
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.

大会新記録一覧

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

葛城　光一
森　安夫

諏訪新記録一覧

諏訪陸上競技協会

第36回諏訪地方ジュニア陸上競技大会

（競技会コード：17170504）

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

公式記録集

兼　第34回長野県小学校陸上競技大会・諏訪地区選考会

（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
(SR:諏訪新  ,GR:大会新  ) 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５年女子  -1.6伊藤 穂香(5) 14.81 石平 愛菜(5) 15.21 山下 心花(5) 15.25 柳澤 千夏(5) 16.32 鎌上 瑠奈(5) 16.42 小池 萌恵(5) 16.53 梅崎 陽菜(5) 16.78

100m 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･諏訪FA 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･永明小 小学生･下諏訪北小 小学生･本郷小 小学生･中洲小
05/21 小学６年女子  -1.0小松 美沙季(6) 15.27 今井 歩実(6) 17.15

100m 小学生･諏訪FA 小学生･城南小
05/21 小学共通女子 志水口 佳鈴(6) 3,21.79 名和 夏乃子(6) 3,24.32 齋藤 奏絵(6) 3,24.38 宮坂 美紅(6) 3,25.09 林 ひよな(6) 3,29.06 両角 愛菜(5) 3,37.70 小池 瑠美嶺(5) 3,48.01 平林 美優(5) 4,01.32

1000m 小学生･下諏訪南小 小学生･岡谷田中小 小学生･諏訪FA 小学生･原PC 小学生･北山小 小学生･城南小 小学生･原PC 小学生･金沢小
05/21 河西 真依(6) 14.57 岡田 葉音(6) 16.11 池田 汐里(5) 18.20 古畑 美桜(6) 18.37

80mH(0.700m) 小学生･諏訪FA 小学生･城南小 小学生･湖南小 小学生･湖南小
05/21 相馬 里瑠(6) 1.15

走高跳 小学生･四賀小
05/21 増田 藍(6) 3.66(+0.2) 花岡 澄珠(6) 3.58(-1.4) 伊藤 亜佳音(5)3.37(-1.2) 舟久保 七海(6)3.28(0.0) 前島 梨那(6) 3.25(0.0) 小池 明日美(6)3.11(-1.3) 松浦 鈴華(6) 2.32(-0.6)

走幅跳 小学生･諏訪FA 小学生･岡谷田中小 小学生･四賀小 小学生･北山小 小学生･富士見小 小学生･宮川小 小学生･宮川小
05/21 中村 杏(6) 47.58 田島 若奈(6) 36.15 胡桃沢 マユミ(6 22.24

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学生･玉川小 SR 小学生･玉川小 GR 小学生･小井川小
05/21 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ       57.02 下諏訪南小     1,01.72 長地小     1,02.57 四賀小     1,02.94 宮川小     1,05.81 湖東小     1,07.62

4x100m 山本 香菜美(6) 田村 あず(6) 小松 志緒(6) 清水 優良(6) 今井 優香(5) 門前 りな(6)
丸茂 花愛(6) 笠原 華恋(6) 御子柴 さくら(6) 池上 桃可(6) 宮澤 杏奈(5) 宮坂 雛(6)
田村 優衣(6) 小林 加奈(6) 石倉 ゆうび(6) 横溝 杏奈(6) 久保田 乃愛(5) 小島 愛叶(6)
箱田 真奈美(6) 渡邉 晴那(6) 大脇 汐織(6) 芦川 舞奈(6) 佐藤 姫星(5) 宮下 あめ(6)

05/21 中学１年女子  -1.6藤森 七海(1) 14.23 安田 莉穂(1) 14.59 小平 芙菜(1) 14.81 宮澤 ありさ(1) 15.06 北原 伊織(1) 15.30 岩下 夢菜(1) 15.36 春日 莉緒(1) 15.37 鵜飼 めぐみ(1) 15.53
100m 中学生･諏訪西中 中学生･諏訪西中 中学生･茅野北部中 中学生･清陵附属中 中学生･諏訪中 中学生･永明中 中学生･岡谷東部中 中学生･原中

05/21 中学２年女子  +0.9五味 愛夏(2) 13.69 江口 真尋(2) 13.88 杉下 舞彩(2) 13.93 飯澤 優里(2) 14.12 石吾 桃香(2) 14.14 平澤 恋菜(2) 14.24 小平 聖乃(2) 14.38 原田 なな(2) 14.46
100m 中学生･永明中 中学生･岡谷東部中 中学生･清陵附属中 中学生･清陵附属中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･茅野北部中 中学生･諏訪西中

05/21 中学３年女子  -0.4小林 舞香(3) 13.35 前田 唯(3) 13.81 橋本 花甫(3) 13.84 伊藤 桃香(3) 13.89 大場 ひかる(3) 14.06 小林 由依(3) 14.08 鎌倉 杏(3) 14.37
100m 中学生･富士見中 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪西中 中学生･諏訪西中 中学生･岡谷東部中 中学生･原中 中学生･原中

05/21 中学共通女子  -1.0小林 舞香(3) 27.19 前田 唯(3) 28.00 山田 茉優(3) 28.44 林 愛花(3) 28.90 飯澤 優里(2) 29.33 篠原 さくら(3) 29.43 杉下 舞彩(2) 29.88
200m 中学生･富士見中 GR 中学生･上諏訪中 中学生･永明中 中学生･茅野東部中 中学生･清陵附属中 中学生･岡谷東部中 中学生･清陵附属中

05/21 小口 紗弥(2) 2,23.91 藤森 恵弥子(3) 2,28.14 阿部 真奈美(2) 2,28.65 宮下 綺実(3) 2,29.58 川口 ののは(2) 2,30.49 佐藤 希美(2) 2,33.35 五味 叶花(3) 2,35.12 小嶋 楓來(1) 2,37.67
800m 中学生･岡谷東部 GR 中学生･上諏訪中 中学生･富士見中 中学生･諏訪西中 中学生･富士見中 中学生･岡谷南部中 中学生･富士見中 中学生･原中

05/21 小口 紗弥(2) 5,04.51 五味 叶花(3) 5,08.28 阿部 真奈美(2) 5,09.67 川口 ののは(2) 5,10.75 小池 嶺花(2) 5,19.43 佐藤 希美(2) 5,19.80 真道 美羽(3) 5,28.23 臼田 麻花(1) 5,31.85
1500m 中学生･岡谷東部中 中学生･富士見中 中学生･富士見中 中学生･富士見中 中学生･原中 中学生･岡谷南部中 中学生･茅野東部中 中学生･下諏訪中

05/21 竹内 里桜(2) 16.41 吉川 円香(3) 16.72 花岡 真咲(2) 17.65 江口 真尋(2) 17.83 中島 さや香(2) 18.05 名取 未希(3) 18.26 小林 朋美(3) 18.58 佐伯 明莉(3) 18.70
100mH(0.762m) 中学生･永明中 中学生･清陵附属中 中学生･茅野東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･富士見中 中学生･岡谷西部中 中学生･永明中

05/21 長田 美羽(3) 1.58 田村 明日香(3) 1.50 山田 加奈(3) 1.40 塩澤 姫和(3) 中学生･岡谷東部中 1.30 笠原 江梨(2) 中学生･岡谷東部中 1.25 倉嶋 明結菜(3) 1.20
走高跳 中学生･茅野東部 GR 中学生･茅野東部中 中学生･岡谷東部中 吉川 円香(3) 中学生･清陵附属中 飯島 彩香(2) 中学生･永明中 中学生･岡谷東部中

05/21 小林 由依(3) 3.00 鎌倉 杏(3) 2.80 堀内 沙紀(3) 2.30 野澤 奈々(3) 中学生･原中 2.00 八城 かすみ(2) 2.00 小板橋 茉由(2) 1.80 川嶋 成美(2) 1.80
棒高跳 中学生･原中 GR 中学生･原中 GR 中学生･原中 横内 咲希(2) 中学生･原中 中学生･原中 中学生･原中 中学生･岡谷東部中

05/21 大場 ひかる(3)4.38(-1.2) 山田 愛莉(3) 4.36(0.0) 中島 さや香(2)4.32(+0.6) 柿澤 摩歩(2) 4.31(0.0) 綱島 玲渚(2) 4.24(-0.9) 宮坂 詩(2) 4.12(0.0) 小口 葉奈(1) 4.09(+2.0) 篠原 さくら(3)4.00(+0.1)
走幅跳 中学生･岡谷東部中 中学生･茅野東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪南中 中学生･岡谷東部中 中学生･諏訪西中 中学生･岡谷東部中

05/21 津金 璃子(3) 10.15 林 歩実(3) 9.55 佐伯 明莉(3) 8.36 荒井 日菜(2) 7.45 藤森 佑奈(3) 6.60 山口 華奈(3) 6.09 並木 愛佳(1) 5.54
砲丸投 中学生･原中 中学生･岡谷東部中 中学生･永明中 中学生･岡谷南部中 中学生･諏訪西中 中学生･岡谷東部中 中学生･長峰中

05/21 津金 璃子(3) 30.23 有賀 琳瑚(3) 27.56 田中 胡桃(2) 23.31 藤森 恵弥子(3) 21.85 飯島 彩香(2) 21.66 藤野 穂乃香(3) 20.64 飯島 菜津美(3) 20.01 小林 穂々光(2) 19.88
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･原中 中学生･岡谷西部中 中学生･富士見中 中学生･上諏訪中 中学生･永明中 中学生･長峰中 中学生･永明中 中学生･富士見中

05/21 永明中A       53.44 岡谷東部中A       53.60 茅野東部中A       54.22 清陵付属中       54.51 原中A       54.64 上諏訪中 諏訪西中A       56.21 長峰中B       56.25
4x100m 山田 茉優(3) 篠原 さくら(3) 飯澤 優里(2) 津金 璃子(3) 木村 妃杏(2) 関 結菜(2) 松木 心鐘(3)

五味 愛夏(2) 林 歩実(3) 中嶋 密(3) 鎌倉 杏(3) 前田 唯(3) 小松 夢來(1) 小林 万莉(2)
竹内 里桜(2) 大場 ひかる(3) 吉川 円香(3) 小林 由依(3) 両角 みなみ(1) 原田 なな(2) 小林 千紘(2)
佐伯 明莉(3) 江口 真尋(2) 杉下 舞彩(2) 堀内 沙紀(3) 柿澤 摩歩(2) 伊藤 桃香(3) 山田 美和(3)



予選 5月21日 10:45
決勝 5月21日 15:10

諏訪新  (SR )       12.71
大会新  (GR )       12.8 

[ 1組] 風速 -1.3 [ 2組] 風速 -0.4

 1 伊藤 桃香(3) 中学生     13.52 q  1 小林 舞香(3) 中学生     13.12 q
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪西中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 富士見中

 2 大場 ひかる(3) 中学生     13.80 q  2 山田 茉優(3) 中学生     13.73 q
ｵｵﾊﾞ ﾋｶﾙ 岡谷東部中 ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 永明中

 3 鎌倉 杏(3) 中学生     13.88 q  3 小林 由依(3) 中学生     13.81 q
ｶﾏｸﾗ ｱﾝｽﾞ 原中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 原中

 4 野澤 真莉亜(3) 中学生     14.67  4 宮下 綺実(3) 中学生     14.04 
ﾉｻﾞﾜ ﾏﾘｱ 茅野北部中 ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 諏訪西中

 5 松木 心鐘(3) 中学生     14.75  5 林 歩実(3) 中学生     14.20 
ﾏﾂｷ ｺｺﾈ 長峰中 ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 岡谷東部中

 6 加藤 瑶唯(3) 中学生     15.36  6 並木 絢音(3) 中学生     14.88 
ｶﾄｳ ﾖｲ 岡谷北部中 ﾅﾐｷ ｱﾔﾈ 長峰中

 7 鷲尾 和乃佳(3) 中学生     15.77  7 嶋田 歩唯(3) 中学生     15.11 
ﾜｼｵ ﾉﾉｶ 長峰中 ｼﾏﾀﾞｱｲ 下諏訪中

 8 平出 瑠奈(3) 中学生     22.33  8 竹村 日向(3) 中学生     16.39 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 茅野東部中 ﾀｹﾑﾗ ﾋﾅﾀ 長峰中

[ 3組] 風速 -0.3

 1 橋本 花甫(3) 中学生     13.60 q
ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 諏訪西中

 2 前田 唯(3) 中学生     13.63 q
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 上諏訪中

 3 林 愛花(3) 中学生     13.89 
ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ 茅野東部中

 4 古谷 裕美(3) 中学生     14.31 
ﾌﾙﾔﾋﾛﾐ 下諏訪中

 5 山田 美和(3) 中学生     14.67 
ﾔﾏﾀ ﾞﾐﾜ 長峰中

 6 中嶋 密(3) 中学生     14.87 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｿｶ 清陵附属中

 7 花岡 こなみ(3) 中学生     15.10 
ﾊﾅｵｶ ｺﾅﾐ 岡谷東部中

 8 中野 天音(3) 中学生     15.17 
ﾅｶﾉ ｱﾏﾈ 長峰中

風速 -0.4

 1 小林 舞香(3) 中学生     13.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 富士見中

 2 前田 唯(3) 中学生     13.81 
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 上諏訪中

 3 橋本 花甫(3) 中学生     13.84 
ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ 諏訪西中

 4 伊藤 桃香(3) 中学生     13.89 
ｲﾄｳ ﾓﾓｶ 諏訪西中

 5 大場 ひかる(3) 中学生     14.06 
ｵｵﾊﾞ ﾋｶﾙ 岡谷東部中

 6 小林 由依(3) 中学生     14.08 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 原中

 7 鎌倉 杏(3) 中学生     14.37 
ｶﾏｸﾗ ｱﾝｽﾞ 原中
山田 茉優(3) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 永明中 棄権

9  7897

3  7790

8  7666

2  7898

4  7754

6  7753

記録／備考
5  7924

7  7712

決勝

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

1  7677

7  7862

8  7636
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3  7898
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6  7790
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7  7861

2  7870

3  7866

5  7602
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6  7828

記録／備考
1  7753

8  7666

中学３年女子

100m                

予選 通過基準  3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



予選 5月21日 10:15
決勝 5月21日 15:00

諏訪新  (SR )       12.63
大会新  (GR )       13.13

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.9

 1 五味 愛夏(2) 中学生     13.61 q  1 小平 聖乃(2) 中学生     14.33 q
ｺﾞﾐ ﾏﾅｶ 永明中 ｺﾀﾞｲﾗ ｷﾖﾉ 茅野北部中

 2 原田 なな(2) 中学生     14.29 q  2 柿澤 摩歩(2) 中学生     14.40 
ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ 諏訪西中 ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ 上諏訪中

 3 平澤 恋菜(2) 中学生     14.40  3 宮坂 詩(2) 中学生     14.78 
ﾋﾗｻﾜ ｺｺﾅ 岡谷東部中 ﾐﾔｻｶ ｳﾀ 岡谷東部中

 4 柳沢 愛莉(2) 中学生     15.20  4 宮阪 ひかり(2) 中学生     15.06 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｲﾘ 茅野東部中 ﾐﾔｻｶ ﾋｶﾘ 茅野東部中

 5 小池 由華(2) 中学生     15.30  5 三村 紗唯(2) 中学生     15.12 
ｺｲｹﾕｲｶ 下諏訪中 ﾐﾑﾗ ｻﾕ 清陵附属中

 6 八城 かすみ(2) 中学生     15.37  6 加納 樹(2) 中学生     15.16 
ﾔｼﾛ ｶｽﾐ 原中 ｶﾉｳ ｲﾂｷ 岡谷西部中
志賀 美咲(2) 中学生  7 中村 友理子(2) 中学生     15.55 
ｼｶﾞ ﾐｻｷ 諏訪南中 ﾅｶﾑﾗﾕﾘｺ 下諏訪中
松本 彩実(2) 中学生 神沢 瑠依(2) 中学生
ﾏﾂﾓﾄ ｻｴﾐ 岡谷東部中 ｶﾝｻﾞﾜ ﾙｲ 諏訪南中
岡本 真采(2) 中学生 竹内 里桜(2) 中学生
ｵｶﾓﾄ ﾐｺﾄ 富士見中 ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 永明中

[ 3組] 風速 -0.3 [ 4組] 風速 +0.3

 1 杉下 舞彩(2) 中学生     13.92 q  1 江口 真尋(2) 中学生     13.93 q
ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ 清陵附属中 ｴｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 岡谷東部中

 2 石吾 桃香(2) 中学生     14.23 q  2 飯澤 優里(2) 中学生     13.97 q
ｲｼｺﾞ ﾓﾓｶ 岡谷東部中 ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 清陵附属中

 3 花岡 真咲(2) 中学生     14.55  3 三枝 杏(2) 中学生     14.70 
ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ 茅野東部中 ｻｴｸﾞｻ ｷｮｳ 岡谷東部中

 4 本橋 奈央子(2) 中学生     14.60  4 牛山 珠莉(2) 中学生     14.92 
ﾓﾄﾊｼ ﾅｵｺ 岡谷南部中 ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 茅野東部中

 5 小板橋 茉由(2) 中学生     14.69  5 小池 愛心(2) 中学生     15.19 
ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾏﾕ 原中 ｺｲｹ ﾏﾅﾐ 諏訪西中

 6 花岡 麗奈(2) 中学生     14.94  5 脇坂 有梨那(2) 中学生     15.19 
ﾊﾅｵｶ ﾚｲﾅ 岡谷東部中 ﾜｷｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 岡谷西部中

 7 古川 葵(2) 中学生     15.66  7 吉田 渚(2) 中学生     15.20 
ﾌﾙｶﾜ ｱｵｲ 永明中 ﾖｼﾀﾞﾅｷﾞｻ 下諏訪中
木村 妃杏(2) 中学生 岡本 真叶(2) 中学生
ｷﾑﾗ ﾋﾒｱ 上諏訪中 ｵｶﾓﾄ ﾏｶﾅ 富士見中
望月 莉子(2) 中学生 綱島 玲渚(2) 中学生
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｺ 富士見中 ﾂﾅｼﾏ ﾚﾅ 諏訪南中

風速 +0.9

 1 五味 愛夏(2) 中学生     13.69 
ｺﾞﾐ ﾏﾅｶ 永明中

 2 江口 真尋(2) 中学生     13.88 
ｴｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 岡谷東部中

 3 杉下 舞彩(2) 中学生     13.93 
ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ 清陵附属中

 4 飯澤 優里(2) 中学生     14.12 
ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 清陵附属中

 5 石吾 桃香(2) 中学生     14.14 
ｲｼｺﾞ ﾓﾓｶ 岡谷東部中

 6 平澤 恋菜(2) 中学生     14.24 
ﾋﾗｻﾜ ｺｺﾅ 岡谷東部中

 7 小平 聖乃(2) 中学生     14.38 
ｺﾀﾞｲﾗ ｷﾖﾉ 茅野北部中

 8 原田 なな(2) 中学生     14.46 
ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ 諏訪西中

 9 柿澤 摩歩(2) 中学生     14.57 
ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ 上諏訪中
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記録／備考
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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順
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9  7893

4  7776
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3  8763
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記録／備考
7  7796

6  7755

中学２年女子

100m                

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



予選 5月21日  9:45
決勝 5月21日 14:50

諏訪新  (SR )       13.23
大会新  (GR )       13.52

[ 1組] 風速 -0.9 [ 2組] 風速 +1.2

 1 小平 芙菜(1) 中学生     14.60 q  1 安田 莉穂(1) 中学生     14.13 q
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊｽﾅ 茅野北部中 ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ 諏訪西中

 2 宮澤 ありさ(1) 中学生     14.72 q  2 川口 結(1) 中学生     15.02 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 清陵附属中 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｲ 茅野北部中

 3 春日 莉緒(1) 中学生     14.88 q  3 小松 結奈(1) 中学生     15.24 
ｶｽｶﾞ ﾘｵ 岡谷東部中 ｺﾏﾂ ﾕﾅ 岡谷北部中

 4 林 杏珠(1) 中学生     14.98  4 長門 杏実(1) 中学生     15.28 
ﾊﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ 岡谷北部中 ﾅｶﾞﾄ ｱﾐ 岡谷東部中

 5 城 咲良(1) 中学生     15.87  5 大田 樹璃(1) 中学生     15.36 
ｼﾞｮｳ ｻｸﾗ 岡谷東部中 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾘ 長峰中

 6 管野 愛梨(1) 中学生     16.05  6 越川 えり(1) 中学生     15.36 
ｶﾝﾉ ｱｲﾘ 諏訪南中 ｺｼｶﾜ ｴﾘ 富士見中

 7 岩田 和紗(1) 中学生     16.28  7 偆道 心々美(1) 中学生     15.55 
ｲﾜﾀｶｽﾞｻ 下諏訪中 ｼｭﾝﾄﾞｳ ｺｺﾐ 原中

 8 島谷 桃葉(1) 中学生     16.77  8 小野 綾音(1) 中学生     15.72 
ｼﾏﾔ ﾓﾓﾊ 岡谷東部中 ｵﾉｱﾔﾈ 下諏訪中
奥原 緒美(1) 中学生  9 大和 野乃佳(1) 中学生     17.50 
ｵｸﾊﾗ ﾂｸﾞﾐ 長峰中 ｵｵﾜ ﾉﾉｶ 長峰中

[ 3組] 風速 -0.4 [ 4組] 風速 +1.0

 1 岩下 夢菜(1) 中学生     14.64 q  1 藤森 七海(1) 中学生     13.86 q
ｲﾜｼﾀ ﾕﾅ 永明中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪西中

 2 鵜飼 めぐみ(1) 中学生     14.70 q  2 宮坂 茉津莉(1) 中学生     14.98 
ｳｶｲ ﾒｸﾞﾐ 原中 ﾐﾔｻｶ ﾏﾂﾘ 永明中

 3 小松 未唯奈(1) 中学生     14.92  3 野村 夏月(1) 中学生     15.09 
ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 長峰中 ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 茅野東部中

 4 今井 夕夏(1) 中学生     15.07  4 畠中 ひなの(1) 中学生     15.33 
ｲﾏｲ ﾕｳｶ 上諏訪中 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾅﾉ 長峰中

 5 宮澤 瑠里(1) 中学生     15.12  5 黒澤 美月(1) 中学生     15.61 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙﾘ 茅野北部中 ｸﾛｻﾜ ﾐｽﾞｷ 長峰中

 6 宮坂 優那(1) 中学生     15.23  6 林 優舞(1) 中学生     15.98 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 岡谷東部中 ﾊﾔｼ ﾕﾏ 岡谷東部中

 7 神谷 穂歌(1) 中学生     18.01  7 成田 楓華(1) 中学生     16.21 
ｶﾐﾔ ﾎﾉｶ 諏訪南中 ﾅﾘﾀ ﾌｳｶ 岡谷南部中
宮坂 優羽奈(1) 中学生  8 小泉 美羽(1) 中学生     16.58 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 岡谷東部中 ｺｲｽﾞﾐ ﾐｳ 茅野北部中

[ 5組] 風速  0.0

 1 北原 伊織(1) 中学生     14.88 q
ｷﾀﾊﾗ ｲｵﾘ 諏訪中

 2 両角 みなみ(1) 中学生     14.97 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾐﾅﾐ 上諏訪中

 3 清水 彩音(1) 中学生     15.57 
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾄ 永明中

 4 高林 あんり(1) 中学生     15.83 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ 清陵附属中

 5 藤島 沙由希(1) 中学生     16.06 
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 長峰中

 6 小島 彩奈(1) 中学生     16.31 
ｺｼﾞﾏ ｱﾔﾅ 長峰中

 7 川嶋 亜衣梨(1) 中学生     16.86 
ｶﾜｼﾏ ｱｲﾘ 茅野北部中

 8 小出 益実(1) 中学生     16.89 
ｺｲﾃﾞ ﾏｽﾐ 岡谷東部中
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中学１年女子

100m                

予選 通過基準  5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



風速 -1.6

 1 藤森 七海(1) 中学生     14.23 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪西中

 2 安田 莉穂(1) 中学生     14.59 
ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ 諏訪西中

 3 小平 芙菜(1) 中学生     14.81 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊｽﾅ 茅野北部中

 4 宮澤 ありさ(1) 中学生     15.06 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 清陵附属中

 5 北原 伊織(1) 中学生     15.30 
ｷﾀﾊﾗ ｲｵﾘ 諏訪中

 6 岩下 夢菜(1) 中学生     15.36 
ｲﾜｼﾀ ﾕﾅ 永明中

 7 春日 莉緒(1) 中学生     15.37 
ｶｽｶﾞ ﾘｵ 岡谷東部中

 8 鵜飼 めぐみ(1) 中学生     15.53 
ｳｶｲ ﾒｸﾞﾐ 原中

2  7635

3  8689

9  7732

7  7799

4  7833

8  7942

5  7743

6  7744

中学１年女子

100m                
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月21日 13:55

諏訪新  (SR )       13.42
大会新  (GR )       14.0 

風速 -1.0

 1 小松 美沙季(6) 小学生     15.27 
ｺﾏﾂ ﾐｻｷ 諏訪FA

 2 今井 歩実(6) 小学生     17.15 
ｲﾏｲ ｱﾕﾐ 城南小
今井 結希乃(6) 小学生
ｲﾏｲ ﾕｷﾉ 上の原小

予選 5月21日 11:30
決勝 5月21日 13:45

諏訪新  (SR )       14.24
大会新  (GR )       14.72

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +1.1

 1 伊藤 穂香(5) 小学生     14.79 q  1 山下 心花(5) 小学生     15.00 q
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 石平 愛菜(5) 小学生     15.11 q  2 大久保 瑠依(5) 小学生     16.42 q
ｲｼﾋﾗ ｱｲﾅ 諏訪FA ｵｵｸﾎﾞ ﾙｲ 永明小

 3 柳澤 千夏(5) 小学生     16.11 q  3 小穴 茉由(5) 小学生     16.54 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾅﾂ 永明小 ｵｱﾅ ﾏﾕ 中洲小

 4 鎌上 瑠奈(5) 小学生     16.26 q  4 竹本 遥香(5) 小学生     16.56 
ｶﾏｶﾞﾐ ﾙﾅ 下諏訪北小 ﾀｹﾓﾄ ﾊﾙｶ 長地小

 5 小池 萌恵(5) 小学生     16.43 q  5 齊藤 百音(5) 小学生     16.61 
ｺｲｹ ﾓｴ 本郷小 ｻｲﾄｳ ﾓﾓﾈ 湖南小

 6 梅崎 陽菜(5) 小学生     16.51 q  6 石田 茉緒(5) 小学生     17.06 
ｳﾒｻﾞｷ ﾊﾙﾅ 中洲小 ｲｼﾀﾞ ﾏｵ 四賀小

 7 今井 彩遥(5) 小学生     17.61  7 中島 春香(5) 小学生     17.40 
ｲﾏｲ ｱｽﾐ 豊田小 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｶ 豊田小

 8 柴 ひより(5) 小学生     19.22 
ｼﾊﾞ ﾋﾖﾘ 湖東小

風速 -1.6

 1 伊藤 穂香(5) 小学生     14.81 
ｲﾄｳ ﾎﾉｶ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 石平 愛菜(5) 小学生     15.21 
ｲｼﾋﾗ ｱｲﾅ 諏訪FA

 3 山下 心花(5) 小学生     15.25 
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 4 柳澤 千夏(5) 小学生     16.32 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾅﾂ 永明小

 5 鎌上 瑠奈(5) 小学生     16.42 
ｶﾏｶﾞﾐ ﾙﾅ 下諏訪北小

 6 小池 萌恵(5) 小学生     16.53 
ｺｲｹ ﾓｴ 本郷小

 7 梅崎 陽菜(5) 小学生     16.78 
ｳﾒｻﾞｷ ﾊﾙﾅ 中洲小
大久保 瑠依(5) 小学生
ｵｵｸﾎﾞ ﾙｲ 永明小
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予選 5月21日 11:05
決勝 5月21日 13:35

諏訪新  (SR )       26.45
大会新  (GR )       27.20

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +0.8

 1 前田 唯(3) 中学生     27.99 q  1 杉下 舞彩(2) 中学生     29.73 q
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 上諏訪中 ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ 清陵附属中

 2 山田 茉優(3) 中学生     28.06 q  2 吉江 ほの美(3) 中学生     29.81 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 永明中 ﾖｼｴ ﾎﾉﾐ 岡谷東部中

 3 飯澤 優里(2) 中学生     28.82 q  3 並木 絢音(3) 中学生     30.64 
ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 清陵附属中 ﾅﾐｷ ｱﾔﾈ 長峰中

 4 名取 未希(3) 中学生     30.06  4 髙野 夏来(2) 中学生     30.79 
ﾅﾄﾘ ﾐｷ 富士見中 ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 岡谷南部中

 5 関 結菜(2) 中学生     31.14  5 小平 奏重(1) 中学生     31.39 
ｾｷ ﾕｲﾅ 諏訪西中 ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 永明中

 6 古木 優羽(1) 中学生     35.60  6 阿部 彩菜(3) 中学生     33.76 
ﾌﾙｷ ﾕｳ 岡谷東部中 ｱﾍﾞ ｱﾔﾅ 岡谷東部中
塩澤 姫和(3) 中学生
ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾖﾘ 岡谷東部中

[ 3組] 風速 +0.1 [ 4組] 風速 -0.3

 1 篠原 さくら(3) 中学生     29.21 q  1 小林 舞香(3) 中学生     27.07 q
ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ 岡谷東部中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 富士見中

 2 有賀 琳瑚(3) 中学生     29.60 q  2 林 愛花(3) 中学生     28.95 q
ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ 岡谷西部中 ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ 茅野東部中

 3 小平 聖乃(2) 中学生     30.19  3 堀内 沙紀(3) 中学生     30.42 
ｺﾀﾞｲﾗ ｷﾖﾉ 茅野北部中 ﾎﾘｳﾁ ｻｷ 原中

 4 竹松 優(2) 中学生     30.30  4 宮澤 ありさ(1) 中学生     30.83 
ﾀｹﾏﾂ ﾕｳ 諏訪西中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 清陵附属中

 5 小口 侑寿葉(3) 中学生     31.51  5 花岡 こなみ(3) 中学生     31.07 
ｵｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾊ 岡谷北部中 ﾊﾅｵｶ ｺﾅﾐ 岡谷東部中
岡本 真叶(2) 中学生  6 倉嶋 明結菜(3) 中学生     31.08 
ｵｶﾓﾄ ﾏｶﾅ 富士見中 ｸﾗｼﾏ ｱﾕﾅ 岡谷東部中
上島 奈華(1) 中学生  7 山田 にこ(3) 中学生     33.74 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾅﾅｶ 岡谷東部中 ﾔﾏﾀﾞ ﾆｺ 岡谷北部中

風速 -1.0

 1 小林 舞香(3) 中学生     27.19 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ 富士見中

 2 前田 唯(3) 中学生     28.00 
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 上諏訪中

 3 山田 茉優(3) 中学生     28.44 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 永明中

 4 林 愛花(3) 中学生     28.90 
ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ 茅野東部中

 5 飯澤 優里(2) 中学生     29.33 
ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ 清陵附属中

 6 篠原 さくら(3) 中学生     29.43 
ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ 岡谷東部中

 7 杉下 舞彩(2) 中学生     29.88 
ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ 清陵附属中
有賀 琳瑚(3) 中学生
ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ 岡谷西部中 棄権
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決勝 5月21日 13:05

諏訪新  (SR )     2,17.84
大会新  (GR )     2,24.38

[ 1組] [ 2組]

 1 小口 紗弥(2) 中学生   2,23.91  1 佐藤 希美(2) 中学生   2,33.35 
ｵｸﾞﾁ ｻﾔ 岡谷東部中 ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 岡谷南部中

 2 阿部 真奈美(2) 中学生   2,28.14  2 木村 妃杏(2) 中学生   2,43.24 
ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ 富士見中 ｷﾑﾗ ﾋﾒｱ 上諏訪中

 3 藤森 恵弥子(3) 中学生   2,28.65  3 本橋 奈央子(2) 中学生   2,44.07 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾐｺ 上諏訪中 ﾓﾄﾊｼ ﾅｵｺ 岡谷南部中

 4 宮下 綺実(3) 中学生   2,29.58  4 田中 胡桃(2) 中学生   2,45.32 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾐ 諏訪西中 ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ 富士見中

 5 川口 ののは(2) 中学生   2,30.49  5 小松 夢來(1) 中学生   2,46.78 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 富士見中 ｺﾏﾂ ﾕﾗ 諏訪西中

 6 五味 叶花(3) 中学生   2,35.12  6 小池 嶺花(2) 中学生   2,47.26 
ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ 富士見中 ｺｲｹ ﾚｲｶ 原中

 7 小嶋 楓來(1) 中学生   2,37.67  7 小林 穂々光(2) 中学生   2,51.89 
ｺｼﾞﾏ ｶｴﾗ 原中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾎﾐ 富士見中

 8 臼田 麻花(1) 中学生   2,39.77 田島 彩貴(3) 中学生
ｳｽﾀﾞｱｻｶ 下諏訪中 ﾀｼﾞﾏ ｻｷ 茅野東部中

 9 真道 美羽(3) 中学生   2,40.96 飯島 菜津美(3) 中学生
ｼﾝﾄﾞｳ ﾐｳ 茅野東部中 ｲｲｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 永明中

[ 3組]

 1 濱 弥月(1) 中学生   2,43.13 
ﾊﾏ ﾐﾂﾞｷ 諏訪中

 2 中山 結(1) 中学生   2,49.96 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ 諏訪南中

 3 今井 夕夏(1) 中学生   3,03.46 
ｲﾏｲ ﾕｳｶ 上諏訪中

 4 野澤 彩莉(1) 中学生   3,05.12 
ﾉｻﾞﾜ ｱﾔﾘ 茅野北部中

 5 古木 優羽(1) 中学生   3,05.32 
ﾌﾙｷ ﾕｳ 岡谷東部中
菊池 遥(1) 中学生
ｷｸﾁ ﾊﾙｶ 原中
上島 奈華(1) 中学生
ｶﾐｼﾞﾏ ﾅﾅｶ 岡谷東部中
髙橋 優乃(1) 中学生
ﾀｶﾊｼ ﾕﾉ 原中
沖津 美咲(1) 中学生
ｵｷﾂ ﾐｻｷ 岡谷南部中

   1 小口 紗弥(2) 中学生 岡谷東部中     2,23.91 大会新   1   1
   2 阿部 真奈美(2) 中学生 富士見中     2,28.14   1   3
   3 藤森 恵弥子(3) 中学生 上諏訪中     2,28.65   1   2
   4 宮下 綺実(3) 中学生 諏訪西中     2,29.58   1   4
   5 川口 ののは(2) 中学生 富士見中     2,30.49   1   5
   6 佐藤 希美(2) 中学生 岡谷南部中     2,33.35   2   1
   7 五味 叶花(3) 中学生 富士見中     2,35.12   1   6
   8 小嶋 楓來(1) 中学生 原中     2,37.67   1   7
   9 臼田 麻花(1) 中学生 下諏訪中     2,39.77   1   8
  10 真道 美羽(3) 中学生 茅野東部中     2,40.96   1   9
  11 濱 弥月(1) 中学生 諏訪中     2,43.13   3   1
  12 木村 妃杏(2) 中学生 上諏訪中     2,43.24   2   2
  13 本橋 奈央子(2) 中学生 岡谷南部中     2,44.07   2   3
  14 田中 胡桃(2) 中学生 富士見中     2,45.32   2   4
  15 小松 夢來(1) 中学生 諏訪西中     2,46.78   2   5
  16 小池 嶺花(2) 中学生 原中     2,47.26   2   6
  17 中山 結(1) 中学生 諏訪南中     2,49.96   3   2
  18 小林 穂々光(2) 中学生 富士見中     2,51.89   2   7
  19 今井 夕夏(1) 中学生 上諏訪中     3,03.46   3   3
  20 野澤 彩莉(1) 中学生 茅野北部中     3,05.12   3   4
  21 古木 優羽(1) 中学生 岡谷東部中     3,05.32   3   5
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決勝 5月21日 13:20

諏訪新  (SR )     3,10.48
大会新  (GR )     3,14.52

 1 志水口 佳鈴(6) 小学生   3,21.79 
ｼﾐｽﾞｸﾞﾁ ｶﾘﾝ 下諏訪南小

 2 名和 夏乃子(6) 小学生   3,24.32 
ﾅﾜ ｶﾉｺ 岡谷田中小

 3 齋藤 奏絵(6) 小学生   3,24.38 
ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ 諏訪FA

 4 宮坂 美紅(6) 小学生   3,25.09 
ﾐﾔｻｶ ﾐｸ 原PC

 5 林 ひよな(6) 小学生   3,29.06 
ﾊﾔｼ ﾋﾖﾅ 北山小

 6 両角 愛菜(5) 小学生   3,37.70 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾏﾅ 城南小

 7 小池 瑠美嶺(5) 小学生   3,48.01 
ｺｲｹ ﾙﾐﾈ 原PC

 8 平林 美優(5) 小学生   4,01.32 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾐｭｳ 金沢小

 9 御子柴 知咲(5) 小学生   4,04.45 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾁｻｷ 下諏訪南小

10 和田 咲菜(5) 小学生   4,07.08 
ﾜﾀﾞ ｻｷﾅ 本郷小

11 雨宮 月咲(5) 小学生   4,07.66 
ｱﾒﾐﾔ ｷｷ 宮川小

12 三井 芽実(5) 小学生   4,09.44 
ﾐﾂｲ ﾒﾐ 四賀小

13 三井 優茉(5) 小学生   4,12.90 
ﾐﾂｲ ﾕﾏ 四賀小

14 師田 穂(5) 小学生   4,19.58 
ﾓﾛﾀ ﾐﾉﾘ 下諏訪南小
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決勝 5月21日 14:40

諏訪新  (SR )     4,33.88
大会新  (GR )     4,58.76

 1 小口 紗弥(2) 中学生   5,04.51 
ｵｸﾞﾁ ｻﾔ 岡谷東部中

 2 五味 叶花(3) 中学生   5,08.28 
ｺﾞﾐ ｷｮｳｶ 富士見中

 3 阿部 真奈美(2) 中学生   5,09.67 
ｱﾍﾞ ﾏﾅﾐ 富士見中

 4 川口 ののは(2) 中学生   5,10.75 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 富士見中

 5 小池 嶺花(2) 中学生   5,19.43 
ｺｲｹ ﾚｲｶ 原中

 6 佐藤 希美(2) 中学生   5,19.80 
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 岡谷南部中

 7 真道 美羽(3) 中学生   5,28.23 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾐｳ 茅野東部中

 8 臼田 麻花(1) 中学生   5,31.85 
ｳｽﾀﾞｱｻｶ 下諏訪中

 9 田島 彩貴(3) 中学生   5,37.04 
ﾀｼﾞﾏ ｻｷ 茅野東部中

10 髙野 夏来(2) 中学生   5,37.95 
ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 岡谷南部中

11 菊池 遥(1) 中学生   6,02.59 
ｷｸﾁ ﾊﾙｶ 原中

12 沖津 美咲(1) 中学生   6,07.81 
ｵｷﾂ ﾐｻｷ 岡谷南部中

13 下島 莉紗子(1) 中学生   6,08.03 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｻｺ 岡谷南部中

14 髙橋 優乃(1) 中学生   6,11.24 
ﾀｶﾊｼ ﾕﾉ 原中

15 篠原 さら(1) 中学生   6,17.83 
ｼﾉﾊﾗ ｻﾗ 茅野東部中

16 坂戸 愛佳(1) 中学生   6,20.48 
ｻｶﾄ ｱｲｶ 岡谷東部中

17 小口 美来(1) 中学生   6,41.94 
ｵｸﾞﾁ ﾐｸ 岡谷南部中
小嶋 楓來(1) 中学生
ｺｼﾞﾏ ｶｴﾗ 原中
有賀 すづな(2) 中学生
ｱﾙｶﾞｽﾂﾞﾅ 下諏訪中
北原 伊織(1) 中学生
ｷﾀﾊﾗ ｲｵﾘ 諏訪中
古木 優羽(1) 中学生
ﾌﾙｷ ﾕｳ 岡谷東部中
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決勝 5月21日  9:00

諏訪新  (SR )       14.96
大会新  (GR )       15.4 

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速  0.0

 1 吉川 円香(3) 中学生     16.72  1 名取 未希(3) 中学生     18.26 
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 清陵附属中 ﾅﾄﾘ ﾐｷ 富士見中

 2 花岡 真咲(2) 中学生     17.65  2 佐伯 明莉(3) 中学生     18.70 
ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ 茅野東部中 ｻｴｷ ｱｶﾘ 永明中

 3 中島 さや香(2) 中学生     18.05  3 山田 加奈(3) 中学生     19.08 
ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ 岡谷東部中 ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 岡谷東部中

 4 原 如美(2) 中学生     19.03  4 小口 杏菜(2) 中学生     19.46 
ﾊﾗ ﾕｷﾐ 茅野北部中 ｵｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 岡谷東部中

 5 青木 詩織(2) 中学生     21.54  5 宮阪 ひかり(2) 中学生     19.67 
ｱｵｷ ｼｵﾘ 長峰中 ﾐﾔｻｶ ﾋｶﾘ 茅野東部中
岡本 真采(2) 中学生  6 藤森 あんり(2) 中学生     21.45 
ｵｶﾓﾄ ﾐｺﾄ 富士見中 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾝﾘ 長峰中

[ 3組] 風速 -1.6

 1 竹内 里桜(2) 中学生     16.41 
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 永明中

 2 江口 真尋(2) 中学生     17.83 
ｴｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 岡谷東部中

 3 小林 朋美(3) 中学生     18.58 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 岡谷西部中

 4 吉江 ほの美(3) 中学生     19.20 
ﾖｼｴ ﾎﾉﾐ 岡谷東部中

 5 平出 瑠奈(3) 中学生     19.95 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 茅野東部中

 6 宮坂 優那(1) 中学生     21.95 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 岡谷東部中

   1 竹内 里桜(2) 中学生 永明中     16.41 (-1.6)   3   1
   2 吉川 円香(3) 中学生 清陵附属中     16.72 (-0.4)   1   1
   3 花岡 真咲(2) 中学生 茅野東部中     17.65 (-0.4)   1   2
   4 江口 真尋(2) 中学生 岡谷東部中     17.83 (-1.6)   3   2
   5 中島 さや香(2) 中学生 岡谷東部中     18.05 (-0.4)   1   3
   6 名取 未希(3) 中学生 富士見中     18.26 (0.0)   2   1
   7 小林 朋美(3) 中学生 岡谷西部中     18.58 (-1.6)   3   3
   8 佐伯 明莉(3) 中学生 永明中     18.70 (0.0)   2   2
   9 原 如美(2) 中学生 茅野北部中     19.03 (-0.4)   1   4
  10 山田 加奈(3) 中学生 岡谷東部中     19.08 (0.0)   2   3
  11 吉江 ほの美(3) 中学生 岡谷東部中     19.20 (-1.6)   3   4
  12 小口 杏菜(2) 中学生 岡谷東部中     19.46 (0.0)   2   4
  13 宮阪 ひかり(2) 中学生 茅野東部中     19.67 (0.0)   2   5
  14 平出 瑠奈(3) 中学生 茅野東部中     19.95 (-1.6)   3   5
  15 藤森 あんり(2) 中学生 長峰中     21.45 (0.0)   2   6
  16 青木 詩織(2) 中学生 長峰中     21.54 (-0.4)   1   5
  17 宮坂 優那(1) 中学生 岡谷東部中     21.95 (-1.6)   3   6

決勝 5月21日  9:25

諏訪新  (SR )       13.93
大会新  (GR )       14.00

[ 1組] 風速 -2.0 [ 2組] 風速 -1.9

 1 岡田 葉音(6) 小学生     16.11  1 河西 真依(6) 小学生     14.57 
ｵｶﾀﾞ ﾊﾉﾝ 城南小 ｶｻｲ ﾏｲ 諏訪FA

 2 古畑 美桜(6) 小学生     18.37  2 池田 汐里(5) 小学生     18.20 
ﾌﾙﾊﾀ ﾐｵ 湖南小 ｲｹﾀﾞ ｼｵﾘ 湖南小

   1 河西 真依(6) 小学生 諏訪FA     14.57 (-1.9)   2   1
   2 岡田 葉音(6) 小学生 城南小     16.11 (-2.0)   1   1
   3 池田 汐里(5) 小学生 湖南小     18.20 (-1.9)   2   2
   4 古畑 美桜(6) 小学生 湖南小     18.37 (-2.0)   1   2
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決勝 5月21日 12:35

諏訪新  (SR )       53.40
大会新  (GR )       56.25

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    44 山本 香菜美(6)     57.02 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ
   42 丸茂 花愛(6)

ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ
   45 田村 優衣(6)

ﾀﾑﾗ ﾕｲ
   46 箱田 真奈美(6)

ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ
 2   5 下諏訪南小    28 田村 あず(6)   1,01.72 

ｼﾓｽﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ﾀﾑﾗ ｱｽﾞ
   17 笠原 華恋(6)

ｶｻﾊﾗ ｶﾚﾝ
   27 小林 加奈(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾅ
   31 渡邉 晴那(6)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾅ
 3   7 長地小   175 小松 志緒(6)   1,02.57 

ｵｻﾁｼｮｳ ｺﾏﾂ ｼｵ
  174 御子柴 さくら(6)

ﾐｺｼﾊﾞ ｻｸﾗ
  176 石倉 ゆうび(6)

ｲｼｸﾗ ﾕｳﾋﾞ
  177 大脇 汐織(6)

ｵｵﾜｷ ｼｵﾘ
 4   2 四賀小   129 清水 優良(6)   1,02.94 

ｼｶﾞｼｮｳ ｼﾐｽﾞ ﾕﾗ
  132 池上 桃可(6)

ｲｹｶﾞﾐ ﾓﾓｶ
  126 横溝 杏奈(6)

ﾖｺﾐｿﾞ ｱﾝﾅ
  124 芦川 舞奈(6)

ｱｼｶﾜ ﾏﾅ
 5   3 宮川小   205 今井 優香(5)   1,05.81 

ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳ ｲﾏｲ ﾕｳｶ
  204 宮澤 杏奈(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾝﾅ
  203 久保田 乃愛(5)

ｸﾎﾞﾀ ﾉｱ
  206 佐藤 姫星(5)

ｻﾄｳ ｷﾗ
 6   6 湖東小   105 門前 りな(6)   1,07.62 

ｺﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾓﾝｾﾞﾝ ﾘﾅ
  102 宮坂 雛(6)

ﾐﾔｻｶ ﾋﾅ
  104 小島 愛叶(6)

ｺｼﾞﾏ ﾏﾅｶ
  101 宮下 あめ(6)

ﾐﾔｼﾀ ｱﾒ

小学共通女子

4x100m              

決勝



予選 5月21日 12:10
決勝 5月21日 15:40

諏訪新  (SR )       50.80
大会新  (GR )       52.01

[ 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   5 原中A  7899 津金 璃子(3)     55.38 q  1   7 永明中A  7790 山田 茉優(3)     53.76 q

ﾊﾗﾁｭｳ ﾂｶﾞﾈ ﾘｺ ｴｲﾒｲﾁｭｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ
 7897 鎌倉 杏(3)  7796 五味 愛夏(2)

ｶﾏｸﾗ ｱﾝｽﾞ ｺﾞﾐ ﾏﾅｶ
 7898 小林 由依(3)  7792 竹内 里桜(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ ﾀｹｳﾁ ﾘｵ
 8684 堀内 沙紀(3)  7789 佐伯 明莉(3)

ﾎﾘｳﾁ ｻｷ ｻｴｷ ｱｶﾘ
 2   2 諏訪西中A  7757 関 結菜(2)     55.82 q  2   3 茅野東部中A  7875 花岡 真咲(2)     54.44 q

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ｾｷ ﾕｲﾅ ﾁﾉﾄｳﾌﾞ ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ
 7742 小松 夢來(1)  7887 長田 美羽(3)

ｺﾏﾂ ﾕﾗ ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ
 7755 原田 なな(2)  7872 山田 愛莉(3)

ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ
 7753 伊藤 桃香(3)  7871 林 愛花(3)

ｲﾄｳ ﾓﾓｶ ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ
 3   7 長峰中B  7866 松木 心鐘(3)     56.16 q  3   8 清陵付属中  7947 飯澤 優里(2)     54.65 q

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ﾏﾂｷ ｺｺﾈ ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸﾁｭｳ ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ
 7849 小林 万莉(2) 中学生  7945 中嶋 密(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｿｶ
 7841 小林 千紘(2)  7946 吉川 円香(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ
 7859 山田 美和(3)  7948 杉下 舞彩(2)

ﾔﾏﾀ ﾞﾐﾜ ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ
 4   8 富士見中  7926 名取 未希(3)     56.39  4   6 下諏訪中  7677 嶋田 歩唯(3)     57.85 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ﾅﾄﾘ ﾐｷ ｼﾓｽﾜﾁｭｳ ｼﾏﾀﾞｱｲ
 7934 越川 えり(1)  7680 吉田 渚(2)

ｺｼｶﾜ ｴﾘ ﾖｼﾀﾞﾅｷﾞｻ
 7929 岡本 真采(2)  7674 小池 由華(2)

ｵｶﾓﾄ ﾐｺﾄ ｺｲｹﾕｲｶ
 7924 小林 舞香(3)  7676 古谷 裕美(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ ﾌﾙﾔﾋﾛﾐ
 5   3 茅野北部中A  7830 原 如美(2)     56.97  5   2 原中B  7893 八城 かすみ(2)     58.73 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳA ﾊﾗ ﾕｷﾐ ﾊﾗﾁｭｳ ﾔｼﾛ ｶｽﾐ
中学生  7815 小平 聖乃(2)  7890 小板橋 茉由(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ｷﾖﾉ ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾏﾕ
 7828 野澤 真莉亜(3)  8691 偆道 心々美(1)

ﾉｻﾞﾜ ﾏﾘｱ ｼｭﾝﾄﾞｳ ｺｺﾐ
 7833 小平 芙菜(1)  8689 鵜飼 めぐみ(1)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾊｽﾅ ｳｶｲ ﾒｸﾞﾐ
 6   6 岡谷東部中B  7633 宮坂 優那(1)     57.42  6   5 岡谷北部中  7601 小口 侑寿葉(3)     59.27 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ ｵｶﾔﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｵｸﾞﾁ ﾕｽﾞﾊ
 7635 春日 莉緒(1) 中学生  7607 山田 にこ(3)

ｶｽｶﾞ ﾘｵ ﾔﾏﾀﾞ ﾆｺ
 7645 石吾 桃香(2)  7596 林 杏珠(1)

ｲｼｺﾞ ﾓﾓｶ ﾊﾔｼ ｱﾝｼﾞｭ
 8763 平澤 恋菜(2)  7602 加藤 瑶唯(3)

ﾋﾗｻﾜ ｺｺﾅ ｶﾄｳ ﾖｲ
 7   4 岡谷南部中A  7611 武居 真衣(3)     58.14  7   4 茅野北部中B  7837 川口 結(1)   1,02.59 

ｵｶﾔﾅﾝﾌﾞ ﾀｹｲ ﾏｲ ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳB ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｲ
 7612 髙野 夏来(2) 中学生  7829 宮澤 瑠里(1)

ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙﾘ
 7615 佐藤 希美(2)  7838 川嶋 亜衣梨(1)

ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ ｶﾜｼﾏ ｱｲﾘ
 7613 本橋 奈央子(2)  7835 小泉 美羽(1)

ﾓﾄﾊｼ ﾅｵｺ ｺｲｽﾞﾐ ﾐｳ

中学共通女子

4x100m              

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3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A  7632 篠原 さくら(3)     54.33 q  1   3 永明中A  7790 山田 茉優(3)     53.44 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ ｴｲﾒｲﾁｭｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ
中学生  7636 林 歩実(3)  7796 五味 愛夏(2)

ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ ｺﾞﾐ ﾏﾅｶ
 7666 大場 ひかる(3)  7792 竹内 里桜(2)

ｵｵﾊﾞ ﾋｶﾙ ﾀｹｳﾁ ﾘｵ
 7646 江口 真尋(2)  7789 佐伯 明莉(3)

ｴｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ ｻｴｷ ｱｶﾘ
 2   3 上諏訪中  7714 木村 妃杏(2)     56.39  2   4 岡谷東部中A  7632 篠原 さくら(3)     53.60 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ｷﾑﾗ ﾋﾒｱ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ
中学生  7712 前田 唯(3) 中学生  7636 林 歩実(3)

ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ
 7717 両角 みなみ(1)  7666 大場 ひかる(3)

ﾓﾛｽﾞﾐ ﾐﾅﾐ ｵｵﾊﾞ ﾋｶﾙ
 7713 柿澤 摩歩(2)  7646 江口 真尋(2)

ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ ｴｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ
 3   8 諏訪西中B  7744 安田 莉穂(1)     57.12  3   5 茅野東部中A  7875 花岡 真咲(2)     54.22 

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ ﾁﾉﾄｳﾌﾞ ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ
 7743 藤森 七海(1)  7887 長田 美羽(3)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ
 7758 竹松 優(2)  7872 山田 愛莉(3)

ﾀｹﾏﾂ ﾕｳ ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ
 7740 小口 葉奈(1)  7871 林 愛花(3)

ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ
 4   5 岡谷西部中  7580 脇坂 有梨那(2)     57.75  4   6 清陵付属中  7947 飯澤 優里(2)     54.51 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞ ﾜｷｻﾞｶ ﾕﾘﾅ ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸﾁｭｳ ｲｲｻﾞﾜ ﾕﾘ
 7576 小林 朋美(3) 中学生  7945 中嶋 密(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ ﾅｶｼﾞﾏ ﾋｿｶ
 7577 中島 叶絢(3)  7946 吉川 円香(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾉｱ ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ
 7578 有賀 琳瑚(3)  7948 杉下 舞彩(2)

ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ ｽｷﾞｼﾀ ﾏｲｱ
 5   2 永明中B  7799 岩下 夢菜(1)     59.18  5   7 原中A  7899 津金 璃子(3)     54.64 

ｴｲﾒｲﾁｭｳ ｲﾜｼﾀ ﾕﾅ ﾊﾗﾁｭｳ ﾂｶﾞﾈ ﾘｺ
 7801 清水 彩音(1)  7897 鎌倉 杏(3)

ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾄ ｶﾏｸﾗ ｱﾝｽﾞ
 7800 宮坂 茉津莉(1)  7898 小林 由依(3)

ﾐﾔｻｶ ﾏﾂﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ
 7798 小平 奏重(1)  8684 堀内 沙紀(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ ﾎﾘｳﾁ ｻｷ
 6   4 茅野東部中B  7874 宮阪 ひかり(2)   1,00.48  6   1 上諏訪中  7714 木村 妃杏(2)     56.21 

ﾁﾉﾄｳﾌﾞ ﾐﾔｻｶ ﾋｶﾘ ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ｷﾑﾗ ﾋﾒｱ
 7873 牛山 珠莉(2) 中学生  7712 前田 唯(3)

ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ
 7882 篠原 さら(1)  7717 両角 みなみ(1)

ｼﾉﾊﾗ ｻﾗ ﾓﾛｽﾞﾐ ﾐﾅﾐ
 7881 野村 夏月(1)  7713 柿澤 摩歩(2)

ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ
 7   7 岡谷南部中  7620 成田 楓華(1)   1,04.28  6   8 諏訪西中A  7757 関 結菜(2)     56.21 

ｵｶﾔﾅﾝﾌﾞ ﾅﾘﾀ ﾌｳｶ ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ｾｷ ﾕｲﾅ
中学生  7618 下島 莉紗子(1)  7742 小松 夢來(1)

ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｻｺ ｺﾏﾂ ﾕﾗ
 7617 小口 美来(1)  7755 原田 なな(2)

ｵｸﾞﾁ ﾐｸ ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾅ
 7619 沖津 美咲(1)  7753 伊藤 桃香(3)

ｵｷﾂ ﾐｻｷ ｲﾄｳ ﾓﾓｶ
 8   2 長峰中B  7866 松木 心鐘(3)     56.25 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ﾏﾂｷ ｺｺﾈ
 7849 小林 万莉(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ
 7841 小林 千紘(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ
 7859 山田 美和(3)

ﾔﾏﾀ ﾞﾐﾜ

4x100m              決勝

中学共通女子



決勝 5月21日 12:30

諏訪新  (SR )        1.75
大会新  (GR )        1.55

1m58 1m60
長田 美羽(3) 中学生 - - - - - O O XO O O 大会新
ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ 茅野東部中A XO XXX
田村 明日香(3) 中学生 - - - - O O O O O XXX
ﾀﾑﾗ ｱｽｶ 茅野東部中
山田 加奈(3) 中学生 - - - O O O XO XXX
ﾔﾏﾀﾞ ｶﾅ 岡谷東部中
塩澤 姫和(3) 中学生 - - O O O XXX
ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾖﾘ 岡谷東部中
吉川 円香(3) 中学生 - - O O O XXX
ﾖｼｶﾜ ﾏﾄﾞｶ 清陵附属中
笠原 江梨(2) 中学生 O O O O XXX
ｶｻﾊﾗ ｴﾘ 岡谷東部中
飯島 彩香(2) 中学生 O O O O XXX
ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔｶ 永明中
倉嶋 明結菜(3) 中学生 O O XO XXX
ｸﾗｼﾏ ｱﾕﾅ 岡谷東部中
中島 叶絢(3) 中学生 O XXX
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾉｱ 岡谷西部中
坂戸 愛佳(1) 中学生 XXX 記録なし
ｻｶﾄ ｱｲｶ 岡谷東部中
花岡 麗奈(2) 中学生 XXX 記録なし
ﾊﾅｵｶ ﾚｲﾅ 岡谷東部中
野村 夏月(1) 中学生 XXX 記録なし
ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 茅野東部中
佐藤 マーガレット(2中学生 欠場
ｻﾄｳ ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 永明中

決勝 5月21日  9:00

諏訪新  (SR )        1.33
大会新  (GR )        1.25

相馬 里瑠(6) 小学生
ｿｳﾏ ﾘﾙ 四賀小

7  7881

5  7803

1  7653

2  8762

8 3  7642
 1.20

9 6  7577
 1.10

6 4  7649
 1.25

6 9  7797
 1.25

4 8  7637
 1.30

4 11  7946
 1.30

2 12  7886
 1.50

3 10  7641
 1.40

1m50 1m55

1 13  7887
 1.58

記録 備考
1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45

中学共通女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

小学共通女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m00 1m05 1m10 1m15 1m18
1 1   131

O O O O XXX  1.15



決勝 5月21日  9:30

諏訪新  (SR )        3.10
大会新  (GR )        2.60

2m40 2m50 2m60 2m70 2m80 2m90 3m00 3m10
小林 由依(3) 中学生 - - - - - - - - - - 大会新
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 原中 - - O O XXO XO O XXX
鎌倉 杏(3) 中学生 - - - - - - - - - - 大会新
ｶﾏｸﾗ ｱﾝｽﾞ 原中 - - O O O XXX
堀内 沙紀(3) 中学生 - - - - - - O O O XO
ﾎﾘｳﾁ ｻｷ 原中 XXX
野澤 奈々(3) 中学生 - - O O O O O XXX
ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅ 原中
横内 咲希(2) 中学生 - - O O O O O XXX
ﾖｺｳﾁ ｻｷ 原中
八城 かすみ(2) 中学生 - - - O O O XXO XXX
ﾔｼﾛ ｶｽﾐ 原中
小板橋 茉由(2) 中学生 - - O O O XXX
ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾏﾕ 原中
川嶋 成美(2) 中学生 - O O O XO XXX
ｶﾜｼﾏ ﾅﾙﾐ 岡谷東部中
山口 華奈(3) 中学生 - O O O XXO XXX
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅ 岡谷東部中
偆道 心々美(1) 中学生 O XXX
ｼｭﾝﾄﾞｳ ｺｺﾐ 原中
鵜飼 めぐみ(1) 中学生 XXX 記録なし
ｳｶｲ ﾒｸﾞﾐ 原中

10 2  8691
 1.35

3  8689

8 1  7650
 1.80

9 4  7640
 1.80

6 6  7893
 2.00

7 7  7890
 1.80

4 5  8680
 2.00

4 8  8686
 2.00

2 10  7897
 2.80

3 9  8684
 2.30

2m20 2m30

1 11  7898
 3.00

記録 備考
1m35 1m50 1m60 1m70 1m80 1m90 2m00 2m10

中学共通女子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月21日 10:00

諏訪新  (SR )        5.59
大会新  (GR )        5.29

大場 ひかる(3) 中学生   4.18   4.30   4.15   3.92   4.18   4.38    4.38 
ｵｵﾊﾞ ﾋｶﾙ 岡谷東部中    0.0    0.0    0.0    0.0   +0.1   -1.2    -1.2
山田 愛莉(3) 中学生   4.11   3.18   4.23   4.17   4.36    X    4.36 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 茅野東部中   -0.3   +0.6    0.0   +1.5    0.0     0.0
中島 さや香(2) 中学生    X    X   4.13   4.21    X   4.32    4.32 
ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ 岡谷東部中    0.0   +1.3   +0.6    +0.6
柿澤 摩歩(2) 中学生   4.24   4.25   4.31   4.06    X   4.15    4.31 
ｶｷｻﾞﾜ ﾏﾎ 上諏訪中    0.0    0.0    0.0   +0.7   -0.8     0.0
綱島 玲渚(2) 中学生   4.20   4.16   4.24   3.98   4.04   4.20    4.24 
ﾂﾅｼﾏ ﾚﾅ 諏訪南中    0.0   +1.0   -0.9   +0.5   +0.1   -1.6    -0.9
宮坂 詩(2) 中学生   3.82   4.12   4.04   4.02   4.09   4.06    4.12 
ﾐﾔｻｶ ｳﾀ 岡谷東部中   +0.2    0.0    0.0   +0.2   +0.3   +1.3     0.0
小口 葉奈(1) 中学生    X   3.93   4.05    -   4.09   3.94    4.09 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 諏訪西中    0.0   -0.6   +2.0   +1.4    +2.0
篠原 さくら(3) 中学生    X   4.00   3.31   3.84   3.92   4.00    4.00 
ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ 岡谷東部中   +0.1    0.0   +0.8   +0.3   +0.6    +0.1
牛山 珠莉(2) 中学生    X   3.99   3.82    3.99 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 茅野東部中    0.0   -0.4     0.0
小松 百萌(1) 中学生   3.74   3.96   3.97    3.97 
ｺﾏﾂ ﾓﾓ 諏訪南中   +1.2   +1.1   +0.5    +0.5
神沢 瑠依(2) 中学生   3.75   3.93   3.90    3.93 
ｶﾝｻﾞﾜ ﾙｲ 諏訪南中   +0.4    0.0   -0.3     0.0
小林 朋美(3) 中学生    X   3.58   3.93    3.93 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 岡谷西部中    0.0   +0.1    +0.1
野澤 奈々(3) 中学生   3.70   3.73   3.81    3.81 
ﾉｻﾞﾜ ﾅﾅ 原中   +0.7   +0.5    0.0     0.0
志賀 美咲(2) 中学生    X   3.65   3.78    3.78 
ｼｶﾞ ﾐｻｷ 諏訪南中   +0.8   -0.3    -0.3
長門 杏実(1) 中学生   3.77   3.32   2.04    3.77 
ﾅｶﾞﾄ ｱﾐ 岡谷東部中   +2.3   +0.1   +1.2    +2.3
古谷 裕美(3) 中学生   3.67   3.76   3.66    3.76 
ﾌﾙﾔﾋﾛﾐ 下諏訪中    0.0   +0.1   +1.8    +0.1
斉藤 亜里紗(3) 中学生   3.72   3.53   3.75    3.75 
ｻｲﾄｳ ｱﾘｻ 岡谷東部中   +0.4   +0.6   +1.4    +1.4
平澤 恋菜(2) 中学生   3.51   3.58   3.73    3.73 
ﾋﾗｻﾜ ｺｺﾅ 岡谷東部中    0.0   -0.1   +0.7    +0.7
中野 天音(3) 中学生   3.44   3.70   3.37    3.70 
ﾅｶﾉ ｱﾏﾈ 長峰中    0.0   -1.1   +1.1    -1.1
柳沢 愛莉(2) 中学生    X    X   3.69    3.69 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｲﾘ 茅野東部中   +0.8    +0.8
武居 真衣(3) 中学生   3.49   3.68   3.40    3.68 
ﾀｹｲ ﾏｲ 岡谷南部中   +0.7   +1.7   +0.2    +1.7
小池 理紗子(1) 中学生   3.57   3.45   3.40    3.57 
ｺｲｹ ﾘｻｺ 諏訪西中    0.0   +0.8   +0.1     0.0
中村 空夏(1) 中学生   3.29   3.40   3.57    3.57 
ﾅｶﾑﾗ ｿﾅ 諏訪南中   +0.2   +0.5   +1.2    +1.2
横内 咲希(2) 中学生   3.21   3.39   3.54    3.54 
ﾖｺｳﾁ ｻｷ 原中   +1.1   +1.2   +0.1    +0.1
三村 紗唯(2) 中学生   3.44   3.49   3.51    3.51 
ﾐﾑﾗ ｻﾕ 清陵附属中   +0.5   +0.3   +0.4    +0.4
成田 楓華(1) 中学生   3.25   3.48   3.47    3.48 
ﾅﾘﾀ ﾌｳｶ 岡谷南部中   +1.1    0.0    0.0     0.0
小池 由華(2) 中学生   3.47   3.02   3.14    3.47 
ｺｲｹﾕｲｶ 下諏訪中    0.0   +1.0   +1.2     0.0
川嶋 成美(2) 中学生    X    X   3.34    3.34 
ｶﾜｼﾏ ﾅﾙﾐ 岡谷東部中    0.0     0.0
越川 えり(1) 中学生   2.93   2.87   3.15    3.15 
ｺｼｶﾜ ｴﾘ 富士見中   +1.1   +0.5   +1.3    +1.3
林 優舞(1) 中学生   2.81   3.01   2.94    3.01 
ﾊﾔｼ ﾕﾏ 岡谷東部中   +1.3   +1.4   +0.7    +1.4
下向 華歩(1) 中学生   2.97   2.79   2.79    2.97 
ｼﾓﾑｶｲ ｶﾎ 永明中   +0.5   +0.6    0.0    +0.5
神谷 穂歌(1) 中学生   2.85   2.84    X    2.85 
ｶﾐﾔ ﾎﾉｶ 諏訪南中   +1.5   +1.9    +1.5
春日 莉緒(1) 中学生   2.64   2.49   2.50    2.64 
ｶｽｶﾞ ﾘｵ 岡谷東部中   +0.6   +1.7   +0.7    +0.6
宮坂 優羽奈(1) 中学生    X   2.12   2.28    2.28 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 岡谷東部中    0.0    0.0     0.0
城 咲良(1) 中学生    X    X   2.26    2.26 
ｼﾞｮｳ ｻｸﾗ 岡谷東部中   +0.9    +0.9
黒澤 萌(2) 中学生    X    X    X 記録なし
ｸﾛｻﾜ ﾓｴ 長峰中
小林 蓮菜(1) 中学生    X    X    X 記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｽﾅ 諏訪南中

11  7867

20  7779

34 1  7658

35 9  7655

32 7  7772

33 8  7635

30 6  7634

31 3  7802

28 32  7650

29 4  7934

26 2  7620

27 12  7674

24 16  8686

25 22  7949

22 19  7741

23 13  7764

20 25  7876

21 17  7611

18 24  8763

19 23  7863

16 38  7676

17 21  7631

14 29  7776

15 5  7656

12 33  7576

13 18  8680

10 15  7763

11 28  7774

8 35  7632

9 30  7873

6 26  8765

7 27  7740

4 34  7713

5 39  7777

2 37  7872

3 36  8761

記録 備考
1 31  7666

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

中学共通女子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月21日  9:00

諏訪新  (SR )        4.47
大会新  (GR )        4.47

増田 藍(6) 小学生   3.29   3.23   3.66    3.66 
ﾏｽﾀﾞ ｱｲ 諏訪FA   -1.1   -1.1   +0.2    +0.2
花岡 澄珠(6) 小学生   3.25   3.58   3.41    3.58 
ﾊﾅｵｶ ｽｽﾞ 岡谷田中小   -0.9   -1.4   +0.5    -1.4
伊藤 亜佳音(5) 小学生   3.37   3.11   3.27    3.37 
ｲﾄｳ ｱｶﾈ 四賀小   -1.2   -0.9   +0.3    -1.2
舟久保 七海(6) 小学生   3.00   2.99   3.28    3.28 
ﾌﾅｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ 北山小   -1.2    0.0    0.0     0.0
前島 梨那(6) 小学生   3.25    X   2.78    3.25 
ﾏｴｼﾏ ﾘﾅ 富士見小    0.0   -1.8     0.0
小池 明日美(6) 小学生   3.11   3.08   3.04    3.11 
ｺｲｹ ｱｽﾐ 宮川小   -1.3   -1.2   +0.6    -1.3
松浦 鈴華(6) 小学生   2.32    X   2.31    2.32 
ﾏﾂｳﾗ ｽｽﾞﾊ 宮川小   -0.6   +0.4    -0.6

決勝 5月21日  9:00

諏訪新  (SR )       12.63
大会新  (GR )       11.83

津金 璃子(3) 中学生
ﾂｶﾞﾈ ﾘｺ 原中
林 歩実(3) 中学生
ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 岡谷東部中
佐伯 明莉(3) 中学生
ｻｴｷ ｱｶﾘ 永明中
荒井 日菜(2) 中学生
ｱﾗｲ ﾋﾟﾅ 岡谷南部中
藤森 佑奈(3) 中学生
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳﾅ 諏訪西中
山口 華奈(3) 中学生
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅ 岡谷東部中
並木 愛佳(1) 中学生
ﾅﾐｷ ﾏﾅｶ 長峰中

6 4   207

7 3   208

4 5   191

5 1   182

2 2     8

3 6   125

記録 備考
1 7   166

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

小学共通女子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

中学共通女子

砲丸投(2.721kg)     

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

10.14 10.15

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

 9.55  9.49

記録 備考
1 7  7899

10.02  9.54  9.97

 7.87  8.07

  -  10.15 

2 6  7636
 8.58  8.96  9.00

 7.19  7.45

 9.15   9.55 

3 5  7789
 7.84  7.84  7.51

 5.74  6.60

 8.36   8.36 

4 4  7614
 6.79  7.25  6.98

  -   -

 7.26   7.45 

5 3  7752
 5.03  6.46   -

 4.99  5.42

 6.32   6.60 

6 2  7640
 6.09   -   -

 5.54   5.54 

  -   6.09 

7 1  7853
 5.37  5.15  5.21



決勝 5月21日 13:00

諏訪新  (SR )       36.27
大会新  (GR )       32.72

津金 璃子(3) 中学生
ﾂｶﾞﾈ ﾘｺ 原中
有賀 琳瑚(3) 中学生
ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ 岡谷西部中
田中 胡桃(2) 中学生
ﾀﾅｶ ｸﾙﾐ 富士見中
藤森 恵弥子(3) 中学生
ﾌｼﾞﾓﾘ ｴﾐｺ 上諏訪中
飯島 彩香(2) 中学生
ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔｶ 永明中
藤野 穂乃香(3) 中学生
ﾌｼﾞﾉ ﾎﾉｶ 長峰中
飯島 菜津美(3) 中学生
ｲｲｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 永明中
小林 穂々光(2) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾎﾎﾐ 富士見中
斉藤 亜里紗(3) 中学生
ｻｲﾄｳ ｱﾘｻ 岡谷東部中
古川 葵(2) 中学生
ﾌﾙｶﾜ ｱｵｲ 永明中
小口 杏菜(2) 中学生
ｵｸﾞﾁ ｱﾝﾅ 岡谷東部中
三枝 杏(2) 中学生
ｻｴｸﾞｻ ｷｮｳ 岡谷東部中
石吾 桃香(2) 中学生
ｲｼｺﾞ ﾓﾓｶ 岡谷東部中
阿部 彩菜(3) 中学生
ｱﾍﾞ ｱﾔﾅ 岡谷東部中
笠原 江梨(2) 中学生
ｶｻﾊﾗ ｴﾘ 岡谷東部中
望月 莉子(2) 中学生 欠場
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｺ 富士見中

決勝 5月21日 11:00

諏訪新  (SR )       36.69
大会新  (GR )       29.11

中村 杏(6) 小学生 諏訪新
ﾅｶﾑﾗ ｱﾝ 玉川小
田島 若奈(6) 小学生 大会新
ﾀｼﾞﾏ ﾜｶﾅ 玉川小
胡桃沢 マユミ(6) 小学生
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾏﾕﾐ 小井川小
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中学共通女子

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-

小学共通女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投      

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
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