
 

平成 26 年度第 1回チャレンジ記録会茅野 

公式記録集 

 

 

期  日： 平成２６年 ４月１２日（土） 

会  場： 茅野市運動公園陸上競技場（203100） 

主催・主管： 茅野市陸上競技協会 

審 判 長： 植松 勉 

記録主任： 葛城 光一 

 

■ この大会で樹立された記録 

 

なし 

 

■グラウンドコンディション 

 

 

 

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速
 9:20 晴れ   5.8℃  39.0 % 北北東   1.0m
10:00 晴れ   7.6℃  29.0 % 西北西   1.0m
11:00 晴れ   9.8℃  27.0 % 西北西   1.0m
12:00 晴れ  12.6℃  30.0 % 西北西   1.0m
13:00 晴れ  12.2℃  23.0 % 西北西   1.0m
14:00 晴れ  13.2℃  26.0 % 西   1.0m



平成26年度第1回チャレンジ記録会茅野(14200720)                                   
主催：茅野市陸上競技協会                                                        
共催：特定非営利活動法人茅野市体育協会                                          
後援：茅野市、茅野市教育委員会                                                  

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】203100  茅野市陸上競技場

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
04/12 男子(1st)   畑山 亮太(3) 4.10 工藤 大樹(3) 4.00 内山 朋也(1) 3.90 青山  広夢(2) 3.00

棒高跳 高校生･長野工業 高校生･長野工業 高校生･長野吉田 高校生･田川高
04/12 中学男子(1st) 鎌倉 慎太郎(2) 2.50 小池 嶺(2) 2.30

棒高跳 中学生･原中 中学生･原中
04/12 中学男子(2st) 小池 嶺(2) 2.40 伊東 馨(2) 2.30

棒高跳 中学生･原中 中学生･原中



決勝 4月12日  9:20

畑山 亮太(3) 高校生
ﾊﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 長野工業
工藤 大樹(3) 高校生
ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 長野工業
内山 朋也(1) 高校生
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 長野吉田
青山  広夢(2) 高校生
ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾑ 田川高

決勝 4月12日 12:30

青山  広夢(2) 高校生 記録無し
ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾑ 田川高
工藤 大樹(3) 高校生 記録無し
ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 長野工業
内山 朋也(1) 高校生 記録無し
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 長野吉田
畑山 亮太(3) 高校生 記録無し
ﾊﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 長野工業

男子(2st)     

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録4m00 4m10 備考3m10 3m90 4m20
1  2935

XXX

2  1151
- - - XXX

3     4
- - XXX

4  1156
- - - - XXX

男子(1st)     

棒高跳              棒高跳              

決勝決勝決勝

順位順位順位 試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 記録記録記録3m003m00 3m103m10 備考備考備考2m802m802m80 2m902m902m90 3m00 3m10 3m703m703m70 3m803m803m80 3m903m903m90 4m004m004m00 4m104m104m10 4m204m204m20
11 44  1156 1156

-- -- -- -- XOXO OO XXOXXO OO OO XXXXXX  4.10 4.10

22 22  1151 1151
-- -- -- -- OO XOXO -- OO XXXXXX  4.00 4.00

33 33     4    4
-- -- -- -- OO OO OO XXXXXX  3.90 3.90

44 11  2935 2935
OO OO XOXO XXXXXX  3.00 3.00



決勝 4月12日  9:20

鎌倉 慎太郎(2) 中学生
ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 原中
小池 嶺(2) 中学生
ｺｲｹ ﾘｮｳ 原中
伊東 馨(2) 中学生 記録無し
ｲﾄｳ ｶｵﾙ 原中

決勝 4月12日 12:30

小池 嶺(2) 中学生
ｺｲｹ ﾘｮｳ 原中
伊東 馨(2) 中学生
ｲﾄｳ ｶｵﾙ 原中
鎌倉 慎太郎(2) 中学生 記録無し
ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 原中

中学男子(2st) 

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録2m20 2m30 備考2m00 2m10 2m40 2m50 2m60
1 2  7893

- - - - XO XXX  2.40

2 1  7890
O O O XO XXX  2.30

3  7891
- - - - - - XXX

 2.30

1  7890
- XXX

O O XXX
2 2  7893

- - XO

O XXO XXX  2.50
1 3  7891

- - O O O

記録2m10 2m20 備考1m90 2m00 2m30 2m40 2m50 2m60

中学男子(1st) 

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
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