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決勝記録一覧表
男  子  /  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

05/08 小学混合 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ(A)      59.46 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ(B)    1,03.52 諏訪FA(A)     1,04.12 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ(C)    1,06.17 諏訪ｼﾞｭﾆｱ(A)    1,07.98 諏訪ｼﾞｭﾆｱ(B)    1,09.79 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ(D)    1,11.72 諏訪ｼﾞｭﾆｱ(C)    1,13.23
4x100m 丸茂 花愛(5) 山田 聖来(4) 両角 愛菜(4) 小倉 和香葉(4) 矢﨑 梨奈(4) 石田 莉緒(4) 小池 瑠美嶺(4) 伊藤 亜佳音(4)

山本 香菜美(5) 山下 心花(4) 小松 美沙季(5) 大久保 瑠依(4) 市川 紗菜(4) 三井 優茉(4) 今井 柚美(3) 小林 媛香(4)

小口 蒼葉(4) 多田 夏音(4) 藤森 大地(4) 伊藤 璃玖(4) 北澤 悠尊(4) 相馬 未来(4) 鵜飼 大雅(3) 守谷 虎太朗(4)

木次 夏雪(5) 中村 奏太(4) 林 賢史郎(4) 小林 勇翔(4) 増田 翔太(4) 曽我 佑治郎(4) 松澤 伸太朗(4) 荒木 恒平(4)



決勝 5月8日 15:30

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ(A)   197 丸茂 花愛(5)     59.46 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽA ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ
  183 山本 香菜美(5)

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ
  168 小口 蒼葉(4)

ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ
  165 木次 夏雪(5)

ｺﾂｷﾞ ﾅﾂｷ
 2   4 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ(B)   192 山田 聖来(4)   1,03.52 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽB ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ
  170 山下 心花(4)

ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ
  178 多田 夏音(4)

ﾀﾀﾞ ｶｵﾄ
  176 中村 奏太(4)

ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾀ
 3   5 諏訪FA(A)   126 両角 愛菜(4)   1,04.12 

ｽﾜｴﾌｴｰA ﾓﾛｽﾞﾐ ﾏﾅ
  123 小松 美沙季(5)

ｺﾏﾂ ﾐｻｷ
  113 藤森 大地(4)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ
  112 林 賢史郎(4)

ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾛｳ
 4   2 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ(C)   170 小倉 和香葉(4)   1,06.17 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽC ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ
  202 大久保 瑠依(4)

ｵｵｸﾎﾞ ﾙｲ
  198 伊藤 璃玖(4)

ｲﾄｳ ﾘｸ
  164 小林 勇翔(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ
 5   3 諏訪ｼﾞｭﾆｱ(A)    81 矢﨑 梨奈(4)   1,07.98 

ｽﾜｼﾞｭﾆｱA ﾔｻﾞｷ ﾘﾅ
   82 市川 紗菜(4)

ｲﾁｶﾜ ｻﾅ
   83 北澤 悠尊(4)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳｿﾝ
   84 増田 翔太(4)

ﾏｽﾀ ｼｮｳﾀ
 6   7 諏訪ｼﾞｭﾆｱ(B)    85 石田 莉緒(4)   1,09.79 

ｽﾜｼﾞｭﾆｱB ｲｼﾀﾞ ﾘｵ
   86 三井 優茉(4)

ﾐﾂｲ ﾕﾏ
   87 相馬 未来(4)

ｿｳﾏ ﾐﾗｲ
   88 曽我 佑治郎(4)

ｿｶ ﾞﾕｳｼﾞﾛｳ
 7   8 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ(D)   204 小池 瑠美嶺(4)   1,11.72 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽD ｺｲｹ ﾙﾐﾈ
  191 今井 柚美(3)

ｲﾏｲ ﾕｽﾞﾐ
  181 鵜飼 大雅(3)

ｳｶｲ ﾀｲｶﾞ
  201 松澤 伸太朗(4)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ
 8   1 諏訪ｼﾞｭﾆｱ(C)    89 伊藤 亜佳音(4)   1,13.23 

ｽﾜｼﾞｭﾆｱC ｲﾄｳ ｱｶﾈ
   94 小林 媛香(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾒｶ
   95 守谷 虎太朗(4)

ﾓﾘﾔ ｺﾀﾛｳ
   92 荒木 恒平(4)

ｱﾗｷ ｺｳﾍｲ
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