
第 41 回富士見町陸上競技選手権大会 
（大会コード：12200558） 

 

 

公 式 記 録 集 
 

主 催 富士見町教育委員会 NPO法人富士見町体育協会 

主 管 NPO法人富士見町体育協会・陸上競技部 

期 日 平成２４年 6月 30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 森山 高志  記録主任 中島 公徳 

 

◆この大会で樹立された記録 

項 目 ｸﾗｽ／種目 記 録 氏 名 所 属(学年) 従来の記録 

大会新 中学女子走幅跳 4m25(0.0m) 深渡  由季 富士見中 3m89 

 同上 4m07(0.0m) 坂本  悠里 同上 同上 

 

◆気象状況 
時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 

 8:30 晴れ 西北西  0.1m/sec.  24.0℃  60.0 %  

 9:00 晴れ 北東  1.2m/sec.  25.0℃  61.0 % 

10:00 晴れ 南南東  0.3m/sec.  26.0℃  48.0 % 

11:00 晴れ 東  0.1m/sec.  26.5℃  48.0 % 

 



第41回富士見町陸上競技選手権大会                                                
(第9回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会代表候補選手選考会)                     
主催：富士見町教育委員会、NPO法人富士見町体育協会                               
主管：NPO法人富士見町体育協会・陸上競技部                                       

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
06/30 中学1年女子  -1.0 玉田 菜穂(1) 14.89 藤原 未来(1) 15.63 糀谷 桃李(1) 16.29 深沢 真帆(1) 16.41

100m 富士見中 富士見中 富士見中 富士見中
06/30 中学2.3年女  -1.0 小池 智里(2) 13.99 唐澤 季里(2) 14.01

100m 富士見中 富士見中
06/30 深沢 里奈(3) 8.43

砲丸投 富士見中
06/30 中学共通女子 花原 薫(2) 2,36.17 小林 七味(2) 2,49.47

800m 富士見中 富士見中
06/30 深渡 由季(2) 4.25(0.0) 坂本 悠里(3) 4.07(0.0) 樋口 朋果(2) 3.42(+0.7) 糀谷 桃李(1) 3.34(+0.2)

走幅跳 富士見中 大会新 富士見中 大会新 富士見中 富士見中
06/30 富士見中(B)       57.57 富士見中(A)       57.86 富士見中(C)     1,00.68

4×100mR 小池 智里(2) 花原 薫(2) 樋口 朋果(2)
細川 佑郁(1) 小林 七味(2) 藤原 未来(1)
玉田 菜穂(1) 深渡 由季(2) 深沢 真帆(1)
唐澤 季里(2) 坂本 悠里(3) 深沢 里奈(3)

06/30 小林 夏美(2) 11,53 関 ちなつ(2) 12,07
3km 富士見中 富士見中

06/30 小学1年女子 伊藤 穂乃花(1) 11.52 雨宮 柑奈(1) 12.10 小林 彩乃(1) 12.63 寺尾 友里(1) 12.67 小口 愛理(1) 12.70 名取 夢叶(1) 富士見小 12.87 平出 和加奈(1) 12.88
60m 富士見小 富士見本郷小 境小 富士見小 富士見小 矢澤 美月(1) 富士見本郷小 境小

06/30 小学2年女子 福島 藍乃(2) 10.95 佐々木 柚妃(2) 11.21 井内 美空(2) 11.55 大澤 蘭華(2) 11.56 樋口 凜(2) 11.83 小林 聖(2) 11.95 細川 百葉(2) 11.99 松浦 凛璃(2) 12.04
60m 富士見小 富士見小 富士見本郷小 境小 富士見小 富士見小 富士見小 富士見小

06/30 小学3年女子  +1.3 阿部 真奈美(3) 18.00 大藪 穂野花(3) 18.10 渡邉 帆咲(3) 18.14 岡本 真采(3) 18.24 岡本 真叶(3) 18.35 太目 結衣(3) 18.47 伏見 日花里(3) 18.48 飯田 小夏(3) 18.65
100m 境小 富士見小 富士見本郷小 富士見小 富士見小 富士見本郷小 富士見小 境小

06/30 富士見小     1,15.19 境小(A)     1,18.98
4×100mR 小林 穂々光(3) 飯田 小夏(3)

大藪 穂野花(3) 井上 和香(3)
伏見 日花里(3) 金田 柚葉(3)
小林 なのは(3) 阿部 真奈美(3)

06/30 阿部 真奈美(3) 11,38 小林 穂々光(3) 12,19 川口 ののは(3) 13,25 木村 双葉(3) 13,34 大藪 穂野花(3) 13,52 金田 柚葉(3) 15,52 井上 和香(3) 15,58
3km 境小 富士見小 富士見本郷小 境小 富士見小 境小 境小

06/30 小学4年女子  +0.1 斎藤 くる美(4) 15.91 阿部 知比呂(4) 16.62 小林 舞香(4) 16.68 小口 鈴果(4) 17.06 大川 あおば(4) 17.49 五味 叶花(4) 18.19 井出 綾乃(4) 18.26 名取 真央(4) 18.52
100m 富士見小 境小 境小 富士見小 境小 富士見本郷小 富士見小 富士見小

06/30 五味 叶花(4) 2.89(+1.0) 小林 舞香(4) 2.68(+2.0) 島村 実(4) 2.44(+1.3) 阿部 知比呂(4)2.39(+1.6)
走幅跳 富士見本郷小 境小 境小 境小

06/30 境小(A)     1,08.88 富士見小     1,09.03
4×100mR 阿部 知比呂(4) 浅野 光那(4)

大川 あおば(4) 斎藤 くる美(4)
小林 美月(4) 井出 綾乃(4)
小林 舞香(4) 小口 鈴果(4)

06/30 阿部 知比呂(4) 11,17 小口 鈴果(4) 12,42 五味 叶花(4) 13,01 大川 あおば(4) 13,24 斎藤 くる美(4) 14,08 浅野 光那(4) 14,45 井出 綾乃(4) 14,55 矢沢 夢菜(4) 15,29
3km 境小 富士見小 富士見本郷小 境小 富士見小 富士見小 富士見小 富士見小

06/30 小学5年女子   0.0 塩沢 優佳(5) 15.65 斉藤 愛菜(5) 15.71 久保 愛実(5) 16.11 佐久 このは(5) 16.70 名取 花菜(5) 17.16 小林 菜々美(5) 17.18 井内 知南(5) 17.20 五味 桃花(5) 17.22
100m 境小 富士見小 富士見小 富士見本郷小 富士見小 富士見小 富士見本郷小 境小

06/30 境小(A)     1,04.62 富士見小     1,04.75 富士見本郷小     1,07.63
4×100mR 小林 楓(5) 清水 仁千夏(5) 浅野 真奈加(5)

五味 桃花(5) 小林 みのり(5) 北原 千菜(5)
櫻本 奈々(6) 久保 愛実(5) 井内 知南(5)
塩沢 優佳(5) 斉藤 愛菜(5) 佐久 このは(5)

06/30 北原 千菜(5) 11,06 川口 ななほ(5) 12,22 茅野 あすか(5) 13,42 前島 有歩(5) 13,51
3km 富士見本郷小 富士見本郷小 富士見小 富士見小

06/30 小学6年女子  -0.2 五味 優花(6) 15.32 名取 歩実(6) 15.74 百瀬 早姫(6) 15.83 御園 麻衣(6) 15.94 渡邉 彩愛(6) 16.09 小川 菜々穂(6) 16.34 島村 凜(6) 16.59 五味 すみれ(6) 17.10
100m 境小 富士見小 富士見小 富士見小 富士見本郷小 富士見小 境小 富士見小



第41回富士見町陸上競技選手権大会                                                
(第9回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会代表候補選手選考会)                     
主催：富士見町教育委員会、NPO法人富士見町体育協会                               
主管：NPO法人富士見町体育協会・陸上競技部                                       

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
06/30 小林 はな(6) 3.75(0.0) 小島 未久(6) 3.38(+0.6) 御園 麻衣(6) 3.36(0.0) 名取 歩実(6) 3.18(0.0) 百瀬 早姫(6) 3.07(0.0) 小川 菜々穂(6)2.89(+0.3)

走幅跳 富士見小 富士見小 富士見小 富士見小 富士見小 富士見小
06/30 富士見小(A)     1,02.69 富士見小(B)     1,04.79 境小(A)     1,05.88 富士見小(C)     1,08.48

4×100mR 御園 麻衣(6) 百瀬 早姫(6) 島村 凜(6) 津金 真希(6)
小林 はな(6) 五味 ルイ(6) 玉田 朋菜(6) 小島 未久(6)
五味 幸花(6) 小川 菜々穂(6) 大川 みなみ(6) 香川 莉穂(6)
名取 歩実(6) 前島 由奈(6) 五味 優花(6) 五味 すみれ(6)

06/30 五味 幸花(6) 12,11 前島 由奈(6) 12,16 小川 菜々穂(6) 12,44 御園 麻衣(6) 13,04 津金 真希(6) 13,24 百瀬 早姫(6) 13,25 小島 未久(6) 富士見小 13,27
3km 富士見小 富士見小 富士見小 富士見小 富士見小 富士見小 香川 莉穂(6) 富士見小



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       [20] 競技会名 第41回富士見町陸上競技選手権大会                                                ｺｰﾄﾞ  [12200558]

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
中学1年女子 06/30 -1.0  1 玉田 菜穂(1)    14.89  2 藤原 未来(1)    15.63  3 糀谷 桃李(1)    16.29  4 深沢 真帆(1)    16.41

富士見中 富士見中 富士見中 富士見中
細川 佑郁(1) 欠場    

富士見中
中学2.3年女子 06/30 -1.0  1 小池 智里(2)    13.99  2 唐澤 季里(2)    14.01 小林 沙綾(3) 欠場    

富士見中 富士見中 富士見中
中学共通女子 06/30  1 花原 薫(2)  2,36.17  2 小林 七味(2)  2,49.47

富士見中 富士見中
中学共通女子 06/30  1 小林 夏美(2)    11,53  2 関 ちなつ(2)    12,07 小林 七味(2)

富士見中 富士見中 富士見中
小学1年女子 06/30  1組 -1.6  1 雨宮 柑奈(1)    12.10  2 小林 彩乃(1)    12.63  3 寺尾 友里(1)    12.67  4 矢澤 美月(1)    12.87

富士見本郷小 境小 富士見小 富士見本郷小
 5 平出 和加奈(1)    12.88  6 櫻本 千夏(1)    13.14  7 小林 みずき(1)    13.58  8 加々見 玲奈(1)    13.60

境小 境小 富士見小 境小
 9 當銘 花音(1)    13.84

富士見小
 2組 -1.4  1 伊藤 穂乃花(1)    11.52  2 小口 愛理(1)    12.70  3 名取 夢叶(1)    12.87  4 平出 莉瑚(1)    13.21

富士見小 富士見小 富士見小 境小
 5 小林 みさと(1)    13.35  6 柳沢 咲希(1)    13.61  7 名取 裕唯(1)    14.38

境小 境小 富士見本郷小
小学2年女子 06/30  1組 +0.7  1 佐々木 柚妃(2)    11.21  2 井内 美空(2)    11.55  3 樋口 凜(2)    11.83  4 細川 百葉(2)    11.99

富士見小 富士見本郷小 富士見小 富士見小
 5 小林 陽菜(2)    12.12  6 塩沢 歩佳(2)    12.51  7 名取 由貴(2)    12.72  8 平出 彩乃(2)    12.82

境小 境小 富士見小 境小
 2組 +1.5  1 福島 藍乃(2)    10.95  2 大澤 蘭華(2)    11.56  3 小林 聖(2)    11.95  4 松浦 凛璃(2)    12.04

富士見小 境小 富士見小 富士見小
 5 小林 彩音(2)    12.45  6 大澤 結来(2)    12.63  7 佐々木 愛(2)    12.79

富士見小 境小 境小
小学3年女子 06/30 +1.3  1 阿部 真奈美(3)    18.00  2 大藪 穂野花(3)    18.10  3 渡邉 帆咲(3)    18.14  4 岡本 真采(3)    18.24

境小 富士見小 富士見本郷小 富士見小
 5 岡本 真叶(3)    18.35  6 太目 結衣(3)    18.47  7 伏見 日花里(3)    18.48  8 飯田 小夏(3)    18.65

富士見小 富士見本郷小 富士見小 境小
小学3年女子 06/30  1 阿部 真奈美(3)    11,38  2 小林 穂々光(3)    12,19  3 川口 ののは(3)    13,25  4 木村 双葉(3)    13,34

境小 富士見小 富士見本郷小 境小
 5 大藪 穂野花(3)    13,52  6 金田 柚葉(3)    15,52  7 井上 和香(3)    15,58

富士見小 境小 境小
小学4年女子 06/30 +0.1  1 斎藤 くる美(4)    15.91  2 阿部 知比呂(4)    16.62  3 小林 舞香(4)    16.68  4 小口 鈴果(4)    17.06

富士見小 境小 境小 富士見小
 5 大川 あおば(4)    17.49  6 五味 叶花(4)    18.19  7 井出 綾乃(4)    18.26  8 名取 真央(4)    18.52

境小 富士見本郷小 富士見小 富士見小
小学4年女子 06/30  1 阿部 知比呂(4)    11,17  2 小口 鈴果(4)    12,42  3 五味 叶花(4)    13,01  4 大川 あおば(4)    13,24

境小 富士見小 富士見本郷小 境小
 5 斎藤 くる美(4)    14,08  6 浅野 光那(4)    14,45  7 井出 綾乃(4)    14,55  8 矢沢 夢菜(4)    15,29

富士見小 富士見小 富士見小 富士見小
 9 松浦 朱里(4)    16,01

富士見小
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順
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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       [20] 競技会名 第41回富士見町陸上競技選手権大会                                                ｺｰﾄﾞ  [12200558]

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
順
位

順
位

順
位

順
位

小学5年女子 06/30 0.0  1 塩沢 優佳(5)    15.65  2 斉藤 愛菜(5)    15.71  3 久保 愛実(5)    16.11  4 佐久 このは(5)    16.70
境小 富士見小 富士見小 富士見本郷小

 5 名取 花菜(5)    17.16  6 小林 菜々美(5)    17.18  7 井内 知南(5)    17.20  8 五味 桃花(5)    17.22
富士見小 富士見小 富士見本郷小 境小

 9 五味 春香(5)    18.07
富士見本郷小

小学5年女子 06/30  1 北原 千菜(5)    11,06  2 川口 ななほ(5)    12,22  3 茅野 あすか(5)    13,42  4 前島 有歩(5)    13,51
富士見本郷小 富士見本郷小 富士見小 富士見小

浅野 真奈加(5) 平出 藍未(5)
富士見本郷小 境小

小学6年女子 06/30 -0.2  1 五味 優花(6)    15.32  2 名取 歩実(6)    15.74  3 百瀬 早姫(6)    15.83  4 御園 麻衣(6)    15.94
境小 富士見小 富士見小 富士見小

 5 渡邉 彩愛(6)    16.09  6 小川 菜々穂(6)    16.34  7 島村 凜(6)    16.59  8 五味 すみれ(6)    17.10
富士見本郷小 富士見小 境小 富士見小

小学6年女子 06/30  1 五味 幸花(6)    12,11  2 前島 由奈(6)    12,16  3 小川 菜々穂(6)    12,44  4 御園 麻衣(6)    13,04
富士見小 富士見小 富士見小 富士見小

 5 津金 真希(6)    13,24  6 百瀬 早姫(6)    13,25  7 小島 未久(6)    13,27  7 香川 莉穂(6)    13,27
富士見小 富士見小 富士見小 富士見小

100m

3km

100m
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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       [20] 競技会名 第41回富士見町陸上競技選手権大会                                                ｺｰﾄﾞ  [12200558]

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
小学3年女子 06/30  1組 +0.3  1 岡本 真采(3)    17.87  2 渡邉 帆咲(3)    17.90  3 大藪 穂野花(3)    18.03  4 飯田 小夏(3)    18.19

富士見小 富士見本郷小 富士見小 境小
 5 川口 ののは(3)    19.11  6 小林 なのは(3)    19.29  7 金田 柚葉(3)    19.61

富士見本郷小 富士見小 境小
 2組 -0.5  1 岡本 真叶(3)    17.87  2 阿部 真奈美(3)    17.94  3 伏見 日花里(3)    18.09  4 太目 結衣(3)    18.37

富士見小 境小 富士見小 富士見本郷小
 5 名取 穂香(3)    18.90  6 井上 和香(3)    20.50

富士見小 境小
小学4年女子 06/30  1組 -0.5  1 斎藤 くる美(4)    15.94  2 小林 舞香(4)    16.30  3 阿部 知比呂(4)    16.73  4 小口 鈴果(4)    16.99

富士見小 境小 境小 富士見小
 5 島村 実(4)    18.58  6 浅野 光那(4)    19.04  7 松浦 朱里(4)    19.40

境小 富士見小 富士見小
 2組 -0.9  1 大川 あおば(4)    17.19  2 井出 綾乃(4)    17.82  3 五味 叶花(4)    17.92  4 名取 真央(4)    18.19

境小 富士見小 富士見本郷小 富士見小
 5 矢沢 夢菜(4)    18.58  6 小林 美月(4)    19.05

富士見小 境小
小学6年女子 06/30  1組 -1.0  1 五味 優花(6)    15.28  2 名取 歩実(6)    15.63  3 百瀬 早姫(6)    15.84  4 小川 菜々穂(6)    16.14

境小 富士見小 富士見小 富士見小
 5 渡邉 彩愛(6)    16.18  6 玉田 朋菜(6)    17.07

富士見本郷小 境小
 2組 0.0  1 御園 麻衣(6)    15.96  2 島村 凜(6)    16.56  3 五味 すみれ(6)    16.93  4 五味 ルイ(6)    17.21

富士見小 境小 富士見小 富士見小
 5 大川 みなみ(6)    17.91

境小
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