
平成28年度第35回諏訪地方ジュニア陸上競技大会
兼第33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
女  子 【競技場】203100  上田市営陸上競技場

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

05/22 小学生混合 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ(A)      59.20 北山小     1,01.34 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ(B)    1,02.19 諏訪FA(A)     1,02.53 四賀小(A)     1,04.52 四賀小(B)     1,04.73 高島小(B)     1,05.19 岡谷田中小     1,05.52
4x100m 丸茂 花愛(5) 舟久保 七海(5) 山田 聖来(4) 両角 愛菜(4) 芦川 舞奈(5) 矢﨑 梨奈(4) 山﨑 結愛 岡田 成美(5)

山本 香菜美(5) 林 ひよな(5) 山下 心花(4) 石平 愛菜(4) 増澤 爽(5) 市川 紗菜(4) 河西 美結 花岡 澄珠(5)
小口 蒼葉(4) 柳澤 海斗(5) 多田 夏音(4) 藤森 大地(4) 里見 大成(5) 相馬 未来(4) 北原 将道 村瀬 貴哉(5)
木次 夏雪(5) 中村 光(5) 中村 奏太(4) 西谷 優希(4) 松山 貴大(5) 曽我 佑治郎(4) 山崎 夏月 武井 慶次郎(5)

05/22 ｵｰﾌﾟﾝ小学男  +1.2大塚 琉翔(6) 15.50 原田 祐健(5) 16.04 伊藤 璃玖(4) 16.82 林 賢史郎(4) 16.85 松澤 伸太朗(4) 17.74
100m 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 玉川小 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 諏訪FA 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

05/22 ｵｰﾌﾟﾝ小学女  +1.2小池 瑠美嶺(4) 18.57 北原 初音(4) 20.13 三井 芽実(4) 20.25
100m 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 下諏訪南小 四賀小



決勝 5月22日 12:55

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   2 諏訪FA(A)   186 両角 愛菜(4)   1,02.53  1   5 四賀小(A)   143 芦川 舞奈(5)   1,04.52 

ｽﾜFAA ﾓﾛｽﾞﾐ ﾏﾅ ｼｶﾞｼｮｳA ｱｼｶﾜ ﾏﾅ
  184 石平 愛菜(4)   145 増澤 爽(5)

ｲｼﾋﾗ ｱｲﾅ ﾏｽｻﾞﾜ ｻﾜ
  185 藤森 大地(4)   146 里見 大成(5)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ ｻﾄﾐ ﾀｲｾｲ
  183 西谷 優希(4)   144 松山 貴大(5)

ﾆｼﾀﾆ ﾕｳｷ ﾏﾂﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ
 2   7 長地小   219 林 海音(5)   1,06.98  2   4 四賀小(B)   151 矢﨑 梨奈(4)   1,04.73 

ｵｻﾁｼｮｳ ﾊﾔｼ ｶﾉﾝ ｼｶﾞｼｮｳB ﾔｻﾞｷ ﾘﾅ
  211 永長 佳弥(4)   148 市川 紗菜(4)

ﾅｶｵｻ ｶﾔ ｲﾁｶﾜ ｻﾅ
  213 宮澤 豪汰(4)   150 相馬 未来(4)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｺﾞｳﾀ ｿｳﾏ ﾐﾗｲ
  218 木村 修麻(5)   149 曽我 佑治郎(4)

ｷﾑﾗ ｼｭｳﾏ ｿｶﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ
 3   3 下諏訪北小    28 加藤 芽生(4)   1,08.09  3   2 高島小(B)   137 山﨑 結愛   1,05.19 

ｼﾓｽﾜｷﾀｼｮｳ ｶﾄｳ ﾒｲ ﾀｶｼﾏｼｮｳB ﾔﾏｻﾞｷﾕｳｱ
   35 中村 依詩乃(4)   135 河西 美結

ﾅｶﾑﾗ ﾖｼﾉ ｶｻｲﾐﾕ
   34 増沢 拓(4)   138 北原 将道

ﾏｽｻﾞﾜ ﾀｸ ｷﾀﾊﾗﾏｻﾐﾁ
   33 倉島 正行(4)   136 山崎 夏月

ｸﾗｼﾏ ﾏｻﾕｷ ﾔﾏｻﾞｷｶﾂｷ
 4   4 宮川小(A)    68 大和 由奈   1,08.86  4   6 下諏訪南小    12 御子柴 知咲(4)   1,07.00 

ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳA ｵｵﾜ ﾕﾅ ｼﾓｽﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ﾐｺｼﾊﾞ ﾁｻｷ
   67 久保田 乃愛    11 岩波 杏海(4)

ｸﾎﾞﾀ ﾉｱ ｲﾜﾅﾐ ｱｽﾞﾐ
   70 武居 琉海    18 大久保 諒人(4)

ﾀｹｲ ﾙｶ ｵｵｸﾎ ﾞﾘｮｳﾄ
   69 中村 珀斗    27 堀内 温人(5)

ﾅｶﾑﾗ ﾊｸﾄ ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙﾄ
 5   6 諏訪ｼﾞｭﾆｱ(A)   189 石田 莉緒(4)   1,09.10  5   7 諏訪ｼﾞｭﾆｱ(B)   192 伊藤 亜佳音(4)   1,09.91 

ｽﾜｼﾞｭﾆｱA ｲｼﾀ ﾞﾘｵ ｽﾜｼﾞｭﾆｱB ｲﾄｳ ｱｶﾈ
  188 三井 優茉(4)   195 小林 媛香(4)

ﾐﾂｲ ﾕﾏ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾒｶ
  191 北澤 悠尊(4)   196 平出 瑞輝(4)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳｿﾝ ﾋﾗｲﾃ ﾞﾐｽﾞｷ
  190 増田 翔太(4)   193 荒木 恒平(4)

ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｱﾗｷ ｺｳﾍｲ
  5 永明小     5 大久保 瑠依(4)  6   3 宮川小(B)    71 岡﨑 ひより   1,10.06 

ｴｲﾒｲｼｮｳ ｵｵｸﾎ ﾞﾙｲ 失格 ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳB ｵｶｻﾞｷ ﾋﾖﾘ
    4 太田 結衣(4)    72 加納 萌瑛菜

ｵｵﾀ ﾕｲ ｶﾉｳ ﾓｴﾅ
    2 森 康輔(4)    73 原 陽佑

ﾓﾘ ｺｳｽｹ ﾊﾗ ﾖｳｽｹ
    6 矢﨑 隆暉(4)    74 両角 禮夢

ﾔｻﾞｷ ﾘｭｳｷ ﾓﾛｽﾞﾐ ﾗｲﾑ

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 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ(A)    53 丸茂 花愛(5)     59.20 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽA ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ
   54 山本 香菜美(5)

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ
   55 小口 蒼葉(4)

ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ
   56 木次 夏雪(5)

ｺﾂｷﾞ ﾅﾂｷ
 2   2 北山小   238 舟久保 七海(5)   1,01.34 

ｷﾀﾔﾏｼｮｳ ﾌﾅｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ
  245 林 ひよな(5)

ﾊﾔｼ ﾋﾖﾅ
  243 柳澤 海斗(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｲﾄ
  239 中村 光(5)

ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾙ
 3   3 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ(B)    58 山田 聖来(4)   1,02.19 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽB ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ
   57 山下 心花(4)

ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ
   61 多田 夏音(4)

ﾀﾀﾞ ｶｵﾄ
   62 中村 奏太(4)

ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾀ
 4   6 岡谷田中小   220 岡田 成美(5)   1,05.52 

ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳ ｵｶﾀﾞ ﾅﾙﾐ
  221 花岡 澄珠(5)

ﾊﾅｵｶ ｽｽﾞ
  223 村瀬 貴哉(5)

ﾑﾗｾ ﾀｶﾔ
  224 武井 慶次郎(5)

ﾀｹｲ ｹｲｼﾞﾛｳ
 5   5 原小   111 清水 明日香(4)   1,07.38 

ﾊﾗｼｮｳ ｼﾐｽﾞ ｱｽｶ
  108 戸谷 真雪(4)

ﾄﾔ ﾏﾕｷ
  104 阿部 嵩哉(4)

ｱﾍﾞ ﾀｶﾔ
  110 小嶋 徠聖(4)

ｺｼﾞﾏ ﾗｲｷ

小学生混合

4x100m



   1 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ(A)     59.20 丸茂 花愛(5) 山本 香菜美(5) 小口 蒼葉(4) 木次 夏雪(5)   3   1
   2 北山小   1,01.34 舟久保 七海(5) 林 ひよな(5) 柳澤 海斗(5) 中村 光(5)   3   2
   3 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ(B)   1,02.19 山田 聖来(4) 山下 心花(4) 多田 夏音(4) 中村 奏太(4)   3   3
   4 諏訪FA(A)   1,02.53 両角 愛菜(4) 石平 愛菜(4) 藤森 大地(4) 西谷 優希(4)   1   1
   5 四賀小(A)   1,04.52 芦川 舞奈(5) 増澤 爽(5) 里見 大成(5) 松山 貴大(5)   2   1
   6 四賀小(B)   1,04.73 矢﨑 梨奈(4) 市川 紗菜(4) 相馬 未来(4) 曽我 佑治郎(4)   2   2
   7 高島小(B)   1,05.19 山﨑 結愛 河西 美結 北原 将道 山崎 夏月   2   3
   8 岡谷田中小   1,05.52 岡田 成美(5) 花岡 澄珠(5) 村瀬 貴哉(5) 武井 慶次郎(5)   3   4
   9 長地小   1,06.98 林 海音(5) 永長 佳弥(4) 宮澤 豪汰(4) 木村 修麻(5)   1   2
  10 下諏訪南小   1,07.00 御子柴 知咲(4) 岩波 杏海(4) 大久保 諒人(4) 堀内 温人(5)   2   4
  11 原小   1,07.38 清水 明日香(4) 戸谷 真雪(4) 阿部 嵩哉(4) 小嶋 徠聖(4)   3   5
  12 下諏訪北小   1,08.09 加藤 芽生(4) 中村 依詩乃(4) 増沢 拓(4) 倉島 正行(4)   1   3
  13 宮川小(A)   1,08.86 大和 由奈 久保田 乃愛 武居 琉海 中村 珀斗   1   4
  14 諏訪ｼﾞｭﾆｱ(A)   1,09.10 石田 莉緒(4) 三井 優茉(4) 北澤 悠尊(4) 増田 翔太(4)   1   5
  15 諏訪ｼﾞｭﾆｱ(B)   1,09.91 伊藤 亜佳音(4) 小林 媛香(4) 平出 瑞輝(4) 荒木 恒平(4)   2   5
  16 宮川小(B)   1,10.06 岡﨑 ひより 加納 萌瑛菜 原 陽佑 両角 禮夢   2   6

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順位 所属名 都道府県 記録

小学生混合



決勝 5月22日 12:15

風速 +1.2

 1 大塚 琉翔(6)     15.50 
ｵｵﾂｶ ﾙｶ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 原田 祐健(5)     16.04 
ﾊﾗﾀ ﾞﾕｳｹﾝ 玉川小

 3 伊藤 璃玖(4)     16.82 
ｲﾄｳ ﾘｸ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 4 林 賢史郎(4)     16.85 
ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾛｳ 諏訪FA

 5 松澤 伸太朗(4)     17.74 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

決勝 5月22日 12:10

風速 +1.2

 1 小池 瑠美嶺(4)     18.57 
ｺｲｹ ﾙﾐﾈ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 北原 初音(4)     20.13 
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾂﾈ 下諏訪南小

 3 三井 芽実(4)     20.25 
ﾐﾂｲ ﾒｲ 四賀小

1   147

3    59

2    26

ｵｰﾌﾟﾝ小学女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

ｵｰﾌﾟﾝ小学男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7    52

5    46

6    79

4   187

8    60


