
主　催：

主　管：
後援：

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
中学女子棒高跳 決勝 小林　由依（2） 原中 2m80 2m70

男子走高跳 決勝 丸山　貴倫（4） 諏訪東京理科大 2m01 2m00
中学男子円盤投

（1.5kg）
決勝 大渕　翔也（3） 永明中 23m23 2２m１８

男子円盤投
(1.75kg）

決勝 奥垣内崇史（2） 東海大諏訪高 41m26 28m02

中学女子円盤投
（1.0kg）

決勝 鎌倉　杏 原中 19m28 17m30

男子400m 決勝 野村　健成（2） 東海大諏訪高 49.58 50.50
女子1500m 決勝 竹内　優花(3) 東海大諏訪高 4,49.61 4,57.75
女子1500m 決勝 藤岡　緩奈(1) 東海大諏訪高 4,53.69 4,57.75
女子200m 決勝 菅沼　美風(2) 東海大諏訪高 26.08 26.20
女子200m 決勝 臼井　美紅(2) 東海大諏訪高 26.16 26.20

◆気象状況
時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速
9:00 晴れ 26.0 55.0 南東 2.1m/sec.
10:00 晴れ 26.5 56.0 東北東 2.8m/sec.
11:00 晴れ 27.5 50.0 北東 2.2m/sec.
12:00 晴れ 28.5 42.0 北 0.8m/sec.
13:00 晴れ 28.5 48.0 西南西 0.9m/sec.
14:00 晴れ 28.5 50.0 南南東 2.6m/sec.
15:00 晴れ 28.0 54.0 東北東 2.8m/sec.
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第67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                            
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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
09/03 女子  +1.3宮澤 歩(1) 13.04 石見 彩音(2) 13.52 天野 悠美(1) 13.67 中島 瑠衣(1) 14.06 小林 靜句(1) 14.13 中島 夏美(2) 14.19 篠原 舞(2) 14.38

100m 諏訪二葉高 下諏訪向陽高 下諏訪向陽高 諏訪二葉高 岡谷南高 諏訪実業高 岡谷南高
09/03  +1.2菅沼 美風(2) 26.08 臼井 美紅(2) 26.16 小林 叶音(1) 26.65 中澤 毬乃(2) 28.16 西山 幸花(2) 29.13

200m 東海大諏訪高 GR 東海大諏訪高 GR 東海大諏訪高 下諏訪向陽高 下諏訪向陽高
09/03 宮坂 万理(2) 2,27.90 三井 咲良(2) 2,30.07 上原 萌花(2) 2,34.72 相良 琴美(2) 2,40.83 小林 茉由(1) 2,40.92 諏訪 春乃(2) 2,59.36

800m 諏訪清陵高 諏訪清陵高 岡谷東高 諏訪清陵高 岡谷東高 諏訪清陵高
09/03 竹内 優花(3) 4,49.61 藤岡 緩奈(1) 4,53.69 竹村 瑞香(3) 4,58.68

1500m 東海大諏訪高 GR 東海大諏訪高 GR 東海大諏訪高
09/03  -2.2小林 尚美(1) 17.35 中島 瑠衣(1) 17.76 鈴木 菜々花(1) 18.57 伊藤 絵夢(1) 18.71 中島 夏美(2) 19.59

100mH(0.838m) 諏訪実業高 諏訪二葉高 下諏訪向陽高 諏訪実業高 諏訪実業高
09/03 濵 奏美(1) 1.40 百瀬 早姫(1) 1.35 伊藤 結菜(1) 1.35

走高跳 諏訪実業高 下諏訪向陽高 諏訪清陵高
09/03 石見 彩音(2) 4.93(+0.9) 篠原 舞(2) 4.76(-1.0) 伊藤 絵夢(1) 4.74(+0.7) 繁田 奈々世(1)4.50(0.0) 深江 愛美(2) 4.45(0.0) 濵 奏美(1) 4.41(+0.1) 百瀬 早姫(1) 4.30(-1.2) 名取 奈々海(2)4.09(+2.1)

走幅跳 下諏訪向陽高 岡谷南高 諏訪実業高 諏訪清陵高 諏訪二葉高 諏訪実業高 下諏訪向陽高 諏訪清陵高
09/03 金子 真菜(1) 8.45 細川 佑郁(2) 6.21

砲丸投 諏訪実業高 諏訪二葉高
09/03 清水 希(2) 20.86 金子 真菜(1) 20.83 上島 実歩(1) 14.63

円盤投 岡谷東高 諏訪実業高 岡谷東高
09/03 下諏訪向陽高      53.58 諏訪実業高       54.73

4x100m 西山 幸花(2) 伊藤 絵夢(1)
天野 悠美(1) 濵 奏美(1)
鈴木 菜々花(1) 中島 夏美(2)
石見 彩音(2) 小林 尚美(1)

09/03 中学女子  +1.5伊藤 桃香(2) 13.36 宮坂 育(3) 13.59 大場 ひかる(2) 13.79 前田 唯(2) 13.98 宮下綺実(2) 14.00 林 愛花(2) 14.07 古谷 裕美(2) 14.11
100m 諏訪西中 岡谷東部中 岡谷東部中 上諏訪中 諏訪西中 茅野東部中 下諏訪中

09/03  -2.9小林 あゆみ(3) 28.80 伊藤 桃香(2) 29.20 山田 茉優(2) 29.46 宮下綺実(2) 30.26 五味 愛夏(1) 30.62 大場 ひかる(2) 30.71 堀内 沙紀(2) 30.76
200m 長峰中 諏訪西中 永明中 諏訪西中 永明中 岡谷東部中 原中

09/03 藤森 恵弥子(2) 2,25.82 矢﨑 萌夏(2) 2,33.37 阿部 真奈美(1) 2,35.32 有賀 すづな(1) 2,36.49 本橋 奈央子(1) 2,37.45 佐藤 希美(1) 2,38.89 津田 充瑠(1) 2,48.41 田中 胡桃(1) 2,49.33
800m 上諏訪中 岡谷東部中 富士見中 下諏訪中 岡谷南部中 岡谷南部中 岡谷北部中 富士見中

09/03 小口 紗弥(1) 5,05.38 真道 美羽(2) 5,21.55 川口 ののは(1) 5,23.77 佐藤 希美(1) 5,27.25 小池 嶺花(1) 5,30.11 有賀 すづな(1) 5,32.17 髙野 夏来(1) 5,32.44 木村 莉子(1) 6,22.00
1500m 岡谷東部中 茅野東部中 富士見中 岡谷南部中 原中 下諏訪中 岡谷南部中 諏訪南中

09/03 小林 あゆみ(3) 17.24 竹内 里桜(1) 18.15 宮坂 麻絢(3) 18.29 花岡 真咲(1) 18.50 小林 朋美(2) 19.16 吉江 ほの美(2) 19.23 小口 杏菜(1) 19.75 名取 未希(2) 20.21
100mH(0.762m) 長峰中 永明中 岡谷東部中 茅野東部中 岡谷西部中 岡谷東部中 岡谷東部中 富士見中

09/03 長田 美羽(2) 1.43 田村 明日香(2) 1.43 飯島 彩香(1) 1.30
走高跳 茅野東部中 茅野東部中 永明中

09/03 小林 由依(2) 2.80 鎌倉 杏(2) 2.60 堀内 沙紀(2) 1.60
棒高跳 原中 GR 原中 原中

09/03 小林 千紘(1) 4.35(0.0) 大川 あおば(2)4.25(+1.2) 綱島 玲渚(1) 4.21(+0.9) 江口 真尋(1) 4.18(-1.9) 山田 愛莉(2) 4.13(-0.6) 中島 さや香(1)4.09(+0.3) 篠原 さくら(2)4.04(+0.7) 志賀 美咲(1) 3.88(+0.1)
走幅跳 長峰中 富士見中 諏訪南中 岡谷東部中 茅野東部中 岡谷東部中 岡谷東部中 諏訪南中

09/03 小口 維吹(3) 8.48 林 歩実(2) 7.46 山口 華奈(2) 6.40 藤森佑奈(2) 6.27
砲丸投 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷東部中 諏訪西中

09/03 鎌倉 杏(2) 19.28 津金 璃子(2) 15.67
円盤投 原中 GR 原中

09/03 有賀 琳瑚(2) 29.29 津金 璃子(2) 26.84 飯島 菜津美(2) 18.42 斎藤 亜里紗(2) 18.30 牛山 珠莉(1) 14.35 林 歩実(2) 12.78 岡本 真采(1) 11.03 岡本 真叶(1) 8.47
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 岡谷西部中 原中 永明中 岡谷東部中 茅野東部中 岡谷東部中 富士見中 富士見中

09/03 長峰中       55.20 永明中       56.36 諏訪西中       56.59 茅野東部中       57.04 岡谷東部中       57.07 原中       57.38 下諏訪中       58.17 富士見中       58.26
4x100m 山田 美和(2) 竹内 里桜(1) 原田なな(1) 田村 明日香(2) 江口 真尋(1) 津金 璃子(2) 嶋田 歩唯(2) 名取 未希(2)

小林 万莉(1) 五味 愛夏(1) 伊藤 桃香(2) 長田 美羽(2) 平澤 恋菜(1) 田口 暦(3) 吉田 渚(1) 川口 ののは(1)
小林 千紘(1) 山田 茉優(2) 関結菜(1) 花岡 真咲(1) 篠原 さくら(2) 小林 由依(2) 有賀 すづな(1) 大川 あおば(2)
小林 あゆみ(3) 佐伯 明莉(2) 宮下綺実(2) 林 愛花(2) 大場 ひかる(2) 堀内 沙紀(2) 古谷 裕美(2) 阿部 真奈美(1)



予選 9月3日 11:10
決勝 9月3日 13:25

諏訪新(SR)    11.98
大会新(GR)    12.40

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 -0.8

 1 宮澤 歩(1) 高校生     12.94 q  1 石見 彩音(2) 高校生     13.57 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 諏訪二葉高 ｲﾜﾐ ｱﾔﾈ 下諏訪向陽高

 2 天野 悠美(1) 高校生     13.42 q  2 小林 靜句(1) 高校生     14.00 q
ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 下諏訪向陽高 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞｸ 岡谷南高

 3 川上 由華(2) 高校生     13.77 q  3 中島 瑠衣(1) 高校生     14.02 q
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪清陵高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ 諏訪二葉高

 4 中島 夏美(2) 高校生     14.08 q  4 藤森 春陽(1) 高校生     15.32 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 諏訪実業高 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾋ 岡谷南高

 5 篠原 舞(2) 高校生     14.21 q 五味 優花(1) 高校生
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲ 岡谷南高 ｺﾞﾐ ﾕｳｶ 岡谷東高

 6 深江 愛美(2) 高校生     14.25 徳竹 美友(1) 高校生
ﾌｶｴ ｱﾐ 諏訪二葉高 ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 東海大諏訪高

 7 宮坂 奏江(2) 高校生     14.91 
ﾐﾔｻｶ ｶﾈｴ 下諏訪向陽高

風速 +1.3

 1 宮澤 歩(1) 高校生     13.04 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 諏訪二葉高

 2 石見 彩音(2) 高校生     13.52 
ｲﾜﾐ ｱﾔﾈ 下諏訪向陽高

 3 天野 悠美(1) 高校生     13.67 
ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 下諏訪向陽高

 4 中島 瑠衣(1) 高校生     14.06 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ 諏訪二葉高

 5 小林 靜句(1) 高校生     14.13 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞｸ 岡谷南高

 6 中島 夏美(2) 高校生     14.19 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 諏訪実業高

 7 篠原 舞(2) 高校生     14.38 
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲ 岡谷南高
川上 由華(2) 高校生
ｶﾜｶﾐ ﾕｳｶ 諏訪清陵高

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
3    86

6   116

8  2051

7    54

4   185

決勝

5   107

2

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6    32

記録／備考
8   135

5   184

3    87

7   186

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

欠場

4   138
欠場

  134

所属名 記録／備考
4

7   116

   86

5   135

9    87

8   184

6  2051

3    54

2   185

欠場



予選 9月3日 11:30
決勝 9月3日 13:20

諏訪新  (SR )       12.60
大会新  (GR )       12.84

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +0.1

 1 大場 ひかる(2)     14.00 q  1 伊藤 桃香(2)     13.44 q
ｵｵﾊﾞ ﾋｶﾙ 岡谷東部中 ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪西中

 2 竹内 里桜(1)     14.53  2 田口 暦(3)     14.72
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 永明中 ﾀｸﾞﾁ ｺﾖﾐ 原中

 3 名取 未希(2)     14.61  3 石吾 桃香(1)     14.83 
ﾅﾄﾘ ﾐｷ 富士見中 ｲｼｺﾞ ﾓﾓｶ 岡谷東部中

 4 花岡 真咲(1)     14.94  4 本橋 奈央子(1)     15.08 
ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ 茅野東部中 ﾓﾄﾊｼ ﾅｵｺ 岡谷南部中

 5 八城 かすみ(1)     15.58  5 神沢 瑠依(1)     15.25 
ﾔﾂｼﾛ ｶｽﾐ 原中 ｶﾝｻﾞﾜ ﾙｲ 諏訪南中

 6 脇坂 有梨那(1)     16.23  6 嶋田 歩唯(2)     15.42 
ﾜｷｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 岡谷西部中 ｼﾏﾀﾞ ｱｲ 下諏訪中
宮坂 詩(1)  7 小口 杏菜(1)     15.45 
ﾐﾔｻｶ ｳﾀ 岡谷東部中 ｵｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 岡谷東部中
小池愛心(1)  8 鷲尾 和乃佳(2)     16.00 
ｺｲｹ ﾏﾅﾐ 諏訪西中 ﾜｼｵ ﾉﾉｶ 長峰中
吉田 渚(1)  9 武川 かりん(1)     16.80 
ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ 下諏訪中 ﾀｹｶﾜ ｶﾘﾝ 永明中

[ 3組] 風速 +0.6 [ 4組] 風速 +0.2

 1 古谷 裕美(2)     14.30 q  1 宮坂 育(3)     13.87 q
ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾐ 下諏訪中 ﾐﾔｻｶ ｲｸ 岡谷東部中

 2 山田 美和(2)     14.96  2 宮下綺実(2)     14.09 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾜ 長峰中 ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 諏訪西中

 3 中島 さや香(1)     15.16  3 小林 由依(2)     14.53 
ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ 岡谷東部中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 原中

 4 小板橋 茉由(1)     15.41  4 松本 彩実(1)     14.90 
ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾏﾕ 原中 ﾏﾂﾓﾄ ｻｴﾐ 岡谷東部中

 5 笠原 江梨(1)     15.52  5 藤森 あんり(1)     15.95 
ｶｻﾊﾗ ｴﾘ 岡谷東部中 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾝﾘ 長峰中

 6 関結菜(1)     15.69  6 山口 華奈(2)     16.05 
ｾｷ ﾕｲﾅ 諏訪西中 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅ 岡谷東部中

 7 加藤 瑶唯(2)     15.86 加納 のどか(2)
ｶﾄｳ ﾖｲ 岡谷北部中 ｶﾉｳ ﾉﾄﾞｶ 岡谷北部中

 8 古川 葵(1)     16.30 平出 瑠奈(2)
ﾌﾙｶﾜ ｱｵｲ 永明中 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 茅野東部中
小林 舞香(2) 望月 莉子(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 富士見中 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｺ 富士見中

[ 5組] 風速 -0.4 [ 6組] 風速 -0.7

 1 橋本花甫(2)     14.30 q  1 林 愛花(2)     14.09 q
ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 諏訪西中 ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ 茅野東部中

 2 篠原 さくら(2)     14.57  2 前田 唯(2)     14.17 q
ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ 岡谷東部中 ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 上諏訪中

 3 綱島 玲渚(1)     14.87  3 江口 真尋(1)     14.90 
ﾂﾅｼﾏ ﾚﾅ 諏訪南中 ｴｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 岡谷東部中

 4 松木 心鐘(2)     15.14  4 野澤 菜々(2)     15.25 
ﾏﾂｷ ｺｺﾈ 長峰中 ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅ 原中

 5 花岡 麗奈(1)     15.40  5 中島 叶絢(2)     15.80 
ﾊﾅｵｶ ﾚｲﾅ 岡谷東部中 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾉｱ 岡谷西部中

 6 花岡 こなみ(2)     15.44  6 川嶋 成美(1)     16.28 
ﾊﾅｵｶ ｺﾅﾐ 岡谷東部中 ｶﾜｼﾏ ﾅﾙﾐ 岡谷東部中

 7 荒井 日菜(1)     15.84 北野 愛佳(1)
ｱﾗｲ ﾋﾟﾅ 岡谷南部中 ｷﾀﾉ ｱｲｶ 永明中

 8 加納 樹(1)     16.07 岡本 真采(1)
ｶﾉｳ ｲﾂｷ 岡谷西部中 ｵｶﾓﾄ ﾐｺﾄ 富士見中
岡本 真叶(1)
ｵｶﾓﾄ ﾏｶﾅ 富士見中

中学女子

100m                

予選 通過基準  8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 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  7666 1  7753

7  7792

3  76455  7926

5  8686

6  76136  7875

8  77748  7893

7  76773  7580

9  76471  8765

4  7861
欠場

2  7756

2  7795
欠場

4  7680
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  7676 5  7664

8  7859 9  7749

7  8761 2  7898

6  7890 3  8764

5  7649 6  7864

9  7757 1  7640

1  7602 4  7603
欠場

4  7793 7  7870
欠場

3  7924 8  7933
欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  7754 6  7871

3  7632 5  7712

8  7777 8  7646

1  7866 3  8680

7  8762 7  7577

9  7643 4  7650

5  7614 2  7794
欠場

6  7579 9  7929
欠場

4  7928
欠場



[ 7組] 風速 -1.3 [ 8組] 風速 -2.2

 1 大川 あおば(2)     14.33  1 有賀 琳瑚(2)     14.61 
ｵｵｶﾜ ｱｵﾊﾞ 富士見中 ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ 岡谷西部中

 2 五味 愛夏(1)     14.34  2 吉江 ほの美(2)     15.04 
ｺﾞﾐ ﾏﾅｶ 永明中 ﾖｼｴ ﾎﾉﾐ 岡谷東部中

 3 小林 朋美(2)     14.94  3 佐伯 明莉(2)     15.15 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 岡谷西部中 ｻｴｷ ｱｶﾘ 永明中

 4 原田なな(1)     14.96  4 柿澤 摩歩(1)     15.45 
ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ 諏訪西中 ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ 上諏訪中

 5 平澤 恋菜(1)     15.03  5 竹松優(1)     15.78 
ﾋﾗｻﾜ ｺｺﾅ 岡谷東部中 ﾀｹﾏﾂ ﾕｳ 諏訪西中

 6 並木 絢音(2)     15.74  6 三枝 杏(1)     16.30 
ﾅﾐｷ ｱﾔﾈ 長峰中 ｻｴｸﾞｻ ｷｮｳ 岡谷東部中

 7 宮阪 ひかり(1)     15.81  7 小池 嶺花(1)     16.36 
ﾐﾔｻｶ ﾋｶﾘ 茅野東部中 ｺｳｹ ﾚｲｶ 原中

 8 阿部 彩菜(2)     16.57  8 田中 胡桃(1)     16.50 
ｱﾍﾞ ｱﾔﾅ 岡谷東部中 ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ 富士見中

風速 +1.5

 1 伊藤 桃香(2)     13.36 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪西中

 2 宮坂 育(3)     13.59 
ﾐﾔｻｶ ｲｸ 岡谷東部中

 3 大場 ひかる(2)     13.79 
ｵｵﾊﾞ ﾋｶﾙ 岡谷東部中

 4 前田 唯(2)     13.98 
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 上諏訪中

 5 宮下綺実(2)     14.00 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 諏訪西中

 6 林 愛花(2)     14.07 
ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ 茅野東部中

 7 古谷 裕美(2)     14.11 
ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾐ 下諏訪中
橋本花甫(2)
ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 諏訪西中

氏  名 記録／備考

中学女子

100m                
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3  7923 6  7578
ﾚｰﾝ No.所属名 所属名記録／備考 順

9  7796 4  7644

6  7576 9  7789

7  7755 3  7713

2  8763 7  7758

5  7865 8  8760

8  7874 5  7891

4  7630 2  7932

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  7753

5  7664

6  7666

8  7712

7  7749

9  7871

欠場

2  7676

3  7754



決勝 9月3日 14:30

諏訪新(SR)    24.56
大会新(GR)    26.20

風速 +1.2

 1 菅沼 美風(2) 高校生     26.08 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 東海大諏訪高

 2 臼井 美紅(2) 高校生     26.16 
ｳｽｲ ﾐｸ 東海大諏訪高

 3 小林 叶音(1) 高校生     26.65 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪高

 4 中澤 毬乃(2) 高校生     28.16 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏﾘﾉ 下諏訪向陽高

 5 西山 幸花(2) 高校生     29.13 
ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ 下諏訪向陽高
小林 靜句(1) 高校生
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｽﾞｸ 岡谷南高
天野 悠美(1) 高校生
ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 下諏訪向陽高

女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    29

大会新
7    30

大会新
2    31

4   132

8   133

5   184
欠場

6   116
欠場



予選 9月3日 10:40
決勝 9月3日 14:25

諏訪新  (SR )       26.45
大会新  (GR )       27.15

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 +0.4

 1 伊藤 桃香(2)     28.34 q  1 小口 紗弥(1)     30.64 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪西中 ｵｸﾞﾁ ｻﾔ 岡谷東部中

 2 山田 茉優(2)     29.11 q  2 山田 加奈(2)     30.90 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 永明中 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 岡谷東部中

 3 林 愛花(2)     29.57 q  3 髙野 夏来(1)     30.93 
ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ 茅野東部中 ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 岡谷南部中

 4 川口 ののは(1)     31.47  4 小口 侑寿葉(2)     30.99 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 富士見中 ｵｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾊ 岡谷北部中

 5 花岡 こなみ(2)     31.83  5 志賀 美咲(1)     32.30 
ﾊﾅｵｶ ｺﾅﾐ 岡谷東部中 ｼｶﾞ ﾐｻｷ 諏訪南中

 6 三枝 杏(1)     33.22 小林 舞香(2)
ｻｴｸﾞｻ ｷｮｳ 岡谷東部中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 富士見中
田口 暦(3) 小林 万莉(1)
ﾀｸﾞﾁ ｺﾖﾐ 原中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 長峰中

[ 3組] 風速 +0.6 [ 4組] 風速 +1.1

 1 大場 ひかる(2)     29.62 q  1 小林 あゆみ(3)     28.27 q
ｵｵﾊﾞ ﾋｶﾙ 岡谷東部中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰中

 2 堀内 沙紀(2)     30.33 q  2 宮下綺実(2)     29.03 q
ﾎﾘｳﾁ ｻｷ 原中 ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 諏訪西中

 3 笠原 江梨(1)     31.78  3 五味 愛夏(1)     29.44 q
ｶｻﾊﾗ ｴﾘ 岡谷東部中 ｺﾞﾐ ﾏﾅｶ 永明中

 4 並木 絢音(2)     31.90  4 石吾 桃香(1)     30.57 
ﾅﾐｷ ｱﾔﾈ 長峰中 ｲｼｺﾞ ﾓﾓｶ 岡谷東部中

 5 山田 にこ(2)     33.65  5 野澤 菜々(2)     32.48 
ﾔﾏﾀﾞ ﾆｺ 岡谷北部中 ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅ 原中
平出 瑠奈(2)  6 阿部 彩菜(2)     33.66 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 茅野東部中 ｱﾍﾞ ｱﾔﾅ 岡谷東部中

風速 -2.9

 1 小林 あゆみ(3)     28.80 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰中

 2 伊藤 桃香(2)     29.20 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪西中

 3 山田 茉優(2)     29.46 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 永明中

 4 宮下綺実(2)     30.26 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 諏訪西中

 5 五味 愛夏(1)     30.62 
ｺﾞﾐ ﾏﾅｶ 永明中

 6 大場 ひかる(2)     30.71
ｵｵﾊﾞ ﾋｶﾙ 岡谷東部中

 7 堀内 沙紀(2)     30.76
ﾎﾘｳﾁ ｻｷ 原中
林 愛花(2)
ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ 茅野東部中

中学女子

200m                

予選 通過基準  4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 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  7753 8  7648

5  7790 6  7641

3  7871 7  7612

6  7930 2  7601

4  7643 3  7776

8  8760 4  7924
欠場

7  8686 5  7849
欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  7666 5  7853

5  8684 2  7749

2  7649 3  7796

3  7865 4  7645

6  7607 7  8680

7  7870 6  7630
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  7853

5  7753

4  7790

2  8684

3  7749

8  7796

欠場

1  7666

7  7871



決勝 9月3日 10:15

諏訪新(SR)    2,09.70
大会新(GR)    2,22.50

 1 宮坂 万理(2) 高校生   2,27.90 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾘ 諏訪清陵高

 2 三井 咲良(2) 高校生   2,30.07 
ﾐﾂｲ ｻｸﾗ 諏訪清陵高

 3 上原 萌花(2) 高校生   2,34.72 
ｳｴﾊﾗ ﾓｴｶ 岡谷東高

 4 相良 琴美(2) 高校生   2,40.83 
ｻｶﾞﾗ ｺﾄﾐ 諏訪清陵高

 5 小林 茉由(1) 高校生   2,40.92 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾕ 岡谷東高

 6 諏訪 春乃(2) 高校生   2,59.36 
ｽﾜ ﾊﾙﾉ 諏訪清陵高
上島 実歩(1) 高校生
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐﾎ 岡谷東高
若狹 藍子(1) 高校生
ﾜｶｻ ｱｲｺ 下諏訪向陽高

決勝 9月3日 10:10

諏訪新(SR)    2,17.84
大会新(GR)    2,24.78

 1 藤森 恵弥子(2)   2,25.82 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾐｺ 上諏訪中

 2 矢﨑 萌夏(2)   2,33.37 
ﾔｻﾞｷ ﾓｴｶ 岡谷東部中

 3 阿部 真奈美(1)   2,35.32 
ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ 富士見中

 4 有賀 すづな(1)   2,36.49 
ｱﾙｶﾞ ｽﾂﾞﾅ 下諏訪中

 5 本橋 奈央子(1)   2,37.45 
ﾓﾄﾊｼ ﾅｵｺ 岡谷南部中

 6 佐藤 希美(1)   2,38.89 
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 岡谷南部中

 7 津田 充瑠(1)   2,48.41 
ﾂﾀﾞ ﾐﾁﾙ 岡谷北部中

 8 田中 胡桃(1)   2,49.33 
ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ 富士見中

 9 戸田 葵(2)   2,49.56 
ﾄﾀﾞ ｱｵｲ 岡谷北部中

10 百瀬 まゆ(2)   2,53.03 
ﾓﾓｾ ﾏﾕ 岡谷北部中

11 小林 穂々光(1)   2,56.98 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾎﾐ 富士見中
北原 結和(1)
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾅ 長峰中
五味 叶花(2)
ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ 富士見中

女子

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  2056

8  2053

5   146

2  2055

3   139

4  2052

1   140
欠場

7   120
欠場

中学女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  7711

3 7639

11  7927

10  7678

4  7613

12  7615

2  7593

13  7932

6  7605

8  7606

1  7931

欠場

5  7845
欠場

9  7925



決勝 9月3日 13:45

諏訪新  (SR )     4,23.52
大会新  (GR )     4,57.75

 1 竹内 優花(3) 高校生   4,49.61 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ 東海大諏訪高

 2 藤岡 緩奈(1) 高校生   4,53.69 
ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ 東海大諏訪高

 3 竹村 瑞香(3) 高校生   4,58.68 
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 東海大諏訪高
落合 早峰(1) 高校生
ｵﾁｱｲ ﾊﾔﾈ 東海大諏訪高

決勝 9月3日 13:45

諏訪新  (SR )     4,33.88
大会新  (GR )     4,55.05

 1 小口 紗弥(1)   5,05.38 
ｵｸﾞﾁ ｻﾔ 岡谷東部中

 2 真道 美羽(2)   5,21.55 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾐｳ 茅野東部中

 3 川口 ののは(1)   5,23.77 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 富士見中

 4 佐藤 希美(1)   5,27.25 
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 岡谷南部中

 5 小池 嶺花(1)   5,30.11 
ｺｳｹ ﾚｲｶ 原中

 6 有賀 すづな(1)   5,32.17 
ｱﾙｶﾞ ｽﾂﾞﾅ 下諏訪中

 7 髙野 夏来(1)   5,32.44 
ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 岡谷南部中

 8 木村 莉子(1)   6,22.00 
ｷﾑﾗ ﾘｺ 諏訪南中
戸田 葵(2)
ﾄﾀﾞ ｱｵｲ 岡谷北部中
津金 璃子(2)
ﾂｶﾞﾈ ﾘｺ 原中
五味 叶花(2)
ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ 富士見中
藤森 恵弥子(2)
ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾐｺ 上諏訪中
矢﨑 萌夏(2)
ﾔｻﾞｷ ﾓｴｶ 岡谷東部中
阿部 真奈美(1)
ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ 富士見中 欠場

14 7639
欠場

17  7927

欠場
12  7711

欠場

9  7899
欠場

11  7925

7  7605
欠場

18  7612

13  7775

8  7678

6  7615

16  7891

15  7930

10  7648

5  7888

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

中学女子

大会新
4    27

No. 氏  名 所属名 記録／備考

2    34

3    28
大会新

1    35

女子

1500m               

決勝

順



決勝 9月3日  9:15

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

風速 -2.2

 1 小林 尚美(1) 高校生     17.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ 諏訪実業高

 2 中島 瑠衣(1) 高校生     17.76 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾙｲ 諏訪二葉高

 3 鈴木 菜々花(1) 高校生     18.57 
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 下諏訪向陽高

 4 伊藤 絵夢(1) 高校生     18.71 
ｲﾄｳ ｴﾑ 諏訪実業高

 5 中島 夏美(2) 高校生     19.59 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 諏訪実業高

決勝 9月3日  9:20

諏訪新(SR)    14.60
大会新(GR)    15.90

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速 -1.3

 1 小林 あゆみ(3)     17.24  1 宮坂 麻絢(3)     18.29 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰中 ﾐﾔｻｶ ﾏﾋﾛ 岡谷東部中

 2 竹内 里桜(1)     18.15  2 花岡 真咲(1)     18.50 
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 永明中 ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ 茅野東部中

 3 小林 朋美(2)     19.16  3 小口 杏菜(1)     19.75 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 岡谷西部中 ｵｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 岡谷東部中

 4 吉江 ほの美(2)     19.23  4 名取 未希(2)     20.21 
ﾖｼｴ ﾎﾉﾐ 岡谷東部中 ﾅﾄﾘ ﾐｷ 富士見中

 5 脇坂 有梨那(1)     21.32  5 加納 樹(1)     20.78 
ﾜｷｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 岡谷西部中 ｶﾉｳ ｲﾂｷ 岡谷西部中

 6 藤森 あんり(1)     22.12  6 青木 詩織(1)     24.25 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾝﾘ 長峰中 ｱｵｷ ｼｵﾘ 長峰中

 7 宮阪 ひかり(1)     22.69 吉川 円香(2)
ﾐﾔｻｶ ﾋｶﾘ 茅野東部中 ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 清陵附属中

   1 小林 あゆみ(3) 長峰中     17.24 (-1.8)   1   1
   2 竹内 里桜(1) 永明中     18.15 (-1.8)   1   2
   3 宮坂 麻絢(3) 岡谷東部中     18.29 (-1.3)   2   1
   4 花岡 真咲(1) 茅野東部中     18.50 (-1.3)   2   2
   5 小林 朋美(2) 岡谷西部中     19.16 (-1.8)   1   3
   6 吉江 ほの美(2) 岡谷東部中     19.23 (-1.8)   1   4
   7 小口 杏菜(1) 岡谷東部中     19.75 (-1.3)   2   3
   8 名取 未希(2) 富士見中     20.21 (-1.3)   2   4
   9 加納 樹(1) 岡谷西部中     20.78 (-1.3)   2   5
  10 脇坂 有梨那(1) 岡谷西部中     21.32 (-1.8)   1   5
  11 藤森 あんり(1) 長峰中     22.12 (-1.8)   1   6
  12 宮阪 ひかり(1) 茅野東部中     22.69 (-1.8)   1   7
  13 青木 詩織(1) 長峰中     24.25 (-1.3)   2   6

女子

100mH(0.838m)       

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7    57

6    87

4   117

5    55

3    54

中学女子

100mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  7853 8  7654

7  7792 5  7875

3  7576 6  7647

4  7644 4  7926

5  7580 7  7579

2  7864 3  7842

6  7874 2  7946
欠場

中学女子

100mH(0.762m)
タイムレース

順位 No. 氏  名

 7874

組 順位
 7853
 7792

都道府県 所属名 記録（風） 備考

 7842

 7647
 7926
 7579
 7580

 7654
 7875
 7576
 7644

 7864



決勝 9月3日 15:15

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   133 西山 幸花(2)     53.58 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ﾆｼﾔﾏ ｻﾁｶ
  116 天野 悠美(1)

ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ
  117 鈴木 菜々花(1)

ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ
  135 石見 彩音(2)

ｲﾜﾐ ｱﾔﾈ
 2   3 諏訪実業高    55 伊藤 絵夢(1)     54.73 

ｽﾜｼﾞﾂｷﾞｮｳｺｳ ｲﾄｳ ｴﾑ
   56 濵 奏美(1)

ﾊﾏ ｶﾅﾐ
   54 中島 夏美(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ
   57 小林 尚美(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾐ
  5 東海大諏訪高

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ 欠場

  6 諏訪清陵高
ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳｺｳ 欠場

  7 諏訪二葉高
ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ 欠場

女子

4x100m

決勝



決勝 9月3日 15:05

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   6 岡谷東部中  7646 江口 真尋(1)     57.07  1   4 長峰中  7859 山田 美和(2)     55.20 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｴｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾜ
 8763 平澤 恋菜(1)  7849 小林 万莉(1)

ﾋﾗｻﾜ ｺｺﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ
 7632 篠原 さくら(2)  7841 小林 千紘(1)

ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ
 7666 大場 ひかる(2)  7853 小林 あゆみ(3)

ｵｵﾊﾞ ﾋｶﾙ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ
 2   4 下諏訪中  7677 嶋田 歩唯(2)     58.17  2   5 永明中  7792 竹内 里桜(1)     56.36 

ｼﾓｽﾜﾁｭｳ ｼﾏﾀﾞ ｱｲ ｴｲﾒｲﾁｭｳ ﾀｹｳﾁ ﾘｵ
 7680 吉田 渚(1)  7796 五味 愛夏(1)

ﾖｼﾀﾞ ﾅｷﾞｻ ｺﾞﾐ ﾏﾅｶ
 7678 有賀 すづな(1)  7790 山田 茉優(2)

ｱﾙｶﾞ ｽﾂﾞﾅ ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ
 7676 古谷 裕美(2)  7789 佐伯 明莉(2)

ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾐ ｻｴｷ ｱｶﾘ
 3   2 岡谷西部中  7580 脇坂 有梨那(1)     58.30  3   6 諏訪西中  7755 原田なな(1)     56.59 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ﾜｷｻﾞｶ ﾕﾘﾅ ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ
 7576 小林 朋美(2)  7753 伊藤 桃香(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ ｲﾄｳ ﾓﾓｶ
 7577 中島 叶絢(2)  7757 関結菜(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾉｱ ｾｷ ﾕｲﾅ
 7578 有賀 琳瑚(2)  7749 宮下綺実(2)

ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ
 4   5 諏訪南中  7775 木村 莉子(1)     58.74  4   3 茅野東部中  7886 田村 明日香(2)     57.04 

ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ｷﾑﾗ ﾘｺ ﾁﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾀﾑﾗ ｱｽｶ
 7776 志賀 美咲(1)  7887 長田 美羽(2)

ｼｶﾞ ﾐｻｷ ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ
 7774 神沢 瑠依(1)  7875 花岡 真咲(1)

ｶﾝｻﾞﾜ ﾙｲ ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ
 7777 綱島 玲渚(1)  7871 林 愛花(2)

ﾂﾅｼﾏ ﾚﾅ ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ
 5   3 岡谷北部中  7601 小口 侑寿葉(2)   1,01.38  5   2 原中  7899 津金 璃子(2)     57.38 

ｵｶﾔﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｵｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾊ ﾊﾗﾁｭｳ ﾂｶﾞﾈ ﾘｺ
 7593 津田 充瑠(1)  8686 田口 暦(3)

ﾂﾀﾞ ﾐﾁﾙ ﾀｸﾞﾁ ｺﾖﾐ
 7606 百瀬 まゆ(2)  7898 小林 由依(2)

ﾓﾓｾ ﾏﾕ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ
 7602 加藤 瑶唯(2)  8684 堀内 沙紀(2)

ｶﾄｳ ﾖｲ ﾎﾘｳﾁ ｻｷ
  7 岡谷南部中  6   7 富士見中  7926 名取 未希(2)     58.26 

ｵｶﾔﾅﾝﾌﾞﾁｭｳ 欠場 ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ﾅﾄﾘ ﾐｷ
 7930 川口 ののは(1)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ
 7923 大川 あおば(2)

ｵｵｶﾜ ｱｵﾊﾞ
 7927 阿部 真奈美(1)

ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ

   1 長峰中     55.20 山田 美和(2) 小林 万莉(1) 小林 千紘(1) 小林 あゆみ(3)   2   1
   2 永明中     56.36 竹内 里桜(1) 五味 愛夏(1) 山田 茉優(2) 佐伯 明莉(2)   2   2
   3 諏訪西中     56.59 原田なな(1) 伊藤 桃香(2) 関結菜(1) 宮下綺実(2)   2   3
   4 茅野東部中     57.04 田村 明日香(2) 長田 美羽(2) 花岡 真咲(1) 林 愛花(2)   2   4
   5 岡谷東部中     57.07 江口 真尋(1) 平澤 恋菜(1) 篠原 さくら(2) 大場 ひかる(2)   1   1
   6 原中     57.38 津金 璃子(2) 田口 暦(3) 小林 由依(2) 堀内 沙紀(2)   2   5
   7 下諏訪中     58.17 嶋田 歩唯(2) 吉田 渚(1) 有賀 すづな(1) 古谷 裕美(2)   1   2
   8 富士見中     58.26 名取 未希(2) 川口 ののは(1) 大川 あおば(2) 阿部 真奈美(1)   2   6
   9 岡谷西部中     58.30 脇坂 有梨那(1) 小林 朋美(2) 中島 叶絢(2) 有賀 琳瑚(2)   1   3
  10 諏訪南中     58.74 木村 莉子(1) 志賀 美咲(1) 神沢 瑠依(1) 綱島 玲渚(1)   1   4
  11 岡谷北部中   1,01.38 小口 侑寿葉(2) 津田 充瑠(1) 百瀬 まゆ(2) 加藤 瑶唯(2)   1   5

記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2

中学女子

4x100m              

決勝

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

中学女子

4x100m              
タイムレース

順位 所属名 都道府県



決勝 9月3日 12:30

諏訪新(SR)    1.77
大会新(GR)    1.70

濵 奏美(1) 高校生
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 諏訪実業高
百瀬 早姫(1) 高校生
ﾓﾓｾ ｻｷ 下諏訪向陽高
伊藤 結菜(1) 高校生
ｲﾄｳ ﾕｲﾅ 諏訪清陵高
鈴木 菜々花(1) 高校生 記録なし
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 下諏訪向陽高

決勝 9月3日 12:30

諏訪新(SR)    1.75
大会新(GR)    1.53

長田 美羽(2)
ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ 茅野東部中
田村 明日香(2)
ﾀﾑﾗ ｱｽｶ 茅野東部中
飯島 彩香(1)
ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔｶ 永明中
中島 叶絢(2) 記録なし
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾉｱ 岡谷西部中
小池 由華(1) 欠場
ｺｲｹ ﾕｲｶ 下諏訪中
山田 加奈(2) 欠場
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 岡谷東部中
吉川 円香(2) 欠場
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 清陵附属中

5  7946

4  7641

1  7674

 1.30

2  7577
XXX

 1.43

3 3  7797
- O O O XXO XXX

XXO XOO O XXX

 1.43

2 6  7886
- - - -

備考
1 7  7887

- - - - O O

1m43 1m46

XO XO XXX

記録1m25 1m30 1m35 1m40所属名 1m10 1m15 1m20

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

中学女子

走高跳

1   117
XXX

 1.35

 1.35
3 4  2057

O O XO

XXX

XXX

記録 備考

 1.40

2 3   119
O O O

1 2    56
O O O

氏  名 所属名 1m25 1m30

O XXX

1m35 1m40 1m45

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 9月3日  9:30

諏訪新(SR)    2.90
大会新(GR)    2.70

小林 由依(2) 大会新
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 原中
鎌倉 杏(2)
ｶﾏｸﾗ ｱﾝｽﾞ 原中
堀内 沙紀(2)
ﾎﾘｳﾁ ｻｷ 原中

 1.60

 2.80

 2.60

3 1  8684
O XXX

2 3  7897
- - XO - XXX

XXX

記録 備考

1 2  7898
- - O O XO

2m60 2m70 2m80 2m90

中学女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m60 2m00



決勝 9月3日  9:00

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

石見 彩音(2) 高校生    X   4.54    X   4.93   4.82    X    4.93 
ｲﾜﾐ ｱﾔﾈ 下諏訪向陽高   +0.2   +0.9   +1.5    +0.9
篠原 舞(2) 高校生    X   4.44    X   4.70   4.20   4.76    4.76 
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲ 岡谷南高   -0.2   +2.1   +0.7   -1.0    -1.0
伊藤 絵夢(1) 高校生   4.66   4.70   4.74    X   4.63    X    4.74 
ｲﾄｳ ｴﾑ 諏訪実業高   +0.7   +1.2   +0.7    0.0    +0.7
繁田 奈々世(1) 高校生   4.35    X   4.36   4.50    X   4.33    4.50 
ｼｹﾞﾀ ﾅﾅｾ 諏訪清陵高   +0.9   -0.7    0.0   +1.4     0.0
深江 愛美(2) 高校生    X    X   4.43   4.30   4.45    X    4.45 
ﾌｶｴ ｱﾐ 諏訪二葉高   -0.2   +0.4    0.0     0.0
濵 奏美(1) 高校生   4.41   4.38   4.27    X    X   4.29    4.41 
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 諏訪実業高   +0.1   -0.7    0.0   +0.9    +0.1
百瀬 早姫(1) 高校生    X   4.21   4.30   3.97   3.89    X    4.30 
ﾓﾓｾ ｻｷ 下諏訪向陽高   -0.4   -1.2   +1.5   -1.8    -1.2
名取 奈々海(2) 高校生   3.99   4.02    X   4.09    X   4.06    4.09 
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪清陵高   +0.6   +1.4   +2.1   -1.0    +2.1
宮澤 歩(1) 高校生    X    X   3.31
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 諏訪二葉高   -0.2    -0.2
藤森 春陽(1) 高校生   3.38    X   3.28
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾋ 岡谷南高   +1.1   +1.4    +1.1

1   186

8 2  2054

10    86

6 6    56

7 5   119

4 3  2058

5 4   107

2 8   185

3 7    55

記録 備考
1 9   135

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

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 9月3日  9:00

諏訪新(SR)    5.59
大会新(GR)    5.31

小林 千紘(1)   4.35    X   3.87   3.96   4.02   4.15    4.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 長峰中    0.0   +0.2   +0.6   +0.4   +1.5     0.0
大川 あおば(2)    X   4.20   2.93   4.17   4.17   4.25    4.25 
ｵｵｶﾜ ｱｵﾊﾞ 富士見中   +0.1   +0.8   +0.9   -0.1   +1.2    +1.2
綱島 玲渚(1)   3.28   4.04   3.51   4.21   4.10   3.84    4.21 
ﾂﾅｼﾏ ﾚﾅ 諏訪南中   +0.5   -0.2   +0.8   +0.9   +1.3   -1.8    +0.9
江口 真尋(1)   3.83   2.84   2.96    X   4.18    X    4.18 
ｴｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 岡谷東部中   -1.4    0.0   +1.2   -1.9    -1.9
山田 愛莉(2)    X    X   4.13    X    X    X    4.13 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 茅野東部中   -0.6    -0.6
中島 さや香(1)    X   3.73    X   4.09    X    X    4.09 
ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ 岡谷東部中   -0.1   +0.3    +0.3
篠原 さくら(2)   3.99   3.69    X   3.61   4.04   3.96    4.04 
ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ 岡谷東部中   +3.0    0.0   +1.1   +0.7   -1.8    +0.7
志賀 美咲(1)   3.72   3.88    X   3.69   3.84    -    3.88 
ｼｶﾞ ﾐｻｷ 諏訪南中   -2.5   +0.1   +1.6   -0.2    +0.1
宮坂 詩(1)   3.67   3.63   3.62    3.67 
ﾐﾔｻｶ ｳﾀ 岡谷東部中   +1.0   +0.1   +0.6    +1.0
平澤 恋菜(1)   3.35   3.60   3.66    3.66 
ﾋﾗｻﾜ ｺｺﾅ 岡谷東部中   -0.4   -0.7   +1.7    +1.7
柳沢 愛莉(1)    X   3.64   3.46    3.64 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｲﾘ 茅野東部中   +0.5   -2.0    +0.5
古谷 裕美(2)   3.36   3.28   3.53    3.53 
ﾌﾙﾔ ﾋﾛﾐ 下諏訪中   +0.4   +1.3   -0.1    -0.1
斎藤 亜里紗(2)    X   3.44   3.49    3.49 
ｻｲﾄｳ ｱﾘｻ 岡谷東部中   +1.5   -1.0    -1.0
神沢 瑠依(1)   3.47   3.37    X    3.47 
ｶﾝｻﾞﾜ ﾙｲ 諏訪南中   +0.6    0.0    +0.6
牛山 珠莉(1)    X   3.44   3.38    3.44 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 茅野東部中   +0.4    0.0    +0.4
松本 彩実(1)   3.42   3.12   3.35    3.42 
ﾏﾂﾓﾄ ｻｴﾐ 岡谷東部中   +1.2   +1.7   +0.8    +1.2
小林 穂々光(1)    X   3.30    -    3.30 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾎﾐ 富士見中   -0.9    -0.9
川嶋 成美(1)   3.29   3.22    X    3.29 
ｶﾜｼﾏ ﾅﾙﾐ 岡谷東部中   +1.3   +1.1    +1.3
中野 天音(2)   3.12   3.22   2.89    3.22 
ﾅｶﾉ ｱﾏﾈ 長峰中   +0.9    0.0   +0.1     0.0
黒澤 萌(1)    X   3.20   3.20    3.20 
ｸﾛｻﾜ ﾓｴ 長峰中   +1.0   +0.7    +1.0
八城 かすみ(1)   3.11   2.79   3.00    3.11 
ﾔﾂｼﾛ ｶｽﾐ 原中   +0.2   +0.8   +1.9    +0.2
木村 莉子(1)   2.92    X    X    2.92 
ｷﾑﾗ ﾘｺ 諏訪南中   +0.6    +0.6
花岡 麗奈(1)    X    X   2.68    2.68 
ﾊﾅｵｶ ﾚｲﾅ 岡谷東部中   +1.1    +1.1
小板橋 茉由(1)    X    X    X 記録なし
ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾏﾕ 原中
小池 由華(1) 欠場
ｺｲｹ ﾕｲｶ 下諏訪中
武居 真衣(2) 欠場
ﾀｹｲ ﾏｲ 岡谷南部中
柿澤 摩歩(1) 欠場
ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ 上諏訪中

16  7611

21  7713

4  7890

1  7674

22 9  7775

23 3  8762

20 7  7867

21 2  7893

18 12  7650

19 11  7863

16 6  8764

17 13  7931

14 14  7774

15 19  7873

12 5  7676

13 15  7631

10 18  8763

11 8  7876

8 17  7776

9 10  8765

6 20  8761

7 25  7632

4 22  7646

5 23  7872

2 27  7923

3 24  7777

備考
1 26  7841

-4- -5- -6- 記録

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

中学女子



決勝 9月3日  9:00

諏訪新(SR)    12.27
大会新(GR)    11.09

金子 真菜(1) 高校生
ｶﾈｺ ﾏﾅ 諏訪実業高
細川 佑郁(2) 高校生
ﾎｿｶﾜ ﾕｲ 諏訪二葉高

諏訪新(SR)    12.63
大会新(GR)    12.63

小口 維吹(3)
ｵｸﾞﾁ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部中
林 歩実(2)
ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 岡谷東部中
山口 華奈(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅ 岡谷東部中
藤森佑奈(2)
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳﾅ 諏訪西中

2 1   104
 6.11

 7.99

 5.83  5.94  5.81  6.21

1
-6- 記録 備考

  X

 6.02   6.21 

  X   8.45 

-4- -5-
2    58

 8.17   X  8.45

-2- -3-

女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

  X

-4- -5- -6-

 6.59

備考

  X   X

記録
1 4  7658

 8.47  8.48   X

 6.21

  8.48 

2 3  7636
 7.21  7.46  7.07  7.02  6.77

 5.68

  7.46 

3 1  7640
 6.10  5.54  6.29  6.36  6.40

  6.27 

  6.40 

4 2  7752
 6.01  6.27  5.94  5.40  6.19



決勝 9月3日 11:00

諏訪新  (SR )       42.12
中学新  (GR )       40.17

清水 希(2) 高校生
ｼﾐｽﾞ ﾉｿﾞﾐ 岡谷東高
金子 真菜(1) 高校生
ｶﾈｺ ﾏﾅ 諏訪実業高
上島 実歩(1) 高校生
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐﾎ 岡谷東高
細川 佑郁(2) 高校生 欠場
ﾎｿｶﾜ ﾕｲ 諏訪二葉高

決勝 9月3日 11:00

諏訪新  (SR )       26.15
大会新  (GR )       17.30

鎌倉 杏(2) 大会新
ｶﾏｸﾗ ｱﾝｽﾞ 原中
津金 璃子(2)
ﾂｶﾞﾈ ﾘｺ 原中

2 2  7899
14.84   O   X

備考
1 1  7897

  X 18.63   O 19.28   O  19.28 

記録所属名 -1- -2- -3-

  O  15.67 15.67   O

  O

-4- -5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

14.63   O

中学女子

円盤投(1.000kg)     

  O  14.63 

2   104

  O   O   X  20.83 

3 1   140
  X   O 12.25

  X 20.86   O  20.86 

2 3    58
  O 20.83   O

1 4   147
  O   X 19.69

氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考-3- -4- -5- -6-

女子

円盤投(1.000kg)     

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 9月3日 13:00

諏訪新(SR)    36.27
大会新(GR)    32.46

有賀 琳瑚(2)
ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ 岡谷西部中
津金 璃子(2)
ﾂｶﾞﾈ ﾘｺ 原中
飯島 菜津美(2)
ｲｲｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 永明中
斎藤 亜里紗(2)
ｻｲﾄｳ ｱﾘｻ 岡谷東部中
牛山 珠莉(1)
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 茅野東部中
林 歩実(2)
ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 岡谷東部中
岡本 真采(1)
ｵｶﾓﾄ ﾐｺﾄ 富士見中
岡本 真叶(1)
ｵｶﾓﾄ ﾏｶﾅ 富士見中
望月 莉子(1) 欠場
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｺ 富士見中

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 9  7578

24.19   O   O 29.29   O   O  29.29 

2 7  7899
26.84   O   O   O   X   O  26.84 

3 4  7791
  O   O 16.15   O   X 18.42  18.42 

4 6  7631
  O   O 12.08   O 18.30   O  18.30 

5 1  7873
11.78   X   O   X   O 14.35  14.35 

6 8  7636
  O   O 12.47 12.78   O   O  12.78 

7 3  7929
  O   O 11.03

8 2  7928
  O  8.47   X

  X   X

  X   X

  X  11.03 

  X   8.47 

5  7933


