
平成21年度第２回茅野市強化記録会                                                
主催・主管：茅野市陸上競技協会                                                  

決勝記録一覧表
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
06/27 女子  +0.3 三枝　夏季 12.81 宮坂　楓(2) 12.91 高橋　美由紀(1) 13.46 金田　涼子(3) 13.53 清水　友季(1) 14.17 井出有希子(2) 14.20

100m ヤマトヤ 東海大三高 東海大三高 東海大三高 東海大三高 諏訪実業高
06/27 金田　涼子(3) 2.90

棒高跳 東海大三高
06/27 三枝　夏季 5.24(+0.4) 井出有希子(2) 4.92(-0.3) 清水　友季(1) 4.24(+1.0)

走幅跳 ヤマトヤ 諏訪実業高 東海大三高
06/27 丸山 佳奈(1) 7.00

砲丸投 長野工業高
06/27 小学生女子  +0.3 樋口 香苗(4) 15.52 神澤 智世(6) 15.72 宮坂 季恵(6) 16.33 上原 舞(5) 16.36 菊池 菜帆(5) 16.88 寺島 菜穂(6) 17.08 市川 絢(4) 17.16 田中 杏子(5) 17.40

100m 茅野陸上クラブ 茅野陸上クラブ 諏訪ＦＡ 茅野陸上クラブ 原ＰＣジュニア 茅野陸上クラブ 諏訪ＦＡ 茅野陸上クラブ
06/27 小林 純玲(6) 3,34.89 上原 舞(5) 3,36.17 北原 莉子(6) 3,42.73 宮坂 綾乃(5) 4,00.01 田中 杏子(5) 4,05.96 寺島 菜穂(6) 4,10.38 市川 絢(4) 4,12.70 木下 野乃花(5) 4,14.13

1000m 泉野小 茅野陸上クラブ 中洲小 原ＰＣジュニア 茅野陸上クラブ 茅野陸上クラブ 諏訪ＦＡ 原ＰＣジュニア
06/27 贄田 彩香(5) 3.23(+0.5) 両角 佳歩(6) 3.21(0.0) 樋口 香苗(4) 3.18(0.0) 平澤 かんな(5)3.11(+0.6) 菊池 菜帆(5) 3.01(+0.4) 高橋 華乃(5) 2.80(0.0) 田中 舞奈(4) 2.72(+0.2) 立田 紗音里(4)2.33(-0.4)

走幅跳 原ＰＣジュニア 茅野陸上クラブ 茅野陸上クラブ 泉野小 原ＰＣジュニア 原ＰＣジュニア 豊平小 豊平小
06/27 中学生女子  +1.2 古谷 砂弥(2) 13.75 上原 亜里沙(3) 13.91 平林 静香(3) 14.14 有賀 瑞生(3) 14.37 石井 菜月(2) 14.61 高山 夏美(2) 14.82 神谷 桃香(2) 14.85 高橋 美凪(1) 14.93

100m 上諏訪中 諏訪南中 諏訪南中 諏訪南中 上諏訪中 諏訪南中 諏訪南中 永明中
06/27 宮下 夏奈(2) 2,32.57 中本 愛里(3) 2,33.39 岩波 宏佳(2) 2,36.11 原 瞳(2) 2,50.18 宮坂 美緒(2) 2,53.21 小出 あかね(2) 2,53.76 河崎 夏美(2) 2,55.84 吉野 なな実(2) 2,58.99

800m 諏訪南中 緑ヶ丘中 諏訪南中 諏訪南中 上諏訪中 上諏訪中 上諏訪中 岡谷北部中
06/27 若狭 杏子(3) 2.60 田中 優奈(2) 2.60 上原 悠紀(2) 2.50 広瀬 若菜(2) 2.00 武村 結香(1) 1.80

棒高跳 永明中 茅野東部中 永明中 永明中 永明中
06/27 太田真衣(3) 1.50 有賀 菜央(2) 1.40 小林 もと(3) 1.25 藤森 菜月(3) 諏訪南中 1.20 舘山 明希(3) 1.15

走高跳 波田中 辰野中 諏訪南中 名取 麻楓(3) 諏訪南中 諏訪南中
06/27 上原 悠紀(2) 4.25(+0.4) 古川 礼菜(2) 3.80(-0.9) 田中 優衣(2) 3.71(0.0) 小林 もと(3) 3.59(0.0) 武村 結香(1) 3.31(+1.0) 高橋 美凪(1) 3.30(+0.4)

走幅跳 永明中 岡谷北部中 茅野北部中 諏訪南中 永明中 永明中
06/27 有賀 菜央(2) 9.33 小口 裕子(3) 8.09 広瀬 若菜(2) 7.70 望月 沙羅(2) 7.06 舘山 明希(3) 6.85 藤森 菜月(3) 6.56

砲丸投 辰野中 諏訪南中 永明中 茅野東部中 諏訪南中 諏訪南中
06/13 中学生女子２ 田中 優奈(2) 2.60 伊藤　りさ(3) 2.30

棒高跳 茅野東部中 永明中
06/13 女子２      田中 美裕(3) 2.60

棒高跳 諏訪清陵
※中学女子２、女子２は６月１３日実施種目



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 平成21年度第２回茅野市強化記録会                                                ｺｰﾄﾞ  [9200720]

競技場名 茅野市運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203100]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
女子 06/27 +0.3  1 三枝　夏季    12.81  2 宮坂　楓(2)    12.91  3 高橋　美由紀(1)    13.46  4 金田　涼子(3)    13.53

ヤマトヤ 東海大三高 東海大三高 東海大三高
 5 清水　友季(1)    14.17  6 井出有希子(2)    14.20 鈴木　理也(2) 欠場    

東海大三高 諏訪実業高 東海大三高
小学生女子 06/27  1組 +0.3  1 神澤 智世(6)    15.72  2 宮坂 季恵(6)    16.33  3 上原 舞(5)    16.36  4 寺島 菜穂(6)    17.08

茅野陸上クラブ 諏訪ＦＡ 茅野陸上クラブ 茅野陸上クラブ
 5 高橋 華乃(5)    17.70  6 田中 舞奈(4)    18.04  7 日野原 佳奈(4)    18.19  8 花岡 いろは(3)    18.35

原ＰＣジュニア 豊平小 諏訪ＦＡ 長地小
進藤 綺良々(3) 欠場    

諏訪ＦＡ
 2組 +1.3  1 樋口 香苗(4)    15.52  2 菊池 菜帆(5)    16.88  3 市川 絢(4)    17.16  4 田中 杏子(5)    17.40

茅野陸上クラブ 原ＰＣジュニア 諏訪ＦＡ 茅野陸上クラブ
 5 宮坂 莉奈(3)    19.71 米山 陽美(6) 欠場    両角若菜(5) 欠場    小川 果歩(6) 欠場    

諏訪ＦＡ 茅野陸上クラブ 中洲小 茅野陸上クラブ
小学生女子 06/27  1 小林 純玲(6)  3,34.89  2 上原 舞(5)  3,36.17  3 北原 莉子(6)  3,42.73  4 宮坂 綾乃(5)  4,00.01

泉野小 茅野陸上クラブ 中洲小 原ＰＣジュニア
 5 田中 杏子(5)  4,05.96  6 寺島 菜穂(6)  4,10.38  7 市川 絢(4)  4,12.70  8 木下 野乃花(5)  4,14.13

茅野陸上クラブ 茅野陸上クラブ 諏訪ＦＡ 原ＰＣジュニア
 9 山田 紗椰(5)  4,17.02 10 市川 結(2)  4,21.17 11 立田 紗音里(4)  4,22.14 12 宮坂 莉奈(3)  4,22.84

諏訪ＦＡ 諏訪ＦＡ 豊平小 諏訪ＦＡ
日野原 佳奈(4) 欠場    進藤 綺良々(3) 欠場    

諏訪ＦＡ 諏訪ＦＡ
中学生女子 06/27  1組 +1.2  1 古谷 砂弥(2)    13.75  2 平林 静香(3)    14.14  3 神谷 桃香(2)    14.85  4 高橋 美凪(1)    14.93

上諏訪中 諏訪南中 諏訪南中 永明中
 5 原 皐月(1)    15.13  6 野口 那奈美(1)    15.67  7 宮坂 理奈(2)    16.09 矢島 愛菜(2)

茅野北部中 諏訪南中 茅野北部中 諏訪南中
 2組 +0.7  1 上原 亜里沙(3)    13.91  2 永平 有花(2)    15.55  3 安澤 梨那(1)    15.68  4 田中 優衣(2)    15.70

諏訪南中 諏訪南中 諏訪南中 茅野北部中
 5 高野 彩音(3)    15.89 上原 悠紀(2) 宮城 小春(2) 加藤 絵理(1)

茅野北部中 永明中 茅野北部中 諏訪南中
 3組 +1.1  1 有賀 瑞生(3)    14.37  2 石井 菜月(2)    14.61  3 高山 夏美(2)    14.82  4 篠原友紀(3)    15.53

諏訪南中 上諏訪中 諏訪南中 茅野北部中
 5 竹村 彩花(2)    15.73  6 後藤 優菜(1)    16.38 吉江美香里(3)

諏訪南中 諏訪南中 茅野北部中
中学生女子 06/27  1組  1 中本 愛里(3)  2,33.39  2 岩波 宏佳(2)  2,36.11  3 吉野 なな実(2)  2,58.99  4 松澤 莉歩(2)  3,01.44

緑ヶ丘中 諏訪南中 岡谷北部中 上諏訪中
 5 湯本 愛菜(2)  3,25.32 川口 愛美(3) 欠場    

茅野北部中 茅野北部中
 2組  1 宮下 夏奈(2)  2,32.57  2 原 瞳(2)  2,50.18  3 宮坂 美緒(2)  2,53.21  4 小出 あかね(2)  2,53.76

諏訪南中 諏訪南中 上諏訪中 上諏訪中
 5 河崎 夏美(2)  2,55.84

上諏訪中

順
位

順
位

順
位

順
位

100m

100m

1000m

100m

800m



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [20] 競技会名 平成21年度第２回茅野市強化記録会                                                ｺｰﾄﾞ  [9200720]

競技場名 茅野市運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203100]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
女子 06/27  1 金田　涼子(3)    2.90

東海大三高
女子 06/27  1 三枝　夏季    5.24  2 井出有希子(2)    4.92  3 清水　友季(1)    4.24

ヤマトヤ    +0.4 諏訪実業高    -0.3 東海大三高    +1.0
女子 06/27  1 丸山 佳奈(1)    7.00

長野工業高
小学生女子 06/27  1 贄田 彩香(5)    3.23  2 両角 佳歩(6)    3.21  3 樋口 香苗(4)    3.18  4 平澤 かんな(5)    3.11

原ＰＣジュニア    +0.5 茅野陸上クラブ     0.0 茅野陸上クラブ     0.0 泉野小    +0.6
 5 菊池 菜帆(5)    3.01  6 高橋 華乃(5)    2.80  7 田中 舞奈(4)    2.72  8 立田 紗音里(4)    2.33

原ＰＣジュニア    +0.4 原ＰＣジュニア     0.0 豊平小    +0.2 豊平小    -0.4
日野原 佳奈(4) 欠場    

諏訪ＦＡ
中学生女子 06/27  1 若狭 杏子(3)    2.60  2 田中 優奈(2)    2.60  3 上原 悠紀(2)    2.50  4 広瀬 若菜(2)    2.00

永明中 茅野東部中 永明中 永明中
 5 武村 結香(1)    1.80

永明中
中学生女子 06/27  1 太田真衣(3)    1.50  2 有賀 菜央(2)    1.40  3 小林 もと(3)    1.25  4 藤森 菜月(3)    1.20

波田中 辰野中 諏訪南中 諏訪南中
 4 名取 麻楓(3)    1.20  6 舘山 明希(3)    1.15 加々見 紗希(1)

諏訪南中 諏訪南中 諏訪南中
中学生女子 06/27  1 上原 悠紀(2)    4.25  2 古川 礼菜(2)    3.80  3 田中 優衣(2)    3.71  4 小林 もと(3)    3.59

永明中    +0.4 岡谷北部中    -0.9 茅野北部中     0.0 諏訪南中     0.0
 5 武村 結香(1)    3.31  6 高橋 美凪(1)    3.30 原 皐月(1) 欠場    

永明中    +1.0 永明中    +0.4 茅野北部中
中学生女子 06/27  1 有賀 菜央(2)    9.33  2 小口 裕子(3)    8.09  3 広瀬 若菜(2)    7.70  4 望月 沙羅(2)    7.06

辰野中 諏訪南中 永明中 茅野東部中
 5 舘山 明希(3)    6.85  6 藤森 菜月(3)    6.56

諏訪南中 諏訪南中
中学生女子２  06/27  1 田中 優奈(2)    2.60  2 伊藤　りさ(3)    2.30 若狭 杏子(3)

茅野東部中 永明中 永明中
女子２        06/27  1 田中 美裕(3)    2.60
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