
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：諏訪陸上競技協会
期日：平成２８年７月３０日（土）
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：中島　公徳

■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 小学2年男子 決勝 飯山 想斗(2) 玉川小 10秒53 10秒54

大会新 29歳以下男子
1500m

決勝 松﨑 健悟(2) 東海大諏訪高 4分06秒99 4分07秒90

大会新 小学男子ジャ
ベリックボー

決勝 野澤 比呂(5) 湖東小 55m51 46m92

大会新 小学3年女子
100m

決勝 矢島 柚那(3) 金沢小 15秒72 16秒42

大会新 小学3年女子
100m

決勝 竹田 紅愛(3) 永明小 16秒12 16秒42

大会新 小学2年女子 決勝 山田 怜来(2) 永明小 10秒32 10秒39

大会新 29歳以下女子
800m

決勝 臼井 美紅(2) 東海大諏訪高 2分32秒83 2分48秒90

大会新 29歳以下女子
1500m

決勝 竹村 瑞香(3) 東海大諏訪高 4分47秒56 4分56秒70

大会新 29歳以下女子
1500m

決勝 竹内 優花(3) 東海大諏訪高 4分49秒02 4分56秒70

■大会タイ記録

項目 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 氏名(学年) 所　属 記　録 従来の記録

大会タイ 29歳以下男子
100m

決勝 野村 健成(2) 東海大諏訪高 11秒45
(0.0m)

11秒45

大会新 小学2年男子 決勝 小川 夏生(2) 玉川小 10秒54 10秒54

■グランドコンディション

時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速
8:30 晴れ 26.0 76.0 北北東 0.7
9:00 晴れ 27.5 59.0 南西 1.0
10:00 晴れ 27.5 55.0 北 0.0
11:00 晴れ 29.5 64.0 北東 0.0
12:00 曇り 29.5 58.0 南南東 1.0
13:00 曇り 29.0 52.0 西 0.4
14:00 雨 25 84.0 北東 0.0

第61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：16200549）



第61回茅野市総合体育大会陸上競技会(16200549)
主催：茅野市・茅野市教育委員会・（特）茅野市体育協会
共催：茅野市陸上競技協会
主管：諏訪陸上競技協会

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】203100  長野市営陸上競技場

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

07/30 小学1年女子 丸山 菜央(1) 11.82 伊藤 里桜(1) 12.15 林 未緒(1) 12.28 中村 紗和(1) 12.70 前島 希光(1) 12.78 宮下 さくら(1) 12.99 久保田 ふうか(1) 13.09 越田 和奏(1) 13.81
60m 小学生･玉川小 小学生･玉川小 小学生･宮川小 小学生･北山小 小学生･米沢小 小学生･玉川小 小学生･宮川小 小学生･永明小

07/30 小学2年女子 山田 怜来(2) 10.32 山下 恋花(2) 10.95 伊藤 ゆら(2) 11.10 櫻井 音寧(2) 11.13 奥谷 心音(2) 11.14 大久保 碧依(2) 11.61 滝澤 利桜(2) 11.62 久保川 咲音(2) 11.73
60m 小学生･永明小 GR 小学生･湖東小 小学生･湖東小 小学生･永明小 小学生･湖東小 小学生･永明小 小学生･宮川小 小学生･玉川小

07/30 小学3年女子 矢島 柚那(3) 15.72 竹田 紅愛(3) 16.12 足立 未彩(3) 17.34 矢島 玲乃(3) 17.76 伊藤 蒼奈(3) 17.82 前川 望未(3) 18.14 舟久保 陽菜(3) 18.19 宮武 なな香(3) 18.26
100m 小学生･金沢小 GR 小学生･永明小 GR 小学生･永明小 小学生･玉川小 小学生･玉川小 小学生･宮川小 小学生･北山小 小学生･宮川小

07/30 小学4年女子 小倉 和香葉(4) 15.76 山田 聖来(4) 15.87 山下 心花(4) 15.89 太田 結衣(4) 16.04 今井 優香(4) 16.51 伊藤 結衣(4) 16.95 大久保 瑠依(4) 小学生･永明小 17.44
100m 小学生･玉川小 小学生･永明小 小学生･湖東小 小学生･永明小 小学生･宮川小 小学生･玉川小 河西 帆乃佳(4) 小学生･永明小

07/30 小学5年女子 山本 香菜美(5) 15.02 丸茂 花愛(5) 15.65 田村 優衣(5) 15.71 舟久保 七海(5) 16.18 三浦 璃子(5) 16.49 片川 花蓮(5) 16.58 林 ひよな(5) 16.94 藤森 帆乃香(5) 17.20
100m 小学生･玉川小 小学生･玉川小 小学生･玉川小 小学生･北山小 小学生･玉川小 小学生･湖東小 小学生･北山小 小学生･金沢小

07/30 小学6年女子  +0.8 宮澤 ありさ(6) 15.00 岩下 夢菜(6) 15.14 野村 夏月(6) 15.36 黒澤 美月(6) 15.69 宮澤 瑠里(6) 15.80 湯田坂 飛裕(6) 16.38 小島 彩奈(6) 16.64
100m 小学生･永明小 小学生･米沢小 小学生･玉川小 小学生･金沢小 小学生･湖東小 小学生･北山小 小学生･金沢小

07/30 中学女子  +0.2 小林 あゆみ(3) 13.79 林 愛花(2) 14.10 佐伯 明莉(2) 14.32 長田 美羽(2) 14.51 小沢 恵菜(3) 14.54 平出 瑠奈(2) 14.54 山田 美和(2) 14.71 花岡 真咲(1) 14.96
100m 中学生･長峰中 中学生･茅野東部中 中学生･永明中 中学生･茅野東部中 中学生･茅野東部中 中学生･茅野東部中 中学生･長峰中 中学生･茅野東部中

07/30 29歳以下女子  +1.1 今井 希生(1) 13.21
100m 高校生･東海大諏訪

07/30 中学女子 小林 あゆみ(3) 28.46 山田 茉優(2) 29.39 林 愛花(2) 29.49 小林 万莉(1) 29.66 竹内 里桜(1) 30.11 並木 絢音(2) 32.89 門脇 恵 35.83
200m 中学生･長峰中 中学生･永明中 中学生･茅野東部中 中学生･長峰中 中学生･永明中 中学生･長峰中 中学生･北部中

07/30 中学女子   0.0 真道 美羽(2) 2,35.58 田島 彩貴(2) 2,38.86 北原 結和(2) 2,41.73 川端 彩未(3) 2,47.73 原田 陽菜(3) 2,55.82
800m 中学生･茅野東部中 中学生･茅野東部中 中学生･長峰中 中学生･北部中 中学生･長峰中

07/30 29歳以下女子 臼井 美紅(2) 2,32.83
800m 高校生･東海大諏訪    GR

07/30 小学共通女子 林 ひよな(5) 3,34.29 平林 美優(4) 4,10.33 雨宮 月咲 4,18.52 中村 杏(5) 4,28.87 飯山 咲来(4) 4,44.82
1000m 小学生･北山小 小学生･金沢小 小学生･宮川小 小学生･玉川小 小学生･玉川小

07/30 中学女子 真道 美羽(2) 5,19.10 田中 実菜子(3) 5,19.18 田島 彩貴(2) 5,34.74 飯島 菜津美(2) 6,10.06
1500m 中学生･茅野東部中 中学生･永明中 中学生･茅野東部中 中学生･永明中

07/30 29歳以下女子 竹村 瑞香(3) 4,47.56 竹内 優花(3) 4,49.02 落合 早峰(1) 5,19.56
1500m 高校生･東海大諏訪    GR 高校生･東海大諏訪    GR 高校生･東海大諏訪

07/30 小学共通女子   0.0 朝倉 優乃(6) 17.98 北澤 由里菜(6) 18.04 由澤 咲(6) 18.26
80mH(0.700m) 小学生･北山小 小学生･北山小 小学生･北山小

07/30 中学女子  +0.5 小林 あゆみ(3) 17.34 花岡 真咲(1) 19.20 牛山 珠莉(1) 20.48 原 如美(1) 20.58 濵 杏華(3) 20.91 宮阪 ひかり(1) 21.65 青木 詩織(1) 23.05
100mH(0.762m) 中学生･長峰中 中学生･茅野東部中 中学生･茅野東部中 中学生･北部中 中学生･長峰中 中学生･茅野東部中 中学生･長峰中

07/30 小学共通女子 玉川小(A)     1,02.35 永明小     1,04.75 北山小(A)     1,05.71 金沢小     1,05.78 北山小(B)     1,07.64 湖東小     1,08.08 玉川小(B)     1,09.41 宮川小(B)     1,11.04
4x100m 丸茂 花愛(5) 大久保 瑠依(4) 横関 亜美(6) 黒澤 美月(6) 林 ひよな(5) 門前 りな(5) 伊藤 結衣(4) 宮澤 杏奈(4)

山本 香菜美(5) 太田 結衣(4) 湯田坂 飛裕(6) 平林 美優(4) 舟久保 七海(5) 宮坂 雛(5) 小倉 和香葉(4) 佐藤 姫星(4)
田村 優衣(5) 河西 帆乃佳(4) 由澤 咲(6) 藤森 帆乃香(5) 伊東 花梨(5) 宮下 あめ(5) 金川 倖都(4) 鈴木 愛琳(4)
三浦 璃子(5) 山田 聖来(4) 北澤 由里菜(6) 小島 彩奈(6) 三枝 華月(5) 片川 花蓮(5) 飯山 咲来(4) 今井 優香(4)

07/30 中学女子 茅野東部中       56.13 長峰中(A)       57.23 長峰中(B)       57.71 永明中(A)       57.84 永明中(B)     1,03.87
4x100m 小沢 恵菜(3) 山田 美和(2) 藤森 あんり(1) 竹内 里桜(1) 飯島 彩香(1)

平出 瑠奈(2) 小林 あゆみ(3) 小林 万莉(1) 飯島 菜津美(2) 武川 かりん(1)
花岡 真咲(1) 松木 心鐘(2) 小林 千紘(1) 山田 茉優(2) 北野 愛佳(1)
林 愛花(2) 原田 陽菜(3) 伊藤 朱里(2) 佐伯 明莉(2) 古川 葵(1)

07/30 女子 東海大諏訪(B)      59.35
4x100m 竹村 瑞香(3)

落合 早峰(1)
竹内 優花(3)
藤岡 緩奈(1)



第61回茅野市総合体育大会陸上競技会(16200549)
主催：茅野市・茅野市教育委員会・（特）茅野市体育協会
共催：茅野市陸上競技協会
主管：諏訪陸上競技協会

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】203100  長野市営陸上競技場

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
07/30 中学女子 長田 美羽(2) 1.45 田村 明日香(2) 1.40 帯川 海緒(3) 1.25 飯島 彩香(1) 1.20 藤森 彩夏(3) 1.10

走高跳 中学生･茅野東部中 中学生･茅野東部中 中学生･長峰中 中学生･永明中 中学生･長峰中
07/30 小学3年女子 井上 きなり(3)2.54(+0.3) 両角 琉那(3) 2.46(+1.8) 足立 未彩(3) 2.45(0.0)

走幅跳 小学生･湖東小 小学生･玉川小 小学生･永明小
07/30 小学4年女子 小倉 和香葉(4)3.31(-1.2) 金川 倖都(4) 2.36(+0.5)

走幅跳 小学生･玉川小 小学生･玉川小
07/30 小学5年女子 山本 香菜美(5) 3.65(0.0) 丸茂 花愛(5) 3.40(+0.2) 舟久保 七海(5) 3.22(0.0) 田村 優衣(5) 3.17(+0.3) 三浦 璃子(5) 3.00(-0.4) 小池 明日美(5) 2.97(0.0) 伊藤 彩(5) 2.95(+1.0) 中村 真彩(5) 2.81(+0.2)

走幅跳 小学生･玉川小 小学生･玉川小 小学生･北山小 小学生･玉川小 小学生･玉川小 小学生･宮川小 小学生･宮川小 小学生･宮川小
07/30 小学6年女子 宮澤 ありさ(6) 3.39(0.0)

走幅跳 小学生･永明小
07/30 中学女子 山田 愛莉(2) 4.32(+0.1) 小林 千紘(1) 4.06(+0.5) 牛山 珠莉(1) 3.95(+1.1) 中野 天音(2) 3.53(+0.4) 柳沢 愛莉(1) 3.43(0.0) 黒澤 萌(1) 3.32(+0.2)

走幅跳 中学生･茅野東部中 中学生･長峰中 中学生･茅野東部中 中学生･長峰中 中学生･茅野東部中 中学生･長峰中
07/30 中学女子 小林 あゆみ(3) 7.80

砲丸投(2.721kg) 中学生･長峰中
07/30 小学共通女子 小松 日和(6) 35.59 中村 杏(5) 28.88 中村 凌香(4) 18.43 平林 美優(4) 11.99 足立 未彩(3) 11.87 飯山 奈乃羽(5) 11.60

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学生･米沢小 小学生･玉川小 小学生･玉川小 小学生･金沢小 小学生･永明小 小学生･玉川小



決勝 7月30日  9:00

大会新(GR)          11.01

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 -0.6

 1 林 未緒(1) 小学生     12.28  1 丸山 菜央(1) 小学生     11.82 
ﾊﾔｼ ﾐｵ 宮川小 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵ 玉川小

 2 前島 希光(1) 小学生     12.78  2 伊藤 里桜(1) 小学生     12.15 
ﾏｴｼﾏ ﾉｿﾞﾐ 米沢小 ｲﾄｳ ﾘｵ 玉川小

 3 宮下 さくら(1) 小学生     12.99  3 中村 紗和(1) 小学生     12.70 
ﾐﾔｼﾀ ｻｸﾗ 玉川小 ﾅｶﾑﾗ ｻﾜ 北山小

 4 越田 和奏(1) 小学生     13.81  4 久保田 ふうか(1) 小学生     13.09 
ｺｼﾀﾞ ﾜｶﾅ 永明小 ｸﾎﾞﾀ ﾌｳｶ 宮川小

 5 大蔵 紗和(1) 小学生     14.40  5 西村 鈴(1) 小学生     13.84 
ｵｵｸﾗ ｻﾜ 玉川小 ﾆｼﾑﾗ ﾘﾝ 玉川小

 6 丸山 天音(1) 小学生     14.93 
ﾏﾙﾔﾏ ｱﾏﾈ 玉川小

   1 丸山 菜央(1) 玉川小     11.82 (-0.6)   2   1
   2 伊藤 里桜(1) 玉川小     12.15 (-0.6)   2   2
   3 林 未緒(1) 宮川小     12.28 (-0.6)   1   1
   4 中村 紗和(1) 北山小     12.70 (-0.6)   2   3
   5 前島 希光(1) 米沢小     12.78 (-0.6)   1   2
   6 宮下 さくら(1) 玉川小     12.99 (-0.6)   1   3
   7 久保田 ふうか(1) 宮川小     13.09 (-0.6)   2   4
   8 越田 和奏(1) 永明小     13.81 (-0.6)   1   4
   9 西村 鈴(1) 玉川小     13.84 (-0.6)   2   5
  10 大蔵 紗和(1) 玉川小     14.40 (-0.6)   1   5
  11 丸山 天音(1) 玉川小     14.93 (-0.6)   1   6

小学1年女子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    96 4   105

6   188 2   101

7   109 3   198

  123

4    27 5    74

3   106

5   127 6

タイムレース

順位 No. 氏  名 所属名 記録（風） 備考 組 順位
  105
  101
   96
  198
  188
  109
   74
   27
  123
  127
  106



決勝 7月30日  9:20

大会新(GR)          10.39

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速  0.0

 1 山田 怜来(2) 小学生     10.32  1 伊藤 ゆら(2) 小学生     11.10 
ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ 永明小 ｲﾄｳ ﾕﾗ 湖東小

 2 山下 恋花(2) 小学生     10.95  2 大久保 碧依(2) 小学生     11.61 
ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ 湖東小 ｵｵｸﾎﾞ ｱｵｲ 永明小

 3 櫻井 音寧(2) 小学生     11.13  3 滝澤 利桜(2) 小学生     11.62 
ｻｸﾗｲ ﾈﾈ 永明小 ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｵ 宮川小

 4 奥谷 心音(2) 小学生     11.14  4 林 れいな(2) 小学生     11.90 
ｵｸﾀﾆ ﾐｵ 湖東小 ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ 北山小

 5 久保川 咲音(2) 小学生     11.73  5 松本 姫季(2) 小学生     12.22 
ｸﾎﾞｶﾜ ｻｸﾈ 玉川小 ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾏﾘ 玉川小

 6 伊藤 亜純(2) 小学生     11.93  6 伊藤 優花(2) 小学生     12.22 
ｲﾄｳ ｱｽﾞﾐ 宮川小 ｲﾄｳ ﾕｳｶ 玉川小

 7 久保田 夢乃(2) 小学生     11.98  7 多賀谷 文乃(2) 小学生     12.49 
ｸﾎﾞﾀ ﾕﾒﾉ 宮川小 ﾀｶﾞﾔ ｱﾔﾉ 永明小

 8 湯田坂 咲裕(2) 小学生     11.98  8 田中 梨琴(2) 小学生     13.29 
ﾕﾀﾞｻｶ ｼｭｳ 北山小 ﾀﾅｶ ﾘｺ 永明小

   1 山田 怜来(2) 永明小     10.32 (0.0) 大会新   1   1
   2 山下 恋花(2) 湖東小     10.95 (0.0)   1   2
   3 伊藤 ゆら(2) 湖東小     11.10 (0.0)   2   1
   4 櫻井 音寧(2) 永明小     11.13 (0.0)   1   3
   5 奥谷 心音(2) 湖東小     11.14 (0.0)   1   4
   6 大久保 碧依(2) 永明小     11.61 (0.0)   2   2
   7 滝澤 利桜(2) 宮川小     11.62 (0.0)   2   3
   8 久保川 咲音(2) 玉川小     11.73 (0.0)   1   5
   9 林 れいな(2) 北山小     11.90 (0.0)   2   4
  10 伊藤 亜純(2) 宮川小     11.93 (0.0)   1   6
  11 久保田 夢乃(2) 宮川小     11.98 (0.0)   1   7
  11 湯田坂 咲裕(2) 北山小     11.98 (0.0)   1   8
  13 松本 姫季(2) 玉川小     12.22 (0.0)   2   5
  13 伊藤 優花(2) 玉川小     12.22 (0.0)   2   6
  15 多賀谷 文乃(2) 永明小     12.49 (0.0)   2   7
  16 田中 梨琴(2) 永明小     13.29 (0.0)   2   8

決勝 7月30日  9:20

風速 +0.1

鎌倉 梨々華(2) 小学生
ｶﾏｸﾗ ﾘﾘｶ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

順 ﾚｰﾝ No.

小学女子ｵｰﾌﾟﾝ

60m
決勝

9    61
氏  名 所属名 記録／備考

小学2年女子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    17 8   158

大会新
8   171 4     6

7     1 3    91

4   162 9   215

3   108 5   122

1    63 7   100

6    77 2     8

2   205 6     3

順位 No. 氏  名 所属名 記録（風）

タイムレース

備考 順位
   17
  171
  158
    1

    3

   63
   77
  205
  122

組

  100
    8

  162
    6
   91
  108
  215



決勝 7月30日 10:50

大会新(GR)          16.42

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +0.9

 1 足立 未彩(3) 小学生     17.34  1 矢島 柚那(3) 小学生     15.72 
ｱﾀﾞﾁ ﾐｻ 永明小 ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 金沢小

 2 矢島 玲乃(3) 小学生     17.76  2 竹田 紅愛(3) 小学生     16.12 
ﾔｼﾞﾏ ﾚﾉ 玉川小 ﾀｹﾀﾞ ｸﾚｱ 永明小

 3 舟久保 陽菜(3) 小学生     18.19  3 伊藤 蒼奈(3) 小学生     17.82 
ﾌﾅｸﾎﾞ ﾋﾅ 北山小 ｲﾄｳ ｿﾅ 玉川小

 4 宮武 なな香(3) 小学生     18.26  4 前川 望未(3) 小学生     18.14 
ﾐﾔﾀｹ ﾅﾅｶ 宮川小 ﾏｴｶﾜ ﾉｿﾞﾐ 宮川小

 5 小学生     18.55  5 井上 きなり(3) 小学生     18.37 
ﾐﾔｻｶ ｱﾝ ﾏｰｶﾞﾚｯﾄ 豊平小 ｲﾉｳｴ ｷﾅﾘ 湖東小

 6 野沢 優月(3) 小学生     19.47  6 倉澤 和奏(3) 小学生     18.46 
ﾉｻﾞﾜ ﾕｽﾂﾞｷ 湖東小 ｸﾗｻﾜ ﾜｶﾅ 玉川小

   1 矢島 柚那(3) 金沢小     15.72 (+0.9) 大会新   2   1
   2 竹田 紅愛(3) 永明小     16.12 (+0.9) 大会新   2   2
   3 足立 未彩(3) 永明小     17.34 (+0.1)   1   1
   4 矢島 玲乃(3) 玉川小     17.76 (+0.1)   1   2
   5 伊藤 蒼奈(3) 玉川小     17.82 (+0.9)   2   3
   6 前川 望未(3) 宮川小     18.14 (+0.9)   2   4
   7 舟久保 陽菜(3) 北山小     18.19 (+0.1)   1   3
   8 宮武 なな香(3) 宮川小     18.26 (+0.1)   1   4
   9 井上 きなり(3) 湖東小     18.37 (+0.9)   2   5
  10 倉澤 和奏(3) 玉川小     18.46 (+0.9)   2   6
  11 豊平小     18.55 (+0.1)   1   5
  12 野沢 優月(3) 湖東小     19.47 (+0.1)   1   6

決勝 7月30日 11:10

大会新(GR)          15.30

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速  0.0

 1 小倉 和香葉(4) 小学生     15.76  1 山田 聖来(4) 小学生     15.87 
ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ 玉川小 ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ 永明小

 2 山下 心花(4) 小学生     15.89  2 今井 優香(4) 小学生     16.51 
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 湖東小 ｲﾏｲ ﾕｳｶ 宮川小

 3 太田 結衣(4) 小学生     16.04  3 伊藤 結衣(4) 小学生     16.95 
ｵｵﾀ ﾕｲ 永明小 ｲﾄｳ ﾕｲ 玉川小

 4 大久保 瑠依(4) 小学生     17.44  4 河西 帆乃佳(4) 小学生     17.44 
ｵｵｸﾎﾞ ﾙｲ 永明小 ｶｻｲ ﾎﾉｶ 永明小

 5 大和 由奈(4) 小学生     17.51  5 中村 凌香(4) 小学生     17.73 
ｵｵﾜ ﾕﾅ 宮川小 ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｶ 玉川小

 6 平林 美優(4) 小学生     17.65 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾐｭｳ 金沢小

   1 小倉 和香葉(4) 玉川小     15.76 (-0.7)   1   1
   2 山田 聖来(4) 永明小     15.87 (0.0)   2   1
   3 山下 心花(4) 湖東小     15.89 (-0.7)   1   2
   4 太田 結衣(4) 永明小     16.04 (-0.7)   1   3
   5 今井 優香(4) 宮川小     16.51 (0.0)   2   2
   6 伊藤 結衣(4) 玉川小     16.95 (0.0)   2   3
   7 大久保 瑠依(4) 永明小     17.44 (-0.7)   1   4
   7 河西 帆乃佳(4) 永明小     17.44 (0.0)   2   4
   9 大和 由奈(4) 宮川小     17.51 (-0.7)   1   5
  10 平林 美優(4) 金沢小     17.65 (-0.7)   1   6
  11 中村 凌香(4) 玉川小     17.73 (0.0)   2   5

小学3年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3     9 2   155

大会新
4   138 7     4

大会新
7   195 3    99

2    79 4    89

5   190 6   161

6   181 5   125

タイムレース

順位 No. 氏  名 所属名 記録（風） 備考

  161
  125

組 順位
  155
    4
    9
  138

  190
  181

宮坂 アン マーガレット(3)

宮坂 アン マーガレット(3)

小学4年女子

100m

   99
   89
  195
   79

No. 氏  名 所属名

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   120 5    18

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

4   170 2    82

7     7 6    98

5     5 3    26

2    90 4   131

順位 No. 氏  名 所属名 記録（風）

6   153

タイムレース

備考 組 順位
  120
   18
  170
    7
   82
   98
    5
   26
   90
  153
  131



決勝 7月30日 11:25

大会新(GR)          14.75

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +1.2

 1 丸茂 花愛(5) 小学生     15.65  1 山本 香菜美(5) 小学生     15.02 
ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ 玉川小 ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ 玉川小

 2 三浦 璃子(5) 小学生     16.49  2 田村 優衣(5) 小学生     15.71 
ﾐｳﾗ ﾘｺ 玉川小 ﾀﾑﾗ ﾕｲ 玉川小

 3 片川 花蓮(5) 小学生     16.58  3 舟久保 七海(5) 小学生     16.18 
ｶﾀｶﾜ ｶﾚﾝ 湖東小 ﾌﾅｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ 北山小

 4 林 ひよな(5) 小学生     16.94  4 門前 りな(5) 小学生     17.26 
ﾊﾔｼ ﾋﾖﾅ 北山小 ﾓﾝｾﾞﾝ ﾘﾅ 湖東小

 5 藤森 帆乃香(5) 小学生     17.20  5 中村 真彩(5) 小学生     18.28 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾎﾉｶ 金沢小 ﾅｶﾑﾗ ﾏｱﾔ 宮川小

 6 飯山 奈乃羽(5) 小学生     18.52 
ｲｲﾔﾏ ﾅﾉﾊ 玉川小

   1 山本 香菜美(5) 玉川小     15.02 (+1.2)   2   1
   2 丸茂 花愛(5) 玉川小     15.65 (0.0)   1   1
   3 田村 優衣(5) 玉川小     15.71 (+1.2)   2   2
   4 舟久保 七海(5) 北山小     16.18 (+1.2)   2   3
   5 三浦 璃子(5) 玉川小     16.49 (0.0)   1   2
   6 片川 花蓮(5) 湖東小     16.58 (0.0)   1   3
   7 林 ひよな(5) 北山小     16.94 (0.0)   1   4
   8 藤森 帆乃香(5) 金沢小     17.20 (0.0)   1   5
   9 門前 りな(5) 湖東小     17.26 (+1.2)   2   4
  10 中村 真彩(5) 宮川小     18.28 (+1.2)   2   5
  11 飯山 奈乃羽(5) 玉川小     18.52 (0.0)   1   6

決勝 7月30日 11:40

大会新(GR)          14.26

風速 +0.8

 1 宮澤 ありさ(6) 小学生     15.00 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 永明小

 2 岩下 夢菜(6) 小学生     15.14 
ｲﾜｼﾀ ﾕﾅ 米沢小

 3 野村 夏月(6) 小学生     15.36 
ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 玉川小

 4 黒澤 美月(6) 小学生     15.69 
ｸﾛｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 金沢小

 5 宮澤 瑠里(6) 小学生     15.80 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙﾘ 湖東小

 6 湯田坂 飛裕(6) 小学生     16.38 
ﾕﾀﾞｻｶ ﾋｭｳ 北山小

 7 小島 彩奈(6) 小学生     16.64 
ｺｼﾞﾏ ｱﾔﾅ 金沢小

決勝 7月30日 11:40

風速 +1.1

 1 小口 葉奈(6) 小学生     15.43 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

小学5年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
2   107 4   118

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

6   116 2   132

3   179 3   194

7   214 5   180

5   152 6    93

順位 No. 氏  名 所属名 記録（風）

4   136

タイムレース

備考 組 順位
  118
  107
  132
  194
  116
  179
  214
  152
  180
   93
  136

小学6年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    20

3   185

8   216

5   142

4   166

2   206

7   144

9    38

小学女子ｵｰﾌﾟﾝ

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 7月30日 10:30
決勝 7月30日 12:00

大会新(GR)          13.00

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速  0.0

 1 佐伯 明莉(2) 中学生     14.17 q  1 小林 あゆみ(3) 中学生     13.80 q
ｻｴｷ ｱｶﾘ 永明中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰中

 2 平出 瑠奈(2) 中学生     14.43 q  2 林 愛花(2) 中学生     14.21 q
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 茅野東部中 ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ 茅野東部中

 3 長田 美羽(2) 中学生     14.60 q  3 山田 美和(2) 中学生     14.78 q
ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ 茅野東部中 ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾜ 長峰中

 4 小平 聖乃(1) 中学生     14.91  4 花岡 真咲(1) 中学生     14.88 q
ｺﾀﾞｲﾗ ｷﾖﾉ 北部中 ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ 茅野東部中

 5 原田 陽菜(3) 中学生     15.01  5 松木 心鐘(2) 中学生     14.91 
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ 長峰中 ﾏﾂｷ ｺｺﾈ 長峰中

 6 藤森 あんり(1) 中学生     15.69  6 門脇 恵 中学生     16.18 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾝﾘ 長峰中 ｶﾄﾞﾜｷ ｹｲ 北部中
武川 かりん(1) 中学生 五味 愛夏(1) 中学生
ﾀｹｶﾜ ｶﾘﾝ 永明中 ｺﾞﾐ ﾏﾅｶ 永明中
柳沢 愛莉(1) 中学生 北野 愛佳(1) 中学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｲﾘ 茅野東部中 ｷﾀﾉ ｱｲｶ 永明中

[ 3組] 風速 +1.6

 1 小沢 恵菜(3) 中学生     14.46 q
ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ 茅野東部中

 2 田村 明日香(2) 中学生     14.95 
ﾀﾑﾗ ｱｽｶ 茅野東部中

 3 伊藤 朱里(2) 中学生     15.30 
ｲﾄｳ ｱｶﾘ 長峰中

 4 藤森 彩夏(3) 中学生     15.84 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾔｶ 長峰中

 5 宮阪 ひかり(1) 中学生     15.94 
ﾐﾔｻｶ ﾋｶﾘ 茅野東部中
野澤 真莉亜(2) 中学生
ﾉｻﾞﾜ ﾏﾘｱ 北部中
山田 茉優(2) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 永明中
古川 葵(1) 中学生
ﾌﾙｶﾜ ｱｵｲ 永明中

風速 +0.2

 1 小林 あゆみ(3) 中学生     13.79 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰中

 2 林 愛花(2) 中学生     14.10 
ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ 茅野東部中

 3 佐伯 明莉(2) 中学生     14.32 
ｻｴｷ ｱｶﾘ 永明中

 4 長田 美羽(2) 中学生     14.51 
ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ 茅野東部中

 5 小沢 恵菜(3) 中学生     14.54 
ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ 茅野東部中

 6 平出 瑠奈(2) 中学生     14.54 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 茅野東部中

 7 山田 美和(2) 中学生     14.71 
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾜ 長峰中

 8 花岡 真咲(1) 中学生     14.96 
ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ 茅野東部中

No. 氏  名No. 氏  名 所属名 記録／備考記録／備考 所属名

中学女子

100m

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 順 ﾚｰﾝ

7  7870 2  7871

6  7789 6  7853

9  7887 3  7859

5  7815 7  7875

4  7855 8  7866

8  7864 4  7813

2  7795 5  7796
欠場 欠場

3  7876 9  7794
欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  7882

4  7886

9  7860

6  7857

8  7874

3  7820
欠場

5  7790
欠場

7  7793
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  7853

7  7871

4  7789

8  7887

9  7882

6  7870

2  7859

3  7875



決勝 7月30日 12:05

風速  0.0

 1 有賀 琳瑚(2) 中学生     14.20 
ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ 岡谷西部中

 2 小林 朋美(2) 中学生     14.87 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 岡谷西部中

 3 中島 叶絢(2) 中学生     15.54 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾉｱ 岡谷西部中

 4 脇坂 有梨那(1) 中学生     15.87 
ﾜｷｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 岡谷西部中

決勝 7月30日 12:15

大会新(GR)          13.15

風速 +1.1

 1 今井 希生(1) 高校生     13.21 
ｲﾏｲ ｷｷ 東海大諏訪
菅沼 美風(2) 高校生
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾌｳ 東海大諏訪
徳竹 美友(1) 高校生
ﾄｸﾀｹ ﾐﾕ 東海大諏訪
小林 叶音(1) 高校生
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾉﾝ 東海大諏訪

   29
失格

3    33

4

記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

決勝

氏  名 所属名

5    31
欠場

2    32
欠場

29歳以下女子

100m

中学女子ｵｰﾌﾟﾝ

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  7578

3  7576

6  7577

5  7580



決勝 7月30日 13:30

大会新(GR)          27.40

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -1.0

 1 山田 茉優(2) 中学生     29.39  1 小林 あゆみ(3) 中学生     28.46 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ 永明中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰中

 2 竹内 里桜(1) 中学生     30.11  2 林 愛花(2) 中学生     29.49 
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 永明中 ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ 茅野東部中

 3 並木 絢音(2) 中学生     32.89  3 小林 万莉(1) 中学生     29.66 
ﾅﾐｷ ｱﾔﾈ 長峰中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 長峰中

 4 門脇 恵 中学生     35.83 佐伯 明莉(2) 中学生
ｶﾄﾞﾜｷ ｹｲ 北部中 ｻｴｷ ｱｶﾘ 永明中
平出 瑠奈(2) 中学生 五味 愛夏(1) 中学生
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 茅野東部中 ｺﾞﾐ ﾏﾅｶ 永明中

   1 小林 あゆみ(3) 長峰中     28.46 (-1.0)   2   1
   2 山田 茉優(2) 永明中     29.39 (0.0)   1   1
   3 林 愛花(2) 茅野東部中     29.49 (-1.0)   2   2
   4 小林 万莉(1) 長峰中     29.66 (-1.0)   2   3
   5 竹内 里桜(1) 永明中     30.11 (0.0)   1   2
   6 並木 絢音(2) 長峰中     32.89 (0.0)   1   3
   7 門脇 恵 北部中     35.83 (0.0)   1   4

決勝 7月30日 13:40

風速 -1.6

 1 有賀 琳瑚(2) 中学生     30.04 
ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ 岡谷西部中

 2 中島 叶絢(2) 中学生     32.26 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾉｱ 岡谷西部中

決勝 7月30日 13:40

風速

臼井 美紅(2) 高校生
ｳｽｲ ﾐｸ 東海大諏訪

順 ﾚｰﾝ No.

29歳以下女子

200m
決勝

6    30
欠場

氏  名 所属名 記録／備考

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 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  7790 5  7853

6  7792 4  7871

2  7865 2  7849

4  7813 3  7789
欠場

5  7870 6  7796
欠場 欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 7853
 7790
 7871
 7849
 7792
 7865
 7813

中学女子ｵｰﾌﾟﾝ

200m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  7578

4  7577



決勝 7月30日 10:10

大会新(GR)        2,31.20

 1 真道 美羽(2) 中学生   2,35.58 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾐｳ 茅野東部中

 2 田島 彩貴(2) 中学生   2,38.86 
ﾀｼﾞﾏ ｻｷ 茅野東部中

 3 北原 結和(2) 中学生   2,41.73 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾅ 長峰中

 4 川端 彩未(3) 中学生   2,47.73 
ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾐ 北部中

 5 原田 陽菜(3) 中学生   2,55.82 
ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ 長峰中
田中 実菜子(3) 中学生
ﾀﾅｶ ﾐﾅｺ 永明中

決勝 7月30日 10:10

大会新(GR)        2,48.90

 1 臼井 美紅(2) 高校生   2,32.83 
ｳｽｲ ﾐｸ 東海大諏訪

順 ﾚｰﾝ No.

29歳以下女子

800m

決勝

8    30
大会新

氏  名 所属名 記録／備考

中学女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  7888

6  7889

7  7845

4  7831

5  7855

3  7785
欠場



決勝 7月30日 13:45

大会新(GR)        3,20.60

 1 林 ひよな(5) 小学生   3,34.29 
ﾊﾔｼ ﾋﾖﾅ 北山小

 2 平林 美優(4) 小学生   4,10.33 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾐｭｳ 金沢小

 3 雨宮 月咲 小学生   4,18.52 
ｱﾒﾐﾔ ｷｷ 宮川小

 4 中村 杏(5) 小学生   4,28.87 
ﾅｶﾑﾗ ｱﾝ 玉川小

 5 飯山 咲来(4) 小学生   4,44.82 
ｲｲﾔﾏ ｻｸﾗ 玉川小

決勝 7月30日 12:40

大会新(GR)        5,12.80

 1 真道 美羽(2) 中学生   5,19.10 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾐｳ 茅野東部中

 2 田中 実菜子(3) 中学生   5,19.18 
ﾀﾅｶ ﾐﾅｺ 永明中

 3 田島 彩貴(2) 中学生   5,34.74 
ﾀｼﾞﾏ ｻｷ 茅野東部中

 4 飯島 菜津美(2) 中学生   6,10.06 
ｲｲｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ 永明中

決勝 7月30日 12:40

大会新(GR)        4,56.70

 1 竹村 瑞香(3) 高校生   4,47.56 
ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ 東海大諏訪

 2 竹内 優花(3) 高校生   4,49.02 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ 東海大諏訪

 3 落合 早峰(1) 高校生   5,19.56 
ｵﾁｱｲ ﾊﾔﾈ 東海大諏訪
長見 京華(1) 高校生
ｵｻﾐ ｷｮｳｶ 東海大諏訪

29歳以下女子

1500m

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 No.

8    28
大会新

7    27
大会新

5    36
欠場

6    34

中学女子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  7888

3  7785

4  7889

1  7791

小学共通女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   214

2   153

1   134

4    67

3   129



決勝 7月30日  8:40

大会新(GR)          14.31

風速  0.0

 1 朝倉 優乃(6) 小学生     17.98 
ｱｻｸﾗ ﾕﾉ 北山小

 2 北澤 由里菜(6) 小学生     18.04 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ 北山小

 3 由澤 咲(6) 小学生     18.26 
ﾖｼｻﾞﾜ ｻｷ 北山小

決勝 7月30日  9:40

大会新(GR)          16.74

風速 +0.5

 1 小林 あゆみ(3) 中学生     17.34 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰中

 2 花岡 真咲(1) 中学生     19.20 
ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ 茅野東部中

 3 牛山 珠莉(1) 中学生     20.48 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 茅野東部中

 4 原 如美(1) 中学生     20.58 
ﾊﾗ ﾕｷﾐ 北部中

 5 濵 杏華(3) 中学生     20.91 
ﾊﾏ ｷｮｳｶ 長峰中

 6 宮阪 ひかり(1) 中学生     21.65 
ﾐﾔｻｶ ﾋｶﾘ 茅野東部中

 7 青木 詩織(1) 中学生     23.05 
ｱｵｷ ｼｵﾘ 長峰中
竹内 里桜(1) 中学生
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 永明中

中学女子

100mH(0.762m)

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

7  7875

8  7853

6  7830

5  7873

3  7874

2  7854

1  7792
欠場

4  7842

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

4   211

5   201

3   208



決勝 7月30日 13:00

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   6 玉川小(A)   107 丸茂 花愛(5)   1,02.35  1   2 永明小     5 大久保 瑠依(4)   1,04.75 

ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳA ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ ｴｲﾒｲｼｮｳ ｵｵｸﾎﾞ ﾙｲ
  118 山本 香菜美(5)     7 太田 結衣(4)

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ ｵｵﾀ ﾕｲ
  132 田村 優衣(5)    26 河西 帆乃佳(4)

ﾀﾑﾗ ﾕｲ ｶｻｲ ﾎﾉｶ
  116 三浦 璃子(5)    18 山田 聖来(4)

ﾐｳﾗ ﾘｺ ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ
 2   2 北山小(B)   214 林 ひよな(5)   1,07.64  2   4 北山小(A)   192 横関 亜美(6)   1,05.71 

ｷﾀﾔﾏｼｮｳB ﾊﾔｼ ﾋﾖﾅ ｷﾀﾔﾏｼｮｳA ﾖｺｾﾞｷ ｱﾐ
  194 舟久保 七海(5)   206 湯田坂 飛裕(6)

ﾌﾅｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ ﾕﾀﾞｻｶ ﾋｭｳ
  191 伊東 花梨(5)   211 由澤 咲(6)

ｲﾄｳ ｶﾘﾝ ﾖｼｻﾞﾜ ｻｷ
  193 三枝 華月(5)   208 北澤 由里菜(6)

ｻｴｸﾞｻ ﾊﾂﾞｷ ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ
 3   3 湖東小   180 門前 りな(5)   1,08.08  3   6 金沢小   142 黒澤 美月(6)   1,05.78 

ｺﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾓﾝｾﾞﾝ ﾘﾅ ｶﾅｻﾞﾜｼｮｳ ｸﾛｻﾜ ﾐﾂﾞｷ
  165 宮坂 雛(5)   153 平林 美優(4)

ﾐﾔｻｶ ﾋﾅ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾐｭｳ
  164 宮下 あめ(5)   152 藤森 帆乃香(5)

ﾐﾔｼﾀ ｱﾒ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾎﾉｶ
  179 片川 花蓮(5)   144 小島 彩奈(6)

ｶﾀｶﾜ ｶﾚﾝ ｺｼﾞﾏ ｱﾔﾅ
 4   5 宮川小(A)    90 大和 由奈(4)   1,12.64  4   5 玉川小(B)    98 伊藤 結衣(4)   1,09.41 

ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳA ｵｵﾜ ﾕﾅ ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳB ｲﾄｳ ﾕｲ
   71 岡﨑 ひより(4)   120 小倉 和香葉(4)

ｵｶｻﾞｷ ﾋﾖﾘ ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ
   72 加納 萌瑛菜(4)   113 金川 倖都(4)

ｶﾉｳ ﾓｴﾅ ｶﾅｶﾞﾜ ｺﾄ
   76 久保田 乃愛(4)   134 飯山 咲来(4)

ｸﾎﾞﾀ ﾉｱ ｲｲﾔﾏ ｻｸﾗ
 5   4 玉川小(C)   138 矢島 玲乃(3)   1,14.31  5   3 宮川小(B)    80 宮澤 杏奈(4)   1,11.04 

ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳC ﾔｼﾞﾏ ﾚﾉ ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳB ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾝﾅ
  125 倉澤 和奏(3)    83 佐藤 姫星(4)

ｸﾗｻﾜ ﾜｶﾅ ｻﾄｳ ｷﾗ
  139 両角 琉那(3)    97 鈴木 愛琳(4)

ﾓﾛｽﾞﾐ ﾙﾅ ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ
   99 伊藤 蒼奈(3)    82 今井 優香(4)

ｲﾄｳ ｿﾅ ｲﾏｲ ﾕｳｶ

   1 玉川小(A)   1,02.35 丸茂 花愛(5) 山本 香菜美(5) 田村 優衣(5) 三浦 璃子(5)   1   1
   2 永明小   1,04.75 大久保 瑠依(4) 太田 結衣(4) 河西 帆乃佳(4) 山田 聖来(4)   2   1
   3 北山小(A)   1,05.71 横関 亜美(6) 湯田坂 飛裕(6) 由澤 咲(6) 北澤 由里菜(6)   2   2
   4 金沢小   1,05.78 黒澤 美月(6) 平林 美優(4) 藤森 帆乃香(5) 小島 彩奈(6)   2   3
   5 北山小(B)   1,07.64 林 ひよな(5) 舟久保 七海(5) 伊東 花梨(5) 三枝 華月(5)   1   2
   6 湖東小   1,08.08 門前 りな(5) 宮坂 雛(5) 宮下 あめ(5) 片川 花蓮(5)   1   3
   7 玉川小(B)   1,09.41 伊藤 結衣(4) 小倉 和香葉(4) 金川 倖都(4) 飯山 咲来(4)   2   4
   8 宮川小(B)   1,11.04 宮澤 杏奈(4) 佐藤 姫星(4) 鈴木 愛琳(4) 今井 優香(4)   2   5
   9 宮川小(A)   1,12.64 大和 由奈(4) 岡﨑 ひより(4) 加納 萌瑛菜(4) 久保田 乃愛(4)   1   4
  10 玉川小(C)   1,14.31 矢島 玲乃(3) 倉澤 和奏(3) 両角 琉那(3) 伊藤 蒼奈(3)   1   5

ｵｰﾀﾞｰ1

小学共通女子

4x100m

決勝

タイムレース

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



決勝 7月30日 14:30

大会新(GR)          53.66

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 茅野東部中  7882 小沢 恵菜(3)     56.13 

ﾁﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ
 7870 平出 瑠奈(2)

ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ
 7875 花岡 真咲(1)

ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ
 7871 林 愛花(2)

ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ
 2   7 長峰中(A)  7859 山田 美和(2)     57.23 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳA ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾜ
 7853 小林 あゆみ(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ
 7866 松木 心鐘(2)

ﾏﾂｷ ｺｺﾈ
 7855 原田 陽菜(3)

ﾊﾗﾀﾞ ﾋﾅ
 3   4 長峰中(B)  7864 藤森 あんり(1)     57.71 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳB ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾝﾘ
 7849 小林 万莉(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ
 7841 小林 千紘(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ
 7860 伊藤 朱里(2)

ｲﾄｳ ｱｶﾘ
 4   6 永明中(A)  7792 竹内 里桜(1)     57.84 

ｴｲﾒｲﾁｭｳA ﾀｹｳﾁ ﾘｵ
 7791 飯島 菜津美(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾅﾂﾐ
 7790 山田 茉優(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｳ
 7789 佐伯 明莉(2)

ｻｴｷ ｱｶﾘ
 5   3 永明中(B)  7797 飯島 彩香(1)   1,03.87 

ｴｲﾒｲﾁｭｳB ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔｶ
 7795 武川 かりん(1)

ﾀｹｶﾜ ｶﾘﾝ
 7794 北野 愛佳(1)

ｷﾀﾉ ｱｲｶ
 7793 古川 葵(1)

ﾌﾙｶﾜ ｱｵｲ
  5 北部中

ﾎｸﾌﾞﾁｭｳ 欠場

決勝 7月30日 14:30

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 岡谷西部中  7578 有賀 琳瑚(2)     54.85 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ｱﾙｶﾞ ﾘﾝｺﾞ
 7573 倉品 愛美(3)

ｸﾗｼﾅ ﾏﾅﾐ
 7572 花岡 瑚徒(3)

ﾊﾅｵｶ ｺﾄ
 7574 酒井 歩美(3)

ｻｶｲ ｱﾕﾐ

4x100m

中学女子

4x100m

決勝

決勝

中学女子ｵｰﾌﾟﾝ



決勝 7月30日 14:25

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 東海大諏訪(B)    27 竹村 瑞香(3)     59.35 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜB ﾀｹﾑﾗ ﾐｽﾞｶ
   34 落合 早峰(1)

ｵﾁｱｲ ﾊﾔﾈ
   28 竹内 優花(3)

ﾀｹｳﾁ ﾕｳｶ
   35 藤岡 緩奈(1)

ﾌｼﾞｵｶ ｶﾝﾅ
  3 東海大諏訪(A)

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜA 欠場

女子

4x100m
決勝



決勝 7月30日 12:20

大会新(GR)           1.51

長田 美羽(2) 中学生
ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ 茅野東部中
田村 明日香(2) 中学生
ﾀﾑﾗ ｱｽｶ 茅野東部中
帯川 海緒(3) 中学生
ｵﾋﾞｶﾜ ﾐｵ 長峰中
飯島 彩香(1) 中学生
ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔｶ 永明中
藤森 彩夏(3) 中学生
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾔｶ 長峰中

決勝 7月30日  9:00

3m00
鎌倉 杏(2) 中学生 - - - - - O O O XO XO
ｶﾏｸﾗ ｱﾝｽﾞ 原中 XXX
小林 由依(2) 中学生 - - - - - O O O O XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 原中
五味 礼羽(3) 中学生 O O O XXX
ｺﾞﾐ ﾕｷﾊ 原中
堀内 沙紀(2) 中学生 - - - XXX 記録なし
ﾎﾘｳﾁ ｻｷ 原中

順位 試技

中学女子

走高跳

決勝

1m25 1m30ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 備考1m10 1m15 1m20所属名 記録1m501m40 1m451m35

- - -
1 5  7887

 1.45

2 3  7886

XO O XXX- XO O

3 2  7851

O XXX- O O-

- O O

 1.40- -

 1.25

4 4  7797

XO XXX

XXX

 1.10

- O O

O XXX

中学女子ｵｰﾌﾟﾝ

 1.20

5 1  7857

2m10 2m20 2m40 2m50 2m60 2m70 2m80

棒高跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
2m00

 7895
 2.20

2m90
記録 備考

1 2  7897
 2.90

2m30

1  8684

2 3  7898
 2.80

3 4



決勝 7月30日  9:00

大会新(GR)           2.95

井上 きなり(3) 小学生   2.50   2.54    X    2.54 
ｲﾉｳｴ ｷﾅﾘ 湖東小    0.0   +0.3    +0.3
両角 琉那(3) 小学生    X   2.33   2.46    2.46 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾙﾅ 玉川小    0.0   +1.8    +1.8
足立 未彩(3) 小学生   2.45    X    X    2.45 
ｱﾀﾞﾁ ﾐｻ 永明小    0.0     0.0

決勝 7月30日  9:00

大会新(GR)           3.83

小倉 和香葉(4) 小学生   3.31   2.92   3.28    3.31 
ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ 玉川小   -1.2   +0.7    0.0    -1.2
金川 倖都(4) 小学生    X   2.36    X    2.36 
ｶﾅｶﾞﾜ ｺﾄ 玉川小   +0.5    +0.5

決勝 7月30日  9:00

大会新(GR)           4.10

山本 香菜美(5) 小学生   3.65   3.41   3.50    3.65 
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ 玉川小    0.0   +0.7   +0.2     0.0
丸茂 花愛(5) 小学生   3.40   3.39   3.33    3.40 
ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ 玉川小   +0.2    0.0   +1.3    +0.2
舟久保 七海(5) 小学生   2.70   2.77   3.22    3.22 
ﾌﾅｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ 北山小   -0.1   +0.7    0.0     0.0
田村 優衣(5) 小学生   3.12   2.83   3.17    3.17 
ﾀﾑﾗ ﾕｲ 玉川小    0.0   +0.6   +0.3    +0.3
三浦 璃子(5) 小学生   3.00   2.90   2.90    3.00 
ﾐｳﾗ ﾘｺ 玉川小   -0.4   +0.8    0.0    -0.4
小池 明日美(5) 小学生   2.97   2.74   2.93    2.97 
ｺｲｹ ｱｽﾐ 宮川小    0.0   +0.5   +1.2     0.0
伊藤 彩(5) 小学生   2.71   2.95   2.64    2.95 
ｲﾄｳ ｱﾔ 宮川小   +0.1   +1.0   +0.4    +1.0
中村 真彩(5) 小学生   2.43   2.57   2.81    2.81 
ﾅｶﾑﾗ ﾏｱﾔ 宮川小   +0.1   +1.1   +0.2    +0.2

決勝 7月30日  9:00

大会新(GR)           4.41

宮澤 ありさ(6) 小学生    X    X   3.39    3.39 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 永明小    0.0     0.0

所属名 -1- -2- -3- 記録 備考

小学3年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名
1 3   161

2 1   139

3 2     9

小学4年女子

走幅跳

決勝

-2- -3- 記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

所属名 -1- -2-

備考
1 2   120

2 1   113

-3- 記録 備考

小学5年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名
1 7   118

2 5   107

3 2   194

4 3   132

5 1   116

6 4    86

所属名 -1- -2-

7 8    64

8 6    93

-3- 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
1 1    20



決勝 7月30日  9:00

小口 葉奈(6) 小学生   3.37   3.49   3.41    3.49 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +1.2   +0.4   +0.6    +0.4

決勝 7月30日 11:00

大会新(GR)           5.12

山田 愛莉(2) 中学生   4.23   4.00   4.28   4.06   4.01   4.32    4.32 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 茅野東部中   -1.1   +1.2   +1.1    0.0   -1.8   +0.1    +0.1
小林 千紘(1) 中学生   3.98   3.83   3.98   4.06    X   4.04    4.06 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 長峰中   +0.5   +1.1    0.0   +0.5   +0.6    +0.5
牛山 珠莉(1) 中学生   3.65   3.95   3.87    X   3.84   3.81    3.95 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 茅野東部中    0.0   +1.1   +1.2   -0.8   +0.1    +1.1
中野 天音(2) 中学生   3.32   3.53   3.35   3.48   3.46    X    3.53 
ﾅｶﾉ ｱﾏﾈ 長峰中   +0.6   +0.4   +0.8   +0.8   -0.7    +0.4
柳沢 愛莉(1) 中学生   2.35   2.62   3.34   3.02   3.21   3.43    3.43 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｲﾘ 茅野東部中   +1.4   +0.8   -0.3   +0.8    0.0    0.0     0.0
黒澤 萌(1) 中学生   3.31   3.16   2.72    X    X   3.32    3.32 
ｸﾛｻﾜ ﾓｴ 長峰中   +0.7   +2.3   +0.7   +0.2    +0.2
小沢 恵菜(3) 中学生 欠場
ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ 茅野東部中

決勝 7月30日 11:00

小林 朋美(2) 中学生   3.58   3.59   3.60    3.60 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾐ 岡谷西部中   -0.4   +0.8   +0.7    +0.7
脇坂 有梨那(1) 中学生    X    X   2.23    2.23 
ﾜｷｻﾞｶ ﾕﾘﾅ 岡谷西部中   +1.2    +1.2

-2- -3- -4-

中学女子

走幅跳

決勝

氏  名 所属名

2 6  7841

備考
1 7  7872

-5-試技 ﾅﾝﾊﾞｰ -6- 記録

4 4  7863

3 3  7873

-1-順位

5  7882

6 2  7867

5

中学女子ｵｰﾌﾟﾝ

走幅跳
決勝

小学女子ｵｰﾌﾟﾝ

走幅跳
決勝

順位

2 8  7580

-2- -3- 記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

-1- -2-

備考
1 9  7576

所属名 -1-

1  7876

1 1    38
-3- 記録 備考試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 7月30日 10:30

大会新(GR)          11.20

小林 あゆみ(3) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰中

決勝 7月30日 12:30

大会新(GR)          36.69

小松 日和(6) 小学生
ｺﾏﾂ ﾋﾖﾘ 米沢小
中村 杏(5) 小学生
ﾅｶﾑﾗ ｱﾝ 玉川小
中村 凌香(4) 小学生
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｶ 玉川小
平林 美優(4) 小学生
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾐｭｳ 金沢小
足立 未彩(3) 小学生
ｱﾀﾞﾁ ﾐｻ 永明小
飯山 奈乃羽(5) 小学生
ｲｲﾔﾏ ﾅﾉﾊ 玉川小

-3-

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  7.80  7.63  7.80

備考
1 1  7853

 7.38

記録-2-

記録 備考

小学共通女子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 35.59 

2 2   129

1 3   186

 18.43 

4 6   153

 28.88 

3 5   131

 11.60 

 11.87 

6 1   136

 11.99 

5 4     9
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