
《大会コード　　　０８２００５４８》

期　日　：　平成21年９月6日(日）

会　場　：　岡谷市営陸上競技場（岡谷東部中学校庭）
《競技場コード　　　２０４０２０》

風力測定主任：百瀬二千六

時刻 天候 気温　℃ 湿度％ 風向 風速

9時00分 晴れ 21.5℃ 73% 南西 1.7

10時00分 晴れ 23.0℃ 67% 南東 0.5

11時00分 晴れ 24.5℃ 54% 北北東 0.5

12時00分 晴れ 26.2℃ 53% 北北西 1.0

13時00分 晴れ 27.0℃ 46% 西 2.0

14時00分 晴れ 27.0℃ 50% 西 3.0

記録主任：森　安夫

予・決 記録 所属 従来の記録

決勝 1.11.08 岡谷西部 1.13.88

決勝 11.50 岡谷南部 11.70

決勝 4.45.51 岡谷東部 4.47.93

山田 大稀(2)

小松 拓磨(2)

第63回岡谷市民陸上競技大会

第63回岡谷市民陸上競技大会

種　　目 氏　　名

中学男子4×100mR 決勝 50.36 岡谷東部 51.27

井上 和己(2)

中学女子共通400ｍ

中学男子3年100ｍ

三村 和久(1)

中学男子共通1500ｍ

平成２1年度
第63岡谷市民陸上競技大会

川島 創士(2)

伊藤　美穂

濱　　裕哉

グ ラ ン ド コ ン デ シ ョ ン 記 録

大 会 新 記 録 一 覧 表



                                           第63岡谷市民陸上競技選手権

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】岡谷市陸上競技場（岡谷東部中学校）   

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
09/05 小学女子4年  +1.7吉岡 綾子(4) 16.31 羽生田 あかり(4 16.67 平山 栞(4) 16.73 坂本 唯(4) 16.89 小林 美咲(4) 17.16 濵 恵理(4) 17.22 谷口 果歩(4) 17.38

100m 長地小 岡谷小 上の原小 長地小 川岸小 田中小 神明小
09/05 宮坂 万理(4) 3,00.34 高橋 結子(4) 3,10.48 白鳥 茉美(4) 3,42.85

800m 長地小 長地小 上の原小
09/05 長地小(A)     1,09.13 岡谷小(Ａ)     1,10.17 上の原小     1,12.30

4×100mR

09/05 小学女子5年  +0.4山田 彩加(5) 15.31 矢島 萌(5) 16.02 遠藤 千春(5) 16.30 滝澤 奈苗(5) 16.40 矢崎 佑奈(5) 16.71 池田 楓(5) 17.01 小口 ゆうり(5) 17.05
100m 長地小 岡谷小 長地小 岡谷小 岡谷小 田中小 小井川小

09/05 征矢 遙(5) 3,46.84 今井 萌(5) 3,51.96 野村朱里(5) 4,02.57 奥平 千咲稀(5) 4,10.31 八幡 真由(5) 4,10.44 遠藤 瑠衣(5) 4,21.15 両角 由布紀(5) 5,04.86
1000m 小井川小 小井川小 長地小 上の原小 川岸小 川岸小 川岸小

09/05 長地小(A)     1,03.64 岡谷小(Ａ)     1,04.96 長地小(B)     1,06.52 小井川小     1,08.29 岡谷小(Ｂ)     1,09.22 岡谷小(Ｃ)     1,11.28
4×100mR 山田 花菜(5) 滝澤 奈苗(5) 今井 萌(5) 千葉 恵玲菜(5) 濵 希咲(4)

山田 鈴華(5) 矢崎 佑奈(5) 小口 ゆうり(5) 柄澤 あづさ(5) 小松 優花(4)
ﾙｲｽ愛美莉(5) 高松 位誓(5) 花岡 友里奈(5) 中根 詩乃(5) 島津 彩貴(4)
山田 彩加(5) 矢島 萌(5) 武井 歩美(5) 園田 葵(5) 藤森 咲(5)

09/05 小学女子6年  +0.8梅垣 琴音(6) 14.56 吉岡 夏子(6) 15.15 巻渕 奈央(6) 15.26 堀内 香那(6) 15.75 赤羽 菜奈(6) 15.75 丹羽 瑞穂(6) 16.08 林 美咲(6) 16.40
100m 田中小 長地小 岡谷小 小井川小 長地小 川岸小 岡谷小

09/05 小林 由奈(6) 3,44.35 中村 日菜子(6) 3,47.25 米山 小百合(6) 4,08.91 横内 日菜子(6) 4,34.85
1000m 田中小 長地小 上の原小 川岸小

09/05 長地小(B)     1,02.12 小井川小     1,02.30 川岸小     1,03.94 岡谷小(Ａ)     1,04.06
4×100mR 中村 日菜子(6) 上島 稀弥佳(6) 宮澤 佳苗(6)

原 しおり(6) 堀内 香那(6) 八幡 真由(5)
赤羽 奈菜(6) 田邑 美月(6) 久保田 早也香(6)
吉岡 夏子(6) 小林 にじほ(6) 藤森 ほの香(6)

09/05 中学女子1年  +1.3小松 恵美(1) 14.17 中村 友紀(1) 14.21 小澤 唯(1) 14.70 武井 志穂(1) 14.95 小口 綾音(1) 15.69
100m 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷東部中 岡谷北部中

09/05 宮沢 映里奈(1) 31.51 下村 都子(1) 31.82
200m 岡谷西部 岡谷北部中

09/05 中学女子2年  +1.3宮澤 智優(2) 13.81 笠原 麻衣(2) 14.36 穂刈 南緒(2) 14.64 野平 美咲(2) 15.05 関 七菜実(2) 15.29
100m 岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷北部中 岡谷東部中 岡谷西部

09/05  +2.0宮澤 智優(2) 28.86 小林 愛奈(2) 30.63 笠原 麻衣(2) 30.88 穂刈 南緒(2) 31.16 郡司 多英子(2) 32.43
200m 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷北部中 岡谷西部

09/05 中学女子共通 伊藤 美穂(2) 1,11.08 郡司 多英子(2) 1,14.32
400m 岡谷西部 岡谷西部

09/05 伊藤 美穂(2) 5,39.78 宮澤 あずさ(1) 6,05.23
1500m 岡谷西部 岡谷西部

09/05 岡谷東部中（Ａ）      55.16 岡谷北部中（Ａ）      57.45 岡谷東部中(B)      58.85 岡谷西部中       59.93
4×100mR 中村 友紀(1) 穂刈 南緒(2) 武井 志穂(1) 宮沢 映里奈(1)

小松 恵美(1) 笠原 麻衣(2) 野平 美咲(2) 郡司 多英子(2)
武井 萌美(1) 下村 都子(1) 小林 愛奈(2) 宮澤 あずさ(1)
宮澤 智優(2) 小澤 唯(1) 武井彩夏(1) 伊藤 美穂(2)

09/05 小学女子３年 夏川　優衣(3) 3,03.58
800m 小井川小

09/06 小学女子4年 宮本 杏樹(4) 3.12(-0.1) 河口 菜桜(4) 2.98(-0.1) 井口 咲(4) 2.98(-0.1) 小口 百音(4) 2.82(-0.1) 小口 佳奈(4) 2.80(-0.1) 矢島 優香(4) 2.71(-0.1) 今井 水貴(4) 2.56(-0.1)
走幅跳 長地小 小井川小 岡谷小 小井川小 上の原小 岡谷小 上の原小

09/06 小学女子5年 小口 朋花(5) 3.48(-0.1) 小松 晴菜(5) 3.30(-0.1) 中根 詩乃(5) 3.13(-0.1) 花岡 友里奈(5)2.96(-0.1) 高松 位誓(5) 2.92(-0.1) 吉田 奈那子(5)2.37(-0.1)
走幅跳 長地小 長地小 岡谷小 小井川小 岡谷小 小井川小

09/06 小学女子6年 小林 にじほ(6)3.94(-0.1) 田邑 美月(6) 3.44(-0.1) 上島 稀弥佳(6)3.05(-0.1) 岩月 阿莉紫(6)2.97(-0.1) 鎌倉 優那(6) 2.08(-0.1)
走幅跳 小井川小 小井川小 小井川小 田中小 長地小

09/06 中学女子共通 関 七菜実(2) 1.30 武井 萌美(1) 1.25 北原 舞雪(2) 1.20 宮澤 あずさ(1) 1.15 武井彩夏(1) 1.10
走高跳 岡谷西部 岡谷東部中 岡谷西部 岡谷西部 岡谷東部中

09/06 小林 愛奈(2) 4.26(+0.2) 古川 礼菜(2) 4.02(+0.1) 武井 萌美(1) 3.95(+0.1) 小澤 唯(1) 3.92(+0.1) 小口 綾音(1) 3.56(+0.1)
走幅跳 岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷北部中



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 岡谷市陸協 [-1] 競技会名 第63岡谷市民陸上競技選手権                                                      ｺｰﾄﾞ  [       ]

競技場名 岡谷市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [116677]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
小学女子4年   09/06 +1.7  1 吉岡 綾子(4)    16.31  2 羽生田 あかり(4)    16.67  3 平山 栞(4)    16.73  4 坂本 唯(4)    16.89

長地小 岡谷小 上の原小 長地小
 5 小林 美咲(4)    17.16  6 濵 恵理(4)    17.22  7 谷口 果歩(4)    17.38

川岸小 田中小 神明小
小学女子4年   09/06  1 宮坂 万理(4)  3,00.34  2 高橋 結子(4)  3,10.48  3 白鳥 茉美(4)  3,42.85

長地小 長地小 上の原小
小学女子5年   09/06 +0.4  1 山田 彩加(5)    15.31  2 矢島 萌(5)    16.02  3 遠藤 千春(5)    16.30  4 滝澤 奈苗(5)    16.40

長地小 岡谷小 長地小 岡谷小
 5 矢崎 佑奈(5)    16.71  6 池田 楓(5)    17.01  7 小口 ゆうり(5)    17.05

岡谷小 田中小 小井川小
小学女子5年   09/06  1 征矢 遙(5)  3,46.84  2 今井 萌(5)  3,51.96  3 野村朱里(5)  4,02.57  4 奥平 千咲稀(5)  4,10.31

小井川小 小井川小 長地小 上の原小
 5 八幡 真由(5)  4,10.44  6 遠藤 瑠衣(5)  4,21.15  7 両角 由布紀(5)  5,04.86 大輪 朋香(5) 欠場    

川岸小 川岸小 川岸小 川岸小
小学女子6年   09/06 +0.8  1 梅垣 琴音(6)    14.56  2 吉岡 夏子(6)    15.15  3 巻渕 奈央(6)    15.26  4 堀内 香那(6)    15.75

田中小 長地小 岡谷小 小井川小
 5 赤羽 菜奈(6)    15.75  6 丹羽 瑞穂(6)    16.08  7 林 美咲(6)    16.40

長地小 川岸小 岡谷小
小学女子6年   09/06  1 小林 由奈(6)  3,44.35  2 中村 日菜子(6)  3,47.25  3 米山 小百合(6)  4,08.91  4 横内 日菜子(6)  4,34.85

田中小 長地小 上の原小 川岸小
中学女子1年   09/06 +1.3  1 小松 恵美(1)    14.17  2 中村 友紀(1)    14.21  3 小澤 唯(1)    14.70  4 武井 志穂(1)    14.95

岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷東部中
 5 小口 綾音(1)    15.69 宮沢 映里奈(1) 欠場    前澤 佑季(1) 欠場    

岡谷北部中 岡谷西部 岡谷東部中
中学女子1年   09/06  1 宮沢 映里奈(1)    31.51  2 下村 都子(1)    31.82

岡谷西部 岡谷北部中
中学女子2年   09/06 +1.3  1 宮澤 智優(2)    13.81  2 笠原 麻衣(2)    14.36  3 穂刈 南緒(2)    14.64  4 野平 美咲(2)    15.05

岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷北部中 岡谷東部中
 5 関 七菜実(2)    15.29 武藤 美樹(2) 欠場    岩波  和(2) 欠場    

岡谷西部 岡谷東部中 岡谷東部中
中学女子2年   09/06 +2.0  1 宮澤 智優(2)    28.86  2 小林 愛奈(2)    30.63  3 笠原 麻衣(2)    30.88  4 穂刈 南緒(2)    31.16

岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷北部中
 5 郡司 多英子(2)    32.43 伊東 泉朋(2) 欠場    武藤 美樹(2) 欠場    

岡谷西部 岡谷西部 岡谷東部中
中学女子共通  09/06  1 伊藤 美穂(2)  1,11.08  2 郡司 多英子(2)  1,14.32

岡谷西部 岡谷西部
中学女子共通  09/06  1 伊藤 美穂(2)  5,39.78  2 宮澤 あずさ(1)  6,05.23

岡谷西部 岡谷西部
小学女子３年OP 09/06  1 夏川　優衣(3)  3,03.58
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トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 岡谷市陸協 [-1] 競技会名 第63岡谷市民陸上競技選手権                                                      ｺｰﾄﾞ  [       ]

競技場名 岡谷市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [116677]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
小学女子4年   09/06  1組 -0.6  1 吉岡 綾子(4)    16.73  2 宮澤 杏実(4)    17.93  3 中島 茉帆(4)    18.08  4 濵 希咲(4)    18.10

長地小 川岸小 田中小 岡谷小
 5 島津 彩貴(4)    18.71  6 山口　春奈(4)    19.39

岡谷小 長地小
 2組 -0.2  1 羽生田 あかり(4)    17.00  2 平山 栞(4)    17.11  3 坂本 唯(4)    17.52  4 山田 千夏(4)    18.24

岡谷小 上の原小 長地小 川岸小
 5 千葉 愛海華(4)    18.57

岡谷小
 3組 +0.7  1 濵 恵理(4)    17.26  2 谷口 果歩(4)    17.44  3 小林 美咲(4)    17.55  4 宮坂 桃夏(4)    18.08

田中小 神明小 川岸小 小井川小
 5 小松 優花(4)    18.56

岡谷小
小学女子5年   09/06  1組 +0.6  1 矢崎 佑奈(5)    16.60  2 小口 ゆうり(5)    16.79  3 池田 楓(5)    17.02  4 千葉 恵玲菜(5)    17.58

岡谷小 小井川小 田中小 岡谷小
 5 北野 奈菜恵(5)    17.70 山田 花菜(5) 欠場    

長地小 長地小
 2組 -1.6  1 矢島 萌(5)    16.09  2 遠藤 千春(5)    16.35  3 園田 葵(5)    17.09  4 保科 玲美(5)    17.23

岡谷小 長地小 岡谷小 神明小
 5 ﾙｲｽ愛美莉(5)    17.24  6 藤森 咲(5)    18.08

長地小 岡谷小
 3組 -1.1  1 山田 彩加(5)    15.41  2 滝澤 奈苗(5)    16.76  3 武井 歩美(5)    18.18  4 柄澤 あづさ(5)    18.55

長地小 岡谷小 小井川小 岡谷小
山田 鈴華(5) 欠場    

長地小
小学女子6年   09/06  1組 +1.5  1 吉岡 夏子(6)    15.13  2 堀内 香那(6)    15.73  3 丹羽 瑞穂(6)    15.99  4 林 美咲(6)    16.10

長地小 小井川小 川岸小 岡谷小
 5 宮澤 佳苗(6)    16.50  6 原 しおり(6)    16.89  7 井出 香菜子(6)    16.90

川岸小 長地小 川岸小
 2組 -1.0  1 梅垣 琴音(6)    15.13  2 巻渕 奈央(6)    15.71  3 赤羽 菜奈(6)    16.15  4 藤森 ほの香(6)    16.57

田中小 岡谷小 長地小 川岸小
 5 久保田 早也香(6)    16.60  6 島津 真結華(6)    16.94 武井 瑞季(6) 欠場    

川岸小 岡谷小 小井川小
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フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 岡谷市陸協 [-1] 競技会名 第63岡谷市民陸上競技選手権 ｺｰﾄﾞ  []

競技場名 岡谷市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [116677]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
小学女子4年 09/06  1 宮本 杏樹(4)    3.12  2 河口 菜桜(4)    2.98  3 井口 咲(4)    2.98  4 小口 百音(4)    2.82

長地小    -0.1 小井川小    -0.1 岡谷小    -0.1 小井川小    -0.1
 5 小口 佳奈(4)    2.80  6 矢島 優香(4)    2.71  7 今井 水貴(4)    2.56

上の原小    -0.1 岡谷小    -0.1 上の原小    -0.1
小学女子5年 09/06  1 小口 朋花(5)    3.48  2 小松 晴菜(5)    3.30  3 中根 詩乃(5)    3.13  4 花岡 友里奈(5)    2.96

長地小    -0.1 長地小    -0.1 岡谷小    -0.1 小井川小    -0.1
 5 高松 位誓(5)    2.92  6 吉田 奈那子(5)    2.37

岡谷小    -0.1 小井川小    -0.1
小学女子6年 09/06  1 小林 にじほ(6)    3.94  2 田邑 美月(6)    3.44  3 上島 稀弥佳(6)    3.05  4 岩月 阿莉紫(6)    2.97

小井川小    -0.1 小井川小    -0.1 小井川小    -0.1 田中小    -0.1
 5 鎌倉 優那(6)    2.08

長地小    -0.1
中学女子共通 09/06  1 関 七菜実(2)    1.30  2 武井 萌美(1)    1.25  3 北原 舞雪(2)    1.20  4 宮澤 あずさ(1)    1.15

岡谷西部 岡谷東部中 岡谷西部 岡谷西部
 5 武井彩夏(1)    1.10 伊東 泉朋(2) 欠場

岡谷東部中 岡谷西部
中学女子共通 09/06  1 小林 愛奈(2)    4.26  2 古川 礼菜(2)    4.02  3 武井 萌美(1)    3.95  4 小澤 唯(1)    3.92

岡谷東部中    +0.2 岡谷北部中    +0.1 岡谷東部中    +0.1 岡谷北部中    +0.1
 5 小口 綾音(1)    3.56 林 瑞希(1) 欠場 後藤 ちほり(2) 欠場

岡谷北部中    +0.1 岡谷西部 岡谷東部中
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