杏(5)   1,02.66 

ｺﾅﾐｼｮｳ ﾐﾑﾗ ｻﾕ ﾀｶｼﾏｼｮｳ ｷﾑﾗ ﾋﾒｱ
  163 原田 なな(5)   169 柿澤 摩歩(5)

ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ
  165 松崎 恭一朗(5)   174 藤原 陽登(5)

ﾏﾂｻﾞｷ ｷｮｳｲﾁﾛｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙﾄ
  166 鈴木 千紘(5)   176 柳沢 敦(5)

ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾂｼ
 2   7 下諏訪南小A    46 伊倉 美室(4)   1,04.30  2   4 小井川小   196 今井 風花(5)   1,04.53 

ｼﾓｽﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ｲｸﾗﾐﾑﾛ ｵｲｶﾜｼｮｳ ｲﾏｲ ﾌｳｶ
   47 臼田 麻花(4)   195 関谷 由里菜(5)

ｳｽﾀﾞｱｻｶ ｾｷﾔ ﾕﾘﾅ
   48 田村 純平(4)   197 松山 佳嵩(4)

ﾀﾑﾗｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾏﾂﾔﾏ ｹｲｼｭｳ
   49 田中 弥衣斗(4)   194 笠原 淳平(5)

ﾀﾅｶﾔｲﾄ ｶｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
 3   6 玉川小   117 福永 なつみ(4)   1,05.04  3   5 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    69 橋本 愛(4)   1,06.04 

ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳ ﾌｸﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾊｼﾓﾄ ｱｲ
  118 野村 夏月(4)    85 齊藤 有香(4)

ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ ｻｲﾄｳ ﾕｳｶ
  109 宮下 龍之介(4)    71 窪田 翔真(4)

ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ
  107 岩波 健太(4)    77 大塚 琉翔(4)

ｲﾜﾅﾐ ｹﾝﾀ ｵｵﾂｶ ﾙｶ
 4   3 富士見本郷小A   312 名取 美侑(4)   1,07.33  4   7 城南小B   220 奥原 心希(4)   1,07.00 

ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳ ﾅﾄﾘ ﾐﾕ ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ ｵｸﾊﾗ ｼｷ
  309 越川 えり(4)   221 小池 佑月(4)

ｺｼｶﾜ ｴﾘ ｺｲｹ ﾕﾂﾞｷ
  311 馬場 直喜(4)   222 杉村 昂俊(4)

ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾅｵｷ ｽｷﾞﾑﾗ ﾀｶﾄｼ
  310 田所 夢太郎(4)   219 井出 雅人(4)

ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ ｲﾃﾞ ﾏｻﾄ
 5   2 富士見小   276 伊勢井 雪香(4)   1,08.31  5   3 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ    87 宮下 夏実(4)   1,08.73 

ﾌｼﾞﾐｼｮｳ ｲｾｲ ﾕｷｶ ﾁﾉﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｼﾀ ﾅﾂﾐ
  285 田中 結子(4)    93 小林 蓮菜(4)

ﾀﾅｶ ﾕｲｺ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｽﾅ
  289 名取 勇人(4)    94 柳沢 利織(4)

ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｵﾙ
  282 清水 京介(4)    88 佐藤 笙羽(4)

ｼﾐｽﾞ ｷｮｳｽｹ ｻﾄｳ ｼｮｳﾊ
 6   4 原PCｼﾞｭﾆｱ   126 阿部 友楓(4)   1,11.97  6   6 原小   143 野明 薫奈(4)   1,11.21 

ﾊﾗﾋﾟｰｼｰｼﾞｭﾆｱ ｱﾍﾞ ﾄﾓｶ ﾊﾗｼｮｳ ﾉｱｹ ﾕｷﾅ
  132 小嶋 楓来(4)   140 菊池 遥(4)

ｺｼﾞﾏ ｶｴﾗ ｷｸﾁ ﾊﾙｶ
  138 野々村 日人(4)   142 木下 光樹(4)

ﾉﾉﾑﾗ ﾊﾙﾄ ｷﾉｼﾀ ｺｳｷ
  137 野沢 洸貴(4)   141 田口 壱星(4)

ﾉｻﾞﾜ ｺｳｷ ﾀｸﾞﾁ ｲｯｾｲ

小学生混合

4x100m

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 城南小A   215 小泉 春花(5)   1,01.78 

ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｶ
  217 中山 実音(5)

ﾅｶﾔﾏ ﾐｵﾝ
  218 髙橋 透生(5)

ﾀｶﾊｼ ﾄｳｲ
  214 山内 翔太(5)

ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳﾀ
 2   2 諏訪FA   230 小松 夢來(4)   1,03.39 

ｽﾜFA ｺﾏﾂ ﾕﾗ
  233 藤森 七海(4)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ
  231 小泉 陽貴(4)

ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ
  234 藤森 大輔(5)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ
 3   7 下諏訪南小B    51 小口 莉奈(4)   1,06.13 

ｼﾓｽﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ｵｸﾞﾁﾘﾅ
   52 大久保 遥菜(4)

ｵｵｸﾎﾞﾊﾙﾅ
   54 網倉 来樹(4)

ｱﾐｸﾗﾗｲｷ
   53 中山 琉稀弥(4)

ﾅｶﾑﾗﾙｷﾔ
 4   5 下諏訪北小    59 中山 蓮奈(5)   1,06.56 

ｼﾓｽﾜｷﾀｼｮｳ ﾅｶﾔﾏ ﾚﾅ
   62 長岡 亜依(5)

ﾅｶﾞｵｶ ｱｲ
   64 福井 涼太(5)

ﾌｸｲ ﾘｮｳﾀ
   57 宮坂 泰輝(5)

ﾐﾔｻｶ ﾀｲｷ
 5   6 富士見本郷小B   313 井内 美空(4)   1,09.22 

ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳ ｲｳﾁ ﾐｸ
  314 佐藤 美優(4)

ｻﾄｳ ﾐﾕ
  316 小池 輝羅(4)

ｺｲｹ ｷﾗ
  315 小松原 快仁(4)

ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾔﾄ
 6   3 四賀小   189 北原 伊織(4)   1,10.50 

ｼｶﾞｼｮｳ ｷﾀﾊﾗ ｲｵﾘ
  177 一ノ瀬 百合(4)

ｲﾁﾉｾ ﾕﾘ
  184 守谷 翼(4)

ﾓﾘﾔ ﾂﾊﾞｻ
  181 窪田 雷也(4)

ｸﾎﾞﾀ ﾗｲﾔ

小学生混合

4x100m



   1 城南小A   1,01.78 小泉 春花(5) 中山 実音(5) 髙橋 透生(5) 山内 翔太(5)   3   1
   2 高島小   1,02.66 木村 妃杏(5) 柿澤 摩歩(5) 藤原 陽登(5) 柳沢 敦(5)   2   1
   3 諏訪FA   1,03.39 小松 夢來(4) 藤森 七海(4) 小泉 陽貴(4) 藤森 大輔(5)   3   2
   4 湖南小   1,03.44 三村 紗唯(5) 原田 なな(5) 松崎 恭一朗(5) 鈴木 千紘(5)   1   1
   5 下諏訪南小A   1,04.30 伊倉 美室(4) 臼田 麻花(4) 田村 純平(4) 田中 弥衣斗(4)   1   2
   6 小井川小   1,04.53 今井 風花(5) 関谷 由里菜(5) 松山 佳嵩(4) 笠原 淳平(5)   2   2
   7 玉川小   1,05.04 福永 なつみ(4) 野村 夏月(4) 宮下 龍之介(4) 岩波 健太(4)   1   3
   8 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   1,06.04 橋本 愛(4) 齊藤 有香(4) 窪田 翔真(4) 大塚 琉翔(4)   2   3
   9 下諏訪南小B   1,06.13 小口 莉奈(4) 大久保 遥菜(4) 網倉 来樹(4) 中山 琉稀弥(4)   3   3
  10 下諏訪北小   1,06.56 中山 蓮奈(5) 長岡 亜依(5) 福井 涼太(5) 宮坂 泰輝(5)   3   4
  11 城南小B   1,07.00 奥原 心希(4) 小池 佑月(4) 杉村 昂俊(4) 井出 雅人(4)   2   4
  12 富士見本郷小A   1,07.33 名取 美侑(4) 越川 えり(4) 馬場 直喜(4) 田所 夢太郎(4)   1   4
  13 富士見小   1,08.31 伊勢井 雪香(4) 田中 結子(4) 名取 勇人(4) 清水 京介(4)   1   5
  14 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ   1,08.73 宮下 夏実(4) 小林 蓮菜(4) 柳沢 利織(4) 佐藤 笙羽(4)   2   5
  15 富士見本郷小B   1,09.22 井内 美空(4) 佐藤 美優(4) 小池 輝羅(4) 小松原 快仁(4)   3   5
  16 四賀小   1,10.50 北原 伊織(4) 一ノ瀬 百合(4) 守谷 翼(4) 窪田 雷也(4)   3   6
  17 原小   1,11.21 野明 薫奈(4) 菊池 遥(4) 木下 光樹(4) 田口 壱星(4)   2   6
  18 原PCｼﾞｭﾆｱ   1,11.97 阿部 友楓(4) 小嶋 楓来(4) 野々村 日人(4) 野沢 洸貴(4)   1   6

順位 所属名 都道府県 記録

小学生混合

4x100m
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3
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