
主　催：

後　援：
主　管：
日　時：
会　場：
審判長：
総　務：

記録主任：

種目 決勝・予選 選手名 所属 記録 従来の記録
小学共通女子

ジャベリックボール投げ
決勝 中村　杏 玉川小6 47.58 36.69

種目 決勝・予選 選手名 所属 記録 従来の記録
中学3年男子100ｍ 予選 佐野　希汐 茅野東部中3 11.42 11.50
中学3年男子100ｍ 決勝 佐野　希汐 茅野東部中3 11.48 11.50
中学1年男子1500ｍ 決勝 松尾　悠登 下諏訪社中1 4,46.08 4,50,60
中学共通女子200ｍ 予選 小林　舞香 富士見中3 27.07 27.20
中学共通女子200ｍ 決勝 小林　舞香 富士見中3 27.19 27.20
中学共通女子800ｍ 決勝 小口　紗弥 岡谷東部中2 2,23.91 2,24.38
中学共通女子棒高跳 決勝 小林　由依 原中3 3.00 2.60
中学共通女子棒高跳 決勝 鎌倉　杏 原中3 2.80 2.60

小学共通男子
ジャベリックボール投

決勝 野澤　比呂 湖東小6 52.90 46.28

小学共通女子
ジャベリックボール投

決勝 中村　杏 玉川小6 47.58 29.11

小学共通女子
ジャベリックボール投

決勝 田島　若奈 玉川小6 36.15 29.11

◆気象状況
時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速
9:00 晴れ 24.0 53.0 0.0m/sec.
10:00 晴れ 26.5 42.0 南 0.4m/sec.
11:00 晴れ 27.0 43.0 西南西 1.3m/sec.
12:00 晴れ 28.5 45.0 南南東 2.1m/sec.
13:00 晴れ 29.5 46.0 西南西 3.5m/sec.
14:00 晴れ 29.0 46.0 南南西 1.0m/sec.
15:00 晴れ 28.5 45.0 南東 0.6m/sec.
16:00 晴れ 28.0 45.0 西南西 2.0m/sec.

諏訪新記録一覧

大会新記録一覧

諏訪陸上競技協会
平成29年5月21日（日）
茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：173100）
小口　眞喜也
森　安夫
葛城　光一

第36回諏訪地方ジュニア陸上競技大会
兼　第34回長野県小学校陸上競技大会・諏訪地区選考会

（競技会コード：17170504）

公式記録集

茅野市・茅野市教育委員会・諏訪陸上競技協会
岡谷市陸上競技協会・下諏訪町陸上競技協会・諏訪市陸上競技協会
（特）茅野市体育協会・富士見町体協陸上部・原村体協
諏訪中学校体育連盟・諏訪小中学校校長会
（一財）長野陸上競技協会



平成29年度第36回諏訪地方ジュニア陸上競技大会                                    
兼第34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】173100  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
05/21 小学生混合 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽA      58.67 諏訪FA       59.61 四賀小A     1,00.08 高島小A     1,03.39 宮川小A     1,03.65 永明小     1,03.86 四賀小B     1,04.56 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽB    1,04.85

4x100m 小倉 和香葉(5) 小倉 杏(4) 矢﨑 梨奈(5) 河西 美結(5) 加納 瑠璃菜(5) 足立 未彩(4) 石田 莉緒(5) 雨宮 ちとせ(4)
山田 聖来(5) 御子柴 清美(4) 市川 紗菜(5) 藤原 莉奈(5) 鈴木 愛琳(5) 竹田 紅愛(4) 北原 雅(5) 今井 柚美(4)
漆戸 遥希(5) 小溝 悠晟(4) 相馬 未来(5) 伊藤 聖河(5) 滝澤 陽哉(5) 清水 天暉(4) 平出 瑞輝(5) 木次 優敢(4)
中村 奏太(5) 遠藤 晄(4) 増田 翔太(5) 山崎 夏月(5) 両角 禮夢(5) 石田 拓(4) 曽我 佑治郎(5) 鵜飼 大雅(4)

05/21 ｵｰﾌﾟﾝ小学男   0.0多田 夏音(5) 15.96 相馬 一護(4) 17.93 大西 耀人(4) 18.70
100m 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･四賀小 小学生･四賀小

05/21 ｵｰﾌﾟﾝ小学女  -1.6矢島 柚那(4) 15.62 田中 紗月(4) 17.16 宮武 なな香(4) 17.39 笠原 結衣(4) 17.52 小林 琴音(4) 19.23
100m 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･下諏訪南小 小学生･宮川小A 小学生･諏訪FA 小学生･宮川小B



決勝 5月21日 12:45

諏訪新  (SR )       55.50
大会新  (GR )       58.5 

[ 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 永明小     3 足立 未彩(4)   1,03.86  1   3 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽA    49 小倉 和香葉(5)     58.67 

ｴｲﾒｲｼｮｳ ｱﾀﾞﾁ ﾐｻ ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ
    5 竹田 紅愛(4)    47 山田 聖来(5)

ﾀｹﾀﾞ ｸﾚｱ ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ
    1 清水 天暉(4)    48 漆戸 遥希(5)

ｼﾐｽﾞ ﾀｶｷ ｳﾙｼﾄﾞ ﾊﾙｷ
    2 石田 拓(4)    51 中村 奏太(5)

ｲｼﾀﾞ ﾀｸ ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾀ
 2   4 四賀小B   138 石田 莉緒(5)   1,04.56  2   5 諏訪FA   164 小倉 杏(4)     59.61 

ｼｶﾞｼｮｳ ｲｼﾀﾞ ﾘｵ ｽﾜｴﾌｴｰ ｵｸﾞﾗ ｱﾝｽﾞ
  142 北原 雅(5)   161 御子柴 清美(4)

ｷﾀﾊﾗ ﾐﾔﾋﾞ ﾐｺｼﾊﾞ ｷﾖﾐ
  141 平出 瑞輝(5)   162 小溝 悠晟(4)

ﾋﾗｲﾃﾞ ﾐｽﾞｷ ｺﾐｿﾞ ﾕｳｾｲ
  139 曽我 佑治郎(5)   158 遠藤 晄(4)

ｿｶﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾘ
 3   7 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽB    53 雨宮 ちとせ(4)   1,04.85  3   4 四賀小A   137 矢﨑 梨奈(5)   1,00.08 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ｱﾒﾐﾔ ﾁﾄｾ ｼｶﾞｼｮｳ ﾔｻﾞｷ ﾘﾅ
   55 今井 柚美(4)   133 市川 紗菜(5)

ｲﾏｲ ﾕｽﾞﾐ ｲﾁｶﾜ ｻﾅ
   56 木次 優敢(4)   135 相馬 未来(5)

ｺﾂｷﾞ ﾕﾀｶ ｿｳﾏ ﾐﾗｲ
   54 鵜飼 大雅(4)   136 増田 翔太(5)

ｳｶｲ ﾀｲｶﾞ ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ
 4   5 北山小   195 友次 花(4)   1,10.36  4   2 高島小A   115 河西 美結(5)   1,03.39 

ｷﾀﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳ ﾄﾓﾂｷﾞ ﾊﾅ ﾀｶｼﾏｼｮｳ ｶｻｲ ﾐﾕ
  192 舟久保 陽菜(4)   117 藤原 莉奈(5)

ﾌﾅｸﾎﾞ ﾋﾅ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘﾅ
  194 北澤 雄真(4)   114 伊藤 聖河(5)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳﾏ ｲﾄｳ ｾｲｶﾞ
  193 中村 牧生(4)   116 山崎 夏月(5)

ﾅｶﾑﾗ ﾏｷｵ ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂｷ
 5   3 富士見小   181 山岸 由比香   1,11.06  5   7 宮川小A   209 加納 瑠璃菜(5)   1,03.65 

ﾌｼﾞﾐｼｮｳ ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｲｶ ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳ ｶﾉｳ ﾙﾘﾅ
  183 平出 音桜   213 鈴木 愛琳(5)

ﾋﾗｲﾃﾞ ﾈｵ ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ
  180 窪田 琉真(4)   211 滝澤 陽哉(5)

ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳﾏ ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙﾔ
  184 名取 駿(4)   212 両角 禮夢(5)

ﾅﾄﾘ ｼｭﾝ ﾓﾛｽﾞﾐ ﾗｲﾑ
 6   2 宮川小B   214 加納 萌瑛菜(5)   1,13.46  6   6 下諏訪南小    21 原 咲幸(4)   1,06.62 

ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳ ｶﾉｳ ﾓｴﾅ ｼﾓｽﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ﾊﾗ ｻﾕｷ
  218 大和 由奈(5)    29 田村 るう(4)

ｵｵﾜ ﾕﾅ ﾀﾑﾗ ﾙｳ
  216 三澤 志音(5)    19 梶原 陽太(4)

ﾐｻﾜ ｼｵﾝ ｶｼﾞﾜﾗ ﾋﾅﾀ
  215 原 陽佑(5)    26 篠原 旺世(4)

ﾊﾗ ﾖｳｽｹ ｼﾓﾊﾗ ｵｳｾ

   1 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽA     58.67 小倉 和香葉(5) 山田 聖来(5) 漆戸 遥希(5) 中村 奏太(5)   2   1
   2 諏訪FA     59.61 小倉 杏(4) 御子柴 清美(4) 小溝 悠晟(4) 遠藤 晄(4)   2   2
   3 四賀小A   1,00.08 矢﨑 梨奈(5) 市川 紗菜(5) 相馬 未来(5) 増田 翔太(5)   2   3
   4 高島小A   1,03.39 河西 美結(5) 藤原 莉奈(5) 伊藤 聖河(5) 山崎 夏月(5)   2   4
   5 宮川小A   1,03.65 加納 瑠璃菜(5) 鈴木 愛琳(5) 滝澤 陽哉(5) 両角 禮夢(5)   2   5
   6 永明小   1,03.86 足立 未彩(4) 竹田 紅愛(4) 清水 天暉(4) 石田 拓(4)   1   1
   7 四賀小B   1,04.56 石田 莉緒(5) 北原 雅(5) 平出 瑞輝(5) 曽我 佑治郎(5)   1   2
   8 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽB   1,04.85 雨宮 ちとせ(4) 今井 柚美(4) 木次 優敢(4) 鵜飼 大雅(4)   1   3
   9 下諏訪南小   1,06.62 原 咲幸(4) 田村 るう(4) 梶原 陽太(4) 篠原 旺世(4)   2   6
  10 北山小   1,10.36 友次 花(4) 舟久保 陽菜(4) 北澤 雄真(4) 中村 牧生(4)   1   4
  11 富士見小   1,11.06 山岸 由比香 平出 音桜 窪田 琉真(4) 名取 駿(4)   1   5
  12 宮川小B   1,13.46 加納 萌瑛菜(5) 大和 由奈(5) 三澤 志音(5) 原 陽佑(5)   1   6

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2

タイムレース

順位 所属名 都道府県

小学生混合

4x100m              

決勝



決勝 5月21日 12:05

風速  0.0

 1 多田 夏音(5) 小学生     15.96 
ﾀﾀﾞ ｶｵﾄ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 相馬 一護(4) 小学生     17.93 
ｿｳﾏ ｲﾁｺﾞ 四賀小

 3 大西 耀人(4) 小学生     18.70 
ｵｵﾆｼ ﾃﾙﾄ 四賀小

決勝 5月21日 12:00

風速 -1.6

 1 矢島 柚那(4) 小学生     15.62 
ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 田中 紗月(4) 小学生     17.16 
ﾀﾅｶ ｻﾂｷ 下諏訪南小

 3 宮武 なな香(4) 小学生     17.39 
ﾐﾔﾀｹ ﾅﾅｶ 宮川小A

 4 笠原 結衣(4) 小学生     17.52 
ｶｻﾊﾗ ﾕｲ 諏訪FA

 5 小林 琴音(4) 小学生     19.23 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾄﾈ 宮川小B

5   140

4    50

3   134

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

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
4    52

7    30

6   210

3   160

5   217
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