
大会コード　19170504

　主　　　催： 茅野市・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・諏訪小中学校校長会
諏訪陸上競技協会・岡谷市陸上競技協会
下諏訪町スポーツ協会陸上競技部・諏訪市陸上競技協会
茅野市陸上競技協会・富士見町体育協会陸上競技部
原村体育協会

　主　　　管： 諏訪陸上競技協会
　日　　　時： ２０１９年５月１９日（日）
　会　　　場： 茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：173100）
　総　　　務： 葛城　光一
　審　判　長： 小口　眞喜也（トラック）　森　安夫（フィールド）
　記 録 主 任： 矢花　之宏

◆今大会で樹立された新記録

記録の種類 クラス 種目 ラウンド 記録 氏名（学年） 所属 従来の記録

大会新 中学1年男子 1500m 決勝 4'44"77 藤森 大和(1) 諏訪南中 4'46"08
大会新 中学男子 3000m 決勝 9'16"37 田所 夢太郎(3) 富士見中 9'23"06
大会新 中学男子 棒高跳 決勝 4m10 安部 桂史郎(3) 原中 4m00
大会新 中学女子 800m 決勝 2'22"75 臼田 麻花(3) 下諏訪中 2’23”32
大会新 中学女子 800m 決勝 2'22"97 名和 夏乃子(2) 岡谷南部中 2’23”32
大会新 中学女子 1500m 決勝 4'57"06 篠原 さら(3) 茅野東部中 4'58"76
大会新 中学女子 ジャベリックスロー 決勝 33m57 中村 杏(2) 茅野東部中 32m72
大会新 小学5年男子 100m 決勝 14"12(-1.9) 小川 夏生(5) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 14"22
大会新 小学5年女子 100m 予選 14"32(+0.9) 山田 怜来(5) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 14"42

◆グランドコンディション
時刻 天候 風向 風速（ｍ/ｓ） 気温(℃) 湿度(％)

  08:50 晴れ 北東 1.7 18.0 53.2
  09:00 晴れ 北西 2.7 18.0 52.7
  10:00 晴れ 北東 1.4 19.2 48.6
  11:00 晴れ 西 2.7 19.9 47.3
  12:00 晴れ 東 2.2 20.6 43.5
  13:00 晴れ 北東 1.8 21.4 41.7
  14:00 晴れ 北東 4.6 21.8 41.1
  15:00 晴れ 東 3.1 21.4 41.3
  16:00 晴れ 西 2.8 21.3 44.4

記 録 集
兼 第３６回長野県小学生陸上競技大会・諏訪地区選考会
２０１９年度第３８回諏訪地方ジュニア陸上競技大会



2019年度第38回諏訪地方ジュニア陸上競技大会 （19170504） ﾄﾗｯｸ審判長 小口　眞喜也

兼 第36回長野県小学生陸上競技大会・諏訪地区選考会 投てき審判長 森　安夫
主 催：茅野市・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・諏訪小中学校校長会 跳躍審判長 森　安夫
【開催日】 令和元年(2019年)年5月19日（日） 

【主催団体】 諏訪陸上競技協会　他 決勝記録一覧表
男  子 / 女  子 【競技場】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

 5/19 小学混合 中洲小     1:03.30 四賀小     1:03.93 湖南小     1:04.32
4×100m 赤羽 美宇(5) 宮葉 ひかり(5) 北原 暖人(5)

鎌倉 梨々華(5) 池上 かりん(5) 小池 綾葉(5)
小尾 優太(5) 荒木 慶(5) 小池 結月(5)
相澤 伊吹(5) 山嵜 騰雷(5) 福田 敦士(5)



決勝 5月19日 12:10

大会記録(GR)                    

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 中洲小   191 赤羽 美宇(5)   1:03.30 

ﾅｶｽｼｮｳ ｱｶﾊﾈ ﾐｳ
  186 鎌倉 梨々華(5)

ｶﾏｸﾗ ﾘﾘｶ
  189 小尾 優太(5)

ｵﾋﾞ ﾕｳﾀ
  192 相澤 伊吹(5)

ｱｲｻﾞﾜ ｲﾌﾞｷ
 2   3 四賀小   136 宮葉 ひかり(5)   1:03.93 

ｼｶﾞｼｮｳ ﾐﾔﾊﾞ ﾋｶﾘ
  146 池上 かりん(5)

ｲｹｶﾞﾐ ｶﾘﾝ
  137 荒木 慶(5)

ｱﾗｷ ｹｲ
  139 山嵜 騰雷(5)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｳﾗｲ
 3   1 湖南小   126 北原 暖人(5)   1:04.32 

ｺﾅﾐｼｮｳ ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙﾄ
  121 小池 綾葉(5)

ｺｲｹ ｱﾔﾊ
  122 小池 結月(5)

ｺｲｹ ﾕﾂﾞｷ
  125 福田 敦士(5)

ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ

小学混合

4×100m

決勝
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