
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、茅野市陸上競技協会
主管：諏訪陸上競技協会
期日：平成２９年７月２９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：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 小学1年男子

60m
決勝 吉澤 岳(1) 金沢小 11秒18

(+1.2m)
11秒64

大会新 小学1年男子
60m

決勝 多田 葵音(1) 湖東小 11秒36
(+1.2m)

11秒64

大会新 小学1年男子
60m

決勝 藤森 尊生(1) 玉川小 11秒62
(+1.2m)

11秒64

大会新 小学2年男子
60m

決勝 吉澤 遼(2) 金沢小 10秒36
(-0.5m)

10秒54

大会新 中学女子
100mH(0.762m

決勝 竹内 里桜(2) 永明中 15秒67
(-0.1m)

16秒74

大会新 小学3年男子
走幅跳

決勝 小川 夏生(3) 玉川小 3m28(+0.3m
)

3m17

大会新 小学3年男子
走幅跳

決勝 飯山 想斗(3) 玉川小 3m21(+1.1m
)

3m17

大会新 小学3年女子
走幅跳

決勝 奥谷 心音(3) 湖東小 3m07(+0.6m
)

2m95

大会新 30歳以上男子
400m

決勝 冨澤 祐樹 諏訪市陸協 62秒45 69秒42

大会新 小学共通女子
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ

決勝 中村 杏(6) 玉川小 44m62 36m69

大会新 中学女子
4x100mR

決勝 永明中(A)
佐伯 明莉(3)
五味 愛夏(2)
竹内 里桜(2)
山田 茉優(3)

永明中 53秒41 53秒66

■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 曇り 26.5 73.0 南南西 1.0
9:00 曇り 27.0 70.0 南南西 0.3
10:00 曇り 27.0 70.0 － 0.0
11:00 曇り 26.5 73.0 東南東 0.4
12:00 曇り 28.5 70.0 西 0.6
13:00 曇り 27.0 73.0 北北西 0.2
14:00 曇り 26 84.0 － 0.0

第62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：17170549）



第62回茅野市総合体育大会陸上競技会(17170549)                                    
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  茅野市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
07/29 中学女子  -1.2山田 茉優(3) 13.45 竹内 里桜(2) 13.55 小林 万莉(2) 13.89 佐伯 明莉(3) 14.06 小松 未唯奈(1) 14.08 小平 聖乃(2) 14.43 岩下 夢菜(1) 14.53 野村 夏月(1) 14.54

100m 中学生･永明中 中学生･永明中 中学生･長峰中 中学生･永明中 中学生･長峰中 中学生･北部中 中学生･永明中 中学生･茅野東部
07/29 山田 茉優(3) 27.86 小林 万莉(2) 29.04 野村 夏月(1) 29.82 小松 未唯奈(1) 30.33 並木 絢音(3) 30.84 小平 聖乃(2) 31.05 小平 奏重(1) 31.47 藤島 沙由希(1) 32.67

200m 中学生･永明中 中学生･長峰中 中学生･茅野東部 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･北部中 中学生･永明中 中学生･長峰中
07/29 真道 美羽(3) 2,39.17 北原 結和(2) 2,41.11 田島 彩貴(3) 2,46.48 野澤 彩莉(1) 3,01.84

800m 中学生･茅野東部 中学生･長峰中 中学生･茅野東部 中学生･北部中
07/29 真道 美羽(3) 5,31.94 田島 彩貴(3) 5,44.68 篠原 さら(1) 5,47.27

1500m 中学生･茅野東部 中学生･茅野東部 中学生･茅野東部
07/29  -0.1竹内 里桜(2) 15.67 佐伯 明莉(3) 17.12 花岡 真咲(2) 18.35 宮坂 ひかり(2) 19.26 原 如美(2) 20.40 藤森 あんり(2) 21.15 青木 詩織(2) 21.53

100mH(0.762m) 中学生･永明中 GR 中学生･永明中 中学生･茅野東部 中学生･茅野東部 中学生･北部中 中学生･長峰中 中学生･長峰中
07/29 飯島 彩香(2) 1.35 下向 華歩(1) 1.15

走高跳 中学生･永明中 中学生･永明中
07/29 小林 千紘(2) 4.68(+0.5) 山田 愛莉(3) 4.32(-0.4) 牛山 珠莉(2) 4.05(-0.4) 黒澤 萌(2) 3.91(+0.4) 柳沢 愛莉(2) 3.91(0.0) 宮澤 瑠里(1) 3.74(-0.9) 中野 天音(3) 3.72(0.0) 小泉 美羽(1) 3.35(-0.5)

走幅跳 中学生･長峰中 中学生･茅野東部 中学生･茅野東部 中学生･長峰中 中学生･茅野東部 中学生･北部中 中学生･長峰中 中学生･北部中
07/29 佐伯 明莉(3) 8.93 並木 愛佳(1) 6.63

砲丸投 中学生･永明中 中学生･長峰中
07/29 永明中(A)       53.41 長峰中(A)       55.44 茅野東部       57.22 北部中(A)       57.44 長峰中(B)     1,00.68 北部中(B)     1,01.99

4x100m 佐伯 明莉(3) GR 山田 美和(3) 柳沢 愛莉(2) 川口 結(1) 黒澤 美月(1) 小泉 美羽(1)
五味 愛夏(2) 小林 万莉(2) 花岡 真咲(2) 小平 聖乃(2) 大田 樹璃(1) 宮澤 瑠里(1)
竹内 里桜(2) 小林 千紘(2) 牛山 珠莉(2) 野澤 真莉亜(3) 奥原 緒美(1) 川嶋 亜衣梨(1)
山田 茉優(3) 小松 未唯奈(1) 野村 夏月(1) 原 如美(2) 畠中 ひなの(1) 野澤 彩莉(1)

07/29 小3-6共通女 中村 真彩(6) 3,51.52 中村 凌香(5) 3,52.11 平林 美優(5) 4,03.98 雨宮 月咲(5) 4,05.31 雨宮 風羽(3) 4,35.76 雨宮 空羽(3) 5,03.55
1000m 小学生･宮川小 小学生･玉川小 小学生･金沢小 小学生･宮川小 小学生･宮川小 小学生･宮川小

07/29 中村 杏(6) 44.62 岡谷 優美花(4) 18.73 杉原 陽菜(4) 18.31 松岡 友菜(4) 17.37
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学生･玉川小 GR 小学生･玉川小 小学生･玉川小 小学生･玉川小

07/29 玉川小(A)       58.49 永明小(B)     1,01.77 金沢小     1,03.34 宮川小     1,07.53 玉川小(B)     1,08.47 玉川小(C)     1,10.15 永明小(A)     1,10.79
4x100m 小倉 和香葉(5) 大久保 瑠依(5) 北原 彩菜(6) 加納 瑠璃菜(5) 伊藤 結衣(5) 矢島 玲乃(4) 田中 梨琴(3)

山本 香菜美(6) 太田 結衣(5) 藤森 帆乃香(6) 大和 由奈(5) 丸茂 花愛(6) 藤森 芽衣(4) 大久保 碧依(3)
田村 優衣(6) 河西 帆乃佳(5) 平林 美優(5) 加納 萌瑛菜(5) 中村 凌香(5) 両角 琉那(4) 櫻井 音寧(3)
中村 杏(6) 山田 聖来(5) 矢島 柚那(4) 鈴木 愛琳(5) 杉原 陽菜(4) 松岡 友菜(4) 山田 怜来(3)

07/29 小学3年女子 山田 怜来(3) 16.21 櫻井 音寧(3) 17.32 奥谷 心音(3) 17.60 伊藤 ゆら(3) 17.76 林 れいな(3) 18.01 大久保 碧依(3) 18.65 滝澤 利桜(3) 18.82 藤森 香恋(3) 19.19
100m 小学生･永明小 小学生･永明小 小学生･湖東小 小学生･湖東小 小学生･北山小 小学生･永明小 小学生･宮川小 小学生･永明小

07/29 奥谷 心音(3) 3.07(+0.6) 林 れいな(3) 2.63(+1.1)
走幅跳 小学生･湖東小 GR 小学生･北山小

07/29 小学4年女子 矢島 柚那(4) 15.40 竹田 紅愛(4) 15.87 足立 未彩(4) 16.82 宮武 なな香(4) 17.22 井上 きなり(4) 17.60 矢島 玲乃(4) 17.70 赤羽 柚香(4) 17.74 太田 暖奈(4) 17.77
100m 小学生･金沢小 小学生･永明小 小学生･永明小 小学生･宮川小 小学生･湖東小 小学生･玉川小 小学生･宮川小 小学生･宮川小

07/29 両角 琉那(4) 2.74(-0.1) 藤森 芽衣(4) 2.56(+0.4)
走幅跳 小学生･玉川小 小学生･玉川小

07/29 小学5年女子 山下 心花(5) 15.13 山田 聖来(5) 15.29 小倉 和香葉(5) 15.46 太田 結衣(5) 15.49 伊藤 結衣(5) 15.53 今井 優香(5) 15.71 大久保 瑠依(5) 16.44 河西 帆乃佳(5) 16.73
100m 小学生･湖東小 小学生･永明小 小学生･玉川小 小学生･永明小 小学生･玉川小 小学生･宮川小 小学生･永明小 小学生･永明小

07/29 山下 心花(5) 3.65(+0.4) 小倉 和香葉(5)3.59(-1.0)
走幅跳 小学生･湖東小 小学生･玉川小

07/29 小学6年女子  -0.1山本 香菜美(6) 14.57 田村 優衣(6) 15.06 中村 杏(6) 15.88 北原 彩菜(6) 16.26 藤森 帆乃香(6) 16.62 小池 明日美(6) 16.87 中村 真彩(6) 16.94
100m 小学生･玉川小 小学生･玉川小 小学生･玉川小 小学生･金沢小 小学生･金沢小 小学生･宮川小 小学生･宮川小

07/29 田村 優衣(6) 4.05(-0.5) 山本 香菜美(6)4.02(+0.5)
走幅跳 小学生･玉川小 小学生･玉川小

07/29 中学女子ｵｰﾌﾟ 鎌倉 杏(3) 3.10 小林 由依(3) 3.00 横内 咲希(2) 2.30
棒高跳 中学生･原中(茅野 中学生･原中(茅野 中学生･原中(茅野

07/29 小学1年女子  +0.4赤羽 由乃葉(1) 11.92 西坂 里桜(1) 12.02 五味 優真(1) 12.26 越田 陽向(1) 12.86 田中 玲衣(1) 12.92 立石 真央(1) 12.95 両角 優那(1) 13.14 渡邉 希実(1) 13.14
60m 小学生･宮川小 小学生･宮川小 小学生･宮川小 小学生･豊平小 小学生･永明小 小学生･宮川小 小学生･宮川小 小学生･豊平小

07/29 小学2年女子 丸山 菜央(2) 10.50 林 未緒(2) 11.29 伊藤 里桜(2) 11.32 中村 紗和(2) 11.55 花岡 心都(2) 11.68 前島 希光(2) 11.70 宮下 さくら(2) 11.82 越田 和奏(2) 11.91
60m 小学生･玉川小 小学生･宮川小 小学生･玉川小 小学生･北山小 小学生･北山小 小学生･米沢小 小学生･玉川小 小学生･永明小



決勝 7月29日  9:00

大会新(GR)          11.01

風速 +0.4

 1 赤羽 由乃葉(1) 小学生     11.92 
ｱｶﾊﾈ ﾕﾉﾊ 宮川小

 2 西坂 里桜(1) 小学生     12.02 
ﾆｼｻﾞｶ ﾘｵ 宮川小

 3 五味 優真(1) 小学生     12.26 
ｺﾞﾐ ﾕﾏ 宮川小

 4 越田 陽向(1) 小学生     12.86 
ｺｼﾀﾞ ﾋﾅﾀ 豊平小

 5 田中 玲衣(1) 小学生     12.92 
ﾀﾅｶ ﾚｲ 永明小

 6 立石 真央(1) 小学生     12.95 
ﾀﾃｲｼ ﾏｵ 宮川小

 7 両角 優那(1) 小学生     13.14 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕﾅ 宮川小

 8 渡邉 希実(1) 小学生     13.14 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾉｿﾞﾐ 豊平小

 9 小平 真央(1) 小学生     13.52 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｵ 豊平小

決勝 7月29日  9:20

大会新(GR)          10.32

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.1

 1 林 未緒(2) 小学生     11.29  1 丸山 菜央(2) 小学生     10.50 
ﾊﾔｼ ﾐｵ 宮川小 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵ 玉川小

 2 花岡 心都(2) 小学生     11.68  2 伊藤 里桜(2) 小学生     11.32 
ﾊﾅｵｶ ｺﾄ 北山小 ｲﾄｳ ﾘｵ 玉川小

 3 前島 希光(2) 小学生     11.70  3 中村 紗和(2) 小学生     11.55 
ﾏｴｼﾏ ﾉｿﾞﾐ 米沢小 ﾅｶﾑﾗ ｻﾜ 北山小

 4 宮下 さくら(2) 小学生     11.82  4 越田 和奏(2) 小学生     11.91 
ﾐﾔｼﾀ ｻｸﾗ 玉川小 ｺｼﾀﾞ ﾜｶﾅ 永明小

 5 小松 夏生(2) 小学生     12.25  5 勝山  琉彩(2) 小学生     12.04 
ｺﾏﾂ ﾅﾂｷ 永明小 ｶﾂﾔﾏ ﾙｱ 金沢小

 6 西村 鈴(2) 小学生     12.40  6 三浦 こはな(2) 小学生     12.53 
ﾆｼﾑﾗ ﾘﾝ 玉川小 ﾐｳﾗ ｺﾊﾅ 北山小

   1 丸山 菜央(2) 小学生 玉川小     10.50 (+0.1)   2   1
   2 林 未緒(2) 小学生 宮川小     11.29 (0.0)   1   1
   3 伊藤 里桜(2) 小学生 玉川小     11.32 (+0.1)   2   2
   4 中村 紗和(2) 小学生 北山小     11.55 (+0.1)   2   3
   5 花岡 心都(2) 小学生 北山小     11.68 (0.0)   1   2
   6 前島 希光(2) 小学生 米沢小     11.70 (0.0)   1   3
   7 宮下 さくら(2) 小学生 玉川小     11.82 (0.0)   1   4
   8 越田 和奏(2) 小学生 永明小     11.91 (+0.1)   2   4
   9 勝山  琉彩(2) 小学生 金沢小     12.04 (+0.1)   2   5
  10 小松 夏生(2) 小学生 永明小     12.25 (0.0)   1   5
  11 西村 鈴(2) 小学生 玉川小     12.40 (0.0)   1   6
  12 三浦 こはな(2) 小学生 北山小     12.53 (+0.1)   2   6

8   169

5    46

4   168

2     5

3    47

9    63

6   170

7    56

1    59

小学1年女子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 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 記録／備考
4    45 2   116

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2   187 6   120

6   164 5   184

3   112 4    39

5    34 3   138

小学2年女子

60m

7    97 7   188

記録（風） 備考

タイムレース

順位 No. 氏  名

  120
  184
  187
  164

組 順位
  116
   45

都道府県 所属名

   97
  188

  112
   39
  138
   34



決勝 7月29日 11:10

大会新(GR)          15.72

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 -0.7

 1 櫻井 音寧(3) 小学生     17.32  1 山田 怜来(3) 小学生     16.21 
ｻｸﾗｲ ﾈﾈ 永明小 ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ 永明小

 2 奥谷 心音(3) 小学生     17.60  2 大久保 碧依(3) 小学生     18.65 
ｵｸﾀﾆ ﾐｵ 湖東小 ｵｵｸﾎﾞ ｱｵｲ 永明小

 3 伊藤 ゆら(3) 小学生     17.76  3 藤森 香恋(3) 小学生     19.19 
ｲﾄｳ ﾕﾗ 湖東小 ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾚﾝ 永明小

 4 林 れいな(3) 小学生     18.01  4 多賀谷 文乃(3) 小学生     19.60 
ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ 北山小 ﾀｶﾞﾔ ｱﾔﾉ 永明小

 5 滝澤 利桜(3) 小学生     18.82  5 渡邉 寧希(3) 小学生     19.82 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｵ 宮川小 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｽﾞｷ 宮川小

 6 森 百々央(3) 小学生     19.58 山下 恋花(3) 小学生
ﾓﾘﾓﾓﾅ 永明小 ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ 湖東小

 7 田中 梨琴(3) 小学生     20.50 
ﾀﾅｶ ﾘｺ 永明小

4   150
欠場

5    15

6    48

3    13

2     4

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7    35

3     6

順

7    30

5   172

6    50

4   162

8     2

2   156

小学3年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ



   1 山田 怜来(3) 小学生 永明小     16.21 (-0.7)   2   1
   2 櫻井 音寧(3) 小学生 永明小     17.32 (-0.4)   1   1
   3 奥谷 心音(3) 小学生 湖東小     17.60 (-0.4)   1   2
   4 伊藤 ゆら(3) 小学生 湖東小     17.76 (-0.4)   1   3
   5 林 れいな(3) 小学生 北山小     18.01 (-0.4)   1   4
   6 大久保 碧依(3) 小学生 永明小     18.65 (-0.7)   2   2
   7 滝澤 利桜(3) 小学生 宮川小     18.82 (-0.4)   1   5
   8 藤森 香恋(3) 小学生 永明小     19.19 (-0.7)   2   3
   9 森 百々央(3) 小学生 永明小     19.58 (-0.4)   1   6
  10 多賀谷 文乃(3) 小学生 永明小     19.60 (-0.7)   2   4
  11 渡邉 寧希(3) 小学生 宮川小     19.82 (-0.7)   2   5
  12 田中 梨琴(3) 小学生 永明小     20.50 (-0.4)   1   7

  156
  162
  172
   13
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    4
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   15

記録（風） 備考 組 順位
   35
    2

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

小学3年女子

100m



決勝 7月29日 11:30

大会新(GR)          15.30

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 -0.8

 1 宮武 なな香(4) 小学生     17.22  1 矢島 柚那(4) 小学生     15.40 
ﾐﾔﾀｹ ﾅﾅｶ 宮川小 ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 金沢小

 2 矢島 玲乃(4) 小学生     17.70  2 竹田 紅愛(4) 小学生     15.87 
ﾔｼﾞﾏ ﾚﾉ 玉川小 ﾀｹﾀﾞ ｸﾚｱ 永明小

 3 澤本 麻央(4) 小学生     17.83  3 足立 未彩(4) 小学生     16.82 
ｻﾜﾓﾄ ﾏｵ 宮川小 ｱﾀﾞﾁ ﾐｻ 永明小

 4 中村 鈴(4) 小学生     18.04  4 井上 きなり(4) 小学生     17.60 
ﾅｶﾑﾗ ﾘﾝ 永明小 ｲﾉｳｴ ｷﾅﾘ 湖東小

 5 松岡 友菜(4) 小学生     18.58  5 赤羽 柚香(4) 小学生     17.74 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾅ 玉川小 ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞｶ 宮川小

 6 小林 琴音(4) 小学生     19.17  6 太田 暖奈(4) 小学生     17.77 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾄﾈ 宮川小 ｵｵﾀ ﾊﾙﾅ 宮川小

 7 伊藤 心美(4) 小学生     19.81  7 伊藤 蒼奈(4) 小学生     17.86 
ｲﾄｳ ｺｺﾐ 宮川小 ｲﾄｳ ｿﾅ 玉川小

小学4年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4    60

6    79

5    43

2     7

8   101

3    64
No. 氏  名所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ順

8     8

所属名 記録／備考
6   125

5    57

4    16

3   159

7    74

2    53

7   121



   1 矢島 柚那(4) 小学生 金沢小     15.40 (-0.8)   2   1
   2 竹田 紅愛(4) 小学生 永明小     15.87 (-0.8)   2   2
   3 足立 未彩(4) 小学生 永明小     16.82 (-0.8)   2   3
   4 宮武 なな香(4) 小学生 宮川小     17.22 (-0.1)   1   1
   5 井上 きなり(4) 小学生 湖東小     17.60 (-0.8)   2   4
   6 矢島 玲乃(4) 小学生 玉川小     17.70 (-0.1)   1   2
   7 赤羽 柚香(4) 小学生 宮川小     17.74 (-0.8)   2   5
   8 太田 暖奈(4) 小学生 宮川小     17.77 (-0.8)   2   6
   9 澤本 麻央(4) 小学生 宮川小     17.83 (-0.1)   1   3
  10 伊藤 蒼奈(4) 小学生 玉川小     17.86 (-0.8)   2   7
  11 中村 鈴(4) 小学生 永明小     18.04 (-0.1)   1   4
  12 松岡 友菜(4) 小学生 玉川小     18.58 (-0.1)   1   5
  13 小林 琴音(4) 小学生 宮川小     19.17 (-0.1)   1   6
  14 伊藤 心美(4) 小学生 宮川小     19.81 (-0.1)   1   7

小学4年女子

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考
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決勝 7月29日 11:45

大会新(GR)          14.75

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -1.2

 1 山下 心花(5) 小学生     15.13  1 太田 結衣(5) 小学生     15.49 
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 湖東小 ｵｵﾀ ﾕｲ 永明小

 2 山田 聖来(5) 小学生     15.29  2 伊藤 結衣(5) 小学生     15.53 
ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ 永明小 ｲﾄｳ ﾕｲ 玉川小

 3 小倉 和香葉(5) 小学生     15.46  3 今井 優香(5) 小学生     15.71 
ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ 玉川小 ｲﾏｲ ﾕｳｶ 宮川小

 4 河西 帆乃佳(5) 小学生     16.73  4 大久保 瑠依(5) 小学生     16.44 
ｶｻｲ ﾎﾉｶ 永明小 ｵｵｸﾎﾞ ﾙｲ 永明小

 5 鈴木 愛琳(5) 小学生     16.94  5 大和 由奈(5) 小学生     17.20 
ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ 宮川小 ｵｵﾜ ﾕﾅ 宮川小

7    11

6    62

所属名 記録／備考
3    14

5   122

4    52

3    38

7    44

5    36

6   103

所属名 記録／備考 氏  名
4   151

順 ﾚｰﾝ No.

小学5年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



   1 山下 心花(5) 小学生 湖東小     15.13 (-1.1)   1   1
   2 山田 聖来(5) 小学生 永明小     15.29 (-1.1)   1   2
   3 小倉 和香葉(5) 小学生 玉川小     15.46 (-1.1)   1   3
   4 太田 結衣(5) 小学生 永明小     15.49 (-1.2)   2   1
   5 伊藤 結衣(5) 小学生 玉川小     15.53 (-1.2)   2   2
   6 今井 優香(5) 小学生 宮川小     15.71 (-1.2)   2   3
   7 大久保 瑠依(5) 小学生 永明小     16.44 (-1.2)   2   4
   8 河西 帆乃佳(5) 小学生 永明小     16.73 (-1.1)   1   4
   9 鈴木 愛琳(5) 小学生 宮川小     16.94 (-1.1)   1   5
  10 大和 由奈(5) 小学生 宮川小     17.20 (-1.2)   2   5

決勝 7月29日 12:00

大会新(GR)          14.26

風速 -0.1

 1 山本 香菜美(6) 小学生     14.57 
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ 玉川小

 2 田村 優衣(6) 小学生     15.06 
ﾀﾑﾗ ﾕｲ 玉川小

 3 中村 杏(6) 小学生     15.88 
ﾅｶﾑﾗ ｱﾝ 玉川小

 4 北原 彩菜(6) 小学生     16.26 
ｷﾀﾊﾗ ｻﾔﾅ 金沢小

 5 藤森 帆乃香(6) 小学生     16.62 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾎﾉｶ 金沢小

 6 小池 明日美(6) 小学生     16.87 
ｺｲｹ ｱｽﾐ 宮川小

 7 中村 真彩(6) 小学生     16.94 
ﾅｶﾑﾗ ﾏｱﾔ 宮川小
丸茂 花愛(6) 小学生
ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ 玉川小
林 ひよな(6) 小学生
ﾊﾔｼ ﾋﾖﾅ 北山小

   38
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予選 7月29日 10:40
決勝 7月29日 12:15

大会新(GR)          13.00

[ 1組] 風速 -1.9 [ 2組] 風速  0.0

 1 竹内 里桜(2) 中学生     13.57 q  1 岩下 夢菜(1) 中学生     14.57 q
ﾀｹｳﾁﾘｵ 永明中 ｲﾜｼﾀﾕﾅ 永明中

 2 小松 未唯奈(1) 中学生     14.05 q  2 花岡 真咲(2) 中学生     14.80 
ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 長峰中 ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ 茅野東部

 3 小平 聖乃(2) 中学生     14.45 q  3 大田 樹璃(1) 中学生     15.11 
ｺﾀﾞｲﾗ ｷﾖﾉ 北部中 ｵｵﾀ ｼﾞｭﾘ 長峰中

 4 野村 夏月(1) 中学生     14.49 q  3 宮坂 ひかり(2) 中学生     15.11 
ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 茅野東部 ﾐﾔｻｶ ﾋｶﾘ 茅野東部

 5 藤野 穂乃香(3) 中学生     14.89  5 藤森 あんり(2) 中学生     15.32 
ﾌｼﾞﾉ ﾎﾉｶ 長峰中 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾝﾘ 長峰中

 6 古川 葵(2) 中学生     15.67  6 門脇 恵(3) 中学生     15.98 
ﾌﾙｶﾜｱｵｲ 永明中 ｶﾄﾞﾜｷ ｹｲ 北部中

 7 奥原 緒美(1) 中学生     16.29 小林 千紘(2) 中学生
ｵｸﾊﾗ ﾂｸﾞﾐ 長峰中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 長峰中

 8 篠原 さら(1) 中学生     16.42 五味 愛夏(2) 中学生
ｼﾉﾊﾗ ｻﾗ 茅野東部 ｺﾞﾐﾏﾅｶ 永明中

 9 小泉 美羽(1) 中学生     16.56 
ｺｲｽﾞﾐ ﾐｳ 北部中

[ 3組] 風速 -0.8 [ 4組] 風速 -2.2

 1 山田 茉優(3) 中学生     13.53 q  1 小林 万莉(2) 中学生     13.99 q
ﾔﾏﾀﾞﾏﾕｳ 永明中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 長峰中

 2 山田 美和(3) 中学生     14.65  2 佐伯 明莉(3) 中学生     14.37 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾜ 長峰中 ｻｴｷｱｶﾘ 永明中

 3 牛山 珠莉(2) 中学生     14.79  3 並木 絢音(3) 中学生     14.75 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 茅野東部 ﾅﾐｷ ｱﾔﾈ 長峰中

 4 宮坂 茉津莉(1) 中学生     15.19  4 川口 結(1) 中学生     14.84 
ﾐﾔｻｶﾏﾂﾘ 永明中 ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｲ 北部中

 5 宮澤 瑠里(1) 中学生     15.38  5 柳沢 愛莉(2) 中学生     15.04 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙﾘ 北部中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｲﾘ 茅野東部

 6 藤島 沙由希(1) 中学生     15.63  6 畠中 ひなの(1) 中学生     15.33 
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 長峰中 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾅﾉ 長峰中

 7 小島 彩奈(1) 中学生     16.33  7 黒澤 美月(1) 中学生     15.43 
ｺｼﾞﾏ ｱﾔﾅ 長峰中 ｸﾛｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 長峰中

 8 川嶋 亜衣梨(1) 中学生     16.79  8 大和 野乃佳(1) 中学生     16.95 
ｶﾜｼﾏ ｱｲﾘ 北部中 ｵｵﾜ ﾉﾉｶ 長峰中

風速 -1.2

 1 山田 茉優(3) 中学生     13.45 
ﾔﾏﾀﾞﾏﾕｳ 永明中

 2 竹内 里桜(2) 中学生     13.55 
ﾀｹｳﾁﾘｵ 永明中

 3 小林 万莉(2) 中学生     13.89 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 長峰中

 4 佐伯 明莉(3) 中学生     14.06 
ｻｴｷｱｶﾘ 永明中

 5 小松 未唯奈(1) 中学生     14.08 
ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 長峰中

 6 小平 聖乃(2) 中学生     14.43 
ｺﾀﾞｲﾗ ｷﾖﾉ 北部中

 7 岩下 夢菜(1) 中学生     14.53 
ｲﾜｼﾀﾕﾅ 永明中

 8 野村 夏月(1) 中学生     14.54 
ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 茅野東部

中学女子

100m

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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決勝 7月29日 13:30

大会新(GR)          27.40

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速  0.0

 1 小林 万莉(2) 中学生     29.04  1 山田 茉優(3) 中学生     27.86 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 長峰中 ﾔﾏﾀﾞﾏﾕｳ 永明中

 2 野村 夏月(1) 中学生     29.82  2 小松 未唯奈(1) 中学生     30.33 
ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 茅野東部 ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 長峰中

 3 並木 絢音(3) 中学生     30.84  3 小平 聖乃(2) 中学生     31.05 
ﾅﾐｷ ｱﾔﾈ 長峰中 ｺﾀﾞｲﾗ ｷﾖﾉ 北部中

 4 川嶋 亜衣梨(1) 中学生     34.91  4 小平 奏重(1) 中学生     31.47 
ｶﾜｼﾏ ｱｲﾘ 北部中 ｺﾀﾞｲﾗｶﾅｴ 永明中
五味 愛夏(2) 中学生  5 藤島 沙由希(1) 中学生     32.67 
ｺﾞﾐﾏﾅｶ 永明中 ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 長峰中欠場

3  7798

記録／備考
5  7890

6  7851

順 ﾚｰﾝ No.

2  7815

所属名

4  7865

4  7869

3  7838

2  7796

6  7849

5  7881

中学女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 山田 茉優(3) 中学生 永明中     27.86 (0.0)   2   1
   2 小林 万莉(2) 中学生 長峰中     29.04 (-0.4)   1   1
   3 野村 夏月(1) 中学生 茅野東部     29.82 (-0.4)   1   2
   4 小松 未唯奈(1) 中学生 長峰中     30.33 (0.0)   2   2
   5 並木 絢音(3) 中学生 長峰中     30.84 (-0.4)   1   3
   6 小平 聖乃(2) 中学生 北部中     31.05 (0.0)   2   3
   7 小平 奏重(1) 中学生 永明中     31.47 (0.0)   2   4
   8 藤島 沙由希(1) 中学生 長峰中     32.67 (0.0)   2   5
   9 川嶋 亜衣梨(1) 中学生 北部中     34.91 (-0.4)   1   4
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決勝 7月29日 10:10

大会新(GR)        2,31.20

 1 真道 美羽(3) 中学生   2,39.17 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾐｳ 茅野東部

 2 北原 結和(2) 中学生   2,41.11 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾅ 長峰中

 3 田島 彩貴(3) 中学生   2,46.48 
ﾀｼﾞﾏ ｻｷ 茅野東部

 4 野澤 彩莉(1) 中学生   3,01.84 
ﾉｻﾞﾜ ｱﾔﾘ 北部中
清水 彩音(1) 中学生
ｼﾐｽﾞｱﾔﾄ 永明中

決勝 7月29日 13:50

大会新(GR)        3,20.60

 1 中村 真彩(6) 小学生   3,51.52 
ﾅｶﾑﾗ ﾏｱﾔ 宮川小

 2 中村 凌香(5) 小学生   3,52.11 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｶ 玉川小

 3 平林 美優(5) 小学生   4,03.98 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾐｭｳ 金沢小

 4 雨宮 月咲(5) 小学生   4,05.31 
ｱﾒﾐﾔ ｷｷ 宮川小

 5 雨宮 風羽(3) 小学生   4,35.76 
ｱﾒﾐﾔ ﾌｳ 宮川小

 6 雨宮 空羽(3) 小学生   5,03.55 
ｱﾒﾐﾔ ｸｳ 宮川小
林 ひよな(6) 小学生
ﾊﾔｼ ﾋﾖﾅ 北山小

決勝 7月29日 12:40

大会新(GR)        5,12.80

 1 真道 美羽(3) 中学生   5,31.94 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾐｳ 茅野東部

 2 田島 彩貴(3) 中学生   5,44.68 
ﾀｼﾞﾏ ｻｷ 茅野東部

 3 篠原 さら(1) 中学生   5,47.27 
ｼﾉﾊﾗ ｻﾗ 茅野東部

欠場

5  7836

4  7801

3  7845

2  7889

氏  名 所属名 記録／備考
6  7888

1  7882

中学女子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No.

記録／備考
3  7888

2  7889

決勝

順 No. 氏  名 所属名

No. 氏  名 所属名 記録／備考

中学女子

1500m

1    49

2    89

小3-6共通女子

1000m

決勝

順

5    71

7    70

6   130

4   173
欠場

3    72



決勝 7月29日  8:30

大会新(GR)          14.31

風速

林 ひよな(6) 小学生
ﾊﾔｼ ﾋﾖﾅ 北山小

決勝 7月29日  9:35

大会新(GR)          16.74

風速 -0.1

 1 竹内 里桜(2) 中学生     15.67 
ﾀｹｳﾁﾘｵ 永明中

 2 佐伯 明莉(3) 中学生     17.12 
ｻｴｷｱｶﾘ 永明中

 3 花岡 真咲(2) 中学生     18.35 
ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ 茅野東部

 4 宮坂 ひかり(2) 中学生     19.26 
ﾐﾔｻｶ ﾋｶﾘ 茅野東部

 5 原 如美(2) 中学生     20.40 
ﾊﾗ ﾕｷﾐ 北部中

 6 藤森 あんり(2) 中学生     21.15 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾝﾘ 長峰中

 7 青木 詩織(2) 中学生     21.53 
ｱｵｷ ｼｵﾘ 長峰中
山田 愛莉(3) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 茅野東部

小3-6共通女子

80mH(0.700m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5   173

中学女子

100mH(0.762m)

欠場

大会新
8  7789

所属名 記録／備考
2  7792

3  7819

7  7875

9  7874

6  7864

欠場

4  7842

5  7872



決勝 7月29日 12:50

大会新(GR)          57.10

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 玉川小(A)   103 小倉 和香葉(5)     58.49 

ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳA ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ
  106 山本 香菜美(6)

ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ
   87 田村 優衣(6)

ﾀﾑﾗ ﾕｲ
   92 中村 杏(6)

ﾅｶﾑﾗ ｱﾝ
 2   3 永明小(B)    11 大久保 瑠依(5)   1,01.77 

ｴｲﾒｲｼｮｳB ｵｵｸﾎﾞ ﾙｲ
   14 太田 結衣(5)

ｵｵﾀ ﾕｲ
   38 河西 帆乃佳(5)

ｶｻｲ ﾎﾉｶ
   36 山田 聖来(5)

ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ
 3   7 金沢小   128 北原 彩菜(6)   1,03.34 

ｶﾅｻﾞﾜｼｮｳ ｷﾀﾊﾗ ｻﾔﾅ
  131 藤森 帆乃香(6)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾎﾉｶ
  130 平林 美優(5)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾐｭｳ
  125 矢島 柚那(4)

ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ
 4   4 宮川小    66 加納 瑠璃菜(5)   1,07.53 

ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳ ｶﾉｳ ﾙﾘﾅ
   52 大和 由奈(5)

ｵｵﾜ ﾕﾅ
   67 加納 萌瑛菜(5)

ｶﾉｳ ﾓｴﾅ
   44 鈴木 愛琳(5)

ｽｽﾞｷ ｱｲﾘ
 5   6 玉川小(B)   122 伊藤 結衣(5)   1,08.47 

ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳB ｲﾄｳ ﾕｲ
  115 丸茂 花愛(6)

ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ
   89 中村 凌香(5)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｶ
   99 杉原 陽菜(4)

ｽｷﾞﾊﾗ ﾋﾅ
 6   2 玉川小(C)    79 矢島 玲乃(4)   1,10.15 

ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳC ﾔｼﾞﾏ ﾚﾉ
   85 藤森 芽衣(4)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾒｲ
   78 両角 琉那(4)

ﾓﾛｽﾞﾐ ﾙﾅ
  101 松岡 友菜(4)

ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾅ
 7   5 永明小(A)     6 田中 梨琴(3)   1,10.79 

ｴｲﾒｲｼｮｳA ﾀﾅｶ ﾘｺ
   13 大久保 碧依(3)

ｵｵｸﾎﾞ ｱｵｲ
    2 櫻井 音寧(3)

ｻｸﾗｲ ﾈﾈ
   35 山田 怜来(3)

ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ

小3-6共通女子

4x100m

決勝



決勝 7月29日 14:25

大会新(GR)          53.66

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 永明中(A)  7789 佐伯 明莉(3)     53.41 

ｴｲﾒｲﾁｭｳA ｻｴｷｱｶﾘ 大会新
 7796 五味 愛夏(2)

ｺﾞﾐﾏﾅｶ
 7792 竹内 里桜(2)

ﾀｹｳﾁﾘｵ
 7890 山田 茉優(3)

ﾔﾏﾀﾞﾏﾕｳ
 2   6 長峰中(A)  7859 山田 美和(3)     55.44 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳA ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾜ
 7849 小林 万莉(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ
 7841 小林 千紘(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ
 7851 小松 未唯奈(1)

ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ
 3   7 茅野東部  7876 柳沢 愛莉(2)     57.22 

ﾁﾉﾄｳﾌﾞ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｲﾘ
 7875 花岡 真咲(2)

ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ
 7873 牛山 珠莉(2)

ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ
 7881 野村 夏月(1)

ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ
 4   3 北部中(A)  7837 川口 結(1)     57.44 

ﾎｸﾌﾞﾁｭｳA ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｲ
 7815 小平 聖乃(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ｷﾖﾉ
 7820 野澤 真莉亜(3)

ﾉｻﾞﾜ ﾏﾘｱ
 7819 原 如美(2)

ﾊﾗ ﾕｷﾐ
 5   2 長峰中(B)  7857 黒澤 美月(1)   1,00.68 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳB ｸﾛｻﾜ ﾐﾂﾞｷ
 7854 大田 樹璃(1)

ｵｵﾀ ｼﾞｭﾘ
 7856 奥原 緒美(1)

ｵｸﾊﾗ ﾂｸﾞﾐ
 7868 畠中 ひなの(1)

ﾊﾀﾅｶ ﾋﾅﾉ
 6   5 北部中(B)  7835 小泉 美羽(1)   1,01.99 

ﾎｸﾌﾞﾁｭｳB ｺｲｽﾞﾐ ﾐｳ
 7829 宮澤 瑠里(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙﾘ
 7838 川嶋 亜衣梨(1)

ｶﾜｼﾏ ｱｲﾘ
 7836 野澤 彩莉(1)

ﾉｻﾞﾜ ｱﾔﾘ
  4 永明中(B)  7799 岩下 夢菜(1)

ｴｲﾒｲﾁｭｳB ｲﾜｼﾀﾕﾅ 失格
 7793 古川 葵(2)

ﾌﾙｶﾜｱｵｲ
 7800 宮坂 茉津莉(1)

ﾐﾔｻｶﾏﾂﾘ
 7798 小平 奏重(1)

ｺﾀﾞｲﾗｶﾅｴ

中学女子

4x100m

決勝



決勝 7月29日 12:20

大会新(GR)           1.51

飯島 彩香(2) 中学生
ｲｲｼﾞﾏｱﾔｶ 永明中
下向 華歩(1) 中学生
ｼﾓﾑｶｲｶﾎ 永明中

決勝 7月29日  9:30

3m10 3m20
鎌倉 杏(3) 中学生 - - - - - - - O O O
ｶﾏｸﾗ ｱﾝｽﾞ 原中(茅野 XXO XXX
小林 由依(3) 中学生 - - - - - - - O XO O
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 原中(茅野 XXX
横内 咲希(2) 中学生 O O O O O XO XXX
ﾖｺｳﾁ ｻｷ 原中(茅野

2 3  7898
 3.00

3 1  8686
 2.30

2m90 3m00

1 2  7897
 3.10

記録 備考
1m80 1m90 2m00 2m10 2m20 2m30 2m40 2m80

中学女子ｵｰﾌﾟﾝ

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

- O

記録 備考1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25
1 2  7797

- - - O O O XXX

1m401m30 1m35

 1.35

2 1  7802
O O O XXO XXX  1.15



決勝 7月29日  9:00

大会新(GR)           2.95

奥谷 心音(3) 小学生   2.49   3.07    X    3.07 大会新
ｵｸﾀﾆ ﾐｵ 湖東小    0.0   +0.6    +0.6
林 れいな(3) 小学生   2.63   2.21   2.20    2.63 
ﾊﾔｼ ﾚｲﾅ 北山小   +1.1   -0.3   +1.3    +1.1
山下 恋花(3) 小学生 欠場
ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ 湖東小

決勝 7月29日  9:00

大会新(GR)           3.83

両角 琉那(4) 小学生   2.74   2.31   2.56    2.74 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾙﾅ 玉川小   -0.1   +0.4   +0.9    -0.1
藤森 芽衣(4) 小学生    X   2.56   2.10    2.56 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾒｲ 玉川小   +0.4   +0.1    +0.4

決勝 7月29日  9:00

大会新(GR)           4.10

山下 心花(5) 小学生    X    X   3.65    3.65 
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 湖東小   +0.4    +0.4
小倉 和香葉(5) 小学生   3.59   3.51   3.57    3.59 
ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ 玉川小   -1.0   -0.6   +1.0    -1.0

決勝 7月29日  9:00

大会新(GR)           4.41

田村 優衣(6) 小学生    X   3.92   4.05    4.05 
ﾀﾑﾗ ﾕｲ 玉川小   +0.2   -0.5    -0.5
山本 香菜美(6) 小学生    X   3.96   4.02    4.02 
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ 玉川小    0.0   +0.5    +0.5
林 ひよな(6) 小学生 欠場
ﾊﾔｼ ﾋﾖﾅ 北山小
丸茂 花愛(6) 小学生 欠場
ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ 玉川小

2 2   172

3   150

記録 備考
1 1   156

-3- -4- -5- -6-

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- -2-

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- -2- 備考
1 2    78

-3- -4- -5- -6-

-1- -2-

2 1    85

記録

-5- -6-

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

2 1   103

記録 備考
1 2   151

-3- -4-

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- -2- 記録 備考
1 2    87

-3- -4- -5- -6-

3   115

2 4   106

1   173



決勝 7月29日 11:00

大会新(GR)           5.12

小林 千紘(2) 中学生   4.59   4.68   4.37   4.55   4.32   4.26    4.68 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 長峰中   -0.8   +0.5   -0.2   +0.5   +0.8   -0.9    +0.5
山田 愛莉(3) 中学生   4.32   4.26    X   2.74   4.25   4.24    4.32 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 茅野東部   -0.4   +0.2   +0.1   +0.1   -0.3    -0.4
牛山 珠莉(2) 中学生    X   3.89   3.95   4.02   3.86   4.05    4.05 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 茅野東部   +0.6   +0.5   -1.0   -0.5   -0.4    -0.4
黒澤 萌(2) 中学生    X    X   3.73   3.91    X   3.54    3.91 
ｸﾛｻﾜ ﾓｴ 長峰中   +0.1   +0.4    0.0    +0.4
柳沢 愛莉(2) 中学生    X   3.91   3.39    X   3.50    X    3.91 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｲﾘ 茅野東部    0.0    0.0   -1.0     0.0
宮澤 瑠里(1) 中学生   3.59   3.74   3.51   3.52   3.52   3.62    3.74 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙﾘ 北部中   -0.6   -0.9   +0.8   -0.5   +0.3   +0.1    -0.9
中野 天音(3) 中学生   3.67   3.60   3.59   3.58   3.69   3.72    3.72 
ﾅｶﾉ ｱﾏﾈ 長峰中    0.0   -0.8   -0.4   -1.4   +0.1    0.0     0.0
小泉 美羽(1) 中学生   3.26   3.35   3.34   3.13    X   3.23    3.35 
ｺｲｽﾞﾐ ﾐｳ 北部中   -1.4   -0.5   -0.1   +0.4   +0.1    -0.5

8 2  7835

6 1  7829

7 4  7863

4 6  7867

5 3  7876

2 7  7872

3 5  7873

記録 備考
1 8  7841

-3- -4- -5- -6-

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 7月29日 10:00

大会新(GR)          11.20

佐伯 明莉(3) 中学生
ｻｴｷｱｶﾘ 永明中
並木 愛佳(1) 中学生
ﾅﾐｷ ﾏﾅｶ 長峰中

決勝 7月29日 13:20

大会新(GR)          36.69

中村 杏(6) 小学生 大会新
ﾅｶﾑﾗ ｱﾝ 玉川小
岡谷 優美花(4) 小学生
ｵｶﾀﾆ ﾕﾐｶ 玉川小
杉原 陽菜(4) 小学生
ｽｷﾞﾊﾗ ﾋﾅ 玉川小
松岡 友菜(4) 小学生
ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾅ 玉川小

小3-6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 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 4    92

  X 44.62   O  44.62 

2 1   118
18.73   O   O  18.73 

3 2    99
  O 18.31   O

4 3   101
  O   O 17.37

 8.93   8.93 

 17.37 

 18.31 

2 1  7853
 6.63  5.46   6.63 

 8.47  8.30

 6.56  6.26  6.22  6.13

1 2  7789
 8.18  8.11  8.16

-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-
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