
第５５回茅野市総合体育大会陸上競技会結果一覧
（１０２００５４９）

平成 ２２年 ７月２５日 日曜日
茅野市運動公園陸上競技場（203100）

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： 茅野市陸上競技協会

大会新・大会タイ記録一覧表
種目 決勝・予選 所属 記録 従来の記録 摘要

中学女子
棒高跳

決勝
茅野東部中

(3)
2m70 2m60 大会新

中学女子
棒高跳

決勝 永明中(3) 2m60 2m60 大会タイ

中学女子
100mH

決勝 長峰中(3) 18.90 18.99 大会新

中学男子
110mH

決勝 長峰中(2) 19.72 20.29 大会新

小学３年
女子100m

予選 北山小 16.73 17.63 大会新

小学３年
女子100m

決勝 北山小 16.98 17.63 大会新

小学５年
女子100m

予選 米沢小 14.75 14.90 大会新

50歳以上男子
砲丸投(3kg） 決勝 湖東小教 13m35 11m32 大会新

小学女子
共通1000m

決勝 永明小(6) 3,20.60 3.24.50 大会新

グラウンドコンディション記録
時刻 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速

9:00 晴れ 32.0℃ 49％ 南西 1.7m/s
10:00 晴れ 31.0℃ 48％ 南東 0.5m/s
11:00 晴れ 32.0℃ 49％ 北北西 0.7m/s
12:00 晴れ 33.0℃ 50％ 東 1.1m/s
13:00 晴れ 35.0℃ 45％ 西 1.4m/s
14:00 晴れ 34.0℃ 45％ 南西 1.1m/s

鮎澤 一輝

竹内 瑠夏

上原 舞

竹内 瑠夏

選手名

田中 優奈

上原 悠紀

松坂 葉月

伊藤 幾文

樋口 香苗



第55回茅野市総合体育大会陸上競技
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：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
07/25 小学女子共通 上原 舞(6) 3,20.60 田中 杏子(6) 3,35.43 久島 菜々子(5) 4,20.84 山田 光来(4) 4,21.34 大和 夢奈(5) 4,26.96 守屋 あみ(4) 4,29.02 松田 美憂(5) 4,30.58 伊藤 梨奈(4) 4,34.43

1000m 永明小 永明小 宮川小 宮川小 宮川小 宮川小 湖東小 宮川小
07/25 +0.5 河西 琴音(6) 18.08 工藤 夏帆(5) 18.34 池田 好(6) 18.88 藤森 安優(5) 18.96 伊藤 絵夢(4) 18.98 伊藤 梨奈(4) 19.06 三浦 裕規子(5) 20.08 篠原 歩(4) 22.01

80mH 宮川小 豊平小 宮川小 湖東小 宮川小 宮川小 湖東小 湖東小
07/25 北山小(A) 1,01.06 宮川小(A) 1,02.50 湖東小 1,04.33 豊平小 1,06.85 北山小(B) 1,09.42 宮川小(B) 1,12.69 玉川小(A) 1,13.05 永明小 1,17.76

4×100mR 田村 春花(6) 深井 梨央(6) 関野 瑠奈(6) 小林 愛実(5) 川村 咲穂(4) 濵 奏美(4) 五味 未来(4) 北澤 みなみ(5)
北澤 佑奈(6) 鏑木 清花(6) 鷹野原 睦(6) 工藤 夏帆(5) 竹内 瑠夏(3) 五味 璃莉花(4) 武笠 美紀(4) 田中 萌(3)
両角 萌恵(6) 渡辺 那歩(6) 小平 菜々(6) 柳平 麻梨(5) 天野 悠美(4) 浜 愛美(4) 五味 遥(4) 梨子田 佳誉(3)
柿澤 綾菜(6) 伊藤 杏奈(6) 篠原 好(6) 田中 舞奈(5) 田村 茉紘(5) 五味 花琳(4) 安藤 ちなつ(5) 田中 実菜子(3)

07/25 小学３年女子 0.0 竹内 瑠夏(3) 16.98 両角 有乃(3) 17.94 豊島 明(3) 18.02 河西 純奈(3) 18.35 原田 芽依(3) 18.50 松村 夏実(3) 19.58 武居 翼(3) 19.67 田中 萌(3) 19.81
100m 北山小 北山小 玉川小 宮川小 宮川小 宮川小 宮川小 永明小

07/25 深井 咲希(3) 2.50(0.0) 川村 真菜(3) 2.45(0.0)
走幅跳 宮川小 北山小

07/25 小学４年女子 +0.2 濵 奏美(4) 17.05 天野 悠美(4) 17.17 中島 あかり(4) 17.18 関 陽香理(4) 17.97 五味 未来(4) 17.97 川村 咲穂(4) 18.08 五味 花琳(4) 18.11 伊藤 絵夢(4) 18.24
100m 宮川小 北山小 湖東小 湖東小 玉川小 北山小 宮川小 宮川小

07/25 関 陽香理(4) 2.72(+0.6) 中島 あかり(4)2.57(+0.1) 篠原 未玖(4) 2.16(0.0)
走幅跳 湖東小 湖東小 北山小

07/25 小学５年女子 -3.5 樋口 香苗(5) 14.99 名取 奈々海(5) 16.51 田村 茉紘(5) 17.31 栁平 麻梨(5) 17.41 藤森 安優(5) 17.66 北澤 みなみ(5) 18.02 三浦 裕規子(5) 18.02 本多 葵(5) 18.53
100m 米沢小 永明小 北山小 豊平小 湖東小 永明小 湖東小 永明小

07/25 樋口 香苗(5) 3.64(+1.1) 田中 舞奈(5) 3.35(0.0) 名取 奈々海(5) 3.23(0.0) 本多 葵(5) 3.06(0.0) 金田 明璃(5) 3.01(+0.4) 土橋 朋夏(5) 2.88(0.0) 宮坂 優奈(5) 2.82(0.0) 土橋 舞香(5) 2.77(+1.0)
走幅跳 米沢小 豊平小 永明小 永明小 宮川小 湖東小 湖東小 永明小

07/25 小学６年女子 +2.1 柿澤 綾菜(6) 15.23 伊藤 杏奈(6) 15.29 田村 春花(6) 15.38 北澤 佑奈(6) 15.38 広瀬 澄玲(6) 15.54 渡辺 那歩(6) 15.78 髙見 李那(6) 15.91 鷹野原 睦(6) 16.15
100m 北山小 宮川小 北山小 北山小 玉川小 宮川小 宮川小 湖東小

07/25 鏑木 清花(6) 3.64(+0.6) 田中 佑奈(6) 3.50(+0.4) 両角 早葉(6) 3.23(+2.0) 池田 好(6) 3.18(0.0) 徳永 紗希(6) 3.07(0.0) 下山 風音(6) 2.82(+0.6) 野明 花帆(6) 2.48(+0.5)
走幅跳 宮川小 永明小 北山小 宮川小 玉川小 北山小 宮川小

07/25 中学女子 +1.8 池上 真理奈(2) 14.19 高橋 美凪(2) 14.31 山田 小夜子(3) 14.51 池上 成美(1) 14.66 丹羽 朱里(2) 14.68 田中 優衣(3) 15.18 山本 玲奈(1) 15.23 竹松 葵(3) 15.38
100m 長峰中 永明中 長峰中 長峰中 茅野北部中 茅野北部中 茅野東部中 長峰中

07/25 +2.0 池上 真理奈(2) 29.52 山田 小夜子(3) 30.31 森元 愛梨(2) 30.70 山本 玲奈(1) 31.54 小口 実沙(1) 32.38 富濱 琉南(1) 32.68 牛山 菜々美(1) 33.40
200m 長峰中 長峰中 長峰中 茅野東部中 茅野北部中 茅野北部中 茅野北部中

07/25 小林 純玲(1) 2,43.69 小池 優雅(1) 2,44.78 五味 あかり(2) 2,44.96 北原 もえ(1) 2,49.39 寺島 菜穂(1) 2,52.55 矢島 陸帆(1) 2,52.57 小池 香穂(2) 3,10.11 湯本 愛菜(3) 3,24.81
800m 茅野東部中 長峰中 長峰中 茅野東部中 茅野北部中 茅野東部中 長峰中 茅野北部中

07/25 小林 純玲(1) 5,36.82 湯本 愛菜(3) 6,39.64
1500m 茅野東部中 茅野北部中

07/25 +0.8 松坂 葉月(3) 18.90 松村 亜美(1) 20.09 原 皐月(2) 20.71 宮坂 あきほ(2) 20.83
100mH 長峰中 長峰中 茅野北部中 永明中

07/25 濱 由惟(1) 1.30 小池 優雅(1) 1.25 有賀 理紗(1) 1.20 五味 杏奈(1) 1.20 宮坂 侑希(1) 1.15 小林 茜(1) 1.15 柳澤 優梨子(1) 1.05 川上 ゆずき(1) 1.05
走高跳 茅野東部中 長峰中 茅野東部中 長峰中 長峰中 長峰中 茅野東部中 茅野東部中

07/25 田中 優奈(3) 2.70 上原 悠紀(3) 2.60 宮坂 あきほ(2) 永明中 2.20 両角 茜音(1) 2.20 高橋 美凪(2) 2.10 篠原 涼夏(1) 1.80
棒高跳 茅野東部中 永明中 両角 果穂(3) 茅野東部中 永明中 永明中 永明中

07/25 丹羽 朱里(2) 3.81(0.0) 藤森 加那子(1)2.40(-0.1)
走幅跳 茅野北部中 長峰中

07/25 濵 優花(3) 8.38 田中 優衣(3) 7.18 北原 もえ(1) 6.70 池上 成美(1) 6.32 窪田 暉(3) 5.95 柳澤 優梨子(1) 5.94 小林 茜(1) 5.63 宮坂 侑希(1) 5.56
砲丸投(2.721kg) 長峰中 茅野北部中 茅野東部中 長峰中 長峰中 茅野東部中 長峰中 長峰中

07/25 長峰中 58.80 永明中 59.96 茅野北部中 1,02.36
4×100mR 池上 真理奈(2) 両角 茜音(1) 真嶋 霞帆(1)

池上 成美(1) 宮坂 あきほ(2) 伊藤 真衣(1)
五味 あかり(2) 篠原 涼夏(1) 小口 実沙(1)
小池 香穂(2) 高橋 美凪(2) 牛山 菜々美(1)

07/25 29歳以下女子 若狭 杏子(1) 2.30
棒高跳 諏訪二葉高

07/25 小林 祥子(2) 4.48(+0.5)
走幅跳 岡谷南高



第55回茅野市総合体育大会陸上競技
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：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
07/25 若狭 杏子(1) 6.87

砲丸投(4.000kg) 諏訪二葉高
07/25 ｵｰﾌﾟﾝ女子 二葉・向陽合同 58.86

4×100ｍR 田中 伶奈(2)
牛山 奈緒(2)
若狭 杏子(1)
伊藤 りさ(1)



決勝 7月25日 12:10

大会新 2,31.20
諏訪新 2,18.30

1 小林 純玲(1) 2,43.69
ｺﾊﾞﾔｼ ｽﾐﾚ 茅野東部中

2 小池 優雅(1) 2,44.78
ｺｲｹ ﾕｳｶ 長峰中

3 五味 あかり(2) 2,44.96
ｺﾞﾐ ｱｶﾘ 長峰中

4 北原 もえ(1) 2,49.39
ｷﾀﾊﾗ ﾓｴ 茅野東部中

5 寺島 菜穂(1) 2,52.55
ﾃﾗｼﾏ ﾅﾎ 茅野北部中

6 矢島 陸帆(1) 2,52.57
ﾔｼﾞﾏ ﾘｸﾎ 茅野東部中

7 小池 香穂(2) 3,10.11
ｺｲｹ ｶﾎ 長峰中

8 湯本 愛菜(3) 3,24.81
ﾕﾓﾄ ｱｲﾅ 茅野北部中

中学女子

800m800m

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏 名氏 名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44 224224

88 274274

55 262262

22 233233

11 244244

66 234234

33 273273

77 251251



決勝 7月25日 9:50

大会新 5,12.80
諏訪新 4,46.30

1 小林 純玲(1) 5,36.82
ｺﾊﾞﾔｼ ｽﾐﾚ 茅野東部中

2 湯本 愛菜(3) 6,39.64
ﾕﾓﾄ ｱｲﾅ 茅野北部中

中学女子

1500m1500m

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏 名氏 名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
22 224224

11 251251



決勝 7月25日 9:00

大会新 18.99
諏訪新 14.96

風速 +0.8

1 松坂 葉月(3) 18.90
ﾏﾂｻﾞｶ ﾊﾂﾞｷ 長峰中

2 松村 亜美(1) 20.09
ﾏﾂﾑﾗ ｱﾐ 長峰中

3 原 皐月(2) 20.71
ﾊﾗ ｻﾂｷ 茅野北部中

4 宮坂 あきほ(2) 20.83
ﾐﾔｻｶ ｱｷﾎ 永明中
田中 優奈(3)
ﾀﾅｶ ﾕﾅ 茅野東部中

中学女子

100mH100mH

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏 名氏 名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
66 277277

大会新大会新
44 291291

88 242242

55 202202

77 230230
欠場欠場



決勝 7月25日 9:00

大会新 1.51
諏訪新 1.75

濱 由惟(1)
ﾊﾏ ﾕｲ 茅野東部中
小池 優雅(1)
ｺｲｹ ﾕｳｶ 長峰中
有賀 理紗(1)
ｱﾙｶﾞ ﾘｻ 茅野東部中
五味 杏奈(1)
ｺﾞﾐ ｱﾝﾅ 長峰中
宮坂 侑希(1)
ﾐﾔｻｶ ﾕｷ 長峰中
小林 茜(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 長峰中
柳澤 優梨子(1)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾘｺ 茅野東部中
川上 ゆずき(1)
ｶﾜｶﾐ ﾕｽﾞｷ 茅野東部中
後藤 未来(1)
ｺﾞﾄｳ ﾐｷ 茅野東部中

中学女子

走高跳走高跳

決勝決勝決勝

順位順位順位 試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名氏 名氏 名 所属名所属名所属名 記録記録記録1m151m15 1m201m20 備考備考備考1m051m051m05 1m101m101m10 1m15 1m20 1m251m251m25 1m301m301m30 1m351m351m35 1m401m401m40
11 99 238238 -- OO XOXO OO XOXO XOXO XXXXXX 1.301.30

22 22 274274 -- OO XXOXXO XOXO OO XXXXXX 1.251.25

33 88 236236 OO OO OO XOXO XXXXXX 1.201.20

44 66 263263 -- OO OO XXOXXO XXXXXX 1.201.20

55 33 260260 -- OO OO XXXXXX 1.151.15

66 11 275275 OO OO XXOXXO XXXXXX 1.151.15

77 77 235235 OO XXXXXX 1.051.05

88 55 227227 XOXO XXXXXX 1.051.05

44 222222 XXXXXX



決勝 7月25日 8:00

大会新 2.60
諏訪新 2.60

田中 優奈(3) 大会新
ﾀﾅｶ ﾕﾅ 茅野東部中
上原 悠紀(3) 大会タイ
ｳｴﾊﾗ ﾕｷ 永明中
宮坂 あきほ(2)
ﾐﾔｻｶ ｱｷﾎ 永明中
両角 果穂(3)
ﾓﾛｽﾞﾐ ｶﾎ 茅野東部中
両角 茜音(1)
ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｶﾈ 永明中
高橋 美凪(2)
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 永明中
篠原 涼夏(1)
ｼﾉﾊﾗ ｽｽﾞｶ 永明中
武村 結香(2) 欠場
ﾀｹﾑﾗ ﾕｶ 永明中

中学女子

棒高跳棒高跳

決勝決勝決勝

順位順位順位 試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名氏 名氏 名 所属名所属名所属名 記録記録記録2m102m10 2m202m20 備考備考備考1m801m801m80 2m002m002m00 2m10 2m20 2m302m302m30 2m402m402m40 2m502m502m50 2m602m602m60 2m702m702m70
11 77 230230 -- -- -- -- -- OO XOXO OO OO 2.702.70

22 88 207207 -- -- -- -- XXOXXO OO XOXO OO XXXXXX 2.602.60

33 44 202202 -- OO OO OO XXXXXX 2.202.20

33 66 237237 -- OO OO OO XXXXXX 2.202.20

55 55 214214 -- OO XOXO XOXO XXXXXX 2.202.20

66 11 204204 OO OO OO XXXXXX 2.102.10

77 33 206206 OO XXXXXX 1.801.80

22 211211



決勝 7月25日 11:00

中学新 5.12
諏訪新 5.59

丹羽 朱里(2) 3.73 3.56 3.81 3.51 3.33 3.23 3.81
ﾆﾜ ｱｶﾘ 茅野北部中 -0.3 -1.2 0.0 +0.1 -0.3 -0.2 0.0
藤森 加那子(1) 2.34 2.18 2.40 X 2.30 2.35 2.40
ﾌｼﾞﾓﾘ ｶﾅｺ 長峰中 0.0 +1.3 -0.1 -1.3 0.0 -0.1
武村 結香(2) 欠場
ﾀｹﾑﾗ ﾕｶ 永明中
小林 春菜(1) 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾅ 長峰中
上原 悠紀(3) 欠場
ｳｴﾊﾗ ﾕｷ 永明中

中学女子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名氏 名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 44 247247

-5--5-

22 11 284284

22 211211

33 276276

55 207207



決勝 7月25日 10:30

大会新 11.20
諏訪新 12.63

濵 優花(3)
ﾊﾏ ﾕｳｶ 長峰中
田中 優衣(3)
ﾀﾅｶ ﾕｲ 茅野北部中
北原 もえ(1)
ｷﾀﾊﾗ ﾓｴ 茅野東部中
池上 成美(1)
ｲｹｶﾞﾐ ﾅﾙﾐ 長峰中
窪田 暉(3)
ｸﾎﾞﾀ ﾋｶﾘ 長峰中
柳澤 優梨子(1)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾘｺ 茅野東部中
小林 茜(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｶﾈ 長峰中
宮坂 侑希(1)
ﾐﾔｻｶ ﾕｷ 長峰中
長田 蘭菜(2) 欠場
ﾅｶﾞﾀ ﾗﾅ 茅野北部中

中学女子

砲丸投(2.721kg)砲丸投(2.721kg)

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名氏 名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 99 290290 8.388.38 7.827.82 7.837.83 8.368.36 8.098.09 7.887.88 8.388.38

22 66 250250 XX 7.127.12 7.107.10 7.187.18 7.177.17 7.187.18 7.187.18

33 88 233233 5.865.86 6.706.70 6.616.61 6.416.41 5.385.38 6.456.45 6.706.70

44 44 281281 5.935.93 6.326.32 5.855.85 5.405.40 6.006.00 6.216.21 6.326.32

55 77 261261 5.955.95 5.825.82 5.365.36 -- -- -- 5.955.95

66 33 235235 5.945.94 XX 5.435.43 5.835.83 4.904.90 4.524.52 5.945.94

77 11 275275 XX 5.605.60 5.065.06 5.045.04 5.535.53 5.635.63 5.635.63

88 22 260260 5.275.27 4.364.36 5.415.41 5.565.56 5.255.25 5.365.36 5.565.56

55 249249



決勝 7月25日 14:15

大会新
諏訪新

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏 名 記録／備考
1 3 長峰中 280 池上 真理奈(2) 58.80

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｲｹｶﾞﾐ ﾏﾘﾅ
281 池上 成美(1)

ｲｹｶﾞﾐ ﾅﾙﾐ
262 五味 あかり(2)

ｺﾞﾐ ｱｶﾘ
273 小池 香穂(2)

ｺｲｹ ｶﾎ
2 4 永明中 214 両角 茜音(1) 59.96

ｴｲﾒｲﾁｭｳ ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｶﾈ
202 宮坂 あきほ(2)

ﾐﾔｻｶ ｱｷﾎ
206 篠原 涼夏(1)

ｼﾉﾊﾗ ｽｽﾞｶ
204 高橋 美凪(2)

ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ
3 2 茅野北部中 246 真嶋 霞帆(1) 1,02.36

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ﾏｼﾞﾏ ｶﾎ
239 伊藤 真衣(1)

ｲﾄｳ ﾏｲ
245 小口 実沙(1)

ｵｸﾞﾁ ﾐｻ
241 牛山 菜々美(1)

ｳｼﾔﾏ ﾅﾅﾐ

中学女子

4×100mR4×100mR

決勝決勝決勝



決勝 7月25日 8:00

大会新 3.10
諏訪新 3.10

若狭 杏子(1)
ﾜｶｻ ｷｮｳｺ 諏訪二葉高

29歳以下女子

棒高跳棒高跳

決勝決勝決勝

順位順位順位 試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名氏 名氏 名 所属名所属名所属名 記録記録記録2m402m40 2m502m50 備考備考備考2m202m202m20 2m302m302m30 2m40 2m50 2m602m602m60 2m702m702m70 2m802m802m80 2m902m902m90 3m003m003m00
11 11 302302 XOXO XOXO XXXXXX 2.302.30



決勝 7月25日 11:00

大会新 5.38
諏訪新 5.98

小林 祥子(2) 4.34 4.42 4.33 4.48 4.20 4.46 4.48
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｺ 岡谷南高 +0.5 0.0 0.0 +0.5 +0.5 +0.5 +0.5

29歳以下女子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名氏 名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 11 307307

-5--5-



決勝 7月25日 10:30

大会新 8.28

若狭 杏子(1)
ﾜｶｻ ｷｮｳｺ 諏訪二葉高

29歳以下女子

砲丸投(4.000kg)砲丸投(4.000kg)

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名氏 名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 11 302302 6.256.25 6.106.10 6.876.87 6.856.85 6.246.24 6.456.45 6.876.87



決勝 7月25日 9:20

風速 +1.5

茅野 真子(6) 16.65
ﾁﾉ ﾏｺ 城北小

66 123123
氏 名氏 名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

ｵｰﾌﾟﾝ女子

80mH80mH

決勝決勝決勝



決勝 7月25日 14:15

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏 名 記録／備考
1 5 二葉・向陽合同 304 田中 伶奈(2) 58.86

ﾌﾀﾊﾞｺｳﾖｳ ﾀﾅｶﾚｲﾅ
301 牛山 奈緒(2)

ｳｼﾔﾏ ﾅｵ
302 若狭 杏子(1)

ﾜｶｻ ｷｮｳｺ
300 伊藤 りさ(1)

ｲﾄｳ ﾘｻ

ｵｰﾌﾟﾝ女子

4×100ｍR4×100ｍR

決勝決勝決勝



決勝 7月25日 13:30

大会新 3,24.50
諏訪新 3,16.86

1 上原 舞(6) 3,20.60
ｳｴﾊﾗ ﾏｲ 永明小

2 田中 杏子(6) 3,35.43
ﾀﾅｶ ｷｮｳｺ 永明小

3 久島 菜々子(5) 4,20.84
ｸｼﾏ ﾅﾅｺ 宮川小

4 山田 光来(4) 4,21.34
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂｷ 宮川小

5 大和 夢奈(5) 4,26.96
ｵｵﾜ ﾕﾒﾅ 宮川小

6 守屋 あみ(4) 4,29.02
ﾓﾘﾔ ｱﾐ 宮川小

7 松田 美憂(5) 4,30.58
ﾏﾂﾀﾞ ﾐｳ 湖東小

8 伊藤 梨奈(4) 4,34.43
ｲﾄｳ ﾘﾅ 宮川小

9 田中 実菜子(3) 4,34.92
ﾀﾅｶ ﾐﾅｺ 永明小

10 矢﨑 楓(4) 4,56.21
ﾔｻﾞｷ ｶｴﾃﾞ 玉川小

11 湯本 光(3) 4,58.60
ﾕﾓﾄ ﾋｶﾘ 北山小
藤原 杏香(6)
ﾌｼﾞﾊﾗ ｷｮｳｶ 湖東小

小学女子共通

1000m1000m

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏 名氏 名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
77 33

大会新大会新
11 55

22 2626

1010 3434

88 4646

1212 3737

33 108108

66 2222

55 66

44 7878

1111 159159

99 115115
欠場欠場



決勝 7月25日 9:20

大会新 17.89
諏訪新 13.95

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +1.5

1 工藤 夏帆(5) 18.34 1 河西 琴音(6) 18.08
ｸﾄﾞｳ ﾅﾂﾎ 豊平小 ｶｻｲ ｺﾄﾈ 宮川小

2 池田 好(6) 18.88 2 藤森 安優(5) 18.96
ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ 宮川小 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾕ 湖東小

3 伊藤 絵夢(4) 18.98 3 伊藤 梨奈(4) 19.06
ｲﾄｳ ｴﾑ 宮川小 ｲﾄｳ ﾘﾅ 宮川小

4 三浦 裕規子(5) 20.08
ﾐｳﾗ ﾕｷｺ 湖東小

5 篠原 歩(4) 22.01
ｼﾉﾊﾗ ｱﾕﾐ 湖東小

小学女子共通

80mH80mH

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏 名氏 名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44 129129

66 4848

88 1919

55 9797

77 101101

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏 名氏 名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55 2323

44 119119

77 2222



1 河西 琴音(6) 宮川小 18.08 (+1.5) 2 1
2 工藤 夏帆(5) 豊平小 18.34 (+0.5) 1 1
3 池田 好(6) 宮川小 18.88 (+0.5) 1 2
4 藤森 安優(5) 湖東小 18.96 (+1.5) 2 2
5 伊藤 絵夢(4) 宮川小 18.98 (+0.5) 1 3
6 伊藤 梨奈(4) 宮川小 19.06 (+1.5) 2 3
7 三浦 裕規子(5) 湖東小 20.08 (+0.5) 1 4
8 篠原 歩(4) 湖東小 22.01 (+0.5) 1 5

小学女子共通小学女子共通

80mH80mH
タイムレースタイムレースタイムレース

順位順位 No.No. 氏 名氏 名 都道府県都道府県 所属名所属名 記録（風）記録（風） 備考備考 組組 順位順位
2323

129129
4848

9797
101101

119119
1919
2222



決勝 7月25日 14:30

大会新
諏訪新

[ 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 宮川小(A) 44 深井 梨央(6) 1,02.50 1 4 北山小(A) 155 田村 春花(6) 1,01.06

ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳA ﾌｶｲ ﾘｵ ｷﾀﾔﾏｼｮｳA ﾀﾑﾗﾊﾙｶ
50 鏑木 清花(6) 161 北澤 佑奈(6)

ｶﾌﾞﾗｷﾞ ｻﾔｶ ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾅ
51 渡辺 那歩(6) 165 両角 萌恵(6)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾎ ﾓﾛｽﾞ ﾐﾓｴ
18 伊藤 杏奈(6) 142 柿澤 綾菜(6)

ｲﾄｳ ｱﾝﾅ ｶｷｻﾞﾜ ｱﾔﾅ
2 3 豊平小 130 小林 愛実(5) 1,06.85 2 5 湖東小 86 関野 瑠奈(6) 1,04.33

ﾄﾖﾋﾗｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ ｺﾋｶﾞｼｼｮｳ ｾｷﾉ ﾙﾅ
129 工藤 夏帆(5) 109 鷹野原 睦(6)

ｸﾄﾞｳ ﾅﾂﾎ ﾀｶﾉﾊﾗ ﾁｶ
137 柳平 麻梨(5) 103 小平 菜々(6)

ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ﾏﾘ ｺﾀﾞｲﾗ ﾅﾅ
131 田中 舞奈(5) 100 篠原 好(6)

ﾀﾅｶ ﾏｲﾅ ｼﾉﾊﾗ ｺﾉﾐ
3 5 北山小(B) 150 川村 咲穂(4) 1,09.42 3 6 宮川小(B) 57 濵 奏美(4) 1,12.69

ｷﾀﾔﾏｼｮｳB ｶﾜﾑﾗ ｻｷﾎ ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳB ﾊﾏ ｶﾅﾐ
153 竹内 瑠夏(3) 32 五味 璃莉花(4)

ﾀｹｳﾁ ﾙｶ ｺﾞﾐ ﾘﾘｶ
154 天野 悠美(4) 53 浜 愛美(4)

ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ ﾊﾏ ﾏﾅﾐ
157 田村 茉紘(5) 30 五味 花琳(4)

ﾀﾑﾗ ﾏﾋﾛ ｺﾞﾐ ｶﾘﾝ
4 2 永明小 12 北澤 みなみ(5) 1,17.76 4 3 玉川小(A) 63 五味 未来(4) 1,13.05

ｴｲﾒｲｼｮｳ ｷﾀｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳA ｺﾞﾐ ﾐｷ
7 田中 萌(3) 74 武笠 美紀(4)

ﾀﾅｶ ﾒｸﾞﾐ ﾑｶｻ ﾐｷ
15 梨子田 佳誉(3) 64 五味 遥(4)

ﾅｼﾀﾞ ｶﾎ ｺﾞﾐ ﾊﾙｶ
6 田中 実菜子(3) 59 安藤 ちなつ(5)

ﾀﾅｶ ﾐﾅｺ ｱﾝﾄﾞｳ ﾁﾅﾂ
5 6 宮川小(C) 36 山本 伊織(3) 1,19.25 5 2 北山小(C) 144 丸茂 ほの香(4) 1,18.51

ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳC ﾔﾏﾓﾄ ｲｵﾘ ｷﾀﾔﾏｼｮｳC ﾏﾙﾓ ﾎﾉｶ
38 手塚 陽菜(3) 159 湯本 光(3)

ﾃﾂﾞｶ ﾊﾙﾅ ﾕﾓﾄ ﾋｶﾘ
40 松村 夏実(3) 156 田村 奈々美(4)

ﾏﾂﾑﾗ ﾅﾂﾐ ﾀﾑﾗ ﾅﾅﾐ
29 原田 芽依(3) 166 両角 有乃(3)

ﾊﾗﾀﾞ ﾒｲ ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕﾉ

小学女子共通

4×100mR4×100mR

決勝決勝決勝



1 北山小(A) 1,01.06 田村 春花(6) 北澤 佑奈(6) 両角 萌恵(6) 柿澤 綾菜(6) 2 1
2 宮川小(A) 1,02.50 深井 梨央(6) 鏑木 清花(6) 渡辺 那歩(6) 伊藤 杏奈(6) 1 1
3 湖東小 1,04.33 関野 瑠奈(6) 鷹野原 睦(6) 小平 菜々(6) 篠原 好(6) 2 2
4 豊平小 1,06.85 小林 愛実(5) 工藤 夏帆(5) 柳平 麻梨(5) 田中 舞奈(5) 1 2
5 北山小(B) 1,09.42 川村 咲穂(4) 竹内 瑠夏(3) 天野 悠美(4) 田村 茉紘(5) 1 3
6 宮川小(B) 1,12.69 濵 奏美(4) 五味 璃莉花(4) 浜 愛美(4) 五味 花琳(4) 2 3
7 玉川小(A) 1,13.05 五味 未来(4) 武笠 美紀(4) 五味 遥(4) 安藤 ちなつ(5) 2 4
8 永明小 1,17.76 北澤 みなみ(5) 田中 萌(3) 梨子田 佳誉(3) 田中 実菜子(3) 1 4
9 北山小(C) 1,18.51 丸茂 ほの香(4) 湯本 光(3) 田村 奈々美(4) 両角 有乃(3) 2 5

10 宮川小(C) 1,19.25 山本 伊織(3) 手塚 陽菜(3) 松村 夏実(3) 原田 芽依(3) 1 5

小学女子共通小学女子共通

4×100mR4×100mR
タイムレースタイムレースタイムレース

順位順位 所属名所属名 都道府県都道府県 記録記録 備考備考 ｵｰﾀﾞｰ1ｵｰﾀﾞｰ1 組組 順位順位ｵｰﾀﾞｰ2ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4ｵｰﾀﾞｰ4



予選 7月25日 10:40
決勝 7月25日 12:25

大会新 17.63

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 +1.5

1 両角 有乃(3) 17.72 q 1 竹内 瑠夏(3) 16.73 q
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕﾉ 北山小 ﾀｹｳﾁ ﾙｶ 北山小

2 豊島 明(3) 17.82 q 2 原田 芽依(3) 18.02 q
ﾄﾖｼﾏ ﾒｲ 玉川小 ﾊﾗﾀﾞ ﾒｲ 宮川小

3 松村 夏実(3) 19.07 q 3 河西 純奈(3) 18.28 q
ﾏﾂﾑﾗ ﾅﾂﾐ 宮川小 ｶｻｲ ｼﾞｭﾝﾅ 宮川小

4 梨子田 佳誉(3) 19.16 4 武居 翼(3) 18.61 q
ﾅｼﾀﾞ ｶﾎ 永明小 ﾀｹｲ ﾂﾊﾞｻ 宮川小

5 深井 咲希(3) 20.15 5 田中 萌(3) 19.00 q
ﾌｶｲ ｻｷ 宮川小 ﾀﾅｶ ﾒｸﾞﾐ 永明小

6 小沢 恵菜(3) 20.93 6 川村 真菜(3) 19.79
ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ 泉野小 ｶﾜﾑﾗ ﾏﾅ 北山小

7 手塚 陽菜(3) 21.34 7 山本 伊織(3) 20.04
ﾃﾂﾞｶ ﾊﾙﾅ 宮川小 ﾔﾏﾓﾄ ｲｵﾘ 宮川小

8 伊藤 日奈野(3) 21.55 8 上原 葉月(3) 22.16
ｲﾄｳ ﾋﾅﾉ 宮川小 ｳｴﾊﾗ ﾊﾂﾞｷ 宮川小

風速 0.0

1 竹内 瑠夏(3) 16.98
ﾀｹｳﾁ ﾙｶ 北山小

2 両角 有乃(3) 17.94
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕﾉ 北山小

3 豊島 明(3) 18.02
ﾄﾖｼﾏ ﾒｲ 玉川小

4 河西 純奈(3) 18.35
ｶｻｲ ｼﾞｭﾝﾅ 宮川小

5 原田 芽依(3) 18.50
ﾊﾗﾀﾞ ﾒｲ 宮川小

6 松村 夏実(3) 19.58
ﾏﾂﾑﾗ ﾅﾂﾐ 宮川小

7 武居 翼(3) 19.67
ﾀｹｲ ﾂﾊﾞｻ 宮川小

8 田中 萌(3) 19.81
ﾀﾅｶ ﾒｸﾞﾐ 永明小

小学３年女子

100m100m

予選予選予選 通過基準 2組 0着 + 8通過基準 2組 0着 + 8 Q:順位順通過者 q：タイム順通過者Q:順位順通過者 q：タイム順通過者

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏 名氏 名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
99 166166

77 7676

66 4040

33 1515

44 4343

55 124124

88 3939

22 2020

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏 名氏 名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
66 153153

大会新大会新
33 2929

55 2424

99 5555

22 77

44 151151

88 3636

77 4242

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏 名氏 名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
33 153153

大会新大会新
66 166166

55 7676

88 2424

44 2929

11 4040

22 5555

77 77



決勝 7月25日 9:00

大会新 2.72

深井 咲希(3) 2.03 2.10 2.50 2.50
ﾌｶｲ ｻｷ 宮川小 +0.1 0.0 0.0 0.0
川村 真菜(3) 2.41 2.45 2.33 2.45
ｶﾜﾑﾗ ﾏﾅ 北山小 0.0 0.0 +0.2 0.0

小学３年女子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名氏 名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 22 4343

-5--5-

22 11 151151



予選 7月25日 10:50
決勝 7月25日 12:50

大会新 15.30
諏訪新 14.50

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 +0.9

1 天野 悠美(4) 16.91 q 1 中島 あかり(4) 17.10 q
ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 北山小 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｶﾘ 湖東小

2 濵 奏美(4) 17.00 q 2 五味 未来(4) 17.86 q
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 宮川小 ｺﾞﾐ ﾐｷ 玉川小

3 関 陽香理(4) 18.01 q 3 五味 花琳(4) 17.95 q
ｾｷ ﾋｶﾘ 湖東小 ｺﾞﾐ ｶﾘﾝ 宮川小

4 山田 光来(4) 18.22 4 伊藤 絵夢(4) 18.00 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂｷ 宮川小 ｲﾄｳ ｴﾑ 宮川小

5 武笠 美紀(4) 18.34 5 川村 咲穂(4) 18.19 q
ﾑｶｻ ﾐｷ 玉川小 ｶﾜﾑﾗ ｻｷﾎ 北山小

6 五味 璃莉花(4) 18.63 6 五味 遥(4) 19.00
ｺﾞﾐ ﾘﾘｶ 宮川小 ｺﾞﾐ ﾊﾙｶ 玉川小

7 丸茂 ほの香(4) 18.73 7 浜 愛美(4) 19.76
ﾏﾙﾓ ﾎﾉｶ 北山小 ﾊﾏ ﾏﾅﾐ 宮川小

8 篠原 歩(4) 18.74 8 増沢 彩音(4) 20.36
ｼﾉﾊﾗ ｱﾕﾐ 湖東小 ﾏｽｻﾞﾜ ｱﾔﾈ 茅野陸上クラブ

9 篠原 未玖(4) 19.49 9 田村 奈々美(4) 20.58
ｼﾉﾊﾗ ﾐｸ 北山小 ﾀﾑﾗ ﾅﾅﾐ 北山小

増沢 巧城(5)
ﾏｽｻﾞﾜｺｳｷ 茅野陸上クラブ

風速 +0.2

1 濵 奏美(4) 17.05
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 宮川小

2 天野 悠美(4) 17.17
ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 北山小

3 中島 あかり(4) 17.18
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｶﾘ 湖東小

4 関 陽香理(4) 17.97
ｾｷ ﾋｶﾘ 湖東小

5 五味 未来(4) 17.97
ｺﾞﾐ ﾐｷ 玉川小

6 川村 咲穂(4) 18.08
ｶﾜﾑﾗ ｻｷﾎ 北山小

7 五味 花琳(4) 18.11
ｺﾞﾐ ｶﾘﾝ 宮川小

8 伊藤 絵夢(4) 18.24
ｲﾄｳ ｴﾑ 宮川小

小学４年女子

100m100m

予選予選予選 通過基準 2組 0着 + 8通過基準 2組 0着 + 8 Q:順位順通過者 q：タイム順通過者Q:順位順通過者 q：タイム順通過者

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏 名氏 名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
99 154154

22 5757

77 8787

44 3434

66 7474

88 3232

11 144144

33 101101

55 148148

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏 名氏 名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
99 111111

66 6363

55 3030

33 1919

22 150150

44 6464

77 5353

11 169169

88 156156

1010 172172

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏 名氏 名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
33 5757

55 154154

66 111111

77 8787

44 6363

11 150150

88 3030

22 1919



決勝 7月25日 9:00

中学新 3.83
諏訪新 3.56

関 陽香理(4) X 2.57 2.72 2.72
ｾｷ ﾋｶﾘ 湖東小 0.0 +0.6 +0.6
中島 あかり(4) 2.40 2.47 2.57 2.57
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｶﾘ 湖東小 0.0 +0.6 +0.1 +0.1
篠原 未玖(4) 2.09 2.16 X 2.16
ｼﾉﾊﾗ ﾐｸ 北山小 +0.2 0.0 0.0

小学４年女子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名氏 名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 11 8787

-5--5-

22 33 111111

33 22 148148



予選 7月25日 11:15
決勝 7月25日 13:00

大会新 14.90
諏訪新 14.24

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +0.7

1 名取 奈々海(5) 16.00 q 1 樋口 香苗(5) 14.75 q
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 永明小 ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 米沢小

2 田村 茉紘(5) 16.60 q 2 藤森 安優(5) 17.16 q
ﾀﾑﾗ ﾏﾋﾛ 北山小 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾕ 湖東小

3 栁平 麻梨(5) 16.73 q 3 本多 葵(5) 17.54 q
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ﾏﾘ 豊平小 ﾎﾝﾀﾞ ｱｵｲ 永明小

4 三浦 裕規子(5) 17.35 q 4 藤森 萠夏(5) 17.68
ﾐｳﾗ ﾕｷｺ 湖東小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾓｴｶ 宮川小

5 北澤 みなみ(5) 17.43 q 5 小林 愛実(5) 18.12
ｷﾀｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 永明小 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 豊平小

6 土橋 舞香(5) 17.97 6 宮坂 優奈(5) 18.12
ﾂﾁﾊｼ ﾏｲｶ 永明小 ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 湖東小

7 土橋 朋夏(5) 18.29 藤森 理帆(5)
ﾂﾁﾊｼ ﾄﾓｶ 湖東小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘﾎ 湖東小

8 伊藤 愛佳(5) 19.29
ｲﾄｳ ﾏﾅｶ 湖東小

風速 -3.5

1 樋口 香苗(5) 14.99
ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 米沢小

2 名取 奈々海(5) 16.51
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 永明小

3 田村 茉紘(5) 17.31
ﾀﾑﾗ ﾏﾋﾛ 北山小

4 栁平 麻梨(5) 17.41
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ﾏﾘ 豊平小

5 藤森 安優(5) 17.66
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾕ 湖東小

6 北澤 みなみ(5) 18.02
ｷﾀｻﾞﾜ ﾐﾅﾐ 永明小

7 三浦 裕規子(5) 18.02
ﾐｳﾗ ﾕｷｺ 湖東小

8 本多 葵(5) 18.53
ﾎﾝﾀﾞ ｱｵｲ 永明小

小学５年女子

100m100m

予選予選予選 通過基準 2組 0着 + 8通過基準 2組 0着 + 8 Q:順位順通過者 q：タイム順通過者Q:順位順通過者 q：タイム順通過者

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏 名氏 名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
22 1414

33 157157

44 138138

55 9797

66 1212

88 1010

99 113113

77 8383

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏 名氏 名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
77 127127

大会新大会新
44 119119

55 1313

88 5252

33 130130

22 9393

66 120120
欠場欠場

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏 名氏 名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
33 127127

44 1414

55 157157

66 138138

77 119119

88 1212

11 9797

22 1313



決勝 7月25日 9:00

大会新 4.10
諏訪新 4.23

樋口 香苗(5) 3.64 3.49 3.43 3.64
ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 米沢小 +1.1 -0.7 0.0 +1.1
田中 舞奈(5) 3.33 3.25 3.35 3.35
ﾀﾅｶ ﾏｲﾅ 豊平小 0.0 -0.5 0.0 0.0
名取 奈々海(5) 3.00 2.87 3.23 3.23
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 永明小 0.0 0.0 0.0 0.0
本多 葵(5) 2.96 3.06 2.93 3.06
ﾎﾝﾀﾞ ｱｵｲ 永明小 0.0 0.0 0.0 0.0
金田 明璃(5) X 2.88 3.01 3.01
ｶﾈﾀﾞ ｱｶﾘ 宮川小 +0.3 +0.4 +0.4
土橋 朋夏(5) 2.67 2.77 2.88 2.88
ﾂﾁﾊｼ ﾄﾓｶ 湖東小 0.0 0.0 0.0 0.0
宮坂 優奈(5) 2.62 2.76 2.82 2.82
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 湖東小 +0.1 -0.5 0.0 0.0
土橋 舞香(5) 2.77 2.68 2.52 2.77
ﾂﾁﾊｼ ﾏｲｶ 永明小 +1.0 0.0 0.0 +1.0
松田 美憂(5) 2.50 2.50 2.72 2.72
ﾏﾂﾀﾞ ﾐｳ 湖東小 0.0 0.0 0.0 0.0
伊藤 愛佳(5) 2.36 2.32 2.54 2.54
ｲﾄｳ ﾏﾅｶ 湖東小 0.0 0.0 -0.1 -0.1
藤森 理帆(5) 欠場
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘﾎ 湖東小

小学５年女子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名氏 名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 1010 127127

-5--5-

22 1111 131131

33 66 1414

44 22 1313

55 11 2828

66 44 113113

77 99 9393

88 55 1010

99 88 108108

1010 33 8383

77 120120



予選 7月25日 11:35
決勝 7月25日 13:10

大会新 14.50
諏訪新 13.62

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +1.2

1 伊藤 杏奈(6) 15.14 q 1 柿澤 綾菜(6) 15.11 q
ｲﾄｳ ｱﾝﾅ 宮川小 ｶｷｻﾞﾜ ｱﾔﾅ 北山小

2 北澤 佑奈(6) 15.31 q 2 広瀬 澄玲(6) 15.32 q
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾅ 北山小 ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 玉川小

3 渡辺 那歩(6) 15.68 q 3 田村 春花(6) 15.44 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾎ 宮川小 ﾀﾑﾗﾊﾙｶ 北山小

4 鷹野原 睦(6) 16.15 q 4 髙見 李那(6) 15.85 q
ﾀｶﾉﾊﾗ ﾁｶ 湖東小 ﾀｶﾐ ﾘﾅ 宮川小

5 両角 萌恵(6) 16.48 5 篠原 好(6) 16.26
ﾓﾛｽﾞ ﾐﾓｴ 北山小 ｼﾉﾊﾗ ｺﾉﾐ 湖東小

6 関野 瑠奈(6) 16.61 6 河西 琴音(6) 16.70
ｾｷﾉ ﾙﾅ 湖東小 ｶｻｲ ｺﾄﾈ 宮川小

7 堀内 美沙紀(6) 17.27 7 徳永 紗希(6) 16.81
ﾎﾘｳﾁ ﾐｻｷ 玉川小 ﾄｸﾅｶﾞ ｻｷ 玉川小
金田 朋璃(6) 8 深井 梨央(6) 17.00
ｶﾈﾀﾞ ﾄﾓﾘ 宮川小 ﾌｶｲ ﾘｵ 宮川小

風速 +2.1

1 柿澤 綾菜(6) 15.23
ｶｷｻﾞﾜ ｱﾔﾅ 北山小

2 伊藤 杏奈(6) 15.29
ｲﾄｳ ｱﾝﾅ 宮川小

3 田村 春花(6) 15.38
ﾀﾑﾗﾊﾙｶ 北山小

4 北澤 佑奈(6) 15.38
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾅ 北山小

5 広瀬 澄玲(6) 15.54
ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 玉川小

6 渡辺 那歩(6) 15.78
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾎ 宮川小

7 髙見 李那(6) 15.91
ﾀｶﾐ ﾘﾅ 宮川小

8 鷹野原 睦(6) 16.15
ﾀｶﾉﾊﾗ ﾁｶ 湖東小

小学６年女子

100m100m

予選予選予選 通過基準 2組 0着 + 8通過基準 2組 0着 + 8 Q:順位順通過者 q：タイム順通過者Q:順位順通過者 q：タイム順通過者

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏 名氏 名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
77 1818

22 161161

33 5151

88 109109

44 165165

66 8686

99 7777

55 2727
欠場欠場

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏 名氏 名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
33 142142

77 6666

55 155155

66 5858

44 100100

22 2323

99 7373

88 4444

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏 名氏 名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55 142142

44 1818

88 155155

33 161161

66 6666

11 5151

77 5858

22 109109



決勝 7月25日 9:00

大会新 4.41
諏訪新 4.47

鏑木 清花(6) 3.07 3.38 3.64 3.64
ｶﾌﾞﾗｷﾞ ｻﾔｶ 宮川小 0.0 0.0 +0.6 +0.6
田中 佑奈(6) 3.50 3.41 3.46 3.50
ﾀﾅｶ ﾕﾅ 永明小 +0.4 -0.2 0.0 +0.4
両角 早葉(6) 3.23 X X 3.23
ﾓﾛｽﾞﾐｻﾖ 北山小 +2.0 +2.0
池田 好(6) 3.02 2.86 3.18 3.18
ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ 宮川小 +0.4 -1.4 0.0 0.0
徳永 紗希(6) X 2.77 3.07 3.07
ﾄｸﾅｶﾞ ｻｷ 玉川小 -1.2 0.0 0.0
下山 風音(6) 2.82 2.81 2.65 2.82
ｼﾓﾔﾏｶｻﾞﾈ 北山小 +0.6 +0.8 0.0 +0.6
野明 花帆(6) 2.48 2.25 2.10 2.48
ﾉｱｹ ｶﾎ 宮川小 +0.5 -0.2 0.0 +0.5
金田 朋璃(6) 欠場
ｶﾈﾀﾞ ﾄﾓﾘ 宮川小

小学６年女子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏 名氏 名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 77 5050

-5--5-

22 66 88

33 22 164164

44 55 4848

55 44 7373

66 33 141141

77 11 5656

88 2727



予選 7月25日 10:10
決勝 7月25日 11:55

中学新 13.00
諏訪新 12.99

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 0.0

1 池上 真理奈(2) 14.34 q 1 山田 小夜子(3) 14.74 q
ｲｹｶﾞﾐ ﾏﾘﾅ 長峰中 ﾔﾏﾀﾞ ｻﾖｺ 長峰中

2 池上 成美(1) 14.70 q 2 田中 優衣(3) 15.10 q
ｲｹｶﾞﾐ ﾅﾙﾐ 長峰中 ﾀﾅｶ ﾕｲ 茅野北部中

3 有賀 理紗(1) 15.52 3 山本 玲奈(1) 15.12 q
ｱﾙｶﾞ ﾘｻ 茅野東部中 ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 茅野東部中

4 寺島 菜穂(1) 15.69 4 小口 実沙(1) 15.71
ﾃﾗｼﾏ ﾅﾎ 茅野北部中 ｵｸﾞﾁ ﾐｻ 茅野北部中

5 両角 茜音(1) 15.89 5 篠原 涼夏(1) 15.93
ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｶﾈ 永明中 ｼﾉﾊﾗ ｽｽﾞｶ 永明中

6 真嶋 霞帆(1) 16.42 長田 蘭菜(2)
ﾏｼﾞﾏ ｶﾎ 茅野北部中 ﾅｶﾞﾀ ﾗﾅ 茅野北部中

7 森田 紗南(1) 16.53
ﾓﾘﾀ ｻﾅ 茅野東部中

[ 3組] 風速 0.0

1 高橋 美凪(2) 14.31 q
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 永明中

2 丹羽 朱里(2) 14.68 q
ﾆﾜ ｱｶﾘ 茅野北部中

3 竹松 葵(3) 15.46 q
ﾀｹﾏﾂ ｱｵｲ 長峰中

4 武笠 美穂(1) 15.77
ﾑｶｻ ﾐﾎ 茅野東部中

5 牛山 菜々美(1) 15.81
ｳｼﾔﾏ ﾅﾅﾐ 茅野北部中

6 伊藤 真衣(1) 15.89
ｲﾄｳ ﾏｲ 茅野北部中

風速 +1.8

1 池上 真理奈(2) 14.19
ｲｹｶﾞﾐ ﾏﾘﾅ 長峰中

2 高橋 美凪(2) 14.31
ﾀｶﾊｼ ﾐﾅｷﾞ 永明中

3 山田 小夜子(3) 14.51
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾖｺ 長峰中

4 池上 成美(1) 14.66
ｲｹｶﾞﾐ ﾅﾙﾐ 長峰中

5 丹羽 朱里(2) 14.68
ﾆﾜ ｱｶﾘ 茅野北部中

6 田中 優衣(3) 15.18
ﾀﾅｶ ﾕｲ 茅野北部中

7 山本 玲奈(1) 15.23
ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 茅野東部中

8 竹松 葵(3) 15.38
ﾀｹﾏﾂ ｱｵｲ 長峰中

中学女子

100m100m

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

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏 名氏 名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
22 280280

88 281281

55 236236

44 244244

33 214214

66 246246

77 226226

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏 名氏 名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
77 269269

66 250250

55 223223

22 245245

33 206206

44 249249
欠場欠場

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏 名氏 名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55 204204

22 247247

77 308308

33 231231

66 241241

44 239239

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏 名氏 名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
33 280280

55 204204

88 269269

44 281281

66 247247

11 250250

77 223223

22 308308



決勝 7月25日 13:25

大会新 27.40
諏訪新 26.76

風速 +2.0

1 池上 真理奈(2) 29.52
ｲｹｶﾞﾐ ﾏﾘﾅ 長峰中

2 山田 小夜子(3) 30.31
ﾔﾏﾀﾞ ｻﾖｺ 長峰中

3 森元 愛梨(2) 30.70
ﾓﾘﾓﾄ ｱｲﾘ 長峰中

4 山本 玲奈(1) 31.54
ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲﾅ 茅野東部中

5 小口 実沙(1) 32.38
ｵｸﾞﾁ ﾐｻ 茅野北部中

6 富濱 琉南(1) 32.68
ﾄﾐﾊﾏ ﾙﾅﾐ 茅野北部中

7 牛山 菜々美(1) 33.40
ｳｼﾔﾏ ﾅﾅﾐ 茅野北部中
河西 祐美(3)
ｶｻｲ ﾕﾐ 茅野東部中

中学女子

200m200m

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏 名氏 名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
88 280280

44 269269

11 278278

66 223223

55 245245

77 252252

33 241241

22 216216
欠場欠場




