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種目 決勝・予選 選手名 所属 記録 従来の記録
女子

1500ｍ
決勝 田中　杏子 諏訪二葉高 4,57.75 5,28.63

女子
1500ｍ

決勝 小池　七海 諏訪二葉高 5,03.97 5,28.63

男子
110ｍH

決勝 荻原　勇吹 諏訪二葉高 16.09 16.4（手）

中学女子
200ｍ

予選 徳竹　美友 下諏訪中 27.15 27.20

中学女子
100ｍ

予選 徳竹　美友 下諏訪中 12.84 13.23

中学女子
100ｍ

決勝 徳竹　美友 下諏訪中 13.02 13.23

中学女子
1500ｍ

決勝 臼田　彩花 下諏訪中 4,55.05 5,02.79

中学男子
800ｍ

決勝 佐藤　龍我 岡谷南部中 2,07.91 2,08.82

中学男子
3000ｍ

決勝 伊藤　輝 茅野東部中 9,27.84 9,31.33

中学男子
3000ｍ

決勝 池田　悠司 諏訪西中 9,28.84 9,31.33

中学男子
4×100ｍR

決勝 茅野北部中
（阿部・原田
宮坂・門脇）

46.68 48.19

中学男子
4×100ｍR

決勝 茅野東部中
（高木・田中
土屋・小池）

47.42 48.19

中学男子
4×100ｍR

決勝 岡谷東部中
（松田・渡辺
塚田・安藤）

48.00 48.19

女子
棒高跳

決勝 加賀見　麻里 下諏訪向陽高 3ｍ00 3ｍ00

◆気象状況
時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速
9:00 雨 20.5 82.0 東 1.2m/sec.
10:00 雨 21.0 82.0 東北東 1.9m/sec.
11:00 曇 21.5 82.0 南南東 1.6m/sec.
12:00 曇 22.5 75.0 南東 0.4m/sec.
13:00 曇 23.5 73.0 西南西 1.5m/sec.
14:00 雨 23.0 73.0 東 0.6m/sec.

平成27年8月30日（日）
茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：203100）
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第66回諏訪地方陸上競技選手権大会                                                
主催諏訪地方市町村教育委員会協議会・諏訪陸上競技協会                            
主管諏訪陸上競技協会                                                            
後援岡谷市.諏訪市.茅野市.下諏訪町.富士見町.原村.長野日報社.エルシーブイ株式会社 

決勝記録一覧表
(GR:大会新,GT:大会タイ) 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
08/30 女子  -1.1廣瀬 澄玲(2) 13.56 長澤 妙(2) 13.82 中島 夏美(1) 13.98 石見 彩音(1) 14.04 唐澤 季里(2) 14.13 宮本 菜央(2) 14.21 西山 幸花(1) 14.53

100m 高校生･諏訪二葉高 高校生･諏訪清陵高 高校生･諏訪実高 高校生･下諏訪向陽高 高校生･諏訪清陵高 高校生･下諏訪向陽高 高校生･下諏訪向陽高
08/30  -0.3廣瀬 澄玲(2) 27.87 加賀見 麻里(2) 28.49 唐澤 季里(2) 28.73 髙見 李那(2) 28.85 宮本 菜央(2) 29.22 西山 幸花(1) 31.03 宮坂 彩夏(2) 31.26

200m 高校生･諏訪二葉高 高校生･下諏訪向陽高 高校生･諏訪清陵高 高校生･諏訪二葉高 高校生･下諏訪向陽高 高校生･下諏訪向陽高 高校生･岡谷南高
08/30 宮坂 万理(1) 2,34.58 三井 咲良(1) 2,35.51 諏訪 春乃(1) 2,54.89

800m 高校生･諏訪清陵高 高校生･諏訪清陵高 高校生･諏訪清陵高
08/30 田中 杏子(2) 4,57.75 小池 七海(1) 5,03.97 相良 琴美(1) 6,07.18

1500m 高校生･諏訪二葉 GR 高校生･諏訪二葉 GR 高校生･諏訪清陵高
08/30   0.0池田 好(2) 19.38 中澤 毬乃(1) 19.51 中島 夏美(1) 19.65

100mH(0.838m) 高校生･諏訪実高 高校生･下諏訪向陽高 高校生･諏訪実高
08/30 高橋 結子(1) 1.25 諏訪 春乃(1) 1.15

走高跳 高校生･諏訪二葉高 高校生･諏訪清陵高
08/30 加賀見 麻里(2) 3.00

棒高跳 高校生･下諏訪向 GT 
08/30 長澤 妙(2) 5.00(-0.3) 髙見 李那(2) 4.90(0.0) 篠原 舞(1) 4.40(+0.7) 石見 彩音(1) 4.29(0.0) 深江 愛美(1) 4.05(0.0) 名取 奈々海(1)3.86(+0.8)

走幅跳 高校生･諏訪清陵高 高校生･諏訪二葉高 高校生･岡谷南高 高校生･下諏訪向陽高 高校生･諏訪二葉高 高校生･諏訪清陵高
08/30 下諏訪向陽高      54.17 諏訪二葉高       54.72 諏訪清陵高       59.82

4x100m 石見 彩音(1) 廣瀬 澄玲(2) 川上 由華(1)
宮本 菜央(2) 深江 愛美(1) 長澤 妙(2)
中澤 毬乃(1) 高橋 結子(1) 唐澤 季里(2)
加賀見 麻里(2) 高見 李那(2) 名取 奈々海(1)

08/30 中学女子  -0.6徳竹 美友(3) 13.02 天野 悠美(3) 13.61 宮坂 育(2) 13.78 小林 舞香(1) 14.15 吉田 楓(3) 14.24 小林 あゆみ(2) 14.29 伊藤 桃香(1) 14.55 橋本 花甫(1) 14.85
100m 中学生･下諏訪中 GR 中学生･茅野北部中 中学生･岡谷東部中 中学生･富士見中 中学生･下諏訪中 中学生･長峰中 中学生･諏訪西中 中学生･諏訪西中

08/30  -0.1徳竹 美友(3) 27.28 天野 悠美(3) 28.09 小林 あゆみ(2) 29.07 小林 舞香(1) 29.08 吉田 楓(3) 29.62 篠原 花恋(2) 29.71
200m 中学生･下諏訪中 中学生･茅野北部中 中学生･長峰中 中学生･富士見中 中学生･下諏訪中 中学生･岡谷東部中

08/30 臼田 彩花(3) 2,28.47 藤森 恵弥子(1) 2,29.48 臼田 悠花(3) 2,33.08 花岡 瑚徒(2) 2,35.93 宮下 綺実(1) 2,39.16 眞道 美羽(1) 2,43.83 市川 結(2) 2,48.55 小泉 梢(2) 2,49.86
800m 中学生･下諏訪中 中学生･上諏訪中 中学生･下諏訪中 中学生･岡谷西部中 中学生･諏訪西中 中学生･茅野東部中 中学生･松本秀峰中 中学生･茅野東部中

08/30 臼田 彩花(3) 4,55.05 臼田 悠花(3) 5,06.70 五味 叶花(1) 5,08.13 宮坂 さくら(3) 5,25.76 眞道 美羽(1) 5,44.57 矢﨑 萌夏(1) 5,45.66 市川 結(2) 5,51.22 戸田 葵(1) 5,52.81
1500m 中学生･下諏訪中 GR 中学生･下諏訪中 中学生･富士見中 中学生･上諏訪中 中学生･茅野東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･松本秀峰中 中学生･岡谷北部中

08/30 田島 彩貴(1) 12,12.46
3000m 中学生･茅野東部中

08/30 鈴木 菜々花(3) 17.25 伊藤 絵夢(3) 17.97 酒井 歩美(2) 18.08 宮坂 なな(2) 18.54 武舎 ひかる(2) 18.84 今井 美月(2) 19.15 矢﨑 彩南(2) 20.12 五味 桃花(2) 21.18
100mH(0.762m) 中学生･永明中 中学生･長峰中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷東部中 中学生･清陵附属中 中学生･富士見中

08/30 林 沙都美(3) 1.43 倉品 愛美(2) 1.43 花岡 瑚徒(2) 1.40 濵 奏美(3) 1.35 田村 明日香(1) 1.30 北原 璃歩(2) 中学生･岡谷東部中 1.25 長田 美羽(1) 1.25
走高跳 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･長峰中 中学生･茅野東部中 五味 美羽(2) 中学生･永明中 中学生･茅野東部中

五味 桃花(2)
中学生･富士見中

08/30 五味 礼羽(2) 2.10 小林 由依(1) 1.90 鎌倉 杏(1) 1.80
棒高跳 中学生･原中 中学生･原中 中学生･原中

08/30 伊藤 絵夢(3) 4.52(+0.6) 濵 奏美(3) 4.44(+0.5) 吉川 円香(1) 4.23(0.0) 瀬戸 真友香(3)4.17(+0.1) 山田 愛莉(1) 4.14(+1.2) 髙木 佑菜(2) 4.05(+1.0) 今井 美月(2) 3.96(+1.0) 濵 若菜(2) 3.87(+0.6)
走幅跳 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･清陵附属中 中学生･諏訪中 中学生･茅野東部中 中学生･岡谷北部中 中学生･岡谷東部中 中学生･清陵附属中

08/30 鈴木 菜々花(3) 8.44 小口 維吹(2) 7.82 中塚 千夏(2) 7.80 櫻本 奈々(2) 7.08 藤森 美帆(2) 6.99 小林 由依(1) 6.84 並木 絢音(1) 6.55 大兼政 凜(1) 4.00
砲丸投 中学生･永明中 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･永明中 中学生･原中 中学生･長峰中 中学生･岡谷東部中

08/30 津金 璃子(1) 13.32 鎌倉 杏(1) 9.98
円盤投 中学生･原中 中学生･原中

08/30 津金 璃子(1) 25.22 倉品 愛美(2) 21.71
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･原中 中学生･岡谷西部中

08/30 下諏訪中       54.71 岡谷東部中       55.62 長峰中       55.86 富士見中       56.46 岡谷西部中       56.98 茅野東部中 永明中       57.87 諏訪西中       58.20
4x100m 佐藤 鈴夏(2) 篠原 花恋(2) 伊藤 絵夢(3) 五味 桃花(2) 酒井 歩美(2) 小沢 恵菜(2) 飯島 菜津美(1) 宮下 綺実(1)

古谷 裕美(1) 宮坂 麻絢(2) 小林 あゆみ(2) 小林 舞香(1) 花岡 瑚徒(2) 小泉 梢(2) 佐伯 明莉(1) 橋本 花甫(1)
吉田 楓(3) 宮坂 なな(2) 原田 陽菜(2) 大川 あおば(1) 武舎 ひかる(2) 田村 明日香(1) 山田 茉優(1) 小山 風菜(2)
徳竹 美友(3) 宮坂 育(2) 濵 奏美(3) 櫻本 奈々(2) 倉品 愛美(2) 平出 瑠奈 藤森 美帆(2) 三澤 恵理那(2)



予選 8月30日 12:05
決勝 8月30日 13:10

諏訪新(SR)          11.98
大会新(GR)          12.40

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速  0.0

 1 唐澤 季里(2) 高校生     13.93 Q  1 廣瀬 澄玲(2) 高校生     13.60 Q
ｶﾗｻﾜ ｷﾘ 諏訪清陵高 ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 諏訪二葉高

 2 中島 夏美(1) 高校生     14.02 Q  2 長澤 妙(2) 高校生     13.79 Q
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾅﾂﾐ 諏訪実高 ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ 諏訪清陵高

 3 石見 彩音(1) 高校生     14.16 Q  3 宮本 菜央(2) 高校生     14.04 Q
ｲﾜﾐ ｱﾔﾈ 下諏訪向陽高 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ 下諏訪向陽高

 4 深江 愛美(1) 高校生     14.65  4 川上 由華(1) 高校生     14.07 q
ﾌｶｴ ｱﾐ 諏訪二葉高 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪清陵高

 5 名取 奈々海(1) 高校生     14.87  5 西山 幸花(1) 高校生     14.61 q
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵高 ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ 下諏訪向陽高

 6 宮坂 奏江(1) 高校生     14.99  6 池田 好(2) 高校生     15.35 
ﾐﾔｻｶ ｶﾈｴ 下諏訪向陽高 ｲｹﾀﾞ  ｺﾉﾐ 諏訪実高
山田 花菜(2) 高校生 細川 佑郁(1) 高校生
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 諏訪清陵高 ﾎｿｶﾜ ﾕｲ 諏訪二葉高

風速 -1.1

 1 廣瀬 澄玲(2) 高校生     13.56 
ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 諏訪二葉高

 2 長澤 妙(2) 高校生     13.82 
ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ 諏訪清陵高

 3 中島 夏美(1) 高校生     13.98 
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾅﾂﾐ 諏訪実高

 4 石見 彩音(1) 高校生     14.04 
ｲﾜﾐ ｱﾔﾈ 下諏訪向陽高

 5 唐澤 季里(2) 高校生     14.13 
ｶﾗｻﾜ ｷﾘ 諏訪清陵高

 6 宮本 菜央(2) 高校生     14.21 
ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ 下諏訪向陽高

 7 西山 幸花(1) 高校生     14.53 
ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ 下諏訪向陽高
川上 由華(1) 高校生
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪清陵高 欠場

2   133

3  2051

6  2048

8   124

4    54

9   135

5    97

7  2047

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

2  2051

所属名 記録／備考
7    97

4  2047

順 ﾚｰﾝ No.

5   124

氏  名

4  2049

8   133

3   104

6    52

8  2054

3   134

5   135

7   107

記録／備考
2  2048

6    54

女子

100m

予選 通過基準  2組  3着 + 2 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



予選 8月30日 10:40
決勝 8月30日 14:05

諏訪新(SR)          24.56
大会新(GR)          26.20

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 -0.4

 1 廣瀬 澄玲(2) 高校生     27.66 Q  1 加賀見 麻里(2) 高校生     28.17 Q
ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 諏訪二葉高 ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ 下諏訪向陽高

 2 宮本 菜央(2) 高校生     28.49 Q  2 髙見 李那(2) 高校生     28.56 Q
ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ 下諏訪向陽高 ﾀｶﾐ ﾘﾅ 諏訪二葉高

 3 唐澤 季里(2) 高校生     28.64 Q  3 川上 由華(1) 高校生     29.58 Q
ｶﾗｻﾜ ｷﾘ 諏訪清陵高 ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪清陵高

 4 宮坂 彩夏(2) 高校生     30.63 q  4 西山 幸花(1) 高校生     30.23 q
ﾐﾔｻｶ ｱﾔｶ 岡谷南高 ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ 下諏訪向陽高

 5 宮坂 奏江(1) 高校生     31.19 
ﾐﾔｻｶ ｶﾈｴ 下諏訪向陽高

風速 -0.3

 1 廣瀬 澄玲(2) 高校生     27.87 
ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 諏訪二葉高

 2 加賀見 麻里(2) 高校生     28.49 
ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ 下諏訪向陽高

 3 唐澤 季里(2) 高校生     28.73 
ｶﾗｻﾜ ｷﾘ 諏訪清陵高

 4 髙見 李那(2) 高校生     28.85 
ﾀｶﾐ ﾘﾅ 諏訪二葉高

 5 宮本 菜央(2) 高校生     29.22 
ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ 下諏訪向陽高

 6 西山 幸花(1) 高校生     31.03 
ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ 下諏訪向陽高

 7 宮坂 彩夏(2) 高校生     31.26 
ﾐﾔｻｶ ｱﾔｶ 岡谷南高
川上 由華(1) 高校生
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪清陵高
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1   133

6   124

4    97

8  2048

5   123

3

4
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5   123

4  2051
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5

6    97

欠場

2   172

7  2051
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順 氏  名 所属名 記録／備考
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ﾚｰﾝ No.

3   133

6    98

  134
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  172

  124

順 氏  名

女子

200m

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 氏  名ﾚｰﾝ



決勝 8月30日 10:25

諏訪新(SR)        2,09.70
大会新(GR)        2,22.50

 1 宮坂 万理(1) 高校生   2,34.58 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾘ 諏訪清陵高

 2 三井 咲良(1) 高校生   2,35.51 
ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 諏訪清陵高

 3 諏訪 春乃(1) 高校生   2,54.89 
ｽﾜ ﾊﾙﾉ 諏訪清陵高

決勝 8月30日 13:25

諏訪新(SR)        4,20.38
大会新(GR)        5,28.63

 1 田中 杏子(2) 高校生   4,57.75 
ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 諏訪二葉高

 2 小池 七海(1) 高校生   5,03.97 
ｺｲｹ ﾅﾅﾐ 諏訪二葉高

 3 相良 琴美(1) 高校生   6,07.18 
ｻｶﾞﾗ ｺﾄﾐ 諏訪清陵高
上原 舞(2) 高校生
ｳｴﾊﾗ ﾏｲ 諏訪清陵高

決勝 8月30日  9:30

諏訪新(SR)          14.61
大会新(GR)          16.10

風速  0.0

 1 池田 好(2) 高校生     19.38 
ｲｹﾀﾞ  ｺﾉﾐ 諏訪実高

 2 中澤 毬乃(1) 高校生     19.51 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ 下諏訪向陽高

 3 中島 夏美(1) 高校生     19.65 
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾅﾂﾐ 諏訪実高

女子

800m
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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1500m
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3   132

女子
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月30日 14:25

諏訪新(SR)          47.90
大会新(GR)          50.38

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 下諏訪向陽高   135 石見 彩音(1)     54.17 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ｲﾜﾐ ｱﾔﾈ
  124 宮本 菜央(2)

ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ
  132 中澤 毬乃(1)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ
  123 加賀見 麻里(2)

ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ
 2   5 諏訪二葉高    97 廣瀬 澄玲(2)     54.72 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ
  107 深江 愛美(1)

ﾌｶｴ ｱﾐ
  103 高橋 結子(1)

ﾀｶﾊｼ ﾕｲｺ
   98 高見 李那(2)

ﾀｶﾐ ﾘﾅ
 3   3 諏訪清陵高  2051 川上 由華(1)     59.82 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ
 2047 長澤 妙(2)

ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ
 2048 唐澤 季里(2)

ｶﾗｻﾜ ｷﾘ
 2054 名取 奈々海(1)

ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ

女子

4x100m

決勝



予選 8月30日 11:40
決勝 8月30日 13:05

諏訪新  (SR )       12.78
大会新  (GR )       13.23

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 -2.7

 1 小林 あゆみ(2) 中学生     14.16 q  1 伊藤 桃香(1) 中学生     14.26 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰中 ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪西中

 2 瀬戸 真友香(3) 中学生     14.69  2 吉田 楓(3) 中学生     14.33 q
ｾﾄ ﾏﾕｶ 諏訪中 ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 下諏訪中

 3 大川 あおば(1) 中学生     14.87  3 佐伯 明莉(1) 中学生     14.65 
ｵｵｶﾜ ｱｵﾊﾞ 富士見中 ｻｴｷｱｶﾘ 永明中

 4 小沢 恵菜(2) 中学生     15.24  4 酒井 歩美(2) 中学生     14.93 
ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ 茅野東部中 ｻｶｲ ｱﾕﾐ 岡谷西部中

 5 小山 涼菜(1) 中学生     15.53  5 名取 未希(1) 中学生     15.55 
ｺﾔﾏ ﾘｮｳﾅ 諏訪西中 ﾅﾄﾘ ﾐｷ 富士見中

 6 野澤 奈々(1) 中学生     15.69  6 野澤 真莉亜(1) 中学生     15.59 
ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅ 原中 ﾉｻﾞﾜ ﾏﾘｱ 茅野北部中

 7 鷲尾 和乃佳(1) 中学生     16.23  7 伊藤 朱里(1) 中学生     15.84 
ﾜｼｵ ﾉﾉｶ 長峰中 ｲﾄｳ ｱｶﾘ 長峰中

 8 嶋田 歩唯(1) 中学生     16.53  8 鎌倉 萌有(1) 中学生     16.85 
ｼﾏﾀﾞ ｱｲ 下諏訪中 ｶﾏｸﾗ ﾓﾕ 原中
中嶋 密(1) 中学生 武井 幸音(2) 中学生
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｿｶ 清陵附属中 ﾀｹｲ ﾕｷﾈ 清陵附属中

[ 3組] 風速 +0.4 [ 4組] 風速 -1.4

 1 徳竹 美友(3) 中学生     12.84 q  1 宮坂 育(2) 中学生     14.18 q
ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 下諏訪中 ﾐﾔｻｶ ｲｸ 岡谷東部中

 2 清水 日瑶莉(2) 中学生     14.69  2 古谷 裕美(1) 中学生     14.46 
ｼﾐｽﾞ ﾋﾖﾘ 原中 ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾐ 下諏訪中

 3 前田 唯(1) 中学生     14.70  3 原田 陽菜(2) 中学生     15.06 
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 上諏訪中 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ 長峰中

 4 吉川 円香(1) 中学生     15.05  4 堀内 沙紀(1) 中学生     15.07 
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 清陵附属中 ﾎﾘｳﾁ ｻｷ 原中

 5 三澤 恵理那(2) 中学生     15.19  5 小山 風菜(2) 中学生     15.51 
ﾐｻﾜ ｴﾘﾅ 諏訪西中 ｺﾔﾏ ﾌｳﾅ 諏訪西中

 6 飯島 菜津美(1) 中学生     15.30  6 有賀 琳瑚(1) 中学生     15.90 
ｲｲｼﾞﾏﾅﾂﾐ 永明中 ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ 岡谷西部中

 7 並木 絢音(1) 中学生     16.03 秋山 陽菜乃(1) 中学生
ﾅﾐｷ ｱﾔﾈ 長峰中 ｱｷﾔﾏ ﾋﾅﾉ 長峰中

 8 武居 真衣(1) 中学生     17.25 加藤 瑶唯(1) 中学生
ﾀｹｲ ﾏｲ 岡谷南部中 ｶﾄｳ ﾖｲ 岡谷北部中

[ 5組] 風速 -0.5 [ 6組] 風速 -0.3

 1 小林 舞香(1) 中学生     14.17 q  1 橋本 花甫(1) 中学生     14.00 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 富士見中 ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 諏訪西中

 2 篠原 花恋(2) 中学生     14.49  2 鮎澤 ののか(2) 中学生     14.75 
ｼﾉﾊﾗ ｶﾚﾝ 岡谷東部中 ｱﾕｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 上諏訪中

 3 平出 瑠奈 中学生     14.72  3 松木 心鐘(1) 中学生     15.75 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 茅野東部中 ﾏﾂｷ ｺｺﾈ 長峰中

 4 宮下 綺実(1) 中学生     14.98  4 小林 菜々美(2) 中学生     15.87 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 諏訪西中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 富士見中

 5 藤森 悠加(1) 中学生     15.57  5 小林 朋美(1) 中学生     15.99 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｶ 原中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 岡谷西部中

 6 佐藤 鈴夏(2) 中学生     15.65  6 荒井 優風(1) 中学生     18.18 
ｻﾄｳ ｽｽﾞｶ 下諏訪中 ｱﾗｲ ﾕｶ 原中

 7 山田 美和(1) 中学生     15.91 加納 のどか(1) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾜ 長峰中 ｶﾉｳ ﾉﾄﾞｶ 岡谷北部中
小島 美紀(2) 中学生 小原菜央佳(2) 中学生
ｺｼﾞﾏ ﾐｷ 岡谷北部中 ｵﾊﾗﾅｵｶ 諏訪南中
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[ 7組] 風速  0.0

 1 天野 悠美(3) 中学生     13.81 q
ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 茅野北部中

 2 宮坂 麻絢(2) 中学生     14.84 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾋﾛ 岡谷東部中

 3 櫻本 奈々(2) 中学生     14.95 
ｻｸﾗﾓﾄ ﾅﾅ 富士見中

 4 山田 茉優(1) 中学生     15.03 
ﾔﾏﾀﾞﾏﾕｳ 永明中

 5 武舎 ひかる(2) 中学生     15.19 
ﾑｼｬ ﾋｶﾙ 岡谷西部中

 6 島崎 七星(2) 中学生     15.38 
ｼﾏｻﾞｷ ﾅﾅｾ 岡谷北部中

 7 若月 美侑(2) 中学生     15.81 
ﾜｶﾂｷ ﾐｳ 諏訪西中

 8 竹村 日向(1) 中学生     16.15 
ﾀｹﾑﾗ ﾋﾅﾀ 長峰中

風速 -0.6

 1 徳竹 美友(3) 中学生     13.02 
ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 下諏訪中

 2 天野 悠美(3) 中学生     13.61 
ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 茅野北部中

 3 宮坂 育(2) 中学生     13.78 
ﾐﾔｻｶ ｲｸ 岡谷東部中

 4 小林 舞香(1) 中学生     14.15 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 富士見中

 5 吉田 楓(3) 中学生     14.24 
ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 下諏訪中

 6 小林 あゆみ(2) 中学生     14.29 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰中

 7 伊藤 桃香(1) 中学生     14.55 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪西中

 8 橋本 花甫(1) 中学生     14.85 
ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 諏訪西中
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100m                



予選 8月30日 10:30
決勝 8月30日 14:00

諏訪新(SR)          26.76
大会新(GR)          27.20

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 -0.1

 1 天野 悠美(3) 中学生     27.55 Q  1 徳竹 美友(3) 中学生     27.15 Q
ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 茅野北部中 ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 下諏訪中

 2 小林 あゆみ(2) 中学生     28.62 Q  2 篠原 花恋(2) 中学生     29.91 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰中 ｼﾉﾊﾗ ｶﾚﾝ 岡谷東部中

 3 小林 舞香(1) 中学生     28.83 q  3 伊藤 桃香(1) 中学生     30.12 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 富士見中 ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪西中

 4 鮎澤 ののか(2) 中学生     29.96 q  4 前田 唯(1) 中学生     30.31 
ｱﾕｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 上諏訪中 ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 上諏訪中

 5 山田 茉優(1) 中学生     30.52  5 原田 陽菜(2) 中学生     31.22 
ﾔﾏﾀﾞﾏﾕｳ 永明中 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ 長峰中

 6 牧 優花(2) 中学生     39.10  6 小口 侑寿葉(1) 中学生     33.50 
ﾏｷ ﾕｳｶ 茅野東部中 ｵｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾊ 岡谷北部中

[ 3組] 風速 -0.1

 1 橋本 花甫(1) 中学生     28.84 Q
ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 諏訪西中

 2 吉田 楓(3) 中学生     29.77 Q
ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 下諏訪中

 3 金子 向日葵(2) 中学生     32.59 
ｶﾈｺ ﾋﾏﾘ 原中

 4 野澤 真莉亜(1) 中学生     32.97 
ﾉｻﾞﾜ ﾏﾘｱ 茅野北部中
小原菜央佳(2) 中学生
ｵﾊﾗﾅｵｶ 諏訪南中
鈴木 菜々花(3) 中学生
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 永明中

風速 -0.1

 1 徳竹 美友(3) 中学生     27.28 
ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 下諏訪中

 2 天野 悠美(3) 中学生     28.09 
ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 茅野北部中

 3 小林 あゆみ(2) 中学生     29.07 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰中

 4 小林 舞香(1) 中学生     29.08 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 富士見中

 5 吉田 楓(3) 中学生     29.62 
ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ 下諏訪中

 6 篠原 花恋(2) 中学生     29.71 
ｼﾉﾊﾗ ｶﾚﾝ 岡谷東部中
鮎澤 ののか(2) 中学生
ｱﾕｻﾞﾜ ﾉﾉｶ 上諏訪中
橋本 花甫(1) 中学生
ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 諏訪西中 欠場
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決勝 8月30日 10:15

諏訪新(SR)        2,17.84
大会新(GR)        2,24.78

[ 1組] [ 2組]

 1 眞道 美羽(1) 中学生   2,43.83  1 臼田 彩花(3) 中学生   2,28.47 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾐｳ 茅野東部中 ｳｽﾀﾞ ｻﾔｶ 下諏訪中

 2 市川 結(2) 中学生   2,48.55  2 藤森 恵弥子(1) 中学生   2,29.48 
ｲﾁｶﾜ ﾕｲ 松本秀峰中 ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾐｺ 上諏訪中

 3 森山 あすみ(2) 中学生   2,50.00  3 臼田 悠花(3) 中学生   2,33.08 
ﾓﾘﾔﾏ ｱｽﾐ 富士見中 ｳｽﾀﾞ ﾕｳｶ 下諏訪中

 4 茅野 あすか(2) 中学生   2,53.77  4 花岡 瑚徒(2) 中学生   2,35.93 
ﾁﾉ ｱｽｶ 富士見中 ﾊﾅｵｶ ｺﾄ 岡谷西部中

 5 齋藤 玲(2) 中学生   2,54.21  5 宮下 綺実(1) 中学生   2,39.16 
ｻｲﾄｳ ﾚｲ 清陵附属中 ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 諏訪西中

 6 川端 彩未(2) 中学生   2,54.32  6 小泉 梢(2) 中学生   2,49.86 
ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾐ 茅野北部中 ｺｲｽﾞﾐ ｺｽﾞｴ 茅野東部中

 7 藤森 佑奈(1) 中学生   3,07.90  7 戸田 葵(1) 中学生   2,53.71 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳﾅ 諏訪西中 ﾄﾀﾞ ｱｵｲ 岡谷北部中
山田 にこ(1) 中学生 宮坂 なな(2) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ﾆｺ 岡谷北部中 ﾐﾔｻｶ ﾅﾅ 岡谷東部中
百瀬 まゆ(1) 中学生 田中 実菜子(2) 中学生
ﾓﾓｾ ﾏﾕ 岡谷北部中 ﾀﾅｶﾐﾅｺ 永明中

   1 臼田 彩花(3) 中学生 下諏訪中     2,28.47   2   1
   2 藤森 恵弥子(1) 中学生 上諏訪中     2,29.48   2   2
   3 臼田 悠花(3) 中学生 下諏訪中     2,33.08   2   3
   4 花岡 瑚徒(2) 中学生 岡谷西部中     2,35.93   2   4
   5 宮下 綺実(1) 中学生 諏訪西中     2,39.16   2   5
   6 眞道 美羽(1) 中学生 茅野東部中     2,43.83   1   1
   7 市川 結(2) 中学生 松本秀峰中     2,48.55   1   2
   8 小泉 梢(2) 中学生 茅野東部中     2,49.86   2   6
   9 森山 あすみ(2) 中学生 富士見中     2,50.00   1   3
  10 戸田 葵(1) 中学生 岡谷北部中     2,53.71   2   7
  11 茅野 あすか(2) 中学生 富士見中     2,53.77   1   4
  12 齋藤 玲(2) 中学生 清陵附属中     2,54.21   1   5
  13 川端 彩未(2) 中学生 茅野北部中     2,54.32   1   6
  14 藤森 佑奈(1) 中学生 諏訪西中     3,07.90   1   7

決勝 8月30日 13:25

諏訪新  (SR )     4,33.88
大会新  (GR )     5,02.79

 1 臼田 彩花(3) 中学生   4,55.05 
ｳｽﾀﾞ ｻﾔｶ 下諏訪中

 2 臼田 悠花(3) 中学生   5,06.70 
ｳｽﾀﾞ ﾕｳｶ 下諏訪中

 3 五味 叶花(1) 中学生   5,08.13 
ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ 富士見中

 4 宮坂 さくら(3) 中学生   5,25.76 
ﾐﾔｻｶ ｻｸﾗ 上諏訪中

 5 眞道 美羽(1) 中学生   5,44.57 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾐｳ 茅野東部中

 6 矢﨑 萌夏(1) 中学生   5,45.66 
ﾔｻﾞｷ ﾓｴｶ 岡谷東部中

 7 市川 結(2) 中学生   5,51.22 
ｲﾁｶﾜ ﾕｲ 松本秀峰中

 8 戸田 葵(1) 中学生   5,52.81 
ﾄﾀﾞ ｱｵｲ 岡谷北部中

 9 田中 実菜子(2) 中学生   5,57.67 
ﾀﾅｶﾐﾅｺ 永明中

10 後藤 紗希(3) 中学生   6,02.58 
ｺﾞﾄｳ ｻｷ 上諏訪中

11 酒井 愛梨(2) 中学生   6,08.27 
ｻｶｲ ｱｲﾘ 岡谷北部中
平出 藍未(2) 中学生
ﾋﾗｲﾃﾞ ｱｲﾐ 富士見中
五味 礼羽(2) 中学生
ｺﾞﾐ ﾕｷﾊ 原中

No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
7  7888

6  7522

中学女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ

9  7920

3  7940

5  7922

欠場

1  7752

8  7607

No. 氏  名 所属名

途中棄権
2  7606

4  7831

4  7711

3  7673

記録／備考
5  7670

ﾚｰﾝ

8  7749

9  7883

2  7572

1  7661
欠場

7  7785

6  7605

欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 順位記録 備考
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組
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No. 氏  名 所属名 記録／備考

 7522

 7940
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欠場

10  7921
欠場



決勝 8月30日 12:35

諏訪新(SR)        9,37.09
大会新(GR)       10,39.42

 1 田島 彩貴(1) 中学生  12,12.46 
ﾀｼﾞﾏ ｻｷ 茅野東部中

決勝 8月30日  9:20

諏訪新(SR)          14.60
大会新(GR)          15.90

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.9

 1 矢﨑 彩南(2) 中学生     20.12  1 鈴木 菜々花(3) 中学生     17.25 
ﾔｻﾞｷ ｱﾔﾅ 清陵附属中 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 永明中

 2 五味 桃花(2) 中学生     21.18  2 伊藤 絵夢(3) 中学生     17.97 
ｺﾞﾐ ﾓﾓｶ 富士見中 ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中

 3 名取 未希(1) 中学生     21.29  3 酒井 歩美(2) 中学生     18.08 
ﾅﾄﾘ ﾐｷ 富士見中 ｻｶｲ ｱﾕﾐ 岡谷西部中
野澤 奈々(1) 中学生  4 宮坂 なな(2) 中学生     18.54 
ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅ 原中 ﾐﾔｻｶ ﾅﾅ 岡谷東部中
小沢 恵菜(2) 中学生  5 武舎 ひかる(2) 中学生     18.84 
ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ 茅野東部中 ﾑｼｬ ﾋｶﾙ 岡谷西部中
濵 杏華(2) 中学生  6 今井 美月(2) 中学生     19.15 
ﾊﾏ ｷｮｳｶ 長峰中 ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 岡谷東部中
林 愛花(1) 中学生
ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ 茅野東部中

   1 鈴木 菜々花(3) 中学生 永明中     17.25 (+0.9)   2   1
   2 伊藤 絵夢(3) 中学生 長峰中     17.97 (+0.9)   2   2
   3 酒井 歩美(2) 中学生 岡谷西部中     18.08 (+0.9)   2   3
   4 宮坂 なな(2) 中学生 岡谷東部中     18.54 (+0.9)   2   4
   5 武舎 ひかる(2) 中学生 岡谷西部中     18.84 (+0.9)   2   5
   6 今井 美月(2) 中学生 岡谷東部中     19.15 (+0.9)   2   6
   7 矢﨑 彩南(2) 中学生 清陵附属中     20.12 (0.0)   1   1
   8 五味 桃花(2) 中学生 富士見中     21.18 (0.0)   1   2
   9 名取 未希(1) 中学生 富士見中     21.29 (0.0)   1   3

欠場
3  7882

20  7889

中学女子

100mH(0.762m)

決勝
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決勝 8月30日 14:15

諏訪新  (SR )       50.80
大会新  (GR )       52.93

[ 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   3 岡谷東部中  7665 篠原 花恋(2)     55.62  1   6 下諏訪中  7686 佐藤 鈴夏(2)     54.71 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｼﾉﾊﾗ ｶﾚﾝ ｼﾓｽﾜﾁｭｳ ｻﾄｳ ｽｽﾞｶ
 7654 宮坂 麻絢(2)  7676 古谷 裕美(1)

ﾐﾔｻｶ ﾏﾋﾛ ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾐ
 7661 宮坂 なな(2)  7675 吉田 楓(3)

ﾐﾔｻｶ ﾅﾅ ﾖｼﾀﾞ ｶｴﾃﾞ
 7664 宮坂 育(2)  7671 徳竹 美友(3)

ﾐﾔｻｶ ｲｸ ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ
 2   7 富士見中  7918 五味 桃花(2)     56.46  2   5 長峰中  7849 伊藤 絵夢(3)     55.86 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ｺﾞﾐ ﾓﾓｶ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｲﾄｳ ｴﾑ
 7924 小林 舞香(1)  7853 小林 あゆみ(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ
 7923 大川 あおば(1)  7855 原田 陽菜(2)

ｵｵｶﾜ ｱｵﾊﾞ ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ
 7919 櫻本 奈々(2)  7850 濵 奏美(3)

ｻｸﾗﾓﾄ ﾅﾅ ﾊﾏ ｶﾅﾐ
 3   5 茅野東部中  7882 小沢 恵菜(2)     57.87  3   3 岡谷西部中  7574 酒井 歩美(2)     56.98 

ﾁﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ｻｶｲ ｱﾕﾐ
 7883 小泉 梢(2)  7572 花岡 瑚徒(2)

ｺｲｽﾞﾐ ｺｽﾞｴ ﾊﾅｵｶ ｺﾄ
 7886 田村 明日香(1)  7575 武舎 ひかる(2)

ﾀﾑﾗ ｱｽｶ ﾑｼｬ ﾋｶﾙ
 7870 平出 瑠奈  7573 倉品 愛美(2)

ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ ｸﾗｼﾅ ﾏﾅﾐ
  4 清陵附属中  7940 齋藤 玲(2)  4   4 永明中  7791 飯島 菜津美(1)     57.87 

ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸﾁｭｳ ｻｲﾄｳ ﾚｲ 失格 ｴｲﾒｲﾁｭｳ ｲｲｼﾞﾏﾅﾂﾐ
 7943 濵 若菜(2)  7789 佐伯 明莉(1)

ﾊﾏ ﾜｶﾅ ｻｴｷｱｶﾘ
 7946 吉川 円香(1)  7790 山田 茉優(1)

ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ ﾔﾏﾀﾞﾏﾕｳ
 7944 矢﨑 彩南(2)  7788 藤森 美帆(2)

ﾔｻﾞｷ ｱﾔﾅ ﾌｼﾞﾓﾘﾐﾎ
  6 岡谷北部中  5   7 諏訪西中  7749 宮下 綺実(1)     58.20 

ｵｶﾔﾎｸﾌﾞﾁｭｳ 欠場 ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ
 7754 橋本 花甫(1)

ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ
 7746 小山 風菜(2)

ｺﾔﾏ ﾌｳﾅ
 7744 三澤 恵理那(2)

ﾐｻﾜ ｴﾘﾅ

   1 下諏訪中     54.71 佐藤 鈴夏(2) 古谷 裕美(1) 吉田 楓(3) 徳竹 美友(3)   2   1
   2 岡谷東部中     55.62 篠原 花恋(2) 宮坂 麻絢(2) 宮坂 なな(2) 宮坂 育(2)   1   1
   3 長峰中     55.86 伊藤 絵夢(3) 小林 あゆみ(2) 原田 陽菜(2) 濵 奏美(3)   2   2
   4 富士見中     56.46 五味 桃花(2) 小林 舞香(1) 大川 あおば(1) 櫻本 奈々(2)   1   2
   5 岡谷西部中     56.98 酒井 歩美(2) 花岡 瑚徒(2) 武舎 ひかる(2) 倉品 愛美(2)   2   3
   6 茅野東部中     57.87 小沢 恵菜(2) 小泉 梢(2) 田村 明日香(1) 平出 瑠奈   1   3
   6 永明中     57.87 飯島 菜津美(1) 佐伯 明莉(1) 山田 茉優(1) 藤森 美帆(2)   2   4
   8 諏訪西中     58.20 宮下 綺実(1) 橋本 花甫(1) 小山 風菜(2) 三澤 恵理那(2)   2   5

ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

中学女子

4x100m              

決勝

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考



決勝 8月30日 12:30

諏訪新(SR)           1.77
大会新(GR)           1.70

高橋 結子(1) 高校生
ﾀｶﾊｼ ﾕｲｺ 諏訪二葉高
諏訪 春乃(1) 高校生
ｽﾜ ﾊﾙﾉ 諏訪清陵高

決勝 8月30日  9:50

諏訪新  (SR )        3.10
大会新  (GR )        3.00

加賀見 麻里(2) 高校生 大会タイ
ｶｶﾞﾐ ﾏﾘ 下諏訪向陽高

決勝 8月30日  9:00

諏訪新  (SR )        6.22
大会新  (GR )        5.40

長澤 妙(2) 高校生   5.00   4.68   4.57   4.66   4.75   4.49    5.00 
ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｴ 諏訪清陵高   -0.3   +0.8   +0.3   +0.1   -0.2   +0.6    -0.3
髙見 李那(2) 高校生   4.90    X   4.66    X   4.85   4.83    4.90 
ﾀｶﾐ ﾘﾅ 諏訪二葉高    0.0   +0.3    0.0   +0.1     0.0
篠原 舞(1) 高校生   4.27   4.35   4.23   4.12   4.40   4.32    4.40 
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲ 岡谷南高    0.0   -0.2   +0.2   +0.1   +0.7   +0.6    +0.7
石見 彩音(1) 高校生   4.14   4.29   4.19   4.19   4.21    X    4.29 
ｲﾜﾐ ｱﾔﾈ 下諏訪向陽高    0.0    0.0   +0.5   +0.2   +0.2     0.0
深江 愛美(1) 高校生   4.05    X   2.89   4.04   4.03   4.05    4.05 
ﾌｶｴ ｱﾐ 諏訪二葉高    0.0   +0.7   +0.2    0.0   -0.6     0.0
名取 奈々海(1) 高校生   3.64   3.63   3.59   3.86   3.79   3.80    3.86 
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵高    0.0   +0.5   -0.5   +0.8   +0.1   +0.1    +0.8
細川 佑郁(1) 高校生 欠場
ﾎｿｶﾜ ﾕｲ 諏訪二葉高

 1.15
2 2  2052

O O XXX

 1.25
1 1   103

O O O XXO XXX

記録 備考1m10 1m15 1m20 1m25 1m30

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

女子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考2m70 2m80 2m90 3m00 3m10
1 1   123

O O XO XXO XXX  3.00

女子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 7  2047

-3- -4- -5- -6-

2 6    98

3 2   185

4 5   135

5 4   107

6 3  2054

1   104



決勝 8月30日 12:30

諏訪新(SR)           1.75
大会新(GR)           1.53

林 沙都美(3) 中学生
ﾊﾔｼ ｻﾄﾐ 岡谷東部中
倉品 愛美(2) 中学生
ｸﾗｼﾅ ﾏﾅﾐ 岡谷西部中
花岡 瑚徒(2) 中学生
ﾊﾅｵｶ ｺﾄ 岡谷西部中
濵 奏美(3) 中学生
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 長峰中
田村 明日香(1) 中学生
ﾀﾑﾗ ｱｽｶ 茅野東部中
北原 璃歩(2) 中学生
ｷﾀﾊﾗ ﾘﾎ 岡谷東部中
五味 美羽(2) 中学生
ｺﾞﾐﾐｳ 永明中
長田 美羽(1) 中学生
ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ 茅野東部中
五味 桃花(2) 中学生
ｺﾞﾐ ﾓﾓｶ 富士見中
三澤 恵理那(2) 中学生
ﾐｻﾜ ｴﾘﾅ 諏訪西中
清水 日瑶莉(2) 中学生
ｼﾐｽﾞ ﾋﾖﾘ 原中
原田 芽依(2) 中学生
ﾊﾗﾀﾞ ﾒｲ 長峰中
小山 涼菜(1) 中学生
ｺﾔﾏ ﾘｮｳﾅ 諏訪西中
若月 美侑(2) 中学生
ﾜｶﾂｷ ﾐｳ 諏訪西中
山田 にこ(1) 中学生 記録なし
ﾔﾏﾀﾞ ﾆｺ 岡谷北部中
加藤 瑶唯(1) 中学生 欠場
ｶﾄｳ ﾖｲ 岡谷北部中
林 愛花(1) 中学生 欠場
ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ 茅野東部中

決勝 8月30日  9:50

諏訪新(SR)           2.90
大会新(GR)           2.70

五味 礼羽(2) 中学生
ｺﾞﾐ ﾕｷﾊ 原中
小林 由依(1) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 原中
鎌倉 杏(1) 中学生
ｶﾏﾑﾗ ｱﾝｽﾞ 原中
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記録 備考1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m43

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

中学女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m60 1m80 1m90 2m00 2m10 2m20
1 3  7895

- - - O XO

XXX

XXX

2 1  7898
O O O

 2.10

 1.90

3 2  7897
O XO XXX  1.80



決勝 8月30日  9:00

諏訪新(SR)           5.59
大会新(GR)           5.31

伊藤 絵夢(3) 中学生   4.30   3.73   4.03   4.52   4.49   4.43    4.52 
ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中   -0.7   +1.0   +0.2   +0.6   +0.2    0.0    +0.6
濵 奏美(3) 中学生   4.35   4.31    X   4.08   4.18   4.44    4.44 
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 長峰中   +0.3    0.0   +0.5   +1.1   +0.5    +0.5
吉川 円香(1) 中学生   3.91   4.03    X   3.91   4.23    X    4.23 
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 清陵附属中   +0.4    0.0   +0.1    0.0     0.0
瀬戸 真友香(3) 中学生   3.75   3.78   4.17   3.91   3.89   4.12    4.17 
ｾﾄ ﾏﾕｶ 諏訪中   +2.1    0.0   +0.1   +0.6   -0.7   +0.2    +0.1
山田 愛莉(1) 中学生   4.01   4.01   4.14   4.07   3.82   4.08    4.14 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 茅野東部中    0.0   +0.2   +1.2   +0.3   +0.1   +0.9    +1.2
髙木 佑菜(2) 中学生   3.83   4.05   3.82   3.78   4.02   4.04    4.05 
ﾀｶｷﾞ ﾕﾅ 岡谷北部中    0.0   +1.0   +0.2    0.0    0.0    0.0    +1.0
今井 美月(2) 中学生   3.72   3.89   3.96   3.83   3.79   3.84    3.96 
ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 岡谷東部中    0.0   -0.1   +1.0   +0.3   +0.2   +0.1    +1.0
濵 若菜(2) 中学生   3.87   3.81   3.01   3.86   3.84   3.83    3.87 
ﾊﾏ ﾜｶﾅ 清陵附属中   +0.6   -1.1   -0.2    0.0   -0.2   +0.7    +0.6
宮坂 麻絢(2) 中学生    X   3.82   3.75    3.82 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾋﾛ 岡谷東部中   -0.3   +0.5    -0.3
大川 あおば(1) 中学生   3.31   3.77   3.73    3.77 
ｵｵｶﾜ ｱｵﾊﾞ 富士見中   +0.3   +0.5    0.0    +0.5
原田 芽依(2) 中学生   3.71   3.36   3.70    3.71 
ﾊﾗﾀﾞ ﾒｲ 長峰中   +0.7   +0.9   +0.6    +0.7
堀内 沙紀(1) 中学生   3.64   3.51   3.57    3.64 
ﾎﾘｳﾁ ｻｷ 原中   -0.1   -1.0   +0.1    -0.1
林 菜月(2) 中学生   3.41   3.55   3.38    3.55 
ﾊﾔｼ ﾅﾂｷ 岡谷東部中    0.0   +0.8    0.0    +0.8
金子 向日葵(2) 中学生   3.42   3.51   3.47    3.51 
ｶﾈｺ ﾋﾏﾘ 原中    0.0   +0.6   +0.1    +0.6
松木 心鐘(1) 中学生   3.29   3.29    X    3.29 
ﾏﾂｷ ｺｺﾈ 長峰中    0.0   -0.2     0.0
藤森 悠加(1) 中学生   2.89   3.23   3.23    3.23 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｶ 原中   -1.2   -1.8   +1.0    -1.8
鎌倉 萌有(1) 中学生   3.18   3.23   3.15    3.23 
ｶﾏｸﾗ ﾓﾕ 原中    0.0   -0.3    0.0    -0.3
中野 天音(1) 中学生    X   3.19   3.21    3.21 
ﾅｶﾉ ｱﾏﾈ 長峰中    0.0   +0.6    +0.6
小林 朋美(1) 中学生   2.95   2.94    X    2.95 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 岡谷西部中   +1.4    0.0    +1.4
有賀 琳瑚(1) 中学生   2.93   2.83   2.86    2.93 
ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ 岡谷西部中    0.0   -0.7   +0.2     0.0
荒井 優風(1) 中学生   2.72   2.73   2.44    2.73 
ｱﾗｲ ﾕｶ 原中    0.0   -1.5   +1.0    -1.5
小林 菜々美(2) 中学生    X    X    X 記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾅﾐ 富士見中
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記録 備考
1 20  7849

-3- -4- -5- -6-

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月30日  9:00

諏訪新(SR)          12.63
大会新(GR)          12.63

鈴木 菜々花(3) 中学生
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 永明中
小口 維吹(2) 中学生
ｵｸﾞﾁ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部中
中塚 千夏(2) 中学生
ﾅｶﾂｶ ﾁﾅﾂ 茅野東部中
櫻本 奈々(2) 中学生
ｻｸﾗﾓﾄ ﾅﾅ 富士見中
藤森 美帆(2) 中学生
ﾌｼﾞﾓﾘﾐﾎ 永明中
小林 由依(1) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 原中
並木 絢音(1) 中学生
ﾅﾐｷ ｱﾔﾈ 長峰中
大兼政 凜(1) 中学生
ｵｵｶﾈﾏｻ ﾘﾝ 岡谷東部中
林 愛花(1) 中学生 欠場
ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ 茅野東部中
小山 風菜(2) 中学生 欠場
ｺﾔﾏ ﾌｳﾅ 諏訪西中

決勝 8月30日 10:30

諏訪新  (SR )       26.15
大会新  (GR )       20.50

津金 璃子(1) 中学生
ﾂｶﾞﾈ ﾘｺ 原中
鎌倉 杏(1) 中学生
ｶﾏﾑﾗ ｱﾝｽﾞ 原中

決勝 8月30日 13:00

諏訪新(SR)          36.27
大会新(GR)          32.46

津金 璃子(1) 中学生
ﾂｶﾞﾈ ﾘｺ 原中
倉品 愛美(2) 中学生
ｸﾗｼﾅ ﾏﾅﾐ 岡谷西部中
藤森 恵弥子(1) 中学生 欠場
ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾐｺ 上諏訪中
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中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

中学女子

円盤投(1.000kg)     

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  O   O

-3- -4- -5- -6-

  O   O

記録 備考
1 1  7899

  X   O   O
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13.32  13.32 

2 2  7897
  X  9.98   O

中学女子

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 3  7899
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