
第５７回茅野市総合体育大会陸上競技会 

公式記録集 

 
 
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 
期 日  平成２４年７月２８日（土）  開会式 ７時４５分 競技開始 ８時３０分 
会 場  茅野市運動公園陸上競技場 
 
審判長  渡辺 正雄  記録主任  葛城 光一 
 
◆この大会で樹立された記録 

項目 クラス 種目 ﾗｳﾝﾄ  ゙ 記録 氏名(学年) 所属 従来の記録 

大会新 中学女子 100mH 決勝 16.77 松村 亜美(3) 長峰中 18.90

〃 中学男子 110mH 決勝 18.99 伊藤 来夢(2) 長峰中 19.72

〃 小学女子 80mH 決勝 15.23 伊藤 絵夢(6) 宮川小 17.89

〃 小学男子 80mH 決勝 15.23 柿沢 駿矢(6) 北山小 15.51

〃 29歳以下男子 400m 決勝 49.91 濱 裕哉(3) 東海大三高 51.57

 29歳以下男子 400m 決勝 51.46 奥垣内 将晴(2) 東海大三高 51.57

〃 小学3年男子 100m 決勝 16.36 小平 将斗(3) 金沢小 16.63

〃 中学男子 3000m 決勝 9:05.10 關 颯人(3) 茅野東部中 10:10.01

〃 中学男子 4x100m 決勝 49.78

伊藤 幹(3) 

後藤 大輝(3) 

滝沢 聖成(3) 

五味 滉太(3) 

長峰中(A) 50.96

〃 中学男子 4x100m 決勝 50.18

丸茂 幸太郎(3)

丹羽 南樹(2) 

三井 雄汰郎(2)

荒道 飛翔(2) 

茅野北部中 50.96

 
◆気象状況 

時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 

8:30 晴れ 南西   0.1m/sec. 30.5 ℃ 60.0% 

 9:00 晴れ 西   0.1m/sec. 32.0 ℃ 52.0% 

10:00 晴れ 南東   0.5m/sec. 32.0 ℃ 52.0% 

11:00 晴れ 西   1.0m/sec. 34.0 ℃ 50.0% 

12:00 晴れ 南東   0.4m/sec. 34.5 ℃ 50.0% 

13:00 晴れ 北北東   0.5m/sec. 35.0 ℃ 48.0% 

14:00 晴れ 南東   0.3m/sec. 34.5 ℃ 49.0% 

 



第57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
(GR:大会新) 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
07/28 小学共通女子 山田 光来(6) 3,44.87 中村美音(6) 3,44.89 田島彩貴(4) 3,56.31 牛山 莉奈(4) 3,59.54 下山 花(4) 4,08.22 柳澤 優真(4) 4,08.72 田中 実菜子(5) 4,24.34 瀬戸 優奈(6) 4,46.25

1000m 宮川小 玉川小 玉川小 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 北山小 北山小 永明小 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ
07/28  +1.6伊藤 絵夢(6) 15.23

80mH 宮川小 GR
07/28 宮川小(B)     1,05.04 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ    1,08.10 宮川小(A)     1,11.97

4×100mR 五味 花琳(6) 小平 千佳(6) 上原 葉月(5)
五味 璃莉花(6) 伊藤 梨奈(6) 武居 翼(5)
山田 光来(6) 名取 陽(6) 伊藤 日奈野(5)
濵 奏美(6) 瀬戸 優奈(6) 和平 唯希菜(5)

07/28 小学３年女子   0.0山田 咲衣(3) 17.97 伊藤 有沙(3) 19.23 鶴田 藍菜(3) 20.35
100m 金沢小 宮川小 宮川小

07/28 小学４年女子  -0.8矢島 あすみ(4) 16.35 佐伯 明莉(4) 16.67 望月 希美(4) 17.57 田村 明日香(4) 17.78 田島彩貴(4) 18.17 福岡 歩里(4) 18.21 山田 愛莉(4) 18.79 篠原 萌(4) 18.82
100m 金沢小 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 湖東小 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 玉川小 湖東小 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 湖東小

07/28 前田 唯(4) 3.31(+0.7) 佐伯 明莉(4) 3.14(-0.4) 矢島 あすみ(4)3.03(+0.2) 牛山 莉奈(4) 2.89(+0.1) 福岡 歩里(4) 2.80(+1.3) 望月 希美(4) 2.73(+0.9) 山田 愛莉(4) 2.60(+0.3) 篠原 萌(4) 2.30(+2.1)
走幅跳 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 金沢小 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 湖東小 湖東小 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 湖東小

07/28 小学５年女子  +1.6竹内 瑠夏(5) 15.68 両角 有乃(5) 15.98 松村 夏実(5) 16.58 小沢 恵菜(5) 16.72 五味 美羽(5) 16.89 武居 翼(5) 17.08 和平 唯希菜(5) 18.11
100m 北山小 北山小 宮川小 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 永明小 宮川小 宮川小

07/28 五味 美羽(5) 2.91(+0.4) 小沢 恵菜(5) 2.66(+1.0) 両角 有乃(5) 2.66(+0.7)
走幅跳 永明小 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 北山小

07/28 小学６年女子  +0.5中村美音(6) 15.19 天野 悠美(6) 15.59 今井 彩乃(6) 15.62 中島 あかり(6) 15.66 関 陽香理(6) 15.68 小平 千佳(6) 16.67 五味 花琳(6) 16.84 丸茂 ほの香(6) 17.33
100m 玉川小 北山小 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 湖東小 湖東小 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 宮川小 北山小

07/28 伊藤 絵夢(6) 3.64(-0.3) 中島 あかり(6)3.42(-0.7) 関 陽香理(6) 3.35(+1.8) 吉田 早希(6) 3.11(+0.6) 両角 風香(6) 2.93(+0.1) 篠原 未玖(6) 2.87(+0.9)
走幅跳 宮川小 湖東小 湖東小 湖東小 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 北山小

07/28 中学女子  +0.1山村 未悠(1) 13.73 廣瀬 澄玲(2) 13.98 樋口 香苗(1) 14.01 高見 李那(2) 14.22 池田 好(2) 14.60 北原 由梨(2) 14.76 宮本 菜央(2) 14.81 柿澤 綾菜(2) 15.23
100m 長峰中 茅野東部中 茅野北部中 長峰中 長峰中 長峰中 長峰中 茅野北部中

07/28  -0.9廣瀬 澄玲(2) 29.01 山村 未悠(1) 29.04 高見 李那(2) 29.49 池田 好(2) 30.51 藤森 萌夏(1) 30.52 深江 愛美(1) 33.06 伊藤 千夏(1) 34.04
200m 茅野東部中 長峰中 長峰中 長峰中 長峰中 長峰中 茅野東部中

07/28 小池 優雅(3) 2,41.11 田中 舞奈(1) 2,45.08 深井 梨央(2) 2,51.52 水野 真帆(2) 3,04.07
800m 長峰中 東部中 長峰中 長峰中

07/28 田中 舞奈(1) 5,30.76 三村 杏佑夏(1) 5,56.57 水野 真帆(2) 6,04.14
1500m 東部中 長峰中 長峰中

07/28  +0.9松村 亜美(3) 16.77 小林 愛実(1) 20.42
100mH 長峰中 GR 茅野北部中

07/28 小澤 来未(1) 1.30
走高跳 茅野東部中

07/28 両角 茜音(3) 2.60
棒高跳 永明中

07/28 両角 茜音(3) 4.20(+0.6) 名取 奈々海(1)4.11(+2.1) 久島 菜々子(1)3.92(+0.6) 樋口 香苗(1) 3.92(+1.7) 深江 愛美(1) 3.84(+0.7) 藤森 萌夏(1) 3.60(0.0) 小林 友貴(1) 3.60(+1.0) 柳澤 夏菜子(1)3.29(-0.6)
走幅跳 永明中 永明中 長峰中 茅野北部中 長峰中 長峰中 茅野東部中 茅野東部中

07/28 池上 成美(3) 8.92 湯田坂 奈々子(1 6.21
砲丸投 長峰中 茅野北部中

07/28 長峰中(A)       54.87 長峰中(B)       55.70 茅野東部中     1,00.73 長峰中(C)     1,03.52
4×100mR 高見 李那(2) 藤森 萌夏(1) 小澤 来未(1) 三村 杏佑夏(1)

池上 成美(3) 宮本 菜央(2) 廣瀬 澄玲(2) 水野 真帆(2)
池田 好(2) 北原 由梨(2) 柳澤 夏菜子(1) 深井 梨央(2)
松村 亜美(3) 山村 未悠(1) 伊藤 千夏(1) 深江 愛美(1)

07/28 29歳以下女子  +0.1野村 あずさ(3) 13.21
100m 東海大三高

07/28 原田 麻亜(2) 1,02.86
400m 東海大三高

07/28 松坂 春子(1) 8.16
砲丸投 東海大三高 GR

07/28 小4女子ｵｰﾌﾟﾝ  -2.0前田 唯(4) 16.43
100m 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

07/28 中女ｵｰﾌﾟﾝ  +0.7川上 由華 13.77
100m 諏訪中

07/28 宮坂 綾乃(2) 原中 1.90 木下 野乃花(2) 1.50
棒高跳 菊池 菜帆(2) 原中 原中

07/28 29以下女ｵｰﾌﾟ 原 奈津美(2) 3.10 竹松 多恵子(3) 2.90 原 裕美佳(1) 2.50
棒高跳 上伊那農業高 高遠高 高遠高



決勝 7月28日 12:00

大会新(GR)          16.73

風速  0.0

 1 山田 咲衣(3)     17.97 
ﾔﾏﾀﾞ ｻｴ 金沢小

 2 伊藤 有沙(3)     19.23 
ｲﾄｳ ｱﾘｻ 宮川小

 3 鶴田 藍菜(3)     20.35 
ﾂﾙﾀ ﾗﾝﾅ 宮川小

予選 7月28日 10:15
決勝 7月28日 12:10

大会新(GR)          15.30

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 -2.0

 2 佐伯 明莉(4)     16.53 q  1 矢島 あすみ(4)     16.27 q
ｻｴｷ ｱｶﾘ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ ﾔｼﾞﾏ ｱｽﾐ 金沢小

 3 望月 希美(4)     17.37 q  2 福岡 歩里(4)     17.90 q
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 湖東小 ﾌｸｵｶ ｱﾕﾘ 湖東小

 4 田島彩貴(4)     17.86 q  3 田村 明日香(4)     17.93 q
ﾀｼﾞﾏｻｷ 玉川小 ﾀﾑﾗ ｱｽｶ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 山田 愛莉(4)     18.55 q  4 平出瑠奈(4)     18.83 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ ﾋﾗｲﾃﾞﾙﾅ 玉川小

 6 篠原 萌(4)     18.75 q  5 両角 美桜(4)     19.61 
ｼﾉﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 湖東小 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾐｵ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ
矢島愛莉(4)
ﾔｼﾞﾏｱｲﾘ 玉川小

風速 -0.8

 1 矢島 あすみ(4)     16.35 
ﾔｼﾞﾏ ｱｽﾐ 金沢小

 2 佐伯 明莉(4)     16.67 
ｻｴｷ ｱｶﾘ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 望月 希美(4)     17.57 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 湖東小

 4 田村 明日香(4)     17.78 
ﾀﾑﾗ ｱｽｶ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 田島彩貴(4)     18.17 
ﾀｼﾞﾏｻｷ 玉川小

 6 福岡 歩里(4)     18.21 
ﾌｸｵｶ ｱﾕﾘ 湖東小

 7 山田 愛莉(4)     18.79 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 篠原 萌(4)     18.82 
ｼﾉﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 湖東小

小学３年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    58

5   129

3   139

1     6

6   111

2    89

4   119

8   110

7    16

記録／備考
5    62

3   197

1    21

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4    16

3   121

記録／備考
2    62

5   110

失格

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

1    89

4   122

2   119

3     6

記録／備考
6   197

5   111

小学４年女子

100m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 7月28日 12:20

大会新(GR)          14.75

風速 +1.6

 1 竹内 瑠夏(5)     15.68 
ﾀｹｳﾁ ﾙｶ 北山小

 2 両角 有乃(5)     15.98 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕﾉ 北山小

 3 松村 夏実(5)     16.58 
ﾏﾂﾑﾗ ﾅﾂﾐ 宮川小

 4 小沢 恵菜(5)     16.72 
ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 五味 美羽(5)     16.89 
ｺﾞﾐ ﾐｳ 永明小

 6 武居 翼(5)     17.08 
ﾀｹｲ ﾂﾊﾞｻ 宮川小

 7 和平 唯希菜(5)     18.11 
ﾜﾀﾞｲﾗ ﾕｷﾅ 宮川小

予選 7月28日 10:35
決勝 7月28日 12:30

大会新(GR)          14.50

[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 +0.5

 1 今井 彩乃(6)     15.55 q  1 中村美音(6)     15.31 q
ｲﾏｲ ｱﾔﾉ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ ﾅｶﾑﾗﾐｵﾝ 玉川小

 2 中島 あかり(6)     15.66 q  2 天野 悠美(6)     15.50 q
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｶﾘ 湖東小 ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 北山小

 3 五味 花琳(6)     16.79 q  3 関 陽香理(6)     15.79 q
ｺﾞﾐ ｶﾘﾝ 宮川小 ｾｷ ﾋｶﾘ 湖東小

 4 丸茂 ほの香(6)     17.29 q  4 小平 千佳(6)     16.59 q
ﾏﾙﾓ ﾎﾉｶ 北山小 ｺﾀﾞｲﾗ ﾁｶ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 吉田 早希(6)     17.33  5 五味 璃莉花(6)     17.58 
ﾖｼﾀﾞ ｻｷ 湖東小 ｺﾞﾐ ﾘﾘｶ 宮川小

 6 両角 風香(6)     17.90 濵 奏美(6)
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾌｳｶ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊﾏ ｶﾅﾐ 宮川小

風速 +0.5

 1 中村美音(6)     15.19 
ﾅｶﾑﾗﾐｵﾝ 玉川小

 2 天野 悠美(6)     15.59 
ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 北山小

 3 今井 彩乃(6)     15.62 
ｲﾏｲ ｱﾔﾉ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 中島 あかり(6)     15.66 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｶﾘ 湖東小

 5 関 陽香理(6)     15.68 
ｾｷ ﾋｶﾘ 湖東小

 6 小平 千佳(6)     16.67 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾁｶ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 五味 花琳(6)     16.84 
ｺﾞﾐ ｶﾘﾝ 宮川小

 8 丸茂 ほの香(6)     17.33 
ﾏﾙﾓ ﾎﾉｶ 北山小

小学６年女子

100m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

   69

記録／備考
4   198

1    95

3    85

6    22

5   133

2

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   117

5    74

2    84

6     9

3   134

1   146
失格

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   117

5    74

4   198

3    95

7    84

8     9

2   133

1    69

7   145

5    50

3   141

1   137

4     8

6    73

2    81

小学５年女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 7月28日  9:30
決勝 7月28日 10:50

中学新(GR)          13.00

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 -0.1

 1 廣瀬 澄玲(2)     13.94 q  1 高見 李那(2)     14.32 q
ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 茅野東部中 ﾀｶﾐ ﾘﾅ 長峰中

 2 山村 未悠(1)     13.97 q  2 宮本 菜央(2)     14.85 q
ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ 長峰中 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ 長峰中

 3 柳平 麻梨(1)     15.34  3 柿澤 綾菜(2)     14.88 q
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ﾏﾘ 茅野北部中 ｶｷｻﾞﾜ ｱﾔﾅ 茅野北部中

 4 武村 佳穂(1)     15.56  4 小澤 来未(1)     15.17 
ﾀｹﾑﾗ ｶﾎ 永明中 ｵｻﾞﾜ ｸﾙﾐ 茅野東部中

 5 久島 菜々子(1)     15.59  5 上條 紗良(1)     15.35 
ｸｼﾏ ﾅﾅｺ 長峰中 ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾗ 永明中
伊藤 千夏(1)  6 柳澤 夏菜子(1)     16.49 
ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 茅野東部中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾅｺ 茅野東部中

[ 3組] 風速 +0.7

 1 樋口 香苗(1)     14.01 q
ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 茅野北部中

 2 池田 好(2)     14.63 q
ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ 長峰中

 3 北原 由梨(2)     15.00 q
ｷﾀﾊﾗ ﾕﾘ 長峰中

 4 宮坂 奏江(1)     15.62 
ﾐﾔｻｶ ｶﾅｴ 茅野北部中

 5 小林 友貴(1)     16.19 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 茅野東部中
徳永 紗希(2)
ﾄｸﾅｶﾞ ｻｷ 茅野東部中

風速 +0.1

 1 山村 未悠(1)     13.73 
ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ 長峰中

 2 廣瀬 澄玲(2)     13.98 
ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 茅野東部中

 3 樋口 香苗(1)     14.01 
ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 茅野北部中

 4 高見 李那(2)     14.22 
ﾀｶﾐ ﾘﾅ 長峰中

 5 池田 好(2)     14.60 
ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ 長峰中

 6 北原 由梨(2)     14.76 
ｷﾀﾊﾗ ﾕﾘ 長峰中

 7 宮本 菜央(2)     14.81 
ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ 長峰中

 8 柿澤 綾菜(2)     15.23 
ｶｷｻﾞﾜ ｱﾔﾅ 茅野北部中

決勝 7月28日 12:40

大会新(GR)          13.15

風速 +0.1

 1 野村 あずさ(3)     13.21 
ﾉﾑﾗ ｱｽﾞｻ 東海大三高

所属名 記録／備考
6    39

29歳以下女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  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 No. 氏  名 所属名

  159

記録／備考
4  1428

3  1394

5  1391

2  1432

6  1355

1

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1402

3  1401

2  1371

1  1433

4   154

6  1431

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

2  1352

5  1381

3  1397

4  1353

6  1430

1  1429
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1394

3  1428

4  1352

5  1402

7  1381

1  1397

8  1401

2  1371



決勝 7月28日 12:55

大会新(GR)          27.40

風速 -0.9

 1 廣瀬 澄玲(2)     29.01 
ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ 茅野東部中

 2 山村 未悠(1)     29.04 
ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ 長峰中

 3 高見 李那(2)     29.49 
ﾀｶﾐ ﾘﾅ 長峰中

 4 池田 好(2)     30.51 
ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ 長峰中

 5 藤森 萌夏(1)     30.52 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾓｴｶ 長峰中

 6 深江 愛美(1)     33.06 
ﾌｶｴ ｱﾐ 長峰中

 7 伊藤 千夏(1)     34.04 
ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 茅野東部中
徳永 紗希(2)
ﾄｸﾅｶﾞ ｻｷ 茅野東部中

中学女子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1428

6  1394

1  1402

8  1381

4  1393

2  1398

3  1432

7  1429
欠場



決勝 7月28日 11:15

大会新(GR)    

 1 原田 麻亜(2)   1,02.86 
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 東海大三高

決勝 7月28日 11:30

大会新(GR)        2,31.20

 1 小池 優雅(3)   2,41.11 
ｺｲｹ ﾕｳｶ 長峰中

 2 田中 舞奈(1)   2,45.08 
ﾀﾅｶ ﾏｲﾅ 東部中

 3 深井 梨央(2)   2,51.52 
ﾌｶｲ ﾘｵ 長峰中

 4 水野 真帆(2)   3,04.07 
ﾐｽﾞﾉ ﾏﾎ 長峰中

決勝 7月28日 13:00

大会新(GR)        3,20.60

 1 山田 光来(6)   3,44.87 
ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂｷ 宮川小

 2 中村美音(6)   3,44.89 
ﾅｶﾑﾗﾐｵﾝ 玉川小

 3 田島彩貴(4)   3,56.31 
ﾀｼﾞﾏｻｷ 玉川小

 4 牛山 莉奈(4)   3,59.54 
ｳｼﾔﾏ ﾘﾅ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 下山 花(4)   4,08.22 
ｼﾓﾔﾏ ﾊﾅ 北山小

 6 柳澤 優真(4)   4,08.72 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾏ 北山小

 7 田中 実菜子(5)   4,24.34 
ﾀﾅｶ ﾐﾅｺ 永明小

 8 瀬戸 優奈(6)   4,46.25 
ｾﾄ ﾕｳﾅ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

決勝 7月28日  9:20

大会新(GR)        5,12.80

 1 田中 舞奈(1)   5,30.76 
ﾀﾅｶ ﾏｲﾅ 東部中

 2 三村 杏佑夏(1)   5,56.57 
ﾐﾑﾗ ｱﾕｶ 長峰中

 3 水野 真帆(2)   6,04.14 
ﾐｽﾞﾉ ﾏﾎ 長峰中

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    23

4  1395

No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  1400

中学女子

1500m

決勝

3  1400

1  1382

5    23

4    29

4  1396

中学女子

800m

決勝

順

29歳以下女子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1    52

9    11

8    67

2    77

6   119

3   199

7   136

4   117

小学共通女子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月28日  8:30

大会新(GR)          18.90

風速 +0.9

 1 松村 亜美(3)     16.77 
ﾏﾂﾑﾗ ｱﾐ 長峰中

 2 小林 愛実(1)     20.42 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 茅野北部中

決勝 7月28日  9:00

大会新(GR)          17.89

風速 +1.6

 1 伊藤 絵夢(6)     15.23 
ｲﾄｳ ｴﾑ 宮川小

中学女子

100mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

所属名 記録／備考

4  1387
大会新

3  1351

4   127
大会新

小学共通女子

80mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



決勝 7月28日 8:40

大会新(GR)           4.41

伊藤 絵夢(6)   2.99   2.39   3.64    3.64 
ｲﾄｳ ｴﾑ 宮川小   +0.4   +1.9   -0.3    -0.3
中島 あかり(6)    X   2.86   3.42    3.42 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｶﾘ 湖東小   +1.5   -0.7    -0.7
関 陽香理(6)   3.33   3.35   3.26    3.35 
ｾｷ ﾋｶﾘ 湖東小   +0.2   +1.8    0.0    +1.8
吉田 早希(6)   3.01   3.11   2.98    3.11 
ﾖｼﾀﾞ ｻｷ 湖東小   -0.1   +0.6    0.0    +0.6
両角 風香(6)   2.93   2.62   2.77    2.93 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾌｳｶ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ   +0.1   +0.6   -1.1    +0.1
篠原 未玖(6)   2.87   2.75    X    2.87 
ｼﾉﾊﾗ ﾐｸ 北山小   +0.9   +1.9    +0.9

決勝 7月28日 8:40

大会新(GR)           4.10

五味 美羽(5)   2.91   2.88   2.83    2.91 
ｺﾞﾐ ﾐｳ 永明小   +0.4   +1.4    0.0    +0.4
小沢 恵菜(5)   2.55   2.58   2.66    2.66 
ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ   -0.6   +1.2   +1.0    +1.0
両角 有乃(5)   2.66   2.57   2.28    2.66 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕﾉ 北山小   +0.7   +1.3   +1.0    +0.7

決勝 7月28日 8:40

中学新(GR)           3.83

前田 唯(4)    X   2.87   3.31    3.31 
ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ   -0.9   +0.7    +0.7
佐伯 明莉(4)   3.14   3.04   3.09    3.14 
ｻｴｷ ｱｶﾘ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ   -0.4   +1.0   +0.8    -0.4
矢島 あすみ(4)   3.02   3.03   2.76    3.03 
ﾔｼﾞﾏ ｱｽﾐ 金沢小   +1.3   +0.2   +1.8    +0.2
牛山 莉奈(4)   2.89    X   2.57    2.89 
ｳｼﾔﾏ ﾘﾅ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ   +0.1   +0.3    +0.1
福岡 歩里(4)   2.80   2.44   2.36    2.80 
ﾌｸｵｶ ｱﾕﾘ 湖東小   +1.3   +0.7   -0.6    +1.3
望月 希美(4)    X   2.66   2.73    2.73 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 湖東小   +0.9   +0.9    +0.9
山田 愛莉(4)    X   2.44   2.60    2.60 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ    0.0   +0.3    +0.3
篠原 萌(4)   2.28   2.30   2.08    2.30 
ｼﾉﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 湖東小   +1.7   +2.1   -0.9    +2.1
両角 美桜(4)    X    X    X 記録なし
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾐｵ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ
鷲尾 和乃佳(4)    X    X    X 記録なし
ﾜｼｵ ﾉﾉｶ 金沢小

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- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 3   127

-5-

2 6    95

3 4    84

4 5    85

5 1    22

6 2    70

3 2    81

1 3    50
-5-

2 1     8

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

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 -1-

2    21

5    64

7 4     6

8 6    89

5 7   110

6 9   111

3 8    62

4 3   199

1 1    12
-5-

2 10   197

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

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-



決勝 7月28日 10:30

中学新(GR)           5.12

両角 茜音(3)   3.80   3.99   4.12   3.92   4.20   3.70    4.20 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｶﾈ 永明中   +0.4   +0.1   +0.4   -0.2   +0.6   +1.7    +0.6
名取 奈々海(1)   4.04   3.96   4.06   3.99   4.11   4.01    4.11 
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 永明中   +1.1   -0.5   +0.5   +0.2   +2.1   +1.0    +2.1
久島 菜々子(1)   3.42   3.77   3.87   3.87   3.92   3.45    3.92 
ｸｼﾏ ﾅﾅｺ 長峰中    0.0   +0.9    0.0   +1.2   +0.6   -0.7    +0.6
樋口 香苗(1)   2.50   3.92   3.71    3.92 
ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 茅野北部中   +0.6   +1.7    0.0    +1.7
深江 愛美(1)   3.77   3.84   3.78   3.70   3.82    X    3.84 
ﾌｶｴ ｱﾐ 長峰中   -0.4   +0.7    0.0   +1.6    0.0    +0.7
藤森 萌夏(1)   3.60   3.57   3.53   3.41   3.58   3.47    3.60 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾓｴｶ 長峰中    0.0   +0.2    0.0    0.0    0.0   -0.1     0.0
小林 友貴(1)   3.00   3.46   3.60   3.41   3.51   3.24    3.60 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 茅野東部中   -0.2   +0.3   +1.0   +0.1   -0.2   -0.1    +1.0
柳澤 夏菜子(1)   3.22   3.05   3.20   3.04   3.29   3.22    3.29 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾅｺ 茅野東部中   -0.4   +0.8   +0.1   +1.8   -0.6   -0.3    -0.6

中学女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 7   162

-5-

2 8   160

3 4  1391

4 6  1352

5 3  1398

6 5  1393

7 1  1430

8 2  1431



決勝 7月28日 9:00

大会新(GR)           1.51

小澤 来未(1)
ｵｻﾞﾜ ｸﾙﾐ 茅野東部中

 1.30
1 1  1433

O O O XO XXX

記録1m25 1m30 備考1m10 1m20 1m35

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 7月28日 8:30

大会新(GR)           3.10

田中 美裕(3) 欠場
ﾀﾅｶ ﾐﾕ 信大
田中 優奈(2) 欠場
ﾀﾅｶ ﾕﾅ 諏訪清陵高

決勝 7月28日 8:30

原 奈津美(2)
ﾊﾗ ﾅﾂﾐ 上伊那農業高
竹松 多恵子(3)
ﾀｹﾏﾂ ﾀｴｺ 高遠高
原 裕美佳(1)
ﾊﾗ ﾕﾐｶ 高遠高

決勝 7月28日 8:30

大会新(GR)           2.70

両角 茜音(3)
ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｶﾈ 永明中

決勝 7月28日 8:30

宮坂 綾乃(2)
ﾐﾔｻｶ ｱﾔﾉ 原中
菊池 菜帆(2)
ｷｸﾁ ﾅﾎ 原中
木下 野乃花(2)
ｷﾉｼﾀ ﾉﾉｶ 原中
鎌倉 麻有(2) 記録なし
ｶﾏｸﾗ ﾏﾕ 原中

29以下女ｵｰﾌﾟﾝ

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録2m60 2m70 備考2m40 2m50 2m80 2m90 3m00 3m10 3m25
1 1   242

- - - - O O O XXO XXX  3.10

2 2   248
- - - - XO XXO XXX  2.90

3 3   250
O XO XXX  2.50

2  2052

1    24
記録 備考2m40

29歳以下女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 2.60
1 1   162

O O O XXX

記録2m60 2m70 備考2m40 2m50

中学女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

3  1448
XXX

 1.50

 1.90

3 2  1451
- XO XXX

O O XO XXX
1 4  1450

- - O

XO XXX  1.90
1 1  1452

- - O O O

記録1m60 1m70 備考1m40 1m50 1m80 1m90 2m00

中女ｵｰﾌﾟﾝ

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 7月28日 13:45

大会新(GR)          57.10

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 宮川小(B)   133 五味 花琳(6)   1,05.04 

ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳB ｺﾞﾐ ｶﾘﾝ
  134 五味 璃莉花(6)

ｺﾞﾐ ﾘﾘｶ
  136 山田 光来(6)

ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂｷ
  146 濵 奏美(6)

ﾊﾏ ｶﾅﾐ
 2   4 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ     9 小平 千佳(6)   1,08.10 

ﾁﾉﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｺﾀﾞｲﾗ ﾁｶ
    1 伊藤 梨奈(6)

ｲﾄｳ ﾘﾅ
   20 名取 陽(6)

ﾅﾄﾘ ﾐﾅﾐ
   11 瀬戸 優奈(6)

ｾﾄ ﾕｳﾅ
 3   3 宮川小(A)   138 上原 葉月(5)   1,11.97 

ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳA ｳｴﾊﾗ ﾊﾂﾞｷ
  141 武居 翼(5)

ﾀｹｲ ﾂﾊﾞｻ
  128 伊藤 日奈野(5)

ｲﾄｳ ﾋﾅﾉ
  145 和平 唯希菜(5)

ﾜﾀﾞｲﾗ ﾕｷﾅ

小学共通女子

4×100mR

決勝
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大会新(GR)          53.66

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 長峰中(A)  1402 高見 李那(2)     54.87 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳA ﾀｶﾐ ﾘﾅ
 1384 池上 成美(3)

ｲｹｶﾞﾐ ﾅﾙﾐ
 1381 池田 好(2)

ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ
 1387 松村 亜美(3)

ﾏﾂﾑﾗ ｱﾐ
 2   3 長峰中(B)  1393 藤森 萌夏(1)     55.70 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳB ﾌｼﾞﾓﾘ ﾓｴｶ
 1401 宮本 菜央(2)

ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ
 1397 北原 由梨(2)

ｷﾀﾊﾗ ﾕﾘ
 1394 山村 未悠(1)

ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ
 3   4 茅野東部中  1433 小澤 来未(1)   1,00.73 

ﾁﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｵｻﾞﾜ ｸﾙﾐ
 1428 廣瀬 澄玲(2)

ﾋﾛｾ ｽﾐﾚ
 1431 柳澤 夏菜子(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾅｺ
 1432 伊藤 千夏(1)

ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ
 4   6 長峰中(C)  1395 三村 杏佑夏(1)   1,03.52 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳC ﾐﾑﾗ ｱﾕｶ
 1400 水野 真帆(2)

ﾐｽﾞﾉ ﾏﾎ
 1396 深井 梨央(2)

ﾌｶｲ ﾘｵ
 1398 深江 愛美(1)

ﾌｶｴ ｱﾐ

中学女子

4×100mR

決勝
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