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◆気象状況
時刻 天候 風向 風速（m/s） 気温(℃) 湿度(%)
9:00 曇り 北 0.3 28.9 64.2
10:00 曇り 西北西 1.7 29.9 61.2
11:00 曇り 西 2.0 30.0 57.3
12:00 曇り 0.0 31.1 55.9
13:00 曇り 南南西 0.7 31.9 54.3
14:00 曇り 北西 0.7 31.8 54.0

第64回茅野市総合体育大会陸上競技会
（競技会コード：19170549）

公式記録集

茅野市・茅野市教育委員会
（特）茅野市スポーツ協会・茅野市陸上競技協会
諏訪陸上競技協会
令和元年7月28日（日）
茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：173100）
田中　米人
清水　元雄
小沢　哲彦



種目 決勝・予選 選手名 所属 記録 従来の記録

小学男子1年60ｍ 決勝 矢島 葉介 宮川小 10.99 11.18

小学男子1年60ｍ 決勝 矢嶋 朔也 玉川小 11.01 11.18

小学男子1年60ｍ 決勝 井上 木尋 湖東小 11.10 11.18

小学男子5年100ｍ 決勝 小川 夏生 玉川小 14.05 14.1

一般男子29歳以下100ｍ 決勝 遠山 龍之介 東海大諏訪 11.34 11.45

一般男子29歳以下400ｍ 決勝 今井 頼人 東海大諏訪 49.47 49.91

小学男子3年1000ｍ 決勝 藤森 尊生 玉川小 3,51.15 4,04.03

小学男子3年1000ｍ 決勝 小池 司馬 玉川小 3,57.13 4,04.03

小学男子3年1000ｍ 決勝 吉澤 岳 金沢小 3,59.21 4,04.03

小学男子3年1000ｍ 決勝 近藤 大和 永明小 4,01.56 4,04.03

小学男子3年1000ｍ 決勝 原 蒼斗 湖東小 4,03.32 4,04.03

小学男子4年1000ｍ 決勝 吉澤 遼 金沢小 3,42.76 4,06.17

小学男子4年1000ｍ 決勝 横森 甲汰 宮川小 3,47.53 4,06.17

小学男子4年1000ｍ 決勝 河西 隼叶 玉川小 3,52.50 4,06.17

小学男子4年1000ｍ 決勝 篠根 知也 玉川小 3,55.97 4,06.17

小学男子5年1000ｍ 決勝 野牛嶋 伶央 玉川小 3,36.64 3,55.00

小学男子5年1000ｍ 決勝 大田 洋人 宮川小 3,45.99 3,55.00

小学男子5年1000ｍ 決勝 西澤 惟定 玉川小 3,46.32 3,55.00

小学男子5年1000ｍ 決勝 西山 葵 宮川小 3,50.63 3,55.00

中学男子110ｍH(0.914m) 決勝 宮原 有輝 永明中 16.06 16.07

一般男子100ｍ+200ｍ+300ｍ+400ｍ 決勝 東海大諏訪

川口 祥延
遠山 龍之介
今井 頼人
鷲見 隼翔

2,03.42 2,08.90

小学男子3年ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 決勝 藤森 尊生 玉川小 27.98 25.44

小学男子3年ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 決勝 宮川 陽暖 玉川小 25.74 25.44

種目 決勝・予選 選手名 所属 記録 従来の記録

小学女子5年100ｍ 決勝 山田 怜来 永明小 14.37 14.75

小学女子6年100ｍ 決勝 矢島 柚那 金沢小 14.02 14.21

一般女子29歳以下200ｍ 決勝 中原 希空 東海大諏訪 26.93 27.59

中学女子800ｍ 決勝 篠原 さら 茅野東部中 2,28.84 2,30.32

小学女子3年1000ｍ 決勝 佐藤 柚那 豊平小 4,05.27 4,15.90

小学女子4年1000ｍ 決勝 北原 和奏 金沢小 3,52.29 4,23.70

小学女子4年1000ｍ 決勝 上野 日菜乃 宮川小 4,04.36 4,23.70

中学女子1500ｍ 決勝 篠原 さら 茅野東部中 4,58.28 5,12.8

小学女子6年80ｍH（0.7ｍ） 決勝 矢島 柚那 金沢小 14.27 14.31

中学女子4×100ｍ 決勝 茅野東部中

野村 夏月
山本 香菜美
丸茂 花愛
伊藤 結衣

52.93 53.41

小学女子5年走幅跳 決勝 柳平 紗希 豊平小 4.23 4.10

小学女子3年ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 決勝 小林 愛 豊平小 19.45 15.21

◆大会新記録一覧（女子）

◆大会新記録一覧（男子）



主催：茅野市・茅野市教育委員会・（特）茅野市体育協会 ﾄﾗｯｸ審判長 清水　元雄

主管：茅野市陸上競技協会 投てき審判長 清水　元雄
跳躍審判長 清水　元雄

【開催日】 令和元年(2019年)７月２８日（日）

【主催団体】 茅野市・茅野市教育委員会・（特）茅野市体育協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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

 7/28 小学1年女子 三浦 愛加(1) 11.93 横川 実愛(1) 12.03 伊藤 南美(1) 12.16 大久保 麻依(1) 12.36 北澤 櫻子(1) 12.60 寺島 凛華(1) 12.66 牛山 佳音(1) 12.79 立木 玲奈(1) 12.87
60m 泉野小 玉川小 玉川小 永明小 湖東小 永明小 玉川小 玉川小

 7/28 小学2年女子 柳沢 海花(2) 10.33 柳平 想乃(2) 10.44 松林 優香(2) 11.09 名取 穂夏(2) 11.15 五味 愛梨(2) 11.36 下山 紗永(2) 11.43 鮎澤 粋(2) 豊平小 11.53
60m 北山小 豊平小 金沢小 金沢小 宮川小 永明小 矢島 聖莉(2) 玉川小

北澤 茜(2) 永明小
 7/28 小学3年女子 赤羽 由乃葉(3) 17.14 西坂 里桜(3) 17.16 山﨑 百夏(3) 17.59 小林 樹里(3) 17.81 佐藤 柚那(3) 17.97 堀 釉奈(3) 18.24 小林 愛(3) 18.46 宮坂 優月(3) 18.54

100m 宮川小 宮川小 宮川小 玉川小 豊平小 宮川小 豊平小 玉川小
 7/28 佐藤 柚那(3) 4:05.27 笠原 日奈多(3) 4:21.60

1000m 豊平小 GR 玉川小
 7/28 小林 樹里(3) 2.65(0.0) 小林 愛(3) 2.32(0.0)

走幅跳 玉川小 豊平小
 7/28 小林 愛(3) 19.45 小林 翠音(3) 11.34

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 豊平小 GR 玉川小
 7/28 小学4年女子 寺島 清華(4) 16.74 吉田 莉彩(4) 16.82 林 未緒(4) 16.94 伊藤 里桜(4) 17.00 中村 紗和(4) 17.01 勝山 琉彩(4) 17.18 川上 朋乃果(4) 17.41 伊藤 愛莉(4) 17.43

100m 永明小 米沢小 宮川小 玉川小 北山小 金沢小 宮川小 宮川小
 7/28 北原 和奏(4) 3:52.29 上野 日菜乃(4) 4:04.36

1000m 金沢小 GR 宮川小 GR
 7/28 吉田 莉彩(4) 3.16(+0.7) 有賀 優月(4) 2.72(+0.6) 中村 紗和(4) 2.38(+1.0) 勝山 琉彩(4) 2.32(+0.4)

走幅跳 米沢小 泉野小 北山小 金沢小
 7/28 林 未緒(4) 21.13 前島 希光(4) 16.40 吉田 莉彩(4) 15.24

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 宮川小 米沢小 米沢小
 7/28 小学5年女子 山田 怜来(5) 14.37 柳平 紗希(5) 14.99 山下 恋花(5) 15.78 小澤 優菜(5) 16.04 小倉 結芽(5) 16.20 奥谷 心音(5) 16.28 林 れいな(5) 16.39 多賀谷 文乃(5) 16.86

100m 永明小 GR 豊平小 湖東小 泉野小 米沢小 湖東小 北山小 永明小
 7/28  +0.4 山下 恋花(5) 16.41 勝野 光咲(5) 17.35

80mH 湖東小 宮川小
 7/28 山下 恋花(5) 1.18 小澤 優菜(5) 1.10 小倉 結芽(5) 1.05

走高跳 湖東小 泉野小 米沢小
 7/28 柳平 紗希(5) 4.23(0.0) 奥谷 心音(5) 3.52(+0.6) 勝野 光咲(5) 3.48(+0.3) 小倉 結芽(5) 3.05(0.0) 林 れいな(5) 2.61(0.0)

走幅跳 豊平小 GR 湖東小 宮川小 米沢小 北山小
 7/28 山田 怜来(5) 23.32 多賀谷 文乃(5) 21.04 柳平 紗希(5) 20.91 伊東 昊咲(5) 20.37 松田 夏帆(5) 18.52 中川 芽衣(5) 15.97

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 永明小 永明小 豊平小 金沢小 永明小 永明小
 7/28 小学6年女子 矢島 柚那(6) 14.02 澤本 麻央(6) 15.54 井上 きなり(6) 15.75 斉藤 直美(6) 15.80 伊藤 蒼奈(6) 15.95 今井 柚美(6) 16.02 對馬 心結(6) 16.22 太田 暖奈(6) 16.51

100m 金沢小 GR 宮川小 湖東小 玉川小 玉川小 宮川小 湖東小 宮川小
 7/28 宮武 なな香(6) 3:52.02 鹿島 葵心(6) 4:08.83

1000m 宮川小 宮川小
 7/28  +0.4 矢島 柚那(6) 14.27 小泉 穂乃佳(6) 17.15

80mH 金沢小 GR 米沢小
 7/28 赤羽 柚香(6) 1.05

走高跳 宮川小
 7/28 小泉 穂乃佳(6) 3.37(+0.7) 倉澤 和奏(6) 3.02(+0.8) 両角 琉那(6) 3.01(+0.5) 藤森 芽衣(6) 2.95(+0.2)

走幅跳 米沢小 玉川小 玉川小 玉川小
 7/28 小林 朱音(6) 32.02 小泉 穂乃佳(6) 31.95 矢島 柚那(6) 29.93 岡谷 優美花(6) 22.28

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 玉川小 米沢小 金沢小 玉川小
 7/28 小学共通女子 宮川小A     1:01.62 玉川小A     1:02.21 永明小     1:04.58 宮川小B     1:09.45 玉川小B     1:13.32 宮川小C     1:14.52

4×100m 今井 柚美(6) 斉藤 直美(6) 田中 梨琴(5) 西坂 里桜(3) 笠原 日奈多(3) 濵 明里(3)
赤羽 柚香(6) 藤森 芽衣(6) 中川 芽衣(5) 堀 釉奈(3) 宮坂 優月(3) 五味 優真(3)
宮武 なな香(6) 両角 琉那(6) 松田 夏帆(5) 山﨑 百夏(3) 柳澤 美瑚(3) 小林 優月(3)
澤本 麻央(6) 伊藤 蒼奈(6) 山田 怜来(5) 赤羽 由乃葉(3) 小林 樹里(3) 五味 愛結(3)

 7/28 中学女子 小松 未唯奈(3) 13.08 小平 芙菜(3) 13.35 山田 聖来(1) 13.44 伊藤 結衣(1) 13.54 畔上 陽菜(2) 13.87 川口 結(3) 13.93 箱田 真奈美(2) 13.95 山本 香菜美(2) 14.06
100m 長峰中 茅野北部中 永明中 茅野東部中 長峰中 茅野北部中 長峰中 茅野東部中

 7/28 小松 未唯奈(3) 27.58 岩下 夢菜(3) 28.05 野村 夏月(3) 28.16 山田 聖来(1) 28.50 山本 香菜美(2) 29.07 山下 心花(1) 29.51 伊藤 結衣(1) 29.58 小泉 美羽(3) 29.71
200m 長峰中 永明中 茅野東部中 永明中 茅野東部中 茅野北部中 茅野東部中 茅野北部中
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 7/28 篠原 さら(3) 2:28.84 刈間 彩也子(2) 3:02.28 藤島 沙由希(3) 3:08.65 五味 すみれ(2) 3:12.58
800m 茅野東部中 GR 永明中 長峰中 永明中

 7/28 篠原 さら(3) 4:58.28 小池 依真(2) 6:08.26 原 千惺(1) 6:23.44
1500m 茅野東部中 GR 永明中 茅野東部中

 7/28  -0.2 丸茂 花愛(2) 16.96 山下 心花(1) 17.67 宮澤 ありさ(3) 19.42 黒澤 美月(3) 19.45 藤島 沙由希(3) 19.51 大久保 結葉(2) 21.27
100mH(0.762-

8.0m) 茅野東部中 茅野北部中 清陵附属中 長峰中 長峰中 長峰中
 7/28 野村 夏月(3) 1.30 奥原 緒美(3) 1.25 山下 心花(1) 1.25 刈間 彩也子(2) 1.20 前澤 ほのみ(1) 1.10 林 優花(1) 1.10 成田 未桜(1) 1.05

走高跳 茅野東部中 長峰中 茅野北部中 永明中 茅野東部中 茅野東部中 永明中
 7/28 丸茂 花愛(2) 4.75(+0.3) 宮澤 瑠里(3) 4.53(+0.5) 箱田 真奈美(2) 4.45(+0.8) 小松 未唯奈(3) 4.28(+0.4) 大和 由奈(1) 4.02(-0.4) 宮澤 ありさ(3) 4.00(0.0) 吉田 晶(1) 3.92(0.0) 小島 彩奈(3) 3.85(+0.1)

走幅跳 茅野東部中 茅野北部中 長峰中 長峰中 長峰中 清陵附属中 茅野北部中 長峰中
 7/28 黒澤 美月(3) 9.42 並木 愛佳(3) 9.02

砲丸投(2.721kg) 長峰中 長峰中
 7/28 茅野東部中       52.93 長峰中A       53.72 永明中B       56.79 長峰中C       58.13 永明中A     1:00.00 長峰中B     1:00.31

4×100m 野村 夏月(3) GR 箱田 真奈美(2) 大久保 瑠依(1) 大和 由奈(1) 小池 依真(2) 藤島 沙由希(3)
山本 香菜美(2) 小松 未唯奈(3) 栁澤 千夏(1) 加納 萌瑛菜(1) 五味 あやめ(2) 並木 愛佳(3)
丸茂 花愛(2) 黒澤 美月(3) 成田 未桜(1) 大久保 結葉(2) 五味 すみれ(2) 奥原 緒美(3)
伊藤 結衣(1) 畔上 陽菜(2) 山田 聖来(1) 小林 心渚(2) 刈間 彩也子(2) 小島 彩奈(3)

 7/28 一般女子29歳  +0.4 田中 凛(1) 13.59 山田 茉優(2) 13.71
100m 東海大諏訪 東海大諏訪

 7/28  +0.1 中原 希空(1) 26.93 山田 茉優(2) 28.70
200m 東海大諏訪 GR 東海大諏訪

 7/28 川口 ののは(1) 4:58.72 大槻 美亜(3) 5:16.05
1500m 東海大諏訪 東海大諏訪

 7/28 牛山 珠莉(1) 1.30
走高跳 東海大諏訪

 7/28 牛山 珠莉(1) 4.66(+1.5)
走幅跳 東海大諏訪

 7/28 招待小学6年  +0.0 大熊 杏美(6) 13.07
100m 坂城JAC



決勝 7月28日 10:45

大会記録(GR)                    11.01 

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 -0.7

 1 北澤 櫻子(1)     12.60  1 三浦 愛加(1)     11.93 
ｷﾀｻﾞﾜ ｻｸﾗｺ 湖東小 ﾐｳﾗ ﾏﾅｶ 泉野小

 2 寺島 凛華(1)     12.66  2 横川 実愛(1)     12.03 
ﾃﾗｼﾏ ﾘﾝｶ 永明小 ﾖｺｶﾜ ﾐﾉﾘ 玉川小

 3 荻原 煌月(1)     13.20  3 伊藤 南美(1)     12.16 
ｵｷﾞﾜﾗ ｷﾗ 永明小 ｲﾄｳ ﾐﾅﾐ 玉川小

 4 牛山 海音(1)     13.26  4 大久保 麻依(1)     12.36 
ｳｼﾔﾏ ﾐｵ 湖東小 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｲ 永明小

 5 坂本 愛莉(1)     13.39  5 牛山 佳音(1)     12.79 
ｻｶﾓﾄ ｱｲﾘ 宮川小 ｳｼﾔﾏ ｶﾉﾝ 玉川小

 6 宮尾 真奈(1)     13.45  6 立木 玲奈(1)     12.87 
ﾐﾔｵ ﾏﾅ 永明小 ﾀﾂｷﾞ ﾚﾅ 玉川小

 7 品田 樹緒(1)     13.52  7 関 夏菜(1)     13.17 
ｼﾅﾀﾞ ｷｵ 宮川小 ｾｷ ﾅﾂﾅ 玉川小

 8 鈴木 美桜(1)     13.70 
ｽｽﾞｷ ﾐｻｷ 玉川小

   1 三浦 愛加(1) 泉野小     11.93 (-0.7)   2   1
   2 横川 実愛(1) 玉川小     12.03 (-0.7)   2   2
   3 伊藤 南美(1) 玉川小     12.16 (-0.7)   2   3
   4 大久保 麻依(1) 永明小     12.36 (-0.7)   2   4
   5 北澤 櫻子(1) 湖東小     12.60 (-0.2)   1   1
   6 寺島 凛華(1) 永明小     12.66 (-0.2)   1   2
   7 牛山 佳音(1) 玉川小     12.79 (-0.7)   2   5
   8 立木 玲奈(1) 玉川小     12.87 (-0.7)   2   6
   9 関 夏菜(1) 玉川小     13.17 (-0.7)   2   7
  10 荻原 煌月(1) 永明小     13.20 (-0.2)   1   3
  11 牛山 海音(1) 湖東小     13.26 (-0.2)   1   4
  12 坂本 愛莉(1) 宮川小     13.39 (-0.2)   1   5
  13 宮尾 真奈(1) 永明小     13.45 (-0.2)   1   6
  14 品田 樹緒(1) 宮川小     13.52 (-0.2)   1   7
  15 鈴木 美桜(1) 玉川小     13.70 (-0.7)   2   8
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決勝 7月28日 11:00

大会記録(GR)                    10.32 

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 -1.3

 1 五味 愛梨(2)     11.36  1 柳沢 海花(2)     10.33 
ｺﾞﾐ ｱｲﾘ 宮川小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｳﾐﾊ 北山小

 2 鮎澤 粋(2)     11.53  2 松林 優香(2)     11.09 
ｱﾕｻﾞﾜ ｽｲ 豊平小 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ 金沢小

 3 百瀬 柚希(2)     11.96  3 名取 穂夏(2)     11.15 
ﾓﾓｾ ﾕｽﾞｷ 宮川小 ﾅﾄﾘ ﾎﾉｶ 金沢小

 4 小池 梨愛(2)     12.05  4 下山 紗永(2)     11.43 
ｺｲｹ ﾘｱ 宮川小 ｼﾓﾔﾏ ｻｴ 永明小

 5 両角 紅映(2)     12.06  5 北澤 茜(2)     11.53 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｸﾚﾊ 北山小 ｷﾀｻﾞﾜ ｱｶﾈ 永明小

 6 磯 伶莉(2)     12.21  6 高橋 利亜(2)     11.78 
ｲｿ ﾚｲﾘ 宮川小 ﾀｶﾊｼ ﾘｱ 永明小

 7 北原 陽菜(2)     12.45  7 朝倉 凛桜(2)     12.64 
ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙﾅ 金沢小 ｱｻｸﾗ ﾘｵ 永明小

 8 上野 彩乃(2)     12.95  8 飯山 希(2)     12.73 
ｳｴﾉ ｱﾔﾉ 宮川小 ｲｲﾔﾏ ﾉｿﾞﾐ 金沢小

[ 3組] 風速 +0.0

 1 柳平 想乃(2)     10.44 
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｿﾉ 豊平小

 2 矢島 聖莉(2)     11.53 
ﾔｼﾞﾏ ｾﾘ 玉川小

 3 小口 凜夏(2)     12.23 
ｵｸﾞﾁ ﾘﾝｶ 永明小

 4 小口 瑠華(2)     12.31 
ｵｸﾞﾁ ﾙｶ 玉川小

 5 河西 葵音(2)     12.59 
ｶｻｲ ｱﾉﾝ 米沢小

 6 飯沼 玲奈(2)     12.94 
ｲｲﾇﾏ ﾚｲﾅ 玉川小

  柳下 陽葵(2)      
ﾔｷﾞｼﾀ ﾋﾏﾘ 玉川小

   1 柳沢 海花(2) 北山小     10.33 (-1.3)   2   1
   2 柳平 想乃(2) 豊平小     10.44 (+0.0)   3   1
   3 松林 優香(2) 金沢小     11.09 (-1.3)   2   2
   4 名取 穂夏(2) 金沢小     11.15 (-1.3)   2   3
   5 五味 愛梨(2) 宮川小     11.36 (+0.7)   1   1
   6 下山 紗永(2) 永明小     11.43 (-1.3)   2   4
   7 鮎澤 粋(2) 豊平小     11.53 (+0.7)   1   2
   7 矢島 聖莉(2) 玉川小     11.53 (+0.0)   3   2
   7 北澤 茜(2) 永明小     11.53 (-1.3)   2   5
  10 高橋 利亜(2) 永明小     11.78 (-1.3)   2   6
  11 百瀬 柚希(2) 宮川小     11.96 (+0.7)   1   3
  12 小池 梨愛(2) 宮川小     12.05 (+0.7)   1   4
  13 両角 紅映(2) 北山小     12.06 (+0.7)   1   5
  14 磯 伶莉(2) 宮川小     12.21 (+0.7)   1   6
  15 小口 凜夏(2) 永明小     12.23 (+0.0)   3   3
  16 小口 瑠華(2) 玉川小     12.31 (+0.0)   3   4
  17 北原 陽菜(2) 金沢小     12.45 (+0.7)   1   7
  18 河西 葵音(2) 米沢小     12.59 (+0.0)   3   5
  19 朝倉 凛桜(2) 永明小     12.64 (-1.3)   2   7
  20 飯山 希(2) 金沢小     12.73 (-1.3)   2   8
  21 飯沼 玲奈(2) 玉川小     12.94 (+0.0)   3   6
  22 上野 彩乃(2) 宮川小     12.95 (+0.7)   1   8
    柳下 陽葵(2) 玉川小          (+0.0)DNS   3      161
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決勝 7月28日 13:25

大会記録(GR)                    15.72 

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +0.0

 1 赤羽 由乃葉(3)     17.14  1 山﨑 百夏(3)     17.59 
ｱｶﾊﾈ ﾕﾉﾊ 宮川小 ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｶ 宮川小

 2 西坂 里桜(3)     17.16  2 小林 樹里(3)     17.81 
ﾆｼｻﾞｶ ﾘｵ 宮川小 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ 玉川小

 3 堀 釉奈(3)     18.24  3 佐藤 柚那(3)     17.97 
ﾎﾘ ﾕｳﾅ 宮川小 ｻﾄｳ ﾕｽﾞﾅ 豊平小

 4 宮坂 優月(3)     18.54  4 小林 愛(3)     18.46 
ﾐﾔｻｶ ﾕﾂﾞｷ 玉川小 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲ 豊平小

 5 濵 明里(3)     19.05  5 河西 祐奈(3)     18.65 
ﾊﾏ ｱｶﾘ 宮川小 ｶｻｲ ﾕｳﾅ 豊平小

 6 笠原 日奈多(3)     19.07  6 伊東 凜咲(3)     18.90 
ｶｻﾊﾗ ﾋﾅﾀ 玉川小 ｲﾄｳ ﾘｻ 金沢小

 7 小林 翠音(3)     21.57  7 田中 玲衣(3)     19.05 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ 玉川小 ﾀﾅｶ ﾚｲ 永明小

   1 赤羽 由乃葉(3) 宮川小     17.14 (+0.9)   1   1
   2 西坂 里桜(3) 宮川小     17.16 (+0.9)   1   2
   3 山﨑 百夏(3) 宮川小     17.59 (+0.0)   2   1
   4 小林 樹里(3) 玉川小     17.81 (+0.0)   2   2
   5 佐藤 柚那(3) 豊平小     17.97 (+0.0)   2   3
   6 堀 釉奈(3) 宮川小     18.24 (+0.9)   1   3
   7 小林 愛(3) 豊平小     18.46 (+0.0)   2   4
   8 宮坂 優月(3) 玉川小     18.54 (+0.9)   1   4
   9 河西 祐奈(3) 豊平小     18.65 (+0.0)   2   5
  10 伊東 凜咲(3) 金沢小     18.90 (+0.0)   2   6
  11 濵 明里(3) 宮川小     19.05 (+0.9)   1   5
  11 田中 玲衣(3) 永明小     19.05 (+0.0)   2   7
  13 笠原 日奈多(3) 玉川小     19.07 (+0.9)   1   6
  14 小林 翠音(3) 玉川小     21.57 (+0.9)   1   7
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決勝 7月28日 13:40

大会記録(GR)                    15.30 

[ 1組] 風速 +1.6 [ 2組] 風速 -0.6

 1 寺島 清華(4)     16.74  1 吉田 莉彩(4)     16.82 
ﾃﾗｼﾏ ｻﾔｶ 永明小 ﾖｼﾀﾞ ﾘｻ 米沢小

 2 林 未緒(4)     16.94  2 伊藤 里桜(4)     17.00 
ﾊﾔｼ ﾐｵ 宮川小 ｲﾄｳ ﾘｵ 玉川小

 3 中村 紗和(4)     17.01  3 川上 朋乃果(4)     17.41 
ﾅｶﾑﾗ ｻﾜ 北山小 ｶﾜｶﾐ ﾎﾉｶ 宮川小

 4 勝山 琉彩(4)     17.18  4 伊藤 愛莉(4)     17.43 
ｶﾂﾔﾏ ﾙｱ 金沢小 ｲﾄｳ ｱｲﾘ 宮川小

 5 上野 日菜乃(4)     17.50  5 立木 美羽(4)     17.98 
ｳｴﾉ ﾋﾅﾉ 宮川小 ﾀﾂｷﾞ ﾐｳ 玉川小

 6 北原 美空(4)     17.51  6 前島 希光(4)     18.30 
ｷﾀﾊﾗ ﾐｸ 永明小 ﾏｴｼﾏ ﾉｿﾞﾐ 米沢小

 7 守矢 葵(4)     17.65  7 原田 美葵(4)     18.48 
ﾓﾘﾔ ｱｵｲ 永明小 ﾊﾗﾀﾞ ﾐﾂﾞｷ 玉川小

 8 有賀 優月(4)     18.72  8 牛山 結衣(4)     19.06 
ｱﾙｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 泉野小 ｳｼﾔﾏ ﾕｲ 玉川小

   1 寺島 清華(4) 永明小     16.74 (+1.6)   1   1
   2 吉田 莉彩(4) 米沢小     16.82 (-0.6)   2   1
   3 林 未緒(4) 宮川小     16.94 (+1.6)   1   2
   4 伊藤 里桜(4) 玉川小     17.00 (-0.6)   2   2
   5 中村 紗和(4) 北山小     17.01 (+1.6)   1   3
   6 勝山 琉彩(4) 金沢小     17.18 (+1.6)   1   4
   7 川上 朋乃果(4) 宮川小     17.41 (-0.6)   2   3
   8 伊藤 愛莉(4) 宮川小     17.43 (-0.6)   2   4
   9 上野 日菜乃(4) 宮川小     17.50 (+1.6)   1   5
  10 北原 美空(4) 永明小     17.51 (+1.6)   1   6
  11 守矢 葵(4) 永明小     17.65 (+1.6)   1   7
  12 立木 美羽(4) 玉川小     17.98 (-0.6)   2   5
  13 前島 希光(4) 米沢小     18.30 (-0.6)   2   6
  14 原田 美葵(4) 玉川小     18.48 (-0.6)   2   7
  15 有賀 優月(4) 泉野小     18.72 (+1.6)   1   8
  16 牛山 結衣(4) 玉川小     19.06 (-0.6)   2   8
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決勝 7月28日 13:50

大会記録(GR)                    14.75 

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 +1.1

 1 林 れいな(5)     16.39  1 山田 怜来(5)     14.37 
ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ 北山小 ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ 永明小

 2 多賀谷 文乃(5)     16.86  2 柳平 紗希(5)     14.99 
ﾀｶﾞﾔ ｱﾔﾉ 永明小 ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ 豊平小

 3 中川 芽衣(5)     17.00  3 山下 恋花(5)     15.78 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾒｲ 永明小 ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ 湖東小

 4 河西 奏実(5)     17.52  4 小澤 優菜(5)     16.04 
ｶｻｲ ｶﾅﾐ 豊平小 ｺｻﾞﾜ ﾕﾅ 泉野小

 5 松田 夏帆(5)     17.65  5 小倉 結芽(5)     16.20 
ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 永明小 ｵｸﾞﾗ ﾕﾒ 米沢小

 6 永田 美織(5)     18.13  6 奥谷 心音(5)     16.28 
ﾅｶﾞﾀ ﾐｵﾘ 永明小 ｵｸﾀﾆ ﾐｵ 湖東小

 7 田中 梨琴(5)     18.36 
ﾀﾅｶ ﾘｺ 永明小

   1 山田 怜来(5) 永明小     14.37 (+1.1)大会新   2   1
   2 柳平 紗希(5) 豊平小     14.99 (+1.1)   2   2
   3 山下 恋花(5) 湖東小     15.78 (+1.1)   2   3
   4 小澤 優菜(5) 泉野小     16.04 (+1.1)   2   4
   5 小倉 結芽(5) 米沢小     16.20 (+1.1)   2   5
   6 奥谷 心音(5) 湖東小     16.28 (+1.1)   2   6
   7 林 れいな(5) 北山小     16.39 (-0.2)   1   1
   8 多賀谷 文乃(5) 永明小     16.86 (-0.2)   1   2
   9 中川 芽衣(5) 永明小     17.00 (-0.2)   1   3
  10 河西 奏実(5) 豊平小     17.52 (-0.2)   1   4
  11 松田 夏帆(5) 永明小     17.65 (-0.2)   1   5
  12 永田 美織(5) 永明小     18.13 (-0.2)   1   6
  13 田中 梨琴(5) 永明小     18.36 (-0.2)   1   7
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決勝 7月28日 14:00

大会記録(GR)                    14.21 

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 -0.2

 1 井上 きなり(6)     15.75  1 矢島 柚那(6)     14.02 
ｲﾉｳｴ ｷﾅﾘ 湖東小 ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 金沢小

 2 今井 柚美(6)     16.02  2 澤本 麻央(6)     15.54 
ｲﾏｲ ﾕｽﾞﾐ 宮川小 ｻﾜﾓﾄ ﾏｵ 宮川小

 3 對馬 心結(6)     16.22  3 斉藤 直美(6)     15.80 
ﾂｼﾏ ﾐﾕ 湖東小 ｻｲﾄｳ ﾅｵﾐ 玉川小

 4 太田 暖奈(6)     16.51  4 伊藤 蒼奈(6)     15.95 
ｵｵﾀ ﾊﾙﾅ 宮川小 ｲﾄｳ ｿﾅ 玉川小

 5 小林 琴音(6)     17.21  5 藤森 芽衣(6)     16.52 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾄﾈ 宮川小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾒｲ 玉川小

 6 小池 陽葵(6)     17.40  6 矢島 玲乃(6)     16.97 
ｺｲｹ ﾋﾏﾘ 宮川小 ﾔｼﾞﾏ ﾚﾉ0 玉川小

 7 住安 久代(6)     17.98  7 小林 朱音(6)     18.40 
ｽﾐﾔｽ ﾋｻﾖ 湖東小 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 玉川小

 8 鹿島 葵心(6)     18.05 
ｶｼﾏ ｱｵｲ 宮川小

   1 矢島 柚那(6) 金沢小     14.02 (-0.2)大会新   2   1
   2 澤本 麻央(6) 宮川小     15.54 (-0.2)   2   2
   3 井上 きなり(6) 湖東小     15.75 (+0.9)   1   1
   4 斉藤 直美(6) 玉川小     15.80 (-0.2)   2   3
   5 伊藤 蒼奈(6) 玉川小     15.95 (-0.2)   2   4
   6 今井 柚美(6) 宮川小     16.02 (+0.9)   1   2
   7 對馬 心結(6) 湖東小     16.22 (+0.9)   1   3
   8 太田 暖奈(6) 宮川小     16.51 (+0.9)   1   4
   9 藤森 芽衣(6) 玉川小     16.52 (-0.2)   2   5
  10 矢島 玲乃(6) 玉川小     16.97 (-0.2)   2   6
  11 小林 琴音(6) 宮川小     17.21 (+0.9)   1   5
  12 小池 陽葵(6) 宮川小     17.40 (+0.9)   1   6
  13 住安 久代(6) 湖東小     17.98 (+0.9)   1   7
  14 鹿島 葵心(6) 宮川小     18.05 (+0.9)   1   8
  15 小林 朱音(6) 玉川小     18.40 (-0.2)   2   7

  134
  184

  173
  163
  125
  128
  243

  178
  215
  138
  235
  111

順位
  219
   94
  258

タイムレース

順位 No. 氏  名 組都道府県 所属名 記録（風） 備考

7   134

  184

2   128 5   163

3   243 9

6   125 4   173

5   111 7   215

4   235 3   178

大会新
9   138 8    94

所属名 記録／備考
8   258 6   219

ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学6年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 7月28日 12:40

大会記録(GR)                    13.00 

[ 1組] 風速 +2.4 [ 2組] 風速 -0.6

 1 加納 瑠璃菜(1)     15.39  1 大和 由奈(1)     15.07 
ｶﾉｳ ﾙﾘﾅ 長峰中 ｵｵﾜ ﾕﾅ 長峰中

 2 前澤 ほのみ(1)     15.51  2 吉田 晶(1)     15.34 
ﾏｴｻﾞﾜ ﾎﾉﾐ 茅野東部中 ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ 茅野北部中

 3 山﨑 星奈(1)     15.59  3 小島 彩奈(3)     15.41 
ﾔﾏｻﾞｷ ｾｲﾅ 永明中 ｺｼﾞﾏ ｱﾔﾅ 長峰中

 4 土橋 茉奈(1)     15.66  4 中井 綺香(1)     15.54 
ﾂﾁﾊｼ ﾏﾅ 清陵附属中 ﾅｶｲ ｱﾔｶ 茅野北部中

 5 山浦 花杏(1)     15.69  5 並木 愛佳(3)     16.36 
ﾔﾏｳﾗ ｶﾅﾝ 長峰中 ﾅﾐｷ ﾏﾅｶ 長峰中

 6 大久保 結葉(2)     15.83   小泉 結亜(1)      
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲﾊ 長峰中 ｺｲｽﾞﾐ ﾕｱ 永明中

 7 富田 樹里(1)     16.19   小池 明日美(2)      
ﾄﾐﾀ ｼﾞｭﾘ 茅野東部中 ｺｲｹ ｱｽﾐ 長峰中

 8 齊藤 花音(2)     17.16   奥原 緒美(3)      
ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ 茅野東部中 ｵｸﾊﾗ ﾂｸﾞﾐ 長峰中

[ 3組] 風速 +1.4 [ 4組] 風速 +1.0

 1 太田 結衣(1)     14.17  1 小松 未唯奈(3)     13.08 
ｵｵﾀ ﾕｲ 永明中 ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 長峰中

 2 加納 萌瑛菜(1)     14.52  2 小平 芙菜(3)     13.35 
ｶﾉｳ ﾓｴﾅ 長峰中 ｺﾀﾞｲﾗ ﾊｽﾅ 茅野北部中

 3 小林 心渚(2)     14.90  3 山田 聖来(1)     13.44 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾅ 長峰中 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ 永明中

 4 今井 優香(1)     15.01  4 伊藤 結衣(1)     13.54 
ｲﾏｲ ﾕｳｶ 清陵附属中 ｲﾄｳ ﾕｲ 茅野東部中

 5 大久保 瑠依(1)     15.06  5 畔上 陽菜(2)     13.87 
ｵｵｸﾎﾞ ﾙｲ 永明中 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ 長峰中

 6 栁澤 千夏(1)     15.30  6 川口 結(3)     13.93 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾁﾅﾂ 永明中 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｲ 茅野北部中

 7 林 優花(1)     15.31  7 箱田 真奈美(2)     13.95 
ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 茅野東部中 ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 長峰中

  中村 杏(2)       8 山本 香菜美(2)     14.06 
ﾅｶﾑﾗ ｱﾝ 茅野東部中 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ 茅野東部中

   1 小松 未唯奈(3) 長峰中     13.08 (+1.0)   4   1
   2 小平 芙菜(3) 茅野北部中     13.35 (+1.0)   4   2
   3 山田 聖来(1) 永明中     13.44 (+1.0)   4   3
   4 伊藤 結衣(1) 茅野東部中     13.54 (+1.0)   4   4
   5 畔上 陽菜(2) 長峰中     13.87 (+1.0)   4   5
   6 川口 結(3) 茅野北部中     13.93 (+1.0)   4   6
   7 箱田 真奈美(2) 長峰中     13.95 (+1.0)   4   7
   8 山本 香菜美(2) 茅野東部中     14.06 (+1.0)   4   8
   9 太田 結衣(1) 永明中     14.17 (+1.4)   3   1
  10 加納 萌瑛菜(1) 長峰中     14.52 (+1.4)   3   2
  11 小林 心渚(2) 長峰中     14.90 (+1.4)   3   3
  12 今井 優香(1) 清陵附属中     15.01 (+1.4)   3   4
  13 大久保 瑠依(1) 永明中     15.06 (+1.4)   3   5
  14 大和 由奈(1) 長峰中     15.07 (-0.6)   2   1
  15 栁澤 千夏(1) 永明中     15.30 (+1.4)   3   6
  16 林 優花(1) 茅野東部中     15.31 (+1.4)   3   7
  17 吉田 晶(1) 茅野北部中     15.34 (-0.6)   2   2
  18 加納 瑠璃菜(1) 長峰中     15.39 (+2.4)   1   1
  19 小島 彩奈(3) 長峰中     15.41 (-0.6)   2   3
  20 前澤 ほのみ(1) 茅野東部中     15.51 (+2.4)   1   2
  21 中井 綺香(1) 茅野北部中     15.54 (-0.6)   2   4
  22 山﨑 星奈(1) 永明中     15.59 (+2.4)   1   3
  23 土橋 茉奈(1) 清陵附属中     15.66 (+2.4)   1   4
  24 山浦 花杏(1) 長峰中     15.69 (+2.4)   1   5
  25 大久保 結葉(2) 長峰中     15.83 (+2.4)   1   6
  26 富田 樹里(1) 茅野東部中     16.19 (+2.4)   1   7
  27 並木 愛佳(3) 長峰中     16.36 (-0.6)   2   5
  28 齊藤 花音(2) 茅野東部中     17.16 (+2.4)   1   8
    小泉 結亜(1) 永明中          (-0.6)DNS   2    
    小池 明日美(2) 長峰中          (-0.6)DNS   2    
    奥原 緒美(3) 長峰中          (-0.6)DNS   2    
    中村 杏(2) 茅野東部中          (+1.4)DNS   3    

 7878
 7782
 7844
 7856
 7871

 7840
 7884
 8851
 7786
 7947
 7864
 7843
 7873
 7853

 7862
 7848
 7946
 7781
 7861
 7783

タイムレース

順位 No. 氏  名

 7887
 8853
 7863

 7851
 7833
 7780
 7875
 7852
 7837
 7847

都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位

 7877
 7785

DNS
8  7871 2  7877

2  7887 8  7847

5  7783 7  7837

9  7781 3  7852

7  7946 6  7875

6  7848 4  7780

 7833

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
3  7785 5  7851

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  7862 9

7  7864 2  7853

所属名 記録／備考

DNS
6  7873 8  7844

DNS

9  7843 7  7782

4  7878 9  7856

2  7947 3  8851

3  7786 6  7840

8  7884 5  8853

所属名 記録／備考
5  7863 4  7861

ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 7月28日 13:05

大会記録(GR)                    13.15 

風速 +0.4

 1 田中 凛(1)     13.59 
ﾀﾅｶ ﾘﾝ 東海大諏訪

 2 山田 茉優(2)     13.71 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 東海大諏訪

決勝 7月28日 13:10

風速 +0.0

 1 大熊 杏美(6)     13.07 
ｵｵｸﾏ ｱﾐ 坂城JAC

4    32

5    30

一般女子29歳以下

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

招待小学6年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   300



決勝 7月28日  9:15

大会記録(GR)                    27.40 

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +0.0

 1 山下 心花(1)     29.51  1 小松 未唯奈(3)     27.58 
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 茅野北部中 ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 長峰中

 2 小林 心渚(2)     30.08  2 岩下 夢菜(3)     28.05 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾅ 長峰中 ｲﾜｼﾀ ﾕﾅ 永明中

 3 藤島 沙由希(3)     30.79  3 野村 夏月(3)     28.16 
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 長峰中 ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 茅野東部中

 4 加納 萌瑛菜(1)     30.99  4 山田 聖来(1)     28.50 
ｶﾉｳ ﾓｴﾅ 長峰中 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ 永明中

 5 五味 あやめ(2)     31.36  5 山本 香菜美(2)     29.07 
ｺﾞﾐ ｱﾔﾒ 永明中 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ 茅野東部中

 6 大久保 瑠依(1)     31.37  6 伊藤 結衣(1)     29.58 
ｵｵｸﾎﾞ ﾙｲ 永明中 ｲﾄｳ ﾕｲ 茅野東部中

 7 加納 瑠璃菜(1)     32.92  7 小泉 美羽(3)     29.71 
ｶﾉｳ ﾙﾘﾅ 長峰中 ｺｲｽﾞﾐ ﾐｳ 茅野北部中

 8 山浦 花杏(1)     34.04  8 畔上 陽菜(2)     29.78 
ﾔﾏｳﾗ ｶﾅﾝ 長峰中 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ 長峰中

   1 小松 未唯奈(3) 長峰中     27.58 (+0.0)   2   1
   2 岩下 夢菜(3) 永明中     28.05 (+0.0)   2   2
   3 野村 夏月(3) 茅野東部中     28.16 (+0.0)   2   3
   4 山田 聖来(1) 永明中     28.50 (+0.0)   2   4
   5 山本 香菜美(2) 茅野東部中     29.07 (+0.0)   2   5
   6 山下 心花(1) 茅野北部中     29.51 (+0.6)   1   1
   7 伊藤 結衣(1) 茅野東部中     29.58 (+0.0)   2   6
   8 小泉 美羽(3) 茅野北部中     29.71 (+0.0)   2   7
   9 畔上 陽菜(2) 長峰中     29.78 (+0.0)   2   8
  10 小林 心渚(2) 長峰中     30.08 (+0.6)   1   2
  11 藤島 沙由希(3) 長峰中     30.79 (+0.6)   1   3
  12 加納 萌瑛菜(1) 長峰中     30.99 (+0.6)   1   4
  13 五味 あやめ(2) 永明中     31.36 (+0.6)   1   5
  14 大久保 瑠依(1) 永明中     31.37 (+0.6)   1   6
  15 加納 瑠璃菜(1) 長峰中     32.92 (+0.6)   1   7
  16 山浦 花杏(1) 長峰中     34.04 (+0.6)   1   8

決勝 7月28日  9:25

大会記録(GR)                    27.59 

風速 +0.1

 1 中原 希空(1)     26.93 
ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ 東海大諏訪

 2 山田 茉優(2)     28.70 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 東海大諏訪

 7864

 7875
 7835
 7852
 7848
 7869

4    33
大会新

5    30

一般女子29歳以下

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 7799
 7881
 7780
 7877
 8850

 7862
 7806
 7781
 7863

タイムレース

 7852

備考 組 順位
 7851

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

5  7781 2  7875

8  7864 4

1  7863 3  7835

4  7862 7  7780

3  7806 8  7877

6  7848 5  7799

2  7869 6  7881

所属名 記録／備考
7  8850 1  7851

ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 7月28日 12:05

大会記録(GR)                  2:30.32 

 1 篠原 さら(3)   2:28.84 
ｼﾉﾊﾗ ｻﾗ 茅野東部中

 2 刈間 彩也子(2)   3:02.28 
ｶﾘﾏ ｻﾔｺ 永明中

 3 藤島 沙由希(3)   3:08.65 
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 長峰中

 4 五味 すみれ(2)   3:12.58 
ｺﾞﾐ ｽﾐﾚ 永明中

決勝 7月28日  9:00

大会記録(GR)                  4:15.90 

 1 佐藤 柚那(3)   4:05.27 
ｻﾄｳ ﾕｽﾞﾅ 豊平小

 2 笠原 日奈多(3)   4:21.60 
ｶｻﾊﾗ ﾋﾅﾀ 玉川小

決勝 7月28日  9:00

大会記録(GR)                  4:23.70 

 1 北原 和奏(4)   3:52.29 
ｷﾀﾊﾗ ﾜｶﾅ 金沢小

 2 上野 日菜乃(4)   4:04.36 
ｳｴﾉ ﾋﾅﾉ 宮川小

決勝 7月28日  9:00

大会記録(GR)                  3:20.60 

 1 宮武 なな香(6)   3:52.02 
ﾐﾔﾀｹ ﾅﾅｶ 宮川小

 2 鹿島 葵心(6)   4:08.83 
ｶｼﾏ ｱｵｲ 宮川小

小学3年女子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   275

大会新
1   205

大会新

4   221
大会新

3   121

小学4年女子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   140

5   134

小学6年女子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

大会新
5  7807

中学女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  7882

2  7869

3  7803



決勝 7月28日  9:35

大会記録(GR)                  5:12.80 

 1 篠原 さら(3)   4:58.28 
ｼﾉﾊﾗ ｻﾗ 茅野東部中

 2 小池 依真(2)   6:08.26 
ｺｲｹ ｴﾏ 永明中

 3 原 千惺(1)   6:23.44 
ﾊﾗ ﾁｻﾄ 茅野東部中

決勝 7月28日  9:35

大会記録(GR)                  4:47.56 

 1 川口 ののは(1)   4:58.72 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾉﾉﾊ 東海大諏訪

 2 大槻 美亜(3)   5:16.05 
ｵｵﾂｷ ﾐｱ 東海大諏訪

中学女子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  7883

1  7882
大会新

2  7805

一般女子29歳以下

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    34

5    27



決勝 7月28日 10:00

大会記録(GR)                          

風速 +0.4

 1 山下 恋花(5)     16.41 
ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ 湖東小

 2 勝野 光咲(5)     17.35 
ｶﾂﾉ ﾐｻｷ 宮川小

決勝 7月28日 10:00

大会記録(GR)                    14.31 

風速 +0.4

 1 矢島 柚那(6)     14.27 
ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 金沢小

 2 小泉 穂乃佳(6)     17.15 
ｺｲｽﾞﾐ ﾎﾉｶ 米沢小

  両角 琉那(6)      
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾙﾅ 玉川小

決勝 7月28日 10:15

大会記録(GR)                    15.02 

風速 -0.2

 1 丸茂 花愛(2)     16.96 
ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ 茅野東部中

 2 山下 心花(1)     17.67 
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 茅野北部中

 3 宮澤 ありさ(3)     19.42 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 清陵附属中

 4 黒澤 美月(3)     19.45 
ｸﾛｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 長峰中

 5 藤島 沙由希(3)     19.51 
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 長峰中

 6 大久保 結葉(2)     21.27 
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲﾊ 長峰中

5   244

4   132

小学5年女子

80mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

小学6年女子

80mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8   156
DNS

6   219
大会新

7   267

8  8850

中学女子

100mH(0.762-8.0m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  7872

6  7942

3  7857

7  7869

5  7843



決勝 7月28日 11:30

大会記録(GR)                    57.01 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 宮川小A   138 今井 柚美(6)   1:01.62 

ｲﾏｲ ﾕｽﾞﾐ
  117 赤羽 柚香(6)

ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞｶ
  140 宮武 なな香(6)

ﾐﾔﾀｹ ﾅﾅｶ
   94 澤本 麻央(6)

ｻﾜﾓﾄ ﾏｵ
 2   3 玉川小A   178 斉藤 直美(6)   1:02.21 

ｻｲﾄｳ ﾅｵﾐ
  173 藤森 芽衣(6)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾒｲ
  156 両角 琉那(6)

ﾓﾛｽﾞﾐ ﾙﾅ
  215 伊藤 蒼奈(6)

ｲﾄｳ ｿﾅ
 3   5 永明小    66 田中 梨琴(5)   1:04.58 

ﾀﾅｶ ﾘｺ
   68 中川 芽衣(5)

ﾅｶｶﾞﾜ ﾒｲ
   77 松田 夏帆(5)

ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ
   82 山田 怜来(5)

ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ
 4   6 宮川小B   119 西坂 里桜(3)   1:09.45 

ﾆｼｻﾞｶ ﾘｵ
   98 堀 釉奈(3)

ﾎﾘ ﾕｳﾅ
  135 山﨑 百夏(3)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾓｶ
  116 赤羽 由乃葉(3)

ｱｶﾊﾈ ﾕﾉﾊ
 5   4 玉川小B   205 笠原 日奈多(3)   1:13.32 

ｶｻﾊﾗ ﾋﾅﾀ
  203 宮坂 優月(3)

ﾐﾔｻｶ ﾕﾂﾞｷ
  217 柳澤 美瑚(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｺ
  183 小林 樹里(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ
 6   2 宮川小C    93 濵 明里(3)   1:14.52 

ﾊﾏ ｱｶﾘ
  152 五味 優真(3)

ｺﾞﾐ ﾕﾏ
  151 小林 優月(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾂﾞｷ
  153 五味 愛結(3)

ｺﾞﾐ ﾙﾅ

小学共通女子

4×100m

決勝



決勝 7月28日 14:30

大会記録(GR)                    53.41 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 茅野東部中  7881 野村 夏月(3)     52.93 

ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 大会新
 7877 山本 香菜美(2)

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ
 7872 丸茂 花愛(2)

ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ
 7875 伊藤 結衣(1)

ｲﾄｳ ﾕｲ
 2   6 長峰中A  7847 箱田 真奈美(2)     53.72 

ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ
 7851 小松 未唯奈(3)

ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ
 7857 黒澤 美月(3)

ｸﾛｻﾜ ﾐﾂﾞｷ
 7852 畔上 陽菜(2)

ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ
 3   7 永明中B  7781 大久保 瑠依(1)     56.79 

ｵｵｸﾎﾞ ﾙｲ
 7783 栁澤 千夏(1)

ﾔﾏｷﾞｻﾜ ﾁﾅﾂ
 7784 成田 未桜(1)

ﾅﾘﾀ ﾐｵ
 7780 山田 聖来(1)

ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ
 4   4 長峰中C  7861 大和 由奈(1)     58.13 

ｵｵﾜ ﾕﾅ
 7862 加納 萌瑛菜(1)

ｶﾉｳ ﾓｴﾅ
 7843 大久保 結葉(2)

ｵｵｸﾎﾞ ﾕｲﾊ
 7848 小林 心渚(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｺﾅ
 5   3 永明中A  7805 小池 依真(2)   1:00.00 

ｺｲｹ ｴﾏ
 7806 五味 あやめ(2)

ｺﾞﾐ ｱﾔﾒ
 7803 五味 すみれ(2)

ｺﾞﾐ ｽﾐﾚ
 7807 刈間 彩也子(2)

ｶﾘﾏ ｻﾔｺ
 6   2 長峰中B  7869 藤島 沙由希(3)   1:00.31 

ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ
 7853 並木 愛佳(3)

ﾅﾐｷ ﾏﾅｶ
 7856 奥原 緒美(3)

ｵｸﾊﾗ ﾂｸﾞﾐ
 7840 小島 彩奈(3)

ｺｼﾞﾏ ｱﾔﾅ
    5 茅野北部中A  7835 小泉 美羽(3)      

ｺｲｽﾞﾐ ﾐｳ DNS
 7837 川口 結(3)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｲ
 7829 宮澤 瑠里(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙﾘ
 7833 小平 芙菜(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾊｽﾅ

決勝 7月28日 14:25

大会記録(GR)                          

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 東海大諏訪    31 牛山 珠莉(1)     52.36 

ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ
   32 田中 凛(1)

ﾀﾅｶ ﾘﾝ
   33 中原 希空(1)

ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ
   30 山田 茉優(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ

決勝

中学女子

4×100m

決勝

一般女子

4×100m



決勝 7月28日 11:30

大会記録(GR)                          

山下 恋花(5)
ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ 湖東小
小澤 優菜(5)
ｺｻﾞﾜ ﾕﾅ 泉野小
小倉 結芽(5)
ｵｸﾞﾗ ﾕﾒ 米沢小

決勝 7月28日 11:30

大会記録(GR)                     1.31 

赤羽 柚香(6)
ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞｶ 宮川小

決勝 7月28日 13:30

大会記録(GR)                     1.51 

野村 夏月(3)
ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 茅野東部中
奥原 緒美(3)
ｵｸﾊﾗ ﾂｸﾞﾐ 長峰中
山下 心花(1)
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 茅野北部中
刈間 彩也子(2)
ｶﾘﾏ ｻﾔｺ 永明中
前澤 ほのみ(1)
ﾏｴｻﾞﾜ ﾎﾉﾐ 茅野東部中
林 優花(1)
ﾊﾔｼ ﾕｳｶ 茅野東部中
成田 未桜(1)
ﾅﾘﾀ ﾐｵ 永明中
上原 美善(2) DNS
ｳｴﾊﾗ ﾋﾞｾﾞﾝ 永明中

決勝 7月28日 13:30

大会記録(GR)                     1.50 

牛山 珠莉(1)
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 東海大諏訪

 1.05

 1.10

3 1   266 o o o

xxx2 2   260 o o

xo xxx

o o xxx  1.18

記録 備考
1 3   244 - - - o o

1m15 1m18 1m21

小学5年女子

走高跳

決勝

順位 試技

小学6年女子

走高跳

決勝

順位 試技

1m05 1m10

1m05 1m10ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 m90 m95 1m00

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 m90 m95 1m00

o o o

記録 備考
1 1   117 o o o xo xxx  1.05

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 記録 備考
1 6  7881 - - - o  1.30

- o o xxx

1m30 1m35

o xo xxx

 1.25

3 7  8850 - - o o xo xxx  1.25

2 8  7856 - -

4 3  7807 - o o o xxx

5 2  7884 o xo xxx

 1.20

 1.10

6 4  7887 o xxo xxx

7 1  7784 o xxx

 1.10

 1.05

     5  7804

 1.30

記録 備考
1 1    31 o xo o xxo xxx

一般女子29歳以下

走高跳

決勝

順位 試技 1m30 1m35ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m15 1m20 1m25



決勝 7月28日  9:00

大会記録(GR)                     3.07 

 ３回の
 最高記録

小林 樹里(3)   2.48  2.52  2.65   2.65             2.65 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾘ 玉川小    0.0  +0.6   0.0    0.0                       0.0
小林 愛(3)   2.32   x    x    2.32             2.32 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲ 豊平小    0.0                0.0                       0.0

決勝 7月28日  9:00

大会記録(GR)                     3.83 

 ３回の
 最高記録

吉田 莉彩(4)   3.08  3.07  3.16   3.16             3.16 
ﾖｼﾀﾞ ﾘｻ 米沢小   +0.4   0.0  +0.7   +0.7                      +0.7
有賀 優月(4)   2.44  2.40  2.72   2.72             2.72 
ｱﾙｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 泉野小   +0.6   0.0  +0.6   +0.6                      +0.6
中村 紗和(4)   2.06  2.37  2.38   2.38             2.38 
ﾅｶﾑﾗ ｻﾜ 北山小    0.0  +0.2  +1.0   +1.0                      +1.0
勝山 琉彩(4)   2.32  2.10   x    2.32             2.32 
ｶﾂﾔﾏ ﾙｱ 金沢小   +0.4   0.0         +0.4                      +0.4

決勝 7月28日  9:00

大会記録(GR)                     4.10 

 ３回の
 最高記録

柳平 紗希(5)   4.23  4.22  4.10   4.23             4.23 大会新
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ 豊平小    0.0   0.0  +0.1    0.0                       0.0
奥谷 心音(5)   3.50  3.30  3.52   3.52             3.52 
ｵｸﾀﾆ ﾐｵ 湖東小    0.0   0.0  +0.6   +0.6                      +0.6
勝野 光咲(5)   3.39  3.31  3.48   3.48             3.48 
ｶﾂﾉ ﾐｻｷ 宮川小   +0.4  +1.0  +0.3   +0.3                      +0.3
小倉 結芽(5)    x   2.77  3.05   3.05             3.05 
ｵｸﾞﾗ ﾕﾒ 米沢小         +0.3   0.0    0.0                       0.0
林 れいな(5)    x   2.48  2.61   2.61             2.61 
ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ 北山小          0.0   0.0    0.0                       0.0

決勝 7月28日  9:00

大会記録(GR)                     4.41 

 ３回の
 最高記録

小泉 穂乃佳(6)   3.24  3.27  3.37   3.37             3.37 
ｺｲｽﾞﾐ ﾎﾉｶ 米沢小   -1.2  +0.1  +0.7   +0.7                      +0.7
倉澤 和奏(6)    x   3.01  3.02   3.02             3.02 
ｸﾗｻﾜ ﾜｶﾅ 玉川小         +0.6  +0.8   +0.8                      +0.8
両角 琉那(6)   2.85  2.72  3.01   3.01             3.01 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾙﾅ 玉川小    0.0  +0.5  +0.5   +0.5                      +0.5
藤森 芽衣(6)   2.91  2.87  2.95   2.95             2.95 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾒｲ 玉川小    0.0  +0.9  +0.2   +0.2                      +0.2

2 1   273

記録 備考

小学3年女子

走幅跳

決勝

順位 試技

1 2   183

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

2 5   254

5 1   280

3 2   132

4 3   266

記録 備考

小学5年女子

走幅跳

決勝

順位 試技

1 4   271

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

-4- -5- -6- 記録 備考

小学4年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

3 1   286

4 3   230

1 4   268

2 2   259

-4- -5- -6- 記録 備考

小学6年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

3 2   156

4 1   173

1 4   267

2 3   177



決勝 7月28日 13:00

大会記録(GR)                     5.12 

 ３回の
 最高記録

丸茂 花愛(2)   4.56   x   4.75   4.75   4.62  4.49  4.52   4.75 
ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ 茅野東部中   +0.8        +0.3   +0.3   +1.9  +0.1  +1.9   +0.3
宮澤 瑠里(3)   4.36  4.53  4.46   4.53   3.36  4.25  4.29   4.53 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙﾘ 茅野北部中   +1.9  +0.5  +0.3   +0.5   -0.1  +1.0  +0.6   +0.5
箱田 真奈美(2)   4.45  4.44  4.44   4.45   3.95  3.81  4.16   4.45 
ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 長峰中   +0.8  +0.3  +0.9   +0.8    0.0  -0.1  +1.8   +0.8
小松 未唯奈(3)   3.71  3.73  4.10   4.10   3.75  4.06  4.28   4.28 
ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 長峰中   +0.9  +1.0   0.0    0.0   +0.4  +0.8  +0.4   +0.4
大和 由奈(1)   4.01  3.96  3.92   4.01   4.02   x    x    4.02 
ｵｵﾜ ﾕﾅ 長峰中   +1.3  +1.4  +0.4   +1.3   -0.4               -0.4
宮澤 ありさ(3)   3.90  3.47  3.92   3.92   3.89  4.00   x    4.00 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 清陵附属中   +0.4  +0.8  +0.5   +0.5   -0.6   0.0          0.0
吉田 晶(1)   3.92  3.83  3.72   3.92    x    x   3.72   3.92 
ﾖｼﾀﾞ ｱｷﾗ 茅野北部中    0.0  -0.0   0.0    0.0               +1.2    0.0
小島 彩奈(3)   3.76  3.85  3.71   3.85   3.81  3.72  3.67   3.85 
ｺｼﾞﾏ ｱﾔﾅ 長峰中   +0.4  +0.1  -0.0   +0.1    0.0  +1.8  +0.1   +0.1
富田 樹里(1)   3.26  3.06  3.33   3.33             3.33 
ﾄﾐﾀ ｼﾞｭﾘ 茅野東部中   +1.0  -0.2  +0.4   +0.4                      +0.4
齊藤 花音(2)   3.04  2.88  3.05   3.05             3.05 
ｻｲﾄｳ ｶﾉﾝ 茅野東部中   +1.2   0.0  +0.1   +0.1                      +0.1
原 千惺(1)    x    x   2.33   2.33             2.33 
ﾊﾗ ﾁｻﾄ 茅野東部中               +0.1   +0.1                      +0.1
小泉 美羽(3)                            DNS
ｺｲｽﾞﾐ ﾐｳ 茅野北部中                                                   

決勝 7月28日 13:00

大会記録(GR)                     5.38 

 ３回の
 最高記録

牛山 珠莉(1)   4.66   x   4.32   4.66    x   4.47  4.27   4.66 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 東海大諏訪   +1.5        +0.4   +1.5         +0.3  +0.6   +1.5

決勝 7月28日 11:30

大会記録(GR)                    11.20 

 ３回の
 最高記録

黒澤 美月(3)
ｸﾛｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 長峰中
並木 愛佳(3)
ﾅﾐｷ ﾏﾅｶ 長峰中
中村 杏(2) DNS
ﾅｶﾑﾗ ｱﾝ 茅野東部中
小池 明日美(2) DNS
ｺｲｹ ｱｽﾐ 長峰中

11 2  7883

9  7835

8 6  7840

9 4  7873

10 1  7878

5 3  7861

6 5  7942

7 7  8853

2 12  7829

3 10  7847

4 8  7851

記録 備考

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技

1 11  7872

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

-4- -5- -6--1- -2- -3- 記録 備考

一般女子29歳以下

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

備考

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技

1 1    31

ﾅﾝﾊﾞｰ

1 2  7857   9.07  9.42

-3- -5- -6--4-氏  名 所属名 -1- -2-

  9.02 

  8.79   9.42   9.01  8.92

記録

  9.42 

2 3  7853   9.00

  8.75

  9.02  8.79   9.02   8.23  8.80  8.90

                    

       

1  7871       

   4  7844                 



決勝 7月28日  9:30

大会記録(GR)                    15.21 

 ３回の
 最高記録

小林 愛(3) 大会新
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲ 豊平小
小林 翠音(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｵ 玉川小

決勝 7月28日  9:30

大会記録(GR)                    27.73 

 ３回の
 最高記録

林 未緒(4)
ﾊﾔｼ ﾐｵ 宮川小
前島 希光(4)
ﾏｴｼﾏ ﾉｿﾞﾐ 米沢小
吉田 莉彩(4)
ﾖｼﾀﾞ ﾘｻ 米沢小

決勝 7月28日  9:30

大会記録(GR)                    23.35 

 ３回の
 最高記録

山田 怜来(5)
ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ 永明小
多賀谷 文乃(5)
ﾀｶﾞﾔ ｱﾔﾉ 永明小
柳平 紗希(5)
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ 豊平小
伊東 昊咲(5)
ｲﾄｳ ｺｳｻ 金沢小
松田 夏帆(5)
ﾏﾂﾀﾞ ｶﾎ 永明小
中川 芽衣(5)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾒｲ 永明小

決勝 7月28日  9:30

 ３回の
 最高記録

小林 朱音(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 玉川小
小泉 穂乃佳(6)
ｺｲｽﾞﾐ ﾎﾉｶ 米沢小
矢島 柚那(6)
ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 金沢小
岡谷 優美花(6)
ｵｶﾀﾆ ﾕﾐｶ 玉川小

    22.28 

     29.93           29.93 

4 1   208
 22.26  22.28      22.28       

3 4   219
 29.26  29.93

 32.02 

2 3   267
   x  31.95 

     32.02          

 31.95      31.95          

1 2   184
   x  32.02

-4-氏  名 所属名 -1- -2- -3-

-3- -5- -6- 記録 備考

小学5年女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位

-5- -6- 記録 備考

小学6年女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

-4-氏  名 所属名 -1- -2-試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

1 6    82
 23.32

3 2   271
 19.36  20.91

 23.32 

2 4    72
 17.69  21.04      21.04           21.04 

     23.32           21.77

  15.97    

5 1    77
 14.80  18.52

 20.91 

4 3   234
 20.37  20.21      20.37           20.37 

     20.91          

   

-3- -5- -6- 記録 備考

小学4年女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位

6 5    68
 15.97  15.79        15.97 

     18.52           18.52 

 21.13

-4-氏  名 所属名 -1- -2-試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

1 1    96
 20.50

     16.40           16.40 

     21.13          

記録 備考

小学3年女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技

 15.24      15.24          
3 2   268

 15.24  13.24

 21.13 

2 3   264
 15.61  16.40

-4-氏  名 所属名 -1- -2-

   

ﾅﾝﾊﾞｰ

1 2   273
 10.90  19.45

-3- -5- -6-

2 1   182
   x  11.34     11.34 

     19.45           19.45 

  11.34       
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