
第 60 回茅野市総合体育大会陸上競技会 

公 式 記 録 

（競技会コード：15200549） 

 

主催：茅野市、茅野市教育委員会、特定非営利活動法人茅野市体育協会 

共催：茅野市陸上競技協会 

主管：茅野市陸上競技協会 

期日：平成２７年７月２６日（日） 

場所：茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：203100） 

審判長：清水 元雄  記録主任：葛城 光一 

 

■この大会で樹立された記録 

項目 種   目 ﾗｳﾝﾄﾞ 氏名(学年) 所 属 記 録 従来の記録

大会新 中学女子 100mH 決勝 鈴木 菜々花(3) 永明中 16 秒 74 16 秒 77 

大会新 中学男子 110mH 決勝 小池 隆也(3) 茅野北部中 16 秒 07 16 秒 44 

大会新 小学女子 80mH 決勝 竹内 里桜(6) 永明小 14 秒 31 15 秒 23 

大会新 小学 3年女子 100m 決勝 太田 結衣(3) 永明小 16 秒 42 16 秒 73 

大会新 小学 6年女子 100m 決勝 五味 愛夏(6) 永明小 14 秒 26 14 秒 36 

大会新 中学男子 400m 決勝 宮坂 空(3) 茅野北部中 54 秒 25 55 秒 91 

大会新 中学男子 4x100mR 決勝 

小松翔(3) 

阿部勇希(2) 

原田恒太朗(2) 

宮坂 空(3) 

茅野北部

(A) 
46 秒 59 47 秒 78 

 

■グランドコンディション 

時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速 

9:00 晴れ 30.0 53.0 西北西 0.6 

10:00 晴れ 30.5 50.0 西 0.4 

11:00 晴れ 30.5 47.0 西北西 0.4 

12:00 晴れ 32.0 49.0 西北西 1.6 

13:00 晴れ 32.0 49.0 北 0.4 

14:00 晴れ 33.0 50.0 北 0.2 
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決勝記録一覧表
(GR:大会新,GT:大会タイ) 女子 【競技場】203100茅野市総合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
07/26 29歳以下女子 佐藤梓 1.35

走高跳 長峰中教員
07/26 30歳以上女子 -0.7 篠原夏季 13.08

100m 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
07/26 -1 篠原夏季 27.59

200m 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
07/26 中学女子 -0.7 天野悠美(3) 13.29 小林あゆみ(2) 13.83 伊藤絵夢(3) 14.52 西澤亜優(3) 14.53 田中里奈(3) 14.67 小沢恵菜(2) 14.68 平出瑠奈(1) 14.71 原田陽菜(2) 14.76

100m 茅野北部 長峰中 長峰中 長峰中 茅野東部 茅野東部 茅野東部 長峰中
07/26 天野悠美(3) 27.92 小林あゆみ(2) 29.08 鈴木菜々花(3) 29.38 山田茉優(1) 30.38 田中里奈(3) 30.62 伊藤実(3) 30.77 林愛花(1) 30.88 原田陽菜(2) 31.47

200m 茅野北部 長峰中 永明中 永明中 茅野東部 茅野東部 茅野東部 長峰中
07/26 小泉梢(2) 2,44.74 田島彩貴(1) 2,47.72 橋爪麻衣(3) 2,48.11 真道美羽(1) 2,49.33 橋本果菜(3) 2,51.02 原田芽依(2) 3,06.37

800m 茅野東部 茅野東部 茅野東部 茅野東部 茅野北部 長峰中
07/26 田中実菜子(2) 5,25.20 田島彩貴(1) 5,34.85 川端彩未(2) 5,44.05 真道美羽(1) 5,59.77 伊藤彩(3) 6,17.85

1500m 永明中 茅野東部 茅野北部 茅野東部 茅野東部
07/26 2 鈴木菜々花(3) 16.74 伊藤絵夢(3) 17.83 佐伯明莉(1) 18.66 濵杏華(2) 20.64

100mH(0.762m) 永明中 GR 長峰中 永明中 長峰中
07/26 濵奏美(3) 1.40 五味美羽(2) 1.30 田村明日香(1) 1.30 長田美羽(1) 1.30 伊藤絵夢(3) 1.25 林愛花(1) 1.25 帯川海緒(2) 1.15 藤森彩夏(2) 1.10

走高跳 長峰中 永明中 茅野東部 茅野東部 長峰中 茅野東部 長峰中 長峰中
07/26 濵奏美(3) 4.55(0.0) 伊藤絵夢(3) 4.52(+0.7) 山田愛莉(1) 4.26(-0.1) 小沢恵菜(2) 4.09(+0.9) 原田芽依(2) 3.59(+0.7) 長田美羽(1) 3.54(+1.6) 中野天音(1) 3.05(+1.6)

走幅跳 長峰中 長峰中 茅野東部 茅野東部 長峰中 茅野東部 長峰中
07/26 鈴木菜々花(3) 8.65 篠原未玖(3) 8.14 中塚千夏(2) 8.10 伊藤絵夢(3) 7.33 藤森美帆(2) 6.68 並木絢音(1) 4.51

砲丸投 永明中 茅野北部 茅野東部 長峰中 永明中 長峰中
07/26 長峰中(A) 54.74 茅野北部(A) 56.77 茅野東部(A) 57.17 茅野東部(B) 57.65 永明中 57.86 長峰中(C) 59.8 長峰中(D) 1,01.72 長峰中(B) 1,02.44

4x100m 伊藤絵夢(3) 川端彩未(2) 小泉梢(2) 田村明日香(1) 五味美羽(2) 小平千佳(3) 並木絢音(1) 帯川海緒(2)
小林あゆみ(2) 橋本果菜(3) 田中里奈(3) 林愛花(1) 飯島菜津美(1) 原田陽菜(2) 山田美和(1) 原田芽依(2)
西澤亜優(3) 山名桃歌(3) 小沢恵菜(2) 山田愛莉(1) 山田茉優(1) 原田陽菜(2) 秋山陽菜乃(1) 濵杏華(2)
濵奏美(3) 天野悠美(3) 伊藤実(3) 平出瑠奈(1) 藤森美帆(2) 伊藤朱里(1) 竹村日向(1) 藤森彩夏(2)

07/26 小学共通女子 小山真白(6) 3,55.33 竹内里桜(6) 3,58.88 山本香菜美(4) 4,11.47 丸山はる(6) 4,19.55 田島若奈(4) 4,22.89 平林美優(3) 4,37.03 雨宮月咲 4,42.48 中村杏(4) 4,51.83
1000m 玉川小 永明小 玉川小 湖東小 玉川小 金沢小 宮川小 玉川小

07/26 竹内里桜(6) 14.31 原如美(6) 17.75 川原楽(6) 18.58 朝倉優乃(5) 19.25 丸山はる(6) 21.82
80mH(0.700m) 永明小 GR 湖東小 湖東小 北山小 湖東小

07/26 牛山珠莉(6) 36.69 矢﨑七海(6) 29.69 中村杏(4) 25.46 篠原理菜(6) 21.87 原田彩音(4) 10.66
ｳﾞｫｰﾃｯｸｽﾎﾞｰﾙ投 玉川小 北山小 玉川小 北山小 玉川小

07/26 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 57.22 玉川小(A) 1,02.37 玉川小(B) 1,06.87 北山小(A) 1,08.01 北山小(C) 1,09.62 永明小 1,09.68 宮川小 1,13.06 湖東小 1,14.95
4x100m 山口夢羽(6) 野村夏月(5) 山本香菜美(4) 朝倉優乃(5) 林ひよな(4) 山田聖来(3) 加納萌瑛菜 五味奏慧(4)

小林万莉(6) 小林蓮菜(5) 丸茂花愛(4) 矢島杏美(6) 舟久保七海(4) 大久保瑠依(3) 久保田乃愛 門前りな(4)
小林千紘(6) 牛山珠莉(6) 田村優衣(4) 篠原理菜(6) 天野小雪(4) 河西帆乃佳(3) 鶴田玲菜 小俣在(4)
五味愛夏(6) 花岡真咲(6) 小倉和香葉(3) 生駒遥(6) 伊東花梨(4) 太田結衣(3) 大和由奈(3) 宮坂雛(4)

07/26 小学3年女子 太田結衣(3) 16.42 山下心花(3) 17.22 山田聖来(3) 17.58 小倉和香葉(3) 17.76 大久保瑠依(3) 18.06 平林美優(3) 18.30 大和由奈(3) 18.32 河西帆乃佳(3) 18.57
100m 永明小 GR 湖東小 永明小 玉川小 永明小 金沢小 宮川小 永明小

07/26 小倉和香葉(3)2.95(-0.5) 小林媛香(3) 2.24(+2.0) 金川倖都(3) 2.05(+1.2)
走幅跳 玉川小 GT 玉川小 玉川小

07/26 小学4年女子 山本香菜美(4) 15.86 舟久保七海(4) 16.46 丸茂花愛(4) 16.47 田村優衣(4) 16.86 寺島穂乃果(4) 17.11 三浦璃子(4) 17.27 林ひよな(4) 17.41 藤森帆乃香(4) 17.58
100m 玉川小 北山小 玉川小 玉川小 永明小 玉川小 北山小 金沢小

07/26 丸茂花愛(4) 3.17(+2.2) 舟久保七海(4)3.06(+0.8) 小池明日美(4)2.81(+1.5) 田村優衣(4) 2.71(+1.6) 久保川音花(4)2.57(+1.9) 原田彩音(4) 2.45(+0.7) 林ひよな(4) 2.37(+1.3) 三浦璃子(4) 2.32(+1.2)
走幅跳 玉川小 北山小 宮川小 玉川小 玉川小 玉川小 北山小 玉川小

07/26 小学5年女子 宮澤ありさ(5) 15.22 岩下夢菜(5) 15.30 野村夏月(5) 15.54 清水彩音(5) 15.81 小平和香菜(5) 15.92 小林蓮菜(5) 16.31 黒澤美月(5) 16.32 由澤咲(5) 17.10
100m 永明小 米沢小 玉川小 永明小 永明小 玉川小 金沢小 北山小

07/26 宮澤ありさ(5)3.50(+1.2) 岩下夢菜(5) 3.35(+2.0) 小林蓮菜(5) 3.15(0.0) 野村夏月(5) 2.79(+0.7)
走幅跳 永明小 米沢小 玉川小 玉川小

07/26 小学6年女子 0.6 五味愛夏(6) 14.26 竹内里桜(6) 14.49 小林千紘(6) 14.53 小林万莉(6) 14.60 花岡真咲(6) 15.31 生駒遥(6) 15.77 伊藤有沙(6) 16.70 矢島杏美(6) 17.41
100m 永明小 GR 永明小 宮川小 宮川小 玉川小 北山小 宮川小 北山小
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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
07/26 牛山珠莉(6) 3.73(0.0) 竹内里桜(6) 3.27(+0.6) 森田姫奈(6) 3.16(+0.4)

走幅跳 玉川小 永明小 宮川小
07/26 小学女子ｵｰﾌﾟ 0.1 林柊里(1) 12.59

60m 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
07/26 1.1 伊藤煌凜(4) 17.45 岡田葉音(4) 18.10

100m 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
07/26 有賀すづな(6) 3,23.50 通崎夏帆(6) 3,47.37 齊藤百音(3) 4,02.50

1000m 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
07/26 小学1年女子 -0.4 山田怜来(1) 11.01 櫻井音寧(1) 12.04 山下恋花(1) 12.05 久保川咲音(1) 12.12 伊藤ゆら(1) 12.21 大久保碧依(1) 12.33 松本姫季(1) 12.87 下島怜美(1) 13.11

60m 永明小 永明小 湖東小 玉川小 湖東小 永明小 玉川小 永明小
07/26 小学2年女子 矢島柚那(2) 10.39 竹田紅愛(2) 10.56 五味由季奈(2) 10.97 矢島玲乃(2) 11.42 宮下瑠衣(2) 11.58 井上きなり(2) 11.68 宮坂ｱﾝﾏｰｶﾞﾚｯﾄ(2 11.72 福田爽有(2) 11.81

60m 金沢小 永明小 永明小 玉川小 湖東小 湖東小 豊平小 湖東小



決勝 7月26日 11:55

風速 -0.4

 1 山田 怜来(1) 小学生     11.01 
ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ 永明小

 2 櫻井 音寧(1) 小学生     12.04 
ｻｸﾗｲ ﾈﾈ 永明小

 3 山下 恋花(1) 小学生     12.05 
ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ 湖東小

 4 久保川 咲音(1) 小学生     12.12 
ｸﾎﾞｶﾜ ｻｸﾈ 玉川小

 5 伊藤 ゆら(1) 小学生     12.21 
ｲﾄｳ ﾕﾗ 湖東小

 6 大久保 碧依(1) 小学生     12.33 
ｵｵｸﾎﾞ ｱｵｲ 永明小

 7 松本 姫季(1) 小学生     12.87 
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾏﾘ 玉川小

 8 下島 怜美(1) 小学生     13.11 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾚﾐ 永明小

 9 藤森 香恋(1) 小学生     13.11 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾚﾝ 永明小

決勝 7月26日 12:15

[ 1組] 風速 +1.6 [ 2組] 風速 +0.1

 1 矢島 玲乃(2) 小学生     11.42  1 矢島柚那(2) 小学生     10.39 
ﾔｼﾞﾏ ﾚﾉ 玉川小 ﾔｼﾞﾏﾕﾅ 金沢小

 2 井上 きなり(2) 小学生     11.68  2 竹田 紅愛(2) 小学生     10.56 
ｲﾉｳｴ ｷﾅﾘ 湖東小 ﾀｹﾀﾞ ｸﾚｱ 永明小

 3 宮坂ｱﾝﾏｰｶﾞﾚｯﾄ(2)小学生     11.72  3 五味 由季奈(2) 小学生     10.97 
ﾐﾔｻｶｱﾝﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 豊平小 ｺﾞﾐ ﾕｷﾅ 永明小

 4 福田 爽有(2) 小学生     11.81  4 宮下 瑠衣(2) 小学生     11.58 
ﾌｸﾀﾞ ｿｳｱ 湖東小 ﾐﾔｼﾀ ﾙｲ 湖東小

 5 牛山 結菜(2) 小学生     11.82  5 菊原 雅(2) 小学生     11.82 
ｳｼﾔﾏ ﾕｲﾅ 豊平小 ｷｸﾊﾗ ﾐﾔﾋﾞ 湖東小

 6 菊原 葵(2) 小学生     12.01  6 齋藤 花帆(2) 小学生     12.70 
ｷｸﾊﾗ ｱｵｲ 湖東小 ｻｲﾄｳ ｶﾎ 永明小

 7 野澤 優月(2) 小学生     12.04 
ﾉｻﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ 湖東小

   1 矢島柚那(2) 小学生 金沢小     10.39 (+0.1)   2   1
   2 竹田 紅愛(2) 小学生 永明小     10.56 (+0.1)   2   2
   3 五味 由季奈(2) 小学生 永明小     10.97 (+0.1)   2   3
   4 矢島 玲乃(2) 小学生 玉川小     11.42 (+1.6)   1   1
   5 宮下 瑠衣(2) 小学生 湖東小     11.58 (+0.1)   2   4
   6 井上 きなり(2) 小学生 湖東小     11.68 (+1.6)   1   2
   7 宮坂ｱﾝﾏｰｶﾞﾚｯﾄ(2) 小学生 豊平小     11.72 (+1.6)   1   3
   8 福田 爽有(2) 小学生 湖東小     11.81 (+1.6)   1   4
   9 牛山 結菜(2) 小学生 豊平小     11.82 (+1.6)   1   5
   9 菊原 雅(2) 小学生 湖東小     11.82 (+0.1)   2   5
  11 菊原 葵(2) 小学生 湖東小     12.01 (+1.6)   1   6
  12 野澤 優月(2) 小学生 湖東小     12.04 (+1.6)   1   7
  13 齋藤 花帆(2) 小学生 永明小     12.70 (+0.1)   2   6

決勝 7月26日 12:15

風速 +0.1

 1 林 柊里(1) 小学生     12.59 
ﾊﾔｼ ﾋﾏﾘ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

4   147

1     2

3    15

9    23

6   128

8   183

7    26

2   208

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5     9

  196
  186
  238
  225
  239

小学1年女子

60m
決勝

順 ﾚｰﾝ

組 順位
  180
   19
    7

   27

  193
  192
  230

  161

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

3   193

2    27

4     7

5   196

所属名 記録／備考
1   180

6    19

5   230

順 ﾚｰﾝ No.

6   239

1   192

2   238

7   225

記録／備考 氏  名
4   161

3   186

No. 氏  名

小学2年女子

60m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

所属名 記録／備考
7    60

小学女子ｵｰﾌﾟﾝ

60m
決勝

順 ﾚｰﾝ



決勝 7月26日 10:35

大会新(GR)          16.73

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速  0.0

 1 太田 結衣(3) 小学生     16.42  1 山下 心花(3) 小学生     17.22 
ｵｵﾀ ﾕｲ 永明小 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 湖東小

 2 山田 聖来(3) 小学生     17.58  2 小倉 和香葉(3) 小学生     17.76 
ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ 永明小 ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ 玉川小

 3 大久保 瑠依(3) 小学生     18.06  3 平林美優(3) 小学生     18.30 
ｵｵｸﾎﾞ ﾙｲ 永明小 ﾋﾗﾊﾞﾔｼﾐﾕｳ 金沢小

 4 河西 帆乃佳(3) 小学生     18.57  4 大和 由奈(3) 小学生     18.32 
ｶｻｲ ﾎﾉｶ 永明小 ｵｵﾜ ﾕﾅ 宮川小

 5 赤松 璃音(3) 小学生     19.29  5 今泉 琉衣(3) 小学生     18.84 
ｱｶﾏﾂ ﾘｵ 永明小 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾙｲ 宮川小

 6 小林 媛香(3) 小学生     19.49  6 金川 倖都(3) 小学生     19.13 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾒｶ 玉川小 ｶﾅｶﾞﾜ ｺﾄ 玉川小

   1 太田 結衣(3) 小学生 永明小     16.42 (+0.5) 大会新   1   1
   2 山下 心花(3) 小学生 湖東小     17.22 (0.0)   2   1
   3 山田 聖来(3) 小学生 永明小     17.58 (+0.5)   1   2
   4 小倉 和香葉(3) 小学生 玉川小     17.76 (0.0)   2   2
   5 大久保 瑠依(3) 小学生 永明小     18.06 (+0.5)   1   3
   6 平林美優(3) 小学生 金沢小     18.30 (0.0)   2   3
   7 大和 由奈(3) 小学生 宮川小     18.32 (0.0)   2   4
   8 河西 帆乃佳(3) 小学生 永明小     18.57 (+0.5)   1   4
   9 今泉 琉衣(3) 小学生 宮川小     18.84 (0.0)   2   5
  10 金川 倖都(3) 小学生 玉川小     19.13 (0.0)   2   6
  11 赤松 璃音(3) 小学生 永明小     19.29 (+0.5)   1   5
  12 小林 媛香(3) 小学生 玉川小     19.49 (+0.5)   1   6

小学3年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
3    14

大会新
6     8

2    16

1     3

4    13

5   145

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   207

  113

2   144

3   178

6   135

5   119

1

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
   14
  207

  113
  135
   13
  145

    8
  144
   16
  178
  119
    3



決勝 7月26日 10:55

大会新(GR)          15.30

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +0.4

 1 山本 香菜美(4) 小学生     15.86  1 丸茂 花愛(4) 小学生     16.47 
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ 玉川小 ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ 玉川小

 2 舟久保 七海(4) 小学生     16.46  2 林 ひよな(4) 小学生     17.41 
ﾌﾅｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ 北山小 ﾊﾔｼ ﾋﾖﾅ 北山小

 3 田村 優衣(4) 小学生     16.86  3 門前 りな(4) 小学生     17.70 
ﾀﾑﾗ ﾕｲ 玉川小 ﾓﾝｾﾞﾝ ﾘﾅ 湖東小

 4 寺島 穂乃果(4) 小学生     17.11  4 小池 明日美(4) 小学生     17.85 
ﾃﾗｼﾏ ﾎﾉｶ 永明小 ｺｲｹ ｱｽﾐ 宮川小

 5 三浦 璃子(4) 小学生     17.27  5 田島 若菜(4) 小学生     17.95 
ﾐｳﾗ ﾘｺ 玉川小 ﾀｼﾞﾏ ﾜｶﾅ 玉川小

 6 藤森帆乃香(4) 小学生     17.58  6 久保川 音花(4) 小学生     18.08 
ﾌｼﾞﾓﾘﾎﾉｶ 金沢小 ｸﾎﾞｶﾜ ｵﾄｶ 玉川小

 7 五味 奏慧(4) 小学生     18.88 
ｺﾞﾐ ｶﾅｴ 湖東小

   1 山本 香菜美(4) 小学生 玉川小     15.86 (+0.1)   1   1
   2 舟久保 七海(4) 小学生 北山小     16.46 (+0.1)   1   2
   3 丸茂 花愛(4) 小学生 玉川小     16.47 (+0.4)   2   1
   4 田村 優衣(4) 小学生 玉川小     16.86 (+0.1)   1   3
   5 寺島 穂乃果(4) 小学生 永明小     17.11 (+0.1)   1   4
   6 三浦 璃子(4) 小学生 玉川小     17.27 (+0.1)   1   5
   7 林 ひよな(4) 小学生 北山小     17.41 (+0.4)   2   2
   8 藤森帆乃香(4) 小学生 金沢小     17.58 (+0.1)   1   6
   9 門前 りな(4) 小学生 湖東小     17.70 (+0.4)   2   3
  10 小池 明日美(4) 小学生 宮川小     17.85 (+0.4)   2   4
  11 田島 若菜(4) 小学生 玉川小     17.95 (+0.4)   2   5
  12 久保川 音花(4) 小学生 玉川小     18.08 (+0.4)   2   6
  13 五味 奏慧(4) 小学生 湖東小     18.88 (+0.1)   1   7

小学4年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
3   141

4   244
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2

備考 組 順位
  141
  244
  125

  205

  115
  154
  127

  152
   10
  139
  264
  177
  227



決勝 7月26日 11:15

大会新(GR)          14.75

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +1.1

 1 小林 蓮菜(5) 小学生     16.31  1 宮澤 ありさ(5) 小学生     15.22 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｽﾅ 玉川小 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 永明小

 2 黒澤美月(5) 小学生     16.32  2 岩下 夢菜(5) 小学生     15.30 
ｸﾛｻﾜﾐﾂﾞｷ 金沢小 ｲﾜｼﾀ ﾕﾅ 米沢小

 3 由澤 咲(5) 小学生     17.10  3 野村 夏月(5) 小学生     15.54 
ﾖｼｻﾞﾜ ｻｷ 北山小 ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 玉川小

 4 宮澤 瑠里(5) 小学生     17.11  4 清水 彩音(5) 小学生     15.81 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙﾘ 湖東小 ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾄ 永明小

 5 小島彩奈(5) 小学生     17.35  5 小平 和香菜(5) 小学生     15.92 
ｺｼﾞﾏｱﾔﾅ 金沢小 ｺﾀﾞｲﾗ ﾜｶﾅ 永明小

   1 宮澤 ありさ(5) 小学生 永明小     15.22 (+1.1)   2   1
   2 岩下 夢菜(5) 小学生 米沢小     15.30 (+1.1)   2   2
   3 野村 夏月(5) 小学生 玉川小     15.54 (+1.1)   2   3
   4 清水 彩音(5) 小学生 永明小     15.81 (+1.1)   2   4
   5 小平 和香菜(5) 小学生 永明小     15.92 (+1.1)   2   5
   6 小林 蓮菜(5) 小学生 玉川小     16.31 (+0.9)   1   1
   7 黒澤美月(5) 小学生 金沢小     16.32 (+0.9)   1   2
   8 由澤 咲(5) 小学生 北山小     17.10 (+0.9)   1   3
   9 宮澤 瑠里(5) 小学生 湖東小     17.11 (+0.9)   1   4
  10 小島彩奈(5) 小学生 金沢小     17.35 (+0.9)   1   5

  157
   12
   11
  146

  167

  164
  261
  199

記録（風） 備考 組 順位
    5
  236

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名
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順 ﾚｰﾝ No.
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小学5年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



決勝 7月26日 11:35

大会新(GR)          14.39

風速 +0.6

 1 五味 愛夏(6) 小学生     14.26 
ｺﾞﾐ ﾏﾅｶ 永明小

 2 竹内 里桜(6) 小学生     14.49 
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 永明小

 3 小林 千紘(6) 小学生     14.53 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 宮川小

 4 小林 万莉(6) 小学生     14.60 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 宮川小

 5 花岡 真咲(6) 小学生     15.31 
ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ 玉川小

 6 生駒 遥(6) 小学生     15.77 
ｲｺﾏ ﾊﾙｶ 北山小

 7 伊藤 有沙(6) 小学生     16.70 
ｲﾄｳ ｱﾘｻ 宮川小

 8 矢島 杏美(6) 小学生     17.41 
ﾔｼﾞﾏ ｱﾐ 北山小

決勝 7月26日 11:15

風速 +1.1

 1 伊藤 煌凜(4) 小学生     17.45 
ｲﾄｳ ｷﾗﾘ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 岡田 葉音(4) 小学生     18.10 
ｵｶﾀﾞ ﾊﾉﾝ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
両角 みなみ(5) 小学生
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾐﾅﾐ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

小学6年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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小学女子ｵｰﾌﾟﾝ
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 7月26日 10:00
決勝 7月26日 12:25

大会新(GR)          13.00

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +0.3

 1 天野 悠美(3) 中学生     13.30 q  1 西澤 亜優(3) 中学生     14.51 q
ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 茅野北部 ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕ 長峰中

 2 伊藤 絵夢(3) 中学生     14.39 q  2 小沢 恵菜(2) 中学生     14.59 q
ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中 ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ 茅野東部

 3 田中 里奈(3) 中学生     14.62 q  3 原田 陽菜(2) 中学生     14.79 q
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 茅野東部 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ 長峰中

 4 飯島 菜津美(1) 中学生     15.30  4 山名 桃歌(3) 中学生     15.07 
ｲｲｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 永明中 ﾔﾏﾅ ﾓﾓｶ 茅野北部

 5 山田 美和(1) 中学生     15.31  5 野澤 真莉亜(1) 中学生     15.49 
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾜ 長峰中 ﾉｻﾞﾜ ﾏﾘｱ 茅野北部

 6 松木 心鐘(1) 中学生     15.58  6 竹村 日向(1) 中学生     15.93 
ﾏﾂｷ ｺｺﾈ 長峰中 ﾀｹﾑﾗ ﾋﾅﾀ 長峰中

 7 北澤 佳奈(3) 中学生     15.93  7 並木 絢音(1) 中学生     16.02 
ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾅ 茅野東部 ﾅﾐｷ ｱﾔﾈ 長峰中

 8 秋山 陽菜乃(1) 中学生     16.03 佐伯 明莉(1) 中学生
ｱｷﾔﾏ ﾋﾅﾉ 長峰中 ｻｴｷ ｱｶﾘ 永明中

 9 両角 莉子(3) 中学生     16.15 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｺ 茅野北部

[ 3組] 風速 +1.2

 1 小林 あゆみ(2) 中学生     13.89 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰中

 2 平出 瑠奈(1) 中学生     14.79 q
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 茅野東部

 3 山田 愛莉(1) 中学生     14.88 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 茅野東部

 4 山田 茉優(1) 中学生     15.04 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 永明中

 5 小平 千佳(3) 中学生     15.13 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾁｶ 長峰中

 6 荒井 悠妃(3) 中学生     15.34 
ｱﾗｲ ﾕｳｷ 茅野北部

 7 伊藤 朱里(1) 中学生     15.62 
ｲﾄｳ ｱｶﾘ 長峰中

 8 鷲尾 和乃佳(1) 中学生     16.03 
ﾜｼｵ ﾉﾉｶ 長峰中

風速 -0.7

 1 天野 悠美(3) 中学生     13.29 
ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 茅野北部

 2 小林 あゆみ(2) 中学生     13.83 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰中

 3 伊藤 絵夢(3) 中学生     14.52 
ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中

 4 西澤 亜優(3) 中学生     14.53 
ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕ 長峰中

 5 田中 里奈(3) 中学生     14.67 
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 茅野東部

 6 小沢 恵菜(2) 中学生     14.68 
ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ 茅野東部

 7 平出 瑠奈(1) 中学生     14.71 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 茅野東部

 8 原田 陽菜(2) 中学生     14.76 
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ 長峰中

決勝 7月26日 12:30

大会新  (GR )       12.90

風速 -0.7

 1 篠原 夏季 一般     13.08 
ｼﾉﾊﾗ ﾅﾂｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

所属名 記録／備考

30歳以上女子

100m                
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決勝 7月26日 13:10

大会新  (GR )       24.17

風速 -1.0

 1 篠原 夏季 一般     27.59 
ｼﾉﾊﾗ ﾅﾂｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

決勝 7月26日 13:10

大会新(GR)          27.40

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 -1.0

 1 山田 茉優(1) 中学生     30.38  1 天野 悠美(3) 中学生     27.92 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 永明中 ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 茅野北部

 2 田中 里奈(3) 中学生     30.62  2 小林 あゆみ(2) 中学生     29.08 
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 茅野東部 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰中

 3 伊藤  実(3) 中学生     30.77  3 鈴木 菜々花(3) 中学生     29.38 
ｲﾄｳ ﾐﾉﾘ 茅野東部 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 永明中

 4 林 愛花(1) 中学生     30.88  4 原田 陽菜(2) 中学生     31.47 
ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ 茅野東部 ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ 長峰中

 5 牧  優花(2) 中学生     34.31  5 平出 瑠奈(1) 中学生     32.04 
ﾏｷ ﾕｳｶ 茅野東部 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 茅野東部

   1 天野 悠美(3) 中学生 茅野北部     27.92 (-1.0)   2   1
   2 小林 あゆみ(2) 中学生 長峰中     29.08 (-1.0)   2   2
   3 鈴木 菜々花(3) 中学生 永明中     29.38 (-1.0)   2   3
   4 山田 茉優(1) 中学生 永明中     30.38 (+0.8)   1   1
   5 田中 里奈(3) 中学生 茅野東部     30.62 (+0.8)   1   2
   6 伊藤  実(3) 中学生 茅野東部     30.77 (+0.8)   1   3
   7 林 愛花(1) 中学生 茅野東部     30.88 (+0.8)   1   4
   8 原田 陽菜(2) 中学生 長峰中     31.47 (-1.0)   2   4
   9 平出 瑠奈(1) 中学生 茅野東部     32.04 (-1.0)   2   5
  10 牧  優花(2) 中学生 茅野東部     34.31 (+0.8)   1   5

5  7877

中学女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

3  7878

1  7871  7855

所属名 記録／備考
5  7823

1  7853

氏  名No.

2  7870

4  7783

3

組 順位
 7823
 7853

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

 7884

 7871
 7855
 7870

記録（風） 備考

No. 氏  名

 7783
 7790
 7877
 7878

4  7884

2  7790

所属名 記録／備考
6    57

30歳以上女子

200m                

決勝

順 ﾚｰﾝ



決勝 7月26日 13:30

大会新(GR)        3,20.60

 1 小山 真白(6) 小学生   3,55.33 
ｺﾔﾏ ﾏｼﾛ 玉川小

 2 竹内 里桜(6) 小学生   3,58.88 
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 永明小

 3 山本 香菜美(4) 小学生   4,11.47 
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ 玉川小

 4 丸山 はる(6) 小学生   4,19.55 
ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙ 湖東小

 5 田島 若奈(4) 小学生   4,22.89 
ﾀｼﾞﾏ ﾜｶﾅ 玉川小

 6 平林美優(3) 小学生   4,37.03 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼﾐﾕｳ 金沢小

 7 雨宮 月咲 小学生   4,42.48 
ｱﾒﾐﾔ ｷｷ 宮川小

 8 中村 杏(4) 小学生   4,51.83 
ﾅｶﾑﾗ ｱﾝ 玉川小

決勝 7月26日 13:30

 1 有賀 すづな(6) 小学生   3,23.50 
ｱﾙｶﾞ ｽﾂﾞﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 通崎 夏帆(6) 小学生   3,47.37 
ﾂｳｻﾞｷ ﾅﾂﾎ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 3 齊藤 百音(3) 小学生   4,02.50 
ｻｲﾄｳ ﾓﾓﾈ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

小学女子ｵｰﾌﾟﾝ

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

11    61

10    59

9    58

3   104

6   150

8   154

7   178

4   141

1   191

2   143

5    20

小学共通女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月26日  9:50

大会新(GR)        2,31.20

 1 小泉  梢(2) 中学生   2,44.74 
ｺｲｽﾞﾐ ｺｽﾞｴ 茅野東部

 2 田島 彩貴(1) 中学生   2,47.72 
ﾀｼﾞﾏ ｻｷ 茅野東部

 3 橋爪 麻衣(3) 中学生   2,48.11 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏｲ 茅野東部

 4 真道 美羽(1) 中学生   2,49.33 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾐｳ 茅野東部

 5 橋本 果菜(3) 中学生   2,51.02 
ﾊｼﾓﾄ ｶﾅ 茅野北部

 6 原田 芽依(2) 中学生   3,06.37 
ﾊﾗﾀﾞ ﾒｲ 長峰中
田中 実菜子(2) 中学生
ﾀﾅｶ ﾐﾅｺ 永明中

決勝 7月26日 12:40

大会新(GR)        5,12.80

 1 田中 実菜子(2) 中学生   5,25.20 
ﾀﾅｶ ﾐﾅｺ 永明中

 2 田島 彩貴(1) 中学生   5,34.85 
ﾀｼﾞﾏ ｻｷ 茅野東部

 3 川端 彩未(2) 中学生   5,44.05 
ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾐ 茅野北部

 4 真道 美羽(1) 中学生   5,59.77 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾐｳ 茅野東部

 5 伊藤  彩(3) 中学生   6,17.85 
ｲﾄｳ ｱﾔ 茅野東部

6  7785
欠場

2  7822

4  7856

1  7875

3  7888

7  7883

5  7889

中学女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1  7876

4  7831

5  7888

2  7785

3  7889

中学女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月26日  8:45

大会新(GR)          16.77

風速 +2.0

 1 鈴木 菜々花(3) 中学生     16.74 
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 永明中

 2 伊藤 絵夢(3) 中学生     17.83 
ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中

 3 佐伯 明莉(1) 中学生     18.66 
ｻｴｷ ｱｶﾘ 永明中

 4 濵 杏華(2) 中学生     20.64 
ﾊﾏ ｷｮｳｶ 長峰中

決勝 7月26日  9:20

大会新(GR)          15.23

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +1.9

 1 川原 楽(6) 小学生     18.58  1 竹内 里桜(6) 小学生     14.31 
ｶﾜﾊﾗ ﾗｸ 湖東小 ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 永明小

 2 朝倉 優乃(5) 小学生     19.25  2 原 如美(6) 小学生     17.75 
ｱｻｸﾗ ﾕﾉ 北山小 ﾊﾗ ﾕｷﾐ 湖東小

 3 丸山 はる(6) 小学生     21.82 
ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾙ 湖東小

   1 竹内 里桜(6) 小学生 永明小     14.31 (+1.9) 大会新   2   1
   2 原 如美(6) 小学生 湖東小     17.75 (+1.9)   2   2
   3 川原 楽(6) 小学生 湖東小     18.58 (+0.5)   1   1
   4 朝倉 優乃(5) 小学生 北山小     19.25 (+0.5)   1   2
   5 丸山 はる(6) 小学生 湖東小     21.82 (+0.5)   1   3

小学共通女子

80mH(0.700m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

  191

順 ﾚｰﾝ No.
2   217

3   248

所属名 記録／備考
2    20

大会新
3   203

氏  名

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

4

備考 組 順位

  248
  191

   20
  203
  217

中学女子

100mH(0.762m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  7783

大会新
5  7849

4  7789

3  7854



決勝 7月26日 13:55

大会新(GR)          57.10

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 玉川小(B)   141 山本 香菜美(4)   1,06.87  1   3 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ    97 山口 夢羽(6)     57.22 

ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳB ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ ﾁﾉﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾒﾊ
  125 丸茂 花愛(4)    99 小林 万莉(6)

ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ
  152 田村 優衣(4)    98 小林 千紘(6)

ﾀﾑﾗ ﾕｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ
  144 小倉 和香葉(3)    96 五味 愛夏(6)

ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ ｺﾞﾐ ﾏﾅｶ
 2   3 北山小(C)   264 林 ひよな(4)   1,09.62  2   2 玉川小(A)   157 野村 夏月(5)   1,02.37 

ｷﾀﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳC ﾊﾔｼ ﾋﾖﾅ ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳA ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ
  244 舟久保 七海(4)   146 小林 蓮菜(5)

ﾌﾅｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｽﾅ
  250 天野 小雪(4)   131 牛山 珠莉(6)

ｱﾏﾉ ｺﾕｷ ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ
  241 伊東 花梨(4)   124 花岡 真咲(6)

ｲﾄｳ ｶﾘﾝ ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ
 3   2 宮川小   106 加納 萌瑛菜   1,13.06  3   4 北山小(A)   248 朝倉 優乃(5)   1,08.01 

ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳ ｶﾉｳ ﾓｴﾅ ｷﾀﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳA ｱｻｸﾗ ﾕﾉ
  107 久保田 乃愛   256 矢島 杏美(6)

ｸﾎﾞﾀ ﾉｱ ﾔｼﾞﾏ ｱﾐ
  121 鶴田 玲菜   243 篠原 理菜(6)

ﾂﾙﾀ ﾚﾅ ｼﾉﾊﾗ ﾘﾅ
  119 大和 由奈(3)   245 生駒 遥(6)

ｵｵﾜ ﾕﾅ ｲｺﾏ ﾊﾙｶ
 4   5 湖東小   205 五味 奏慧(4)   1,14.95  4   1 永明小     8 山田 聖来(3)   1,09.68 

ｺﾋｶﾞｼｼｮｳ ｺﾞﾐ ｶﾅｴ ｴｲﾒｲｼｮｳ ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ
  227 門前 りな(4)    16 大久保 瑠依(3)

ﾓﾝｾﾞﾝ ﾘﾅ ｵｵｸﾎﾞ ﾙｲ
  212 小俣 在(4)     3 河西 帆乃佳(3)

ｵﾏﾀ ｱﾘ ｶｻｲ ﾎﾉｶ
  198 宮坂 雛(4)    14 太田 結衣(3)

ﾐﾔｻｶ ﾋﾅ ｵｵﾀ ﾕｲ
 5   1 北山小(B)   255 北澤 由里菜(5)   1,15.60 

ｷﾀﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳB ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ
  261 由澤 咲(5)

ﾖｼｻﾞﾜ ｻｷ
  242 横関 亜美(5)

ﾖｺｾﾞｷ ｱﾐ
  253 湯田坂 飛裕(5)

ﾕﾀﾞｻｶ ﾋｭｳ

   1 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ     57.22 山口 夢羽(6) 小林 万莉(6) 小林 千紘(6) 五味 愛夏(6)   2   1
   2 玉川小(A)   1,02.37 野村 夏月(5) 小林 蓮菜(5) 牛山 珠莉(6) 花岡 真咲(6)   2   2
   3 玉川小(B)   1,06.87 山本 香菜美(4) 丸茂 花愛(4) 田村 優衣(4) 小倉 和香葉(3)   1   1
   4 北山小(A)   1,08.01 朝倉 優乃(5) 矢島 杏美(6) 篠原 理菜(6) 生駒 遥(6)   2   3
   5 北山小(C)   1,09.62 林 ひよな(4) 舟久保 七海(4) 天野 小雪(4) 伊東 花梨(4)   1   2
   6 永明小   1,09.68 山田 聖来(3) 大久保 瑠依(3) 河西 帆乃佳(3) 太田 結衣(3)   2   4
   7 宮川小   1,13.06 加納 萌瑛菜 久保田 乃愛 鶴田 玲菜 大和 由奈(3)   1   3
   8 湖東小   1,14.95 五味 奏慧(4) 門前 りな(4) 小俣 在(4) 宮坂 雛(4)   1   4
   9 北山小(B)   1,15.60 北澤 由里菜(5) 由澤 咲(5) 横関 亜美(5) 湯田坂 飛裕(5)   1   5

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

小学共通女子

4x100m

決勝

タイムレース



決勝 7月26日 14:10

大会新(GR)          53.66

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 長峰中(A)  7849 伊藤 絵夢(3)     54.74 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳA ｲﾄｳ ｴﾑ
 7853 小林 あゆみ(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ
 7847 西澤 亜優(3)

ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕ
 7850 濵 奏美(3)

ﾊﾏ ｶﾅﾐ
 2   3 茅野北部(A)  7831 川端 彩未(2)     56.77 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞA ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾐ
 7822 橋本 果菜(3)

ﾊｼﾓﾄ ｶﾅ
 7827 山名 桃歌(3)

ﾔﾏﾅ ﾓﾓｶ
 7823 天野 悠美(3)

ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ
 3   7 茅野東部(A)    68 小泉  梢(2)     57.17 

ﾁﾉﾄｳﾌﾞA ｺｲｽﾞﾐ ｺｽﾞｴ
   73 田中 里奈(3)

ﾀﾅｶ ﾘﾅ
   69 小沢 恵菜(2)

ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ
   64 伊藤  実(3)

ｲﾄｳ ﾐﾉﾘ
 4   1 茅野東部(B)  7886 田村 明日香(1)     57.65 

ﾁﾉﾄｳﾌﾞB ﾀﾑﾗ ｱｽｶ
 7871 林 愛花(1)

ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ
 7872 山田 愛莉(1)

ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ
 7870 平出 瑠奈(1)

ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ
 5   5 永明中    30 五味 美羽(2)     57.86 

ｴｲﾒｲﾁｭｳ ｺﾞﾐ ﾐｳ
   46 飯島 菜津美(1)

ｲｲｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ
   34 山田 茉優(1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ
   44 藤森 美帆(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾎ
 6   4 長峰中(C)  7848 小平 千佳(3)     59.80 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳC ｺﾀﾞｲﾗ ﾁｶ
 7855 原田 陽菜(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ
 7866 松木 心鐘(1)

ﾏﾂｷ ｺｺﾈ
 7860 伊藤 朱里(1)

ｲﾄｳ ｱｶﾘ
 7   8 長峰中(D)  7865 並木 絢音(1)   1,01.72 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳD ﾅﾐｷ ｱﾔﾈ
 7859 山田 美和(1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾜ
 7864 秋山 陽菜乃(1)

ｱｷﾔﾏ ﾋﾅﾉ
 7062 竹村 日向(1)

ﾀｹﾑﾗ ﾋﾅﾀ
 8   2 長峰中(B)  7851 帯川 海緒(2)   1,02.44 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳB ｵﾋﾞｶﾜ ﾐｵ
 7856 原田 芽依(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾒｲ
 7854 濵 杏華(2)

ﾊﾏ ｷｮｳｶ
 7857 藤森 彩夏(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾔｶ

中学女子

4x100m

決勝



決勝 7月26日  8:45

大会新(GR)           2.95

小倉 和香葉(3) 小学生   2.89   2.95    X    2.95 大会タイ
ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ 玉川小   +0.6   -0.5    -0.5
小林 媛香(3) 小学生   2.24   2.22   2.07    2.24 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾒｶ 玉川小   +2.0   +0.9   +0.8    +2.0
金川 倖都(3) 小学生   2.05    X    X    2.05 
ｶﾅｶﾞﾜ ｺﾄ 玉川小   +1.2    +1.2

決勝 7月26日  8:45

大会新(GR)           3.83

丸茂 花愛(4) 小学生   2.80   3.17   3.13    3.17 
ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ 玉川小   +0.6   +2.2   +0.3    +2.2
舟久保 七海(4) 小学生   3.06   2.88   2.63    3.06 
ﾌﾅｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ 北山小   +0.8   +1.1   +0.7    +0.8
小池 明日美(4) 小学生    X   2.76   2.81    2.81 
ｺｲｹ ｱｽﾐ 宮川小   +1.1   +1.5    +1.5
田村 優衣(4) 小学生   2.71   2.25   2.68    2.71 
ﾀﾑﾗ ﾕｲ 玉川小   +1.6    0.0   +0.8    +1.6
久保川 音花(4) 小学生   2.57    X   2.32    2.57 
ｸﾎﾞｶﾜ ｵﾄｶ 玉川小   +1.9   +0.2    +1.9
原田 彩音(4) 小学生    X   2.45   2.18    2.45 
ﾊﾗﾀ ﾞｱﾔﾈ 玉川小   +0.7   +1.7    +0.7
林 ひよな(4) 小学生   2.37    X    X    2.37 
ﾊﾔｼ ﾋﾖﾅ 北山小   +1.3    +1.3
三浦 璃子(4) 小学生   2.32   2.21   2.27    2.32 
ﾐｳﾗ ﾘｺ 玉川小   +1.2   -0.6   +0.4    +1.2

決勝 7月26日  8:45

大会新(GR)           4.10

宮澤 ありさ(5) 小学生   3.44   3.50   3.39    3.50 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 永明小   +0.7   +1.2   +0.2    +1.2
岩下 夢菜(5) 小学生   3.35   2.20   2.54    3.35 
ｲﾜｼﾀ ﾕﾅ 米沢小   +2.0   +0.8   +0.7    +2.0
小林 蓮菜(5) 小学生   3.15    X   3.12    3.15 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｽﾅ 玉川小    0.0   +0.8     0.0
野村 夏月(5) 小学生   2.79   2.72    X    2.79 
ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 玉川小   +0.7   +0.1    +0.7

決勝 7月26日  8:45

大会新(GR)           4.41

牛山 珠莉(6) 小学生   3.50   3.36   3.73    3.73 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 玉川小   +0.1   +1.8    0.0     0.0
竹内 里桜(6) 小学生    -   3.27   3.02    3.27 
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 永明小   +0.6    0.0    +0.6
森田 姫奈(6) 小学生   3.13   3.16   3.15    3.16 
ﾓﾘﾀ ﾋﾅ 宮川小   +0.1   +0.4    0.0    +0.4

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- -5-

2 3    20

-6- 記録-2- -3- -4-

3 2   118

1 1   131

小学5年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 3     5

-5-

2 1   236

3 4   146

4 2   157

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- -6- 記録-2- -3- -4- 備考

3   152

1 5   125
-5-

2 7   244

8 2   139

5 1   127

6 8   136

3 1   135

7 4   264

3 6   115

4

1 2   144
-5-

2 3   145

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

小学3年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 7月26日 12:20

大会新(GR)           1.50

佐藤 梓 一般
ｻﾄｳ ｱﾂﾞｻ 長峰中教員

決勝 7月26日 12:20

大会新(GR)           1.51

濵 奏美(3) 中学生
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 長峰中
五味 美羽(2) 中学生
ｺﾞﾐ ﾐｳ 永明中
田村 明日香(1) 中学生
ﾀﾑﾗ ｱｽｶ 茅野東部
長田 美羽(1) 中学生
ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ 茅野東部
伊藤 絵夢(3) 中学生
ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中
林 愛花(1) 中学生
ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ 茅野東部
帯川 海緒(2) 中学生
ｵﾋﾞｶﾜ ﾐｵ 長峰中
藤森 彩夏(2) 中学生
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾔｶ 長峰中
鈴木 菜々花(3) 中学生 記録なし
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 永明中
伊藤 結菜(3) 中学生 欠場
ｲﾄｳ ﾕｲﾅ 茅野東部

O  1.35O XXX
1 1   234

- - O O O

記録1m15 1m20 備考1m05 1m10 1m25 1m30 1m35 1m40

29歳以下女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

10  7874

 1.10

9  7783
- - XX/

8 2  7857
O O XXX

 1.15

 1.25

7 4  7851
- O O XXX

XO XXO XXX
6 5  7871

O O O

XXX  1.25

 1.30

5 6  7849
- - - O O

O XXO XXO XXX
4 1  7887

O O O

XO XXX  1.30

 1.30

3 3  7886
- O XO O O

O O O XXX
2 7  7786

- - O

XO XO XXO XXX  1.40

1m45
1 8  7850

- - O O O

記録1m15 1m20 備考1m05 1m10 1m25 1m30 1m35 1m40

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 7月26日 10:40

大会新(GR)           5.12

濵 奏美(3) 中学生    X   4.55   4.45   4.51   4.44    X    4.55 
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 長峰中    0.0   +1.4   +0.1   +0.8     0.0
伊藤 絵夢(3) 中学生   4.20   4.11   4.40   4.50   4.51   4.52    4.52 
ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中   +0.6   +0.4   +0.8   +0.2    0.0   +0.7    +0.7
山田 愛莉(1) 中学生   4.04   4.20    X    X   3.99   4.26    4.26 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 茅野東部    0.0   +0.7    0.0   -0.1    -0.1
小沢 恵菜(2) 中学生   4.09    X    X    X    X    X    4.09 
ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ 茅野東部   +0.9    +0.9
原田 芽依(2) 中学生   3.53   3.36   3.59   3.54   3.59   3.47    3.59 
ﾊﾗﾀﾞ ﾒｲ 長峰中   +0.4   +0.2   +0.7   +0.7   +1.9   +0.7    +0.7
長田 美羽(1) 中学生   3.54   2.28   3.19   3.35    -    -    3.54 
ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ 茅野東部   +1.6   +0.9   +0.2   +1.2    +1.6
中野 天音(1) 中学生   2.94   3.00    X   2.65   3.05    X    3.05 
ﾅｶﾉ ｱﾏﾈ 長峰中   +1.9    0.0   +0.7   +1.6    +1.6
古沢 朋美(2) 中学生 欠場
ﾌﾙｻﾜ ﾄﾓﾐ 長峰中

決勝 7月26日 11:00

大会新(GR)          11.20

鈴木 菜々花(3) 中学生
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 永明中
篠原 未玖(3) 中学生
ｼﾉﾊﾗ ﾐｸ 茅野北部
中塚 千夏(2) 中学生
ﾅｶﾂｶ ﾁﾅﾂ 茅野東部
伊藤 絵夢(3) 中学生
ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中
藤森 美帆(2) 中学生
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾎ 永明中
並木 絢音(1) 中学生
ﾅﾐｷ ｱﾔﾈ 長峰中

決勝 7月26日 12:30

牛山 珠莉(6) 小学生
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 玉川小
矢﨑 七海(6) 小学生
ﾔｻﾞｷ ﾅﾅﾐ 北山小
中村 杏(4) 小学生
ﾅｶﾑﾗ ｱﾝ 玉川小
篠原 理菜(6) 小学生
ｼﾉﾊﾗ ﾘﾅ 北山小
原田 彩音(4) 小学生
ﾊﾗﾀ ﾞｱﾔﾈ 玉川小
桐山 陽(5) 小学生 欠場
ｷﾘﾔﾏ ﾋﾅﾀ 玉川小

小学共通女子

ｳﾞｫｰﾃｯｸｽﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 4   131

  O 36.69   O  36.69 

2 3   258
29.26 29.69   O  29.69 

3 6   150
25.46   O   O  25.46 

4 5   243
  O 21.87   O  21.87 

5 1   136
  O 10.66   O

2   133

 10.66 

7 2  7863

4  7852

5 3  7856

6 1  7887

3 6  7872

4 5  7882

1 8  7850
-5-

2 7  7849

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

  4.51  4.35  3.92  4.16

 6.43  5.97  6.38   6.68 

6 1  7865
 3.67  4.51  4.40

 7.33  7.23  7.32   7.33 

5 2  7788
 6.68  6.19  6.34

 7.24  8.04  8.10   8.10 

4 4  7849
 6.89  6.97  6.95

 8.14  7.65  7.82   8.14 

3 3  7881
 7.84  7.74  7.74

 8.08  8.14  8.65   8.65 

2 5  7824
 8.09  7.95  7.90

1 6  7783
 8.46  8.02  8.40

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-


