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■グラウンドコンディション

時刻 天候 風向
風速
m/s

気温
℃

湿度
％

時刻 天候 風向
風速
m/s

気温
℃

湿度
％

9:00 曇り 北 0.8 25.8 65.0 12:00 曇り 東 1.3 28.4 56.8

10:00 曇り 南東 1.2 26.9 64.7 13:00 曇り 東 1.0 28.2 57.6

11:00 曇り 南東 2.0 28.3 61.1 14:00 曇り 南東 1.2 27.6 58.4

■この大会で樹立された記録
記録の種

類 クラス ラウンド 従来記録

大会新 男子 決勝 15.63

大会新 女子 決勝 16.10

大会新 女子 決勝 15.44

大会新 男子 決勝 10.8

大会新 男子 決勝 22.66

大会新 女子 決勝 2'15.98

大会新 男子 決勝 43.08

大会新 女子 決勝 49.52

■フィールド競技における記号の説明

■略号の説明

4×100mR 42.73 東海大諏訪高

小口 蒼葉(1)
臼井 伶(2)

酒井 隼斗(1)
鈴木 慎吾(2)

4×100mR 48.41 東海大諏訪高

小松 未唯奈(3)
小口 葉奈(3)

濵田 みなと(3)
福田 笑未(2)

　〇：成功・有効試技　　×：失敗・無効試技　　－：パス　　ｒ：試技放棄

　DNS：欠場　DNF：途中棄権　NM：記録なし　DQ：失格

200m 22.14 名取 勇人 東海大諏訪高(3)

800m 2'15.02 阪 千都 東海大諏訪高(1)

中学100mH(0.762m) 14.81 矢島 柚那 長峰中(3)

100m 10.78 鈴木 慎吾 東海大諏訪高(2)

一般高校110mH(1.067m) 14.98 吉村 健吾 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

一般高校100mH(0.838m) 15.55 小口 葉奈 東海大諏訪高(3)

岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町・富士見町・原村

葛城　光一

中澤　隆一

矢花　之宏

種目 記録
氏名（学年）

チーム名
所属

メンバー（学年）

諏訪陸上競技協会

大会コード 22170531

第７３回諏訪地方陸上競技選手権大会

公　式　記　録　集
令和４年９月４日（日）

茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：173100）

諏訪地方市町村教育委員会協議会・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・富士見町スポーツ協会陸上競技部・原村スポーツ協会陸上競技部



第73回諏訪地方陸上競技選手権大会 ﾄﾗｯｸ審判長 中澤　隆一

跳躍審判長 中澤　隆一
投てき審判長 中澤　隆一

【開催日】 令和4年9月4日（日） 記録主任 矢花　之宏

【主催団体】 諏訪地方市町村教育委員会連絡協議会ほか 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

 9/ 4 女子 小松 未唯奈 12.59 矢島 柚那 12.91 濵田 みなと 13.21 小倉 和香葉 13.32 山田 聖来 13.52 相馬 里瑠 下諏訪向陽高 14.18 小倉 結芽 14.20
100m 東海大諏訪高 長峰中 東海大諏訪高 諏訪清陵高 諏訪二葉高 鈴木 莉央 諏訪南中 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 9/ 4 小倉 結芽 29.01 岸本 侑良 30.15 上野 日菜乃 30.47 宮阪 みく 31.63 德武 煌 33.48 平出 彩音 34.21 篠原 優愛 34.67
200m 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 岡谷西部中 長峰中 諏訪西中 諏訪西中 永明中 岡谷東部中

 9/ 4 阪 千都 2:15.02 山﨑 那々 2:29.58 山田 怜来 2:30.78 中西 美緒 2:35.81 小林 みさと 2:40.91 御子柴 直美 2:44.68 守矢 葵 2:46.75 平林 あずみ 2:47.79
800m 東海大諏訪高 GR 下諏訪中 永明中 清陵附属中 諏訪二葉高 諏訪中 永明中 諏訪南中

 9/ 4 伏見 奈穂 5:25.39 宮坂 明香里 5:51.15 髙谷 楓 6:53.45
1500m 原中 岡谷東部中 下諏訪中

 9/ 4 田村 るう 10:38.95 北原 和奏 11:41.34 田村 凜 13:01.66
3000m 下諏訪中 長峰中 諏訪二葉高

 9/ 4 上村 文寧 1.56 田村 優衣 1.45 山下 心花 1.40 春日 円花 1.30 原  杏花里 1.25 岡田 ほのき 1.20 伊藤 唯花 1.15 篠原 優愛 1.10
走高跳 諏訪二葉高 諏訪清陵高 諏訪二葉高 諏訪清陵高 茅野東部中 岡谷西部中 岡谷西部中 岡谷東部中

 9/ 4 長濱 愛里咲 2.90 小林 莉緒 2.70 赤羽 柚香 2.70 小嶋 楓來 2.20 松﨑 望乃 1.90
棒高跳 駿台甲府高 原中 長峰中 松本国際高 原中

 9/ 4 柳平 紗希 5.23(+1.3) 小口 真歩 5.14(+1.1) 河西 真依 4.81(-0.4) 松木 心音 4.51(-0.1) 山田 怜来 4.26(-0.1) 山田 聖来 4.23(-2.6) 三澤 乙都 4.15(+1.4) 伊東 昊咲 3.96(-2.0)
走幅跳 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 岡谷東部中 諏訪清陵高 清陵附属中 永明中 諏訪二葉高 諏訪南中 長峰中

 9/ 4 柳平 紗希 10.88(+0.1) 大﨑 にこ 10.28(+0.2)
三段跳 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 東海大諏訪高

 9/ 4 藤森 姫菜 15.57

円盤投(1.000kg) 原中
 9/ 4 矢﨑 梨奈 19.83 溝口 陽菜 13.53

やり投(600g) 諏訪実高 諏訪二葉高
 9/ 4 東海大諏訪高       48.41 諏訪清陵高       51.93 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ       54.28 諏訪西中       56.60 岡谷西部中       59.00 長峰中       59.83

4×100m 小松 未唯奈 GR 河西 真依 小倉 結芽 山田 夏実 岸本 侑良 小平 明莉
小口 葉奈 小倉 和香葉 山下 恋花 河野 恭子 岡田 ほのき 上野 日菜乃
濵田 みなと 田村 優衣 林 れいな 飯田 結有 伊藤 唯花 勝野 光咲
福田 笑未 飯嶋 咲南 柳平 紗希 金子 涼羽 上田 茜 伊東 昊咲

 9/ 4 一般高校女子  -0.3 小口 葉奈 15.55 飯嶋 咲南 16.25 相馬 里瑠 19.26
100mH(0.838m) 東海大諏訪高 GR 諏訪清陵高 下諏訪向陽高

 9/ 4 矢﨑 梨奈 7.48 溝口 陽菜 7.19

砲丸投(4.000kg) 諏訪実高 諏訪二葉高
 9/ 4 中学女子  +0.0 矢島 柚那 14.81 中山 桃 16.86 山下 恋花 16.89 宮坂 椎加 17.74 勝野 光咲 18.94 山本 和花 19.66

100mH(0.762-
8.0m) 長峰中 GR 諏訪南中 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 清陵附属中 長峰中 長峰中

 9/ 4 唐澤 歌音 6.75 山本  明花 5.63

砲丸投(2.721kg) 長峰中 茅野東部中
 9/ 4 髙橋 成海 22.92 行田 楓 17.14

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 永明中 原中



決勝 9月4日 11:25

諏訪記録(SR)                    11.98 三枝　夏季                   ヤマトヤ         2007        
大会記録(GR)                    12.4  山本　弘子           長  野  岡谷東高         1976        

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +0.1

 1 北爪 柚衣     15.35  1 德武 煌     15.39 
ｷﾀﾂﾞﾒ ﾕｲ 下諏訪中 ﾄｸﾀｹ ｷﾗ 諏訪西中

 2 濱 理沙     15.61  2 大島 帆花     15.61 
ﾊﾏ ﾘｻ 諏訪南中 ｵｵｼﾏ ﾎﾉｶ 諏訪西中

 3 植松 伊織里     16.03  3 山田 聖奈     15.84 
ｳｴﾏﾂ ｲｵﾘ 富士見中 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾅ 諏訪西中

 4 山澤 乃愛     16.11  4 髙木 陽愛     15.85 
ﾔﾏｻﾞﾜ ﾉｱ 下諏訪中 ﾀｶｷﾞ ﾋﾅ 岡谷東部中

 5 樋口 侑     16.53  5 有賀  優月     16.02 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳ 岡谷東部中 ｱﾙｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 茅野東部中

 6 山本  明花     16.84  6 上條  あかり     16.20 
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 茅野東部中 ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｶﾘ 茅野東部中

 7 本田 董子     17.14   植松 音和      
ﾎﾝﾀﾞ ﾄｳｺ 下諏訪中 ｳｴﾏﾂ ﾄﾜ 原中

  山田 柚葉        行田 楓      
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｽﾞﾊ 岡谷東部中 ｷﾞｮｳﾀ ｶｴﾃﾞ 原中

[ 3組] 風速 +0.5 [ 4組] 風速 -1.2

 1 上野 日菜乃     14.60  1 赤羽 柚香     14.32 
ｳｴﾉ ﾋﾅﾉ 長峰中 ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞｶ 長峰中

 2 金子 涼羽     14.88  2 山田 夏実     14.41 
ｶﾈｺ ｽｽﾞﾊ 諏訪西中 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂﾐ 諏訪西中

 3 土屋 結愛     14.89  3 北原 美空     14.54 
ﾂﾁﾔ ﾕｱ 岡谷南部中 ｷﾀﾊﾗ ﾐｸ 永明中

 4 小林 望愛     15.10  4 上田 茜     14.89 
ｺﾅﾔｼ ﾉｱ 諏訪南中 ｳｴﾀﾞ ｱｶﾈ 岡谷西部中

 5 鈴木 結衣奈     15.13  5 伊藤 純柊     15.28 
ｽｽﾞｷ ﾕｲﾅ 上諏訪中 ｲﾄｳ ﾕｽﾞﾕ 岡谷東部中

 6 木賀 結梨     15.36  6 伊藤 愛莉     15.32 
ｷｶﾞ ﾕｲﾘ 岡谷東部中 ｲﾄｳ ｱｲﾘ 長峰中

 7 原  杏花里     15.41   鈴木 紅彩      
ﾊﾗ ｱｶﾘ 茅野東部中 ｽｽﾞｷ ｸﾚｱ 諏訪南中

  藤森 姫菜      
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾒﾅ 原中

[ 5組] 風速 +0.0 [ 6組] 風速 -2.0

 1 小倉 和香葉     13.32  1 小松 未唯奈     12.59 
ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ 諏訪清陵高 ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 東海大諏訪高

 2 相馬 里瑠     14.18  2 矢島 柚那     12.91 
ｿｳﾏ ﾘﾙ 下諏訪向陽高 ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 長峰中

 3 河野 恭子     14.22  3 濵田 みなと     13.21 
ｺｳﾉ ｷｮｳｺ 諏訪西中 ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ 東海大諏訪高

 4 長濱 愛里咲     14.23  4 山田 聖来     13.52 
ﾅｶﾞﾊﾏ  ｱﾘｻ 駿台甲府高 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ 諏訪二葉高

 5 山下 恋花     14.38  5 鈴木 莉央     14.18 
ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｽｽﾞｷ ﾘｵ 諏訪南中

 6 林 れいな     14.92  6 小倉 結芽     14.20 
ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｵｸﾞﾗ ﾕﾒ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

  寺島 清華        福田 笑未      
ﾃﾗｼﾏ ｻﾔｶ 永明中 ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ 東海大諏訪高

女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ Bib. 氏  名 所属名 記録／備考 順

6  7773 7  7744

所属名 記録／備考
5  7670 5  7743

ﾚｰﾝ Bib. 氏  名

6  8684

3  7672 3  7642

7  7926 9  7747

4  7665 8  7870

所属名 記録／備考

9  7674 4  8681
DNS

8  7873 2  7871

2  7641

順 ﾚｰﾝ Bib. 氏  名 所属名 記録／備考

8  7741 5

4  7618 3  7797

 7745

DNS DNS

順 ﾚｰﾝ Bib. 氏  名
2  7861 2  7840

DNS
5  8699

3  7772 8  7577

6  7725 7  7643

9  7872 6  7763

7  7660 4  7860

順 ﾚｰﾝ Bib. 氏  名 所属名 記録／備考
   76 2    37

8  7746 6    40

Bib. 氏  名 所属名 記録／備考
5

2   119 8  7850

DNS

順 ﾚｰﾝ

3  9000 5   112

4  7833 7  7761

6  7825 3  7822

7  7794 4    26
DNS DNS



   1 小松 未唯奈 東海大諏訪高     12.59 (-2.0)   6   1
   2 矢島 柚那 長峰中     12.91 (-2.0)   6   2
   3 濵田 みなと 東海大諏訪高     13.21 (-2.0)   6   3
   4 小倉 和香葉 諏訪清陵高     13.32 (+0.0)   5   1
   5 山田 聖来 諏訪二葉高     13.52 (-2.0)   6   4
   6 相馬 里瑠 下諏訪向陽高     14.18 (+0.0)   5   2
   6 鈴木 莉央 諏訪南中     14.18 (-2.0)   6   5
   8 小倉 結芽 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     14.20 (-2.0)   6   6
   9 河野 恭子 諏訪西中     14.22 (+0.0)   5   3
  10 長濱 愛里咲 駿台甲府高     14.23 (+0.0)   5   4
  11 赤羽 柚香 長峰中     14.32 (-1.2)   4   1
  12 山下 恋花 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     14.38 (+0.0)   5   5
  13 山田 夏実 諏訪西中     14.41 (-1.2)   4   2
  14 北原 美空 永明中     14.54 (-1.2)   4   3
  15 上野 日菜乃 長峰中     14.60 (+0.5)   3   1
  16 金子 涼羽 諏訪西中     14.88 (+0.5)   3   2
  17 土屋 結愛 岡谷南部中     14.89 (+0.5)   3   3
  17 上田 茜 岡谷西部中     14.89 (-1.2)   4   4
  19 林 れいな 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     14.92 (+0.0)   5   6
  20 小林 望愛 諏訪南中     15.10 (+0.5)   3   4
  21 鈴木 結衣奈 上諏訪中     15.13 (+0.5)   3   5
  22 伊藤 純柊 岡谷東部中     15.28 (-1.2)   4   5
  23 伊藤 愛莉 長峰中     15.32 (-1.2)   4   6
  24 北爪 柚衣 下諏訪中     15.35 (+1.2)   1   1
  25 木賀 結梨 岡谷東部中     15.36 (+0.5)   3   6
  26 德武 煌 諏訪西中     15.39 (+0.1)   2   1
  27 原  杏花里 茅野東部中     15.41 (+0.5)   3   7
  28 濱 理沙 諏訪南中     15.61 (+1.2)   1   2
  28 大島 帆花 諏訪西中     15.61 (+0.1)   2   2
  30 山田 聖奈 諏訪西中     15.84 (+0.1)   2   3
  31 髙木 陽愛 岡谷東部中     15.85 (+0.1)   2   4
  32 有賀  優月 茅野東部中     16.02 (+0.1)   2   5
  33 植松 伊織里 富士見中     16.03 (+1.2)   1   3
  34 山澤 乃愛 下諏訪中     16.11 (+1.2)   1   4
  35 上條  あかり 茅野東部中     16.20 (+0.1)   2   6
  36 樋口 侑 岡谷東部中     16.53 (+1.2)   1   5
  37 山本  明花 茅野東部中     16.84 (+1.2)   1   6
  38 本田 董子 下諏訪中     17.14 (+1.2)   1   7
    山田 柚葉 岡谷東部中          (+1.2)DNS   1    
    植松 音和 原中          (+0.1)DNS   2    
    行田 楓 原中          (+0.1)DNS   2    
    藤森 姫菜 原中          (+0.5)DNS   3    
    鈴木 紅彩 諏訪南中          (-1.2)DNS   4    
    寺島 清華 永明中          (+0.0)DNS   5    
    福田 笑未 東海大諏訪高          (-2.0)DNS   6    

 7761
 7822
 7746

女子

100m
タイムレース

順位 Bib.
   37
 7850
   40
   76
  112
  119

順位氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組

 9000
 7840
 7833
 7745
 7797
 7861
 7741
 7618
 7577
 7825
 7772
 7725
 7643
 7860
 7670
 7660
 7743
 7872

 7763
 7794
   26

 7773
 7744
 7747
 7642
 7870
 7926
 7672

 7873
 7674
 7641
 8681
 8684
 8699

 7871
 7665



決勝 9月4日 12:50

諏訪記録(SR)                    24.56 三枝　夏季                   信州大院         2006        
大会記録(GR)                    25.23 臼井　美紅           長  野  東海大諏訪高     2017        

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +0.4

 1 宮阪 みく     31.63  1 小倉 結芽     29.01 
ﾐﾔｻｶ ﾐｸ 諏訪西中 ｵｸﾞﾗ ﾕﾒ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 德武 煌     33.48  2 岸本 侑良     30.15 
ﾄｸﾀｹ ｷﾗ 諏訪西中 ｷｼﾓﾄ ﾕﾗ 岡谷西部中

 3 平出 彩音     34.21  3 上野 日菜乃     30.47 
ﾋﾗｲﾃﾞ ｱﾔﾈ 永明中 ｳｴﾉ ﾋﾅﾉ 長峰中

 4 篠原 優愛     34.67   三澤 百佳      
ｼﾉﾊﾗ ﾕｱ 岡谷東部中 ﾐｻﾜ ﾓﾓｶ 東海大諏訪高

  伊藤 愛莉      
ｲﾄｳ ｱｲﾘ 長峰中

   1 小倉 結芽 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     29.01 (+0.4)   2   1
   2 岸本 侑良 岡谷西部中     30.15 (+0.4)   2   2
   3 上野 日菜乃 長峰中     30.47 (+0.4)   2   3
   4 宮阪 みく 諏訪西中     31.63 (+0.6)   1   1
   5 德武 煌 諏訪西中     33.48 (+0.6)   1   2
   6 平出 彩音 永明中     34.21 (+0.6)   1   3
   7 篠原 優愛 岡谷東部中     34.67 (+0.6)   1   4
    伊藤 愛莉 長峰中          (+0.6)DNS   1    
    三澤 百佳 東海大諏訪高          (+0.4)DNS   2    

女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ Bib. 氏  名 所属名 記録／備考 順 所属名 記録／備考
4  7748 2  7822

ﾚｰﾝ Bib. 氏  名

2  7743 4  7580

DNS

5  7790 5  7861

6  7663 3    36

タイムレース

順位

3  7860
DNS

組 順位
 7822
 7580
 7861

Bib. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

   36

 7748
 7743
 7790
 7663
 7860



決勝 9月4日 13:30

諏訪記録(SR)                  2:09.27 藤岡　緩奈                   東海大諏訪       2018        
大会記録(GR)                  2:15.98 小林　舞香           長  野  東海大諏訪高     2019        

[ 1組] [ 2組]

 1 守矢 葵   2:46.75  1 阪 千都   2:15.02 
ﾓﾘﾔ ｱｵｲ 永明中 ｻｶ ﾁﾋﾛ 東海大諏訪高

 2 平林 あずみ   2:47.79  2 山﨑 那々   2:29.58 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｱｽﾞﾐ 諏訪南中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅﾅ 下諏訪中

 3 名村 一乃   2:53.69  3 山田 怜来   2:30.78 
ﾅﾑﾗ ｲﾁﾉ 清陵附属中 ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ 永明中

 4 酒井 映里那   2:58.61  4 中西 美緒   2:35.81 
ｻｶｲ ｴﾘﾅ 岡谷北部中 ﾅｶﾆｼ ﾐｵ 清陵附属中

 5 萩原 愛咲   3:01.21  5 小林 みさと   2:40.91 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｱﾘｻ 茅野北部中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｻﾄ 諏訪二葉高

 6 平出 彩音   3:01.82  6 御子柴 直美   2:44.68 
ﾋﾗｲﾃﾞ ｱﾔﾈ 永明中 ﾐｺｼﾊﾞ ﾅｵﾐ 諏訪中

 7 上條  あかり   3:07.84  7 鮎澤 花奏   2:54.52 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｱｶﾘ 茅野東部中 ｱｲｻﾞﾜ ｶﾅﾃﾞ 原中

 8 奥谷 心音   3:22.72 
ｵｸﾀﾆ ﾐｵ 茅野北部中

   1 阪 千都 東海大諏訪高     2:15.02 大会新   2   1
   2 山﨑 那々 下諏訪中     2:29.58   2   2
   3 山田 怜来 永明中     2:30.78   2   3
   4 中西 美緒 清陵附属中     2:35.81   2   4
   5 小林 みさと 諏訪二葉高     2:40.91   2   5
   6 御子柴 直美 諏訪中     2:44.68   2   6
   7 守矢 葵 永明中     2:46.75   1   1
   8 平林 あずみ 諏訪南中     2:47.79   1   2
   9 名村 一乃 清陵附属中     2:53.69   1   3
  10 鮎澤 花奏 原中     2:54.52   2   7
  11 酒井 映里那 岡谷北部中     2:58.61   1   4
  12 萩原 愛咲 茅野北部中     3:01.21   1   5
  13 平出 彩音 永明中     3:01.82   1   6
  14 上條  あかり 茅野東部中     3:07.84   1   7
  15 奥谷 心音 茅野北部中     3:22.72   1   8

女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ Bib. 氏  名 所属名 記録／備考 順 所属名 記録／備考
2  7798 6    41

ﾚｰﾝ Bib. 氏  名

大会新
4  7762 4  7685

5  8864 5  7789

6  7592 3  8860

7  7823 8   110

 7890

8  7790 7  7731

3  7871 2

1  7829

順位
   41
 7685
 7789

タイムレース

順位 Bib. 氏  名 都道府県 組所属名 記録 備考

 8860
  110
 7731
 7798
 7762

 7871
 7829

 8864
 7890
 7592
 7823
 7790



決勝 9月4日 12:20

諏訪記録(SR)                  4:22.18 吉田　夏子                   東海大三高       2012        
大会記録(GR)                  4:39.42 藤岡　緩奈           長  野  東海大諏訪高     2017        

 1 伏見 奈穂   5:25.39 
ﾌｼﾐ ﾅﾎ 原中

 2 宮坂 明香里   5:51.15 
ﾐﾔｻｶ ｱｶﾘ 岡谷東部中

 3 髙谷 楓   6:53.45 
ﾀｶﾔ ｶｴﾃﾞ 下諏訪中

  五味 遥花      
ｺﾞﾐ ﾊﾙｶ 清陵附属中

決勝 9月4日 10:25

諏訪記録(SR)                  9:16.29 石原　さつき                 諏訪実業高       1991        
大会記録(GR)                 10:15.90 石原　さつき         長  野  諏訪実業高       1990        

 1 田村 るう  10:38.95 
ﾀﾑﾗ ﾙｳ 下諏訪中

 2 北原 和奏  11:41.34 
ｷﾀﾊﾗ ﾜｶﾅ 長峰中

 3 田村 凜  13:01.66 
ﾀﾑﾗ ﾘﾝ 諏訪二葉高

記録／備考

2   113

3  7684

1  7863

所属名

決勝

順 ORD Bib. 氏  名

3000m

4  8682

1  7631

DNS

2  7671

3  8865

女子

女子

1500m

決勝

順 ORD Bib. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月4日  9:30

諏訪記録(SR)                    14.61 伊藤　瑞希                   松本大           2007        
大会記録(GR)                    16.10 上原　美香           長  野  諏訪実業高       1993        

風速 -0.3

 1 小口 葉奈     15.55 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 東海大諏訪高

 2 飯嶋 咲南     16.25 
ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ 諏訪清陵高

 3 相馬 里瑠     19.26 
ｿｳﾏ ﾘﾙ 下諏訪向陽高

決勝 9月4日  9:45

諏訪記録(SR)                    14.24 矢島　柚那                   長峰中           2022        
大会記録(GR)                    15.44 竹内　里桜           長  野  永明中           2018        

風速 +0.0

 1 矢島 柚那     14.81 
ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 長峰中

 2 中山 桃     16.86 
ﾅｶﾔﾏ ﾓﾓ 諏訪南中

 3 山下 恋花     16.89 
ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 4 宮坂 椎加     17.74 
ﾐﾔｻｶ ｼｲｶ 清陵附属中

 5 勝野 光咲     18.94 
ｶﾂﾉ ﾐｻｷ 長峰中

 6 山本 和花     19.66 
ﾔﾏﾓﾄ ﾜｶ 長峰中

7  7853

3  7857

6  7833

2  7948

大会新
4  7764

中学女子

100mH(0.762-8.0m)

決勝

順 ﾚｰﾝ Bib. 氏  名 所属名 記録／備考
5  7850

一般高校女子

100mH(0.838m)

決勝

順 ﾚｰﾝ Bib. 氏  名 所属名 記録／備考

3   119

4    38
大会新

5    77



決勝 9月4日 14:00

諏訪記録(SR)                    47.90                              諏訪実業高       1994        
                                      （伊藤育・篠原・伊藤恵・田中）
大会記録(GR)                    49.52                      長  野  東海大諏訪高     2017        
                                      （徳竹・臼井・今井・小林）

順 ﾚｰﾝ 所属名 Bib. 氏  名 記録／備考
 1   4 東海大諏訪高    37 小松 未唯奈     48.41 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 大会新
   38 小口 葉奈

ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ
   40 濵田 みなと

ﾊﾏﾀﾞ ﾐﾅﾄ
   26 福田 笑未

ﾌｸﾀﾞ ｴﾐ
 2   2 諏訪清陵高  2055 河西 真依     51.93 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳｺｳ ｶｻｲ ﾏｲ
   76 小倉 和香葉

ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ
 2056 田村 優衣

ﾀﾑﾗ ﾕｲ
   77 飯嶋 咲南

ｲｲｼﾞﾏ ｻﾅ
 3   5 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ  7822 小倉 結芽     54.28 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ｵｸﾞﾗ ﾕﾒ
 7833 山下 恋花

ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ
 7825 林 れいな

ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ
 7824 柳平 紗希

ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ
 4   6 諏訪西中  7745 山田 夏実     56.60 

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂﾐ
 7746 河野 恭子

ｺｳﾉ ｷｮｳｺ
 7740 飯田 結有

ｲｲﾀﾞ ﾕｳ
 7741 金子 涼羽

ｶﾈｺ ｽｽﾞﾊ
 5   7 岡谷西部中  7580 岸本 侑良     59.00 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ｷｼﾓﾄ ﾕﾗ
 7578 岡田 ほのき

ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｷ
 7579 伊藤 唯花

ｲﾄｳ ﾕｲｶ
 7577 上田 茜

ｳｴﾀﾞ ｱｶﾈ
 6   3 長峰中  7855 小平 明莉     59.83 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｺﾀﾞｲﾗ ｱｶﾘ
 7861 上野 日菜乃

ｳｴﾉ ﾋﾅﾉ
 7853 勝野 光咲

ｶﾂﾉ ﾐｻｷ
 7851 伊東 昊咲

ｲﾄｳ ｺｳｻ
    8 諏訪南中      

ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ DNS

女子

4×100m

決勝



決勝 9月4日 10:30

諏訪記録(SR)                     1.77 上原　久美恵                 岡谷東高         1977        
大会記録(GR)                     1.70 上原　久美恵         長  野  岡谷東高         1976        

1m56 1m59
上村 文寧 - - - - - - - o o o
ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ 諏訪二葉高 xo xxx
田村 優衣 - - - - - - o o xxx
ﾀﾑﾗ ﾕｲ 諏訪清陵高
山下 心花 - - - - - o o xxx
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 諏訪二葉高
春日 円花 - - - - o xxx
ｶｽｶﾞ ﾏﾄﾞｶ 諏訪清陵高
原  杏花里 o o o xxo xxx
ﾊﾗ ｱｶﾘ 茅野東部中
岡田 ほのき o o xo xxx
ｵｶﾀﾞ ﾎﾉｷ 岡谷西部中
伊藤 唯花 o o xxx
ｲﾄｳ ﾕｲｶ 岡谷西部中
篠原 優愛 o xxx
ｼﾉﾊﾗ ﾕｱ 岡谷東部中

決勝 9月4日  9:15

諏訪記録(SR)                     3.50 小林　由依                   下諏訪向陽高     2019        
大会記録(GR)                     3.35 小林　由依           長  野  原中             2017        

2m70 2m80 2m90 3m00
長濱 愛里咲 - - - - - - - - - o
ﾅｶﾞﾊﾏ  ｱﾘｻ 駿台甲府高 o o xo xxx
小林 莉緒 - - - - - - - o xo o
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ 原中 xo xxx
赤羽 柚香 - - - - - - - o o o
ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞｶ 長峰中 xxo xxx
小嶋 楓來 - - - o - o xxx
ｺｼﾞﾏ ｶｴﾗ 松本国際高
松﨑 望乃 xo o o xxx
ﾏﾂｻﾞｷ ﾉﾉ 原中

4 2  2498
 2.20

5 1  8696
 1.90

2 4  8680
 2.70

3 3  7840
 2.70

記録 備考

1 5  9000
 2.90

2m20 2m30 2m40 2m50 2m601m80 1m90 2m00 2m10

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 Bib. 氏  名 所属名
1m60

女子

走高跳

決勝

順位 試技 Bib. 氏  名 所属名
1m10 1m15 1m20 1m25 1m30

記録 備考

1 8   108
 1.56

1m35 1m40 1m45 1m50 1m53

2 7  2056
 1.45

3 6   111
 1.40

4 4    78
 1.30

5 2  7872
 1.25

8 1  7663
 1.10

6 5  7578
 1.20

7 3  7579
 1.15



決勝 9月4日 11:15

諏訪記録(SR)                     6.22 宮坂　楓                     横国大           2013        
大会記録(GR)                     5.40 赤羽　みほ子                 ﾆｯｾｲ             1970        

 ３回の
 最高記録

柳平 紗希   5.23  5.21   x    5.23   4.92   x   5.11   5.23 
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +1.3  +1.0         +1.3    0.0        -0.3   +1.3
小口 真歩   4.79  5.09  4.96   5.09   4.89  5.04  5.14   5.14 
ｵｸﾞﾁ ﾏﾎ 岡谷東部中   +1.2  +1.2  -0.1   +1.2   +0.6  -0.7  +1.1   +1.1
河西 真依   4.56   x   4.81   4.81    x   4.69  4.80   4.81 
ｶｻｲ ﾏｲ 諏訪清陵高   +1.2        -0.4   -0.4         +0.9  +1.3   -0.4
松木 心音   4.27  4.23  4.01   4.27   4.44  4.48  4.51   4.51 
ﾏﾂｷ ｺｺﾈ 清陵附属中   +0.9  -0.4  -0.7   +0.9   +0.1  -0.6  -0.1   -0.1
山田 怜来    x   4.07  4.13   4.13   3.91  4.26  4.22   4.26 
ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ 永明中         +1.3  -1.9   -1.9   -0.1  -0.1  +0.4   -0.1
山田 聖来   4.16   -   4.06   4.16   3.87  4.23  4.08   4.23 
ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ 諏訪二葉高   +1.2        +0.8   +1.2   -0.8  -2.6  -0.2   -2.6
三澤 乙都   3.83  3.89  3.92   3.92   3.80   x   4.15   4.15 
ﾐｻﾜ ｵﾄ 諏訪南中   -0.5  -1.8  +0.4   +0.4   -1.0        +1.4   +1.4
伊東 昊咲   3.96   x   3.77   3.96    -    -    -    3.96 
ｲﾄｳ ｺｳｻ 長峰中   -2.0        +0.7   -2.0                      -2.0
勝野 光咲   3.60  3.82  3.57   3.82             3.82 
ｶﾂﾉ ﾐｻｷ 長峰中   +2.0  -0.5  -0.1   -0.5                      -0.5
太田 紡希   3.77  3.74  3.33   3.77             3.77 
ｵｵﾀ ﾂﾑｷﾞ 清陵附属中   +1.0  +1.0  -0.4   +1.0                      +1.0
松﨑 望乃   3.76  3.64  3.71   3.76             3.76 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾉﾉ 原中   -0.3  +0.3  +0.7   -0.3                      -0.3
塩澤 夢々花   3.70  3.57  3.57   3.70             3.70 
ｼｵｼﾞﾘ ﾕﾕｶ 長峰中   -0.7   0.0  +0.2   -0.7                      -0.7
前島 希光   3.66  3.51  3.53   3.66             3.66 
ﾏｴｼﾏ ﾉｿﾞﾐ 永明中   -0.4  -1.0  +0.5   -0.4                      -0.4
飯田 結有    x   3.63   x    3.63             3.63 
ｲｲﾀﾞ ﾕｳ 諏訪西中         +0.2         +0.2                      +0.2
植松 音和   3.62  3.20  3.49   3.62             3.62 
ｳｴﾏﾂ ﾄﾜ 原中   +0.4  -1.9  -0.8   +0.4                      +0.4
小平 明莉   3.53  3.41   x    3.53             3.53 
ｺﾀﾞｲﾗ ｱｶﾘ 長峰中   -0.4  +0.8         -0.4                      -0.4
唐澤 歌音    x   3.25  3.44   3.44             3.44 
ｶﾗｻﾜ ｶﾉﾝ 長峰中         +0.2   0.0    0.0                       0.0
有賀  優月   3.41  3.43  3.31   3.43             3.43 
ｱﾙｶﾞ ﾕﾂﾞｷ 茅野東部中   -0.6  +0.5  +0.4   +0.5                      +0.5
髙木 菜緒   3.30  3.36  3.32   3.36             3.36 
ﾀｶｷﾞ ﾅｵ 岡谷北部中   -0.5  +1.7  -1.0   +1.7                      +1.7
寺田 星恋   3.22   x    x    3.22             3.22 
ﾃﾗﾀﾞ ｾﾚﾝ 諏訪南中   -2.3               -2.3                      -2.3
小山 美結   3.20  2.92  3.01   3.20             3.20 
ｺﾔﾏ ﾐﾕ 岡谷北部中   -0.3  -0.5  +0.9   -0.3                      -0.3
海老原 千咲                            DNS
ｴﾋﾞﾊﾗ ﾁｻｷ 諏訪南中                                                   

決勝 9月4日 13:15

諏訪記録(SR)                    13.05 宮坂　楓                     横国大           2014        

 ３回の
 最高記録

柳平 紗希  10.49 10.79   x   10.79    -    -  10.88  10.88 
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +0.7  -0.2         -0.2               +0.1   +0.1
大﨑 にこ  10.23 10.21 10.25  10.25  10.28   x  10.21  10.28 
ｵｵｻｷ ﾆｺ 東海大諏訪高   -0.4  -0.5  -0.5   -0.5   +0.2        -1.2   +0.2
箱田 真奈美                            DNS
ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 諏訪二葉高                                                   

3   107

1 2  7824

2 1    28

-4- -5- -6- 記録 備考

女子

三段跳

決勝

順位 試技 Bib. 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

記録 備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技

1 22  7824

Bib. 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

2 20  7653

3 21  2055

4 15  8861

5 17  7789

6 18   112

7 14  7771

8 5  7851

9 16  7853

10 11  8863

11 6  8696

12 7  7864

13 3  7795

14 13  7740

15 2  8681

16 12  7855

17 9  7862

18 1  7870

19 8  7593

20 4  7760

21 10  7590

19  7770



決勝 9月4日 10:30

諏訪記録(SR)                    12.27 片桐　希             長  野  諏訪実業高       2003        
大会記録(GR)                    11.09 名取　豊子           長  野  富士見高         1961        

 ３回の
 最高記録

矢﨑 梨奈
ﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 諏訪実高
溝口 陽菜
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ 諏訪二葉高

決勝 9月4日 10:30

諏訪記録(SR)                    12.63 山本　登志江                 岡谷西部中       1983        
大会記録(GR)                    12.63 山本　登志江         長  野  岡谷西部中       1983        

 ３回の
 最高記録

唐澤 歌音
ｶﾗｻﾜ ｶﾉﾝ 長峰中
山本  明花
ﾔﾏﾓﾄ ﾊﾙｶ 茅野東部中
林 未緒 DNS
ﾊﾔｼ ﾐｵ 長峰中

                    
2  7865

      

  6.75 

2 3  7873
  5.24  5.30  5.08   5.30   4.99  5.63  5.01  5.63 

  6.27   6.57   5.76  6.38
1 1  7862

  6.75  6.57  5.99

  6.92  7.19 

  6.97   7.22   6.97  7.20  7.48  7.48 

備考

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 -3- -5- -6- 記録試技 Bib. -4-氏  名 所属名 -1- -2-

備考

一般高校女子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 Bib. -4-氏  名 所属名 -1- -2- -3- -5- -6- 記録

1 2    46
  6.95  7.22

  7.08   7.14   7.19  6.90
2 1   114

  6.84  7.14



決勝 9月4日 11:30

諏訪記録(SR)                    42.12 堀田　美智子                 ﾆｯｾｲ             1968        
大会記録(GR)                    40.17 堀田　美智子                 ﾆｯｾｲ             1967        

 ３回の
 最高記録

藤森 姫菜
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾒﾅ 原中

決勝 9月4日 13:30

諏訪記録(SR)                    42.14 増田　弘美           長  野  諏訪実業高       1994        
大会記録(GR)                    35.08 増田　弘美           長  野  諏訪実業高       1993        

 ３回の
 最高記録

矢﨑 梨奈
ﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 諏訪実高
溝口 陽菜
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ﾊﾙﾅ 諏訪二葉高

決勝 9月4日 12:30

諏訪記録(SR)                    45.21 日達　美心           長  野  原中             2021        
大会記録(GR)                    38.57 中村　杏             長  野  茅野東部中       2019        

 ３回の
 最高記録

髙橋 成海
ﾀｶﾊｼ ﾅﾙﾐ 永明中
行田 楓
ｷﾞｮｳﾀ ｶｴﾃﾞ 原中

2 1   114
 12.55 13.53 12.69

1 2    46
 16.67 18.59

氏  名 所属名 -1- -2-

女子

やり投(600g)

決勝

順位 試技 Bib. -3- -5- -6- 記録 備考

  7.80 13.53 

   x   18.59

-4-

  13.53  12.65  9.31

 19.83   x  19.34 19.83 

 16.37    x  17.14 

 19.53  21.56  17.44 22.92 16.39 22.92 

  16.37  13.07 17.14

1 2  7796
 21.56

2 1  8684
 13.68 15.59

 18.94

-5- -6- 記録 備考-4-

 15.57    x  14.05 13.30

-3- -5- -6- 記録 備考

中学女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝

順位 氏  名 所属名 -1- -2-試技 Bib. -4-

女子

円盤投(1.000kg)

決勝

順位 試技 Bib.

1 1  8699
 14.15 14.23

氏  名 所属名 -1- -2-

 15.57  15.57

-3-
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