
主　催：

共　催：

後　援：
主　管：
日　時：
会　場：
審判長：

記録主任：

種目 決勝・予選 選手名 所属 記録 従来の記録
小学5年
女子100ｍ

予選 藤森　七海 湖南小 14.72 14.98

中学共通
女子800ｍ

決勝 臼田　彩花 下諏訪中 2,24.38 2,26.61

中学共通
女子1500ｍ

決勝 臼田　彩花 下諏訪中 ４,58.76 5,01.87

◆気象状況
時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速
9:00 晴れ 17.5 59 南南西 0.3m/sec.
10:00 曇り 19.5 38 北 0.4m/sec.
11:00 晴れ 21.0 34 西南西 1.5m/sec.
12:00 晴れ 22.5 36 南西 0.0m/sec.
13:00 晴れ 23.0 38 南西 1.0m/sec.
14:00 晴れ 23.5 38 西南西 0.0m/sec.
15:00 晴れ 23.5 38 南南西 0.4m/sec.

大会新記録一覧

平成27年5月23日（土）
茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：203100）
小口　眞喜也
葛城　光一

諏訪陸上競技協会

平成27年度第34回諏訪地方ジュニア陸上競技大会

（大会コード：15200504）

茅野市陸上競技協会
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

公式記録集

（一財）長野陸上競技協会

兼　第32回長野県小学校陸上競技大会・諏訪地区選考会



平成27年度第32回諏訪地方ジュニア陸上競技大会                                    
兼第32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
05/23 小学生混合 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽA    1,01.12 諏訪FA     1,02.30 北山小A     1,04.07 長地小     1,04.33 玉川小     1,04.44 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽB    1,04.73 小井川小     1,05.33 富士見小     1,05.99

4x100m 山本　香菜美(4) 河西　真依(4) 舟久保　七海(4) 花岡　亜矢(4) 福永　なつみ(5) 伊藤 煌凛(4) 町田　芽依(5) 伊藤　穂乃花(4)
中村　空夏(5) 増田　藍(4) 林　ひよな(4) 小松　志緒(4) 丸茂　花愛(4) 田村 優衣(4) 高林　あんり(5) 名取　真菜(4)
安部　桂史郎(5) 林　幸史郎(5) 柳澤　海斗(4) 吉原　昇(4) 原田　祐健(4) 松崎 亮吾(4) 宮坂　志一(4) 花村　彩翔(4)
木次　夏雪(4) 小泉　陽貴(5) 中村　光(4) 田村　琉信(4) 利根川　俊哉(4) 名取 陽(4) 松山　佳嵩(5) 太田　凌雅(4)

05/23 ｵｰﾌﾟﾝ小学男  -1.5宮下　翔弥(4) 17.81 甲田　隆亮(4) 17.91 小松　晃太郎(4) 18.30
100m 諏訪ＦＡ 玉川小 四賀小

05/23 ｵｰﾌﾟﾝ小学女  -0.6伊藤　咲藍(4) 17.05 小口　絵美子(4) 17.16 山田　舞(5) 17.30 島谷 桃葉(5) 17.40 前川　友莉愛(4) 17.62 胡桃沢　マユミ 19.22
100m 四賀小 下諏訪南小 諏訪ＦＡ 長地小A 長地小 小井川小



決勝 5月23日 12:35

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   6 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽA    60 山本　香菜美(4)   1,01.12  1   8 北山小A   268 舟久保　七海(4)   1,04.07 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ ｷﾀﾔﾏｼｮｳ ﾌﾅｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ
   58 中村　空夏(5)   265 林　ひよな(4)

ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ ﾊﾔｼ ﾋﾖﾅ
   61 安部　桂史郎(5)   266 柳澤　海斗(4)

ｱﾍﾞ ｹｲｼﾛｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｲﾄ
   57 木次　夏雪(4)   267 中村　光(4)

ｺﾂｷﾞ ﾅﾂｷ ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾙ
 2   7 諏訪FA   204 河西　真依(4)   1,02.30  2   7 長地小   233 花岡　亜矢(4)   1,04.33 

ｽﾜFA ｶｻｲ ﾏｲ ｵｻﾁｼｮｳ ﾊﾅｵｶ ｱﾔ
  200 増田　藍(4)   223 小松　志緒(4)

ﾏｽﾀﾞ ｱｲ ｺﾏﾂ ｼｵ
  199 林　幸史郎(5)   231 吉原　昇(4)

ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ ﾖｼﾊﾗ ﾉﾎﾞﾙ
  201 小泉　陽貴(5)   219 田村　琉信(4)

ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ ﾀﾑﾗ ﾘｭｳｼﾝ
 3   5 玉川小    95 福永　なつみ(5)   1,04.44  3   6 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽB    66 伊藤 煌凛(4)   1,04.73 

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 ｲﾄｳ ｷﾗﾘ
  108 丸茂　花愛(4)    63 田村 優衣(4)

ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ ﾀﾑﾗ ﾕｲ
  103 原田　祐健(4)    64 松崎 亮吾(4)

ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｹﾝ ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳｺﾞ
   92 利根川　俊哉(4)    62 名取 陽(4)

ﾄﾈｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ ﾅﾄﾘ ﾊﾙ
 4   8 小井川小   173 町田　芽依(5)   1,05.33  4   4 下諏訪南小    17 田村 あず(4)   1,07.22 

ｵｲｶﾜｼｮｳ ﾏﾁﾀﾞ ﾒｲ ｼﾓｽﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ﾀﾑﾗ ｱｽﾞ
  176 高林　あんり(5)    26 笠原 華恋(4)

ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ ｶｻﾊﾗ ｶﾚﾝ
  178 宮坂　志一(4)    25 宮坂 あずさ(5)

ﾐﾔｻｶ ｼﾝｲﾁ ﾐﾔｻｶ ｱｽﾞｻ
  174 松山　佳嵩(5)    24 佐藤 綾太(4)

ﾏﾂﾔﾏ ｹｲｼｮｳ ｻﾄｳ ｱﾔﾀ
 5   3 富士見小   251 伊藤　穂乃花(4)   1,05.99  5   3 原小   127 宮坂　美紅(4)   1,10.09 

ﾌｼﾞﾐｼｮｳ ｲﾄｳ ﾎﾉｶ ﾊﾗｼｮｳ ﾐﾔｻｶ ﾐｸ
  243 名取　真菜(4)   126 篠原　彩(4)

ﾅﾄﾘ ﾏﾅ ｼﾉﾊﾗ ｻﾔ
  249 花村　彩翔(4)   125 秋山　伶皇(4)

ﾊﾅﾑﾗ ｱﾔﾄ ｱｷﾔﾏ ﾚｵ
  247 太田　凌雅(4)   129 岡戸　優虎(4)

ｵｵﾀ ﾘｮｳｶﾞ ｵｶﾄﾞ ﾏｻﾄﾗ
 6   2 四賀小A   172 芦川　舞奈(4)   1,06.48   5 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ    70 松浦 鈴華(4)

ｼｶﾞｼｮｳ ｱｼｶﾜ ﾏﾅ ﾁﾉﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾏﾂｳﾗ ｽｽﾞﾊ 失格
  168 増澤　爽(4)    75 小池 明日美(4)

ﾏｽｻﾞﾜ ｻﾜ ｺｲｹ ｱｽﾐ
  167 里見　大成(4)    71 松浦 爽夏(5)

ｻﾄﾐ ﾀｲｾｲ ﾏﾂｳﾗ ｿｳｶ
  169 松山　貴大(4)    77 佐藤 笙羽(5)

ﾏﾂﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ ｻﾄｳ ｼｮｳﾊ
 7   4 湖南小   152 小松　美沙季(4)   1,08.97 

ｺﾅﾐｼｮｳ ｺﾏﾂ ﾐｻｷ
  155 古畑　美桜(4)

ﾌﾙﾊﾀ ﾐｵ
  150 小池　悠斗(4)

ｺｲｹ ﾕｳﾄ
  144 藤森　琢矢(4)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｸﾔ

小学生混合

4x100m

決勝



   1 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽA   1,01.12 山本　香菜美(4)中村　空夏(5) 安部　桂史郎(5)木次　夏雪(4)   1   1
   2 諏訪FA   1,02.30 河西　真依(4) 増田　藍(4) 林　幸史郎(5) 小泉　陽貴(5)   1   2
   3 北山小A   1,04.07 舟久保　七海(4)林　ひよな(4) 柳澤　海斗(4) 中村　光(4)   2   1
   4 長地小   1,04.33 花岡　亜矢(4) 小松　志緒(4) 吉原　昇(4) 田村　琉信(4)   2   2
   5 玉川小   1,04.44 福永　なつみ(5)丸茂　花愛(4) 原田　祐健(4) 利根川　俊哉(4)  1   3
   6 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽB   1,04.73 伊藤 煌凛(4) 田村 優衣(4) 松崎 亮吾(4) 名取 陽(4)   2   3
   7 小井川小   1,05.33 町田　芽依(5) 高林　あんり(5)宮坂　志一(4) 松山　佳嵩(5)   1   4
   8 富士見小   1,05.99 伊藤　穂乃花(4)名取　真菜(4) 花村　彩翔(4) 太田　凌雅(4)   1   5
   9 四賀小A   1,06.48 芦川　舞奈(4) 増澤　爽(4) 里見　大成(4) 松山　貴大(4)   1   6
  10 下諏訪南小   1,07.22 田村 あず(4) 笠原 華恋(4) 宮坂 あずさ(5) 佐藤 綾太(4)   2   4
  11 湖南小   1,08.97 小松　美沙季(4)古畑　美桜(4) 小池　悠斗(4) 藤森　琢矢(4)   1   7
  12 原小   1,10.09 宮坂　美紅(4) 篠原　彩(4) 秋山　伶皇(4) 岡戸　優虎(4)   2   5

ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

小学生混合

4x100m
タイムレース
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