
第58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 小学女子 牛山 莉奈(5) 3,43.11 田島 彩貴(5) 3,43.73 柳澤 優真(5) 3,45.61 下山 花(5) 3,50.03 田中 美奈子(6) 3,56.63 横関 亜美(3) 4,28.51

1000m 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･玉川小 小学生･北山小学校 小学生･北山小学校 小学生･永明小 小学生･北山小学校
07/28  +1.7 両角 有乃(6) 16.40 河西 純奈(6) 19.58 安藤 瑠紀(5) 19.79

80mH 小学生･北山小学校 小学生･宮川小 小学生･湖東小
07/28 宮川小     1,02.31 玉川小     1,05.32

4×100mR 原田 芽依(6) 長田 美羽(5)
河西 純奈(6) 矢島 愛莉(5)
和平 唯希菜(6) 萱原 菜月(5)
小林 あゆみ(6) 五味 柚葉(5)

07/28 小学３年女子  -0.7 小平 和香菜(3) 17.40 宮澤 ありさ(3) 17.51 宮坂 茉津莉(3) 17.93 小林 蓮菜(3) 18.00 畠中 ひなの(3) 18.09 村上 泉(3) 18.11 清水 彩音(3) 18.46 由澤 咲(3) 20.54
100m 小学生･永明小 小学生･永明小 小学生･永明小 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･宮川小 小学生･宮川小 小学生･永明小 小学生･北山小学校

07/28 小林 蓮菜(3) 2.95(+1.4) 田中 千景(3) 2.70(+1.8)
走幅跳 小学生･茅野陸上 GR 小学生･玉川小

07/28 小学４年女子  +0.7 竹内 里桜(4) 16.68 小林 万莉(4) 17.00 牛山 珠莉(4) 17.18 小平 聖乃(4) 17.42 小林 千紘(4) 17.59 清水 くるみ(4) 18.07 吉田 明以(4) 18.15 伊藤 有沙(4) 18.33
100m 小学生･永明小 小学生･宮川小 小学生･玉川小 小学生･豊平小 小学生･宮川小 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･湖東小 小学生･宮川小

07/28 吉田 明以(4) 2.72(+1.3)
走幅跳 小学生･湖東小

07/28 小学５年女子  +1.0 矢島 愛莉(5) 15.19 平出 瑠奈(5) 15.40 佐伯 明莉(5) 15.47 芦沼 麗(5) 15.60 林 愛花(5) 16.35 山田 愛莉(5) 16.42 牛山 莉奈(5) 16.57 田村 明日香(5) 16.64
100m 小学生･玉川小 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･湖東小 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

07/28 山田 愛莉(5) 3.36(+0.5) 田村 明日香(5)3.07(+0.2) 安藤 瑠紀(5) 2.58(+1.0)
走幅跳 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･湖東小

07/28 小学６年女子  +1.3 小林 あゆみ(6) 14.39 小沢 恵菜(6) 16.17
100m 小学生･宮川小 GR 小学生･泉野小

07/28 小沢 恵菜(6) 3.51(+0.6)
走幅跳 小学生･泉野小

07/28 中学女子  +0.1 山村 未悠(2) 13.97 宮本 菜央(3) 14.19 樋口 香苗(2) 14.21 北原 由梨(3) 14.22 名取 奈々海(2) 14.64 北澤 佑奈(3) 14.68 濵 奏美(1) 14.78 天野 悠美(1) 14.84
100m 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･茅野北部中 中学生･長峰中 中学生･永明中 中学生･茅野北部中 中学生･長峰中 中学生･茅野北部中

07/28  +1.5 高見 李那(3) 28.46 山村 未悠(2) 28.55 樋口 香苗(2) 29.76 下山 風音(3) 30.33 濵 奏美(1) 30.40 池田 好(3) 30.59 伊藤 千夏(2) 33.08
200m 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･茅野北部中 中学生･茅野北部中 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･茅野東部中

07/28 小林 友貴(2) 2,44.59 下山 風音(3) 2,46.40 伊藤 彩(1) 2,51.60 橋爪 麻衣(1) 2,54.72 小口 あい(3) 2,55.50 深井 梨央(3) 2,58.93 伊藤 実(1) 3,06.30 水野 真帆(3) 3,09.52
800m 中学生･茅野東部中 中学生･茅野北部中 中学生･茅野東部中 中学生･茅野東部中 中学生･茅野北部中 中学生･長峰中 中学生･茅野東部中 中学生･長峰中

07/28 三村 杏佑夏(2) 5,44.52
1500m 中学生･長峰中

07/28  -1.8 池田 好(3) 18.16 伊藤 絵夢(1) 19.80 小林 愛実(2) 20.52
100mH 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･茅野北部中

07/28 柳澤 夏菜子(2) 1.30
走高跳 中学生･茅野東部中

07/28 高見 李那(3) 4.82(+2.3) 名取 奈々海(2)4.66(+1.6) 深江 愛美(2) 4.13(-0.9) 伊藤 絵夢(1) 3.73(+0.7)
走幅跳 中学生･長峰中 中学生･永明中 中学生･長峰中 中学生･長峰中

07/28 湯田坂 奈々子(2) 7.35 久島 菜々子(2) 7.02
砲丸投 中学生･茅野北部中 中学生･長峰中

07/28 長峰中(A)       54.34 茅野北部中(B)      57.42 長峰中(B)       58.82 茅野北部中(A)      59.97 茅野北部中(C)    1,01.44
4×100mR 北原 由梨(3) 湯田坂 奈々子(2) 久島 菜々子(2) 柿澤 綾菜(3) 横内 真晴(1)

高見 李那(3) 柳平 麻梨(2) 山村 未悠(2) 柳澤 彩夏(3) 荒井 悠妃(1)
池田 好(3) 宮坂 奏江(2) 深江 愛美(2) 下山 風音(3) 山名 桃歌(1)
宮本 菜央(3) 樋口 香苗(2) 濵 奏美(1) 小口 あい(3) 橋本 果菜(1)

07/28 29歳以下女子 原田 麻亜(3) 1,00.60 今井 美月(3) 1,01.72
400m 高校生･東海大三 高校生･東海大三

07/28 河西 いづみ(3) 4,56.70
1500m 高校生･東海大三 GR 

07/28 宮嶋 柚芽(1) 1.50 藤森 郁実 1.30
走高跳 高校生･茅野ｱｽﾚﾁ GR 一般･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ



第58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6年女ｵｰﾌ  +1.3 淀 日南子(6) 14.53 淀 小南津(4) 16.64

100m 小学生･川中島JRC 小学生･川中島JRC
07/28 小学女ｵｰﾌﾟﾝ 淀 小南津(4) 3,37.77

1000m 小学生･川中島JRC
07/28  +1.7 淀 日南子(6) 14.59

80mH 小学生･川中島JRC
07/28 女子ｵｰﾌﾟﾝ 飯島　南(2) 10.51(0.0)

三段跳 高校生･豊科高



決勝 7月28日 10:45

大会新(GR)        3,20.60

 1 牛山 莉奈(5) 小学生   3,43.11 
ｳｼﾔﾏ ﾘﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 田島 彩貴(5) 小学生   3,43.73 
ﾀｼﾞﾏ ｻｷ 玉川小

 3 柳澤 優真(5) 小学生   3,45.61 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾏ 北山小学校

 4 下山 花(5) 小学生   3,50.03 
ｼﾓﾔﾏ ﾊﾅ 北山小学校

 5 田中 美奈子(6) 小学生   3,56.63 
ﾀﾅｶ ﾐﾅｺ 永明小

 6 横関 亜美(3) 小学生   4,28.51 
ﾖｺｾﾞｷ ｱﾐ 北山小学校
原田 芽依(6) 小学生
ﾊﾗﾀﾞ ﾒｲ 宮川小

小学女子

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
33    55   55

11   120  120

44     1    1

66     6    6

22    51   51

77    10   10

55   105  105
欠場欠場



決勝 7月28日  9:10

大会新  (GR )       15.23

風速 +1.7

 1 両角 有乃(6) 小学生     16.40 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕﾉ 北山小学校

 2 河西 純奈(6) 小学生     19.58 
ｶｻｲ ｼﾞｭﾝﾅ 宮川小

 3 安藤 瑠紀(5) 小学生     19.79 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾙｷ 湖東小

小学女子

80mH                80mH                

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     4    4

77   102  102

66   128  128



決勝 7月28日 13:30

大会新(GR)          57.10

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 宮川小   105 原田 芽依(6)   1,02.31 

ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳ ﾊﾗﾀﾞ ﾒｲ
  102 河西 純奈(6)

ｶｻｲ ｼﾞｭﾝﾅ
  113 和平 唯希奈(6)

ﾜﾀﾞｲﾗ ﾕｷﾅ
  106 小林 あゆみ(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ
 2   4 玉川小   118 長田 美羽(5)   1,05.32 

ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳ ﾅｶﾞﾀ ﾐｳ
  123 矢島 愛莉(5)

ﾔｼﾞﾏ ｱｲﾘ
  114 萱原 菜月(5)

ｶﾔﾊﾗ ﾅﾂｷ
  116 五味 柚葉(5)

ｺﾞﾐ ﾕｽﾞﾊ

小学女子

4×100mR4×100mR

決勝決勝決勝



決勝 7月28日 11:40

大会新(GR)          16.73

風速 -0.7

 1 小平 和香菜(3) 小学生     17.40 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾜｶﾅ 永明小

 2 宮澤 ありさ(3) 小学生     17.51 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 永明小

 3 宮坂 茉津莉(3) 小学生     17.93 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾂﾘ 永明小

 4 小林 蓮菜(3) 小学生     18.00 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｽﾅ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 畠中 ひなの(3) 小学生     18.09 
ﾊﾀﾅｶ ﾋﾅﾉ 宮川小

 6 村上 泉(3) 小学生     18.11 
ﾑﾗｶﾐ ｲｽﾞﾐ 宮川小

 7 清水 彩音(3) 小学生     18.46 
ｼﾐｽﾞ ｱﾔﾄ 永明小

 8 由澤 咲(3) 小学生     20.54 
ﾖｼｻﾞﾜ ｻｷ 北山小学校

小学３年女子

100m100m

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    47   47

22    46   46

44    45   45

77    94   94

33   111  111

55   109  109

88    48   48

11     9    9



決勝 7月28日  8:45

大会新  (GR )        2.72

小林 蓮菜(3) 小学生   2.78   2.46   2.95    2.95 大会新
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｽﾅ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ   +0.7   +1.4   +1.4    +1.4
田中 千景(3) 小学生   2.64   2.62   2.70    2.70 
ﾀﾅｶ ﾁｶｹﾞ 玉川小   +0.4   +1.1   +1.8    +1.8

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 11    94   94

-5--5-

22 22   119  119



決勝 7月28日 11:50

大会新(GR)          15.30

風速 +0.7

 1 竹内 里桜(4) 小学生     16.68 
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 永明小

 2 小林 万莉(4) 小学生     17.00 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 宮川小

 3 牛山 珠莉(4) 小学生     17.18 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 玉川小

 4 小平 聖乃(4) 小学生     17.42 
ｺﾀﾞｲﾗ ｷﾖﾉ 豊平小

 5 小林 千紘(4) 小学生     17.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 宮川小

 6 清水 くるみ(4) 小学生     18.07 
ｼﾐｽﾞ ｸﾙﾐ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 吉田 明以(4) 小学生     18.15 
ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ 湖東小

 8 伊藤 有沙(4) 小学生     18.33 
ｲﾄｳ ｱﾘｻ 宮川小

 9 鶴田 藍菜(4) 小学生     18.66 
ﾂﾙﾀ ﾗﾝﾅ 宮川小

小学４年女子

100m100m

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    50   50

33   108  108

22   115  115

88   182  182

77   107  107

11    95   95

66   131  131

99    99   99

55   110  110



決勝 7月28日  8:45

大会新  (GR )        3.83

吉田 明以(4) 小学生   2.69   2.63   2.72    2.72 
ﾖｼﾀﾞ ﾒｲ 湖東小   +1.0    0.0   +1.3    +1.3
小林 万莉(4) 小学生 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 宮川小
小林 千紘(4) 小学生 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 宮川小

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   131  131

-5--5-

22   108  108

33   107  107



決勝 7月28日 12:00

大会新(GR)          14.75

風速 +1.0

 1 矢島 愛莉(5) 小学生     15.19 
ﾔｼﾞﾏ ｱｲﾘ 玉川小

 2 平出 瑠奈(5) 小学生     15.40 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 3 佐伯 明莉(5) 小学生     15.47 
ｻｴｷ ｱｶﾘ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 芦沼 麗(5) 小学生     15.60 
ｱｼﾇﾏ ｳﾗﾗ 湖東小

 5 林 愛花(5) 小学生     16.35 
ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 6 山田 愛莉(5) 小学生     16.42 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 7 牛山 莉奈(5) 小学生     16.57 
ｳｼﾔﾏ ﾘﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 8 田村 明日香(5) 小学生     16.64 
ﾀﾑﾗ ｱｽｶ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 9 田島 彩貴(5) 小学生     17.46 
ﾀｼﾞﾏ ｻｷ 玉川小

小学５年女子

100m100m

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   123  123

44    59   59

55    93   93

33   127  127

11    60   60

77    57   57

22    55   55

99    58   58

88   120  120



決勝 7月28日  8:45

大会新(GR)           4.10

山田 愛莉(5) 小学生   3.36   3.27   3.29    3.36 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +0.5   +1.4   +0.8    +0.5
田村 明日香(5) 小学生   3.07    X   2.86    3.07 
ﾀﾑﾗ ｱｽｶ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +0.2   +0.2    +0.2
安藤 瑠紀(5) 小学生   2.58   2.49   2.23    2.58 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾙｷ 湖東小   +1.0   +0.3   +1.3    +1.0

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 33    57   57

-5--5-

22 11    58   58

33 22   128  128



決勝 7月28日 12:10

大会新(GR)          14.50

風速 +1.3

 1 小林 あゆみ(6) 小学生     14.39 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 宮川小

 2 小沢 恵菜(6) 小学生     16.17 
ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ 泉野小

小学６年女子

100m100m

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   106  106

大会新大会新
33   158  158



決勝 7月28日  8:45

大会新(GR)           4.41

小沢 恵菜(6) 小学生   3.51   3.42   3.37    3.51 
ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ 泉野小   +0.6   +0.4   +1.0    +0.6

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 11   158  158

-5--5-



予選 7月28日 10:00
決勝 7月28日 12:25

大会新  (GR )       13.00

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +0.7

 1 山村 未悠(2) 中学生     13.97 q  1 宮本 菜央(3) 中学生     14.06 q
ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ 長峰中 ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ 長峰中

 2 濵 奏美(1) 中学生     14.74 q  2 北澤 佑奈(3) 中学生     14.45 q
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 長峰中 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾅ 茅野北部中

 3 柳平 麻梨(2) 中学生     14.98  3 名取 奈々海(2) 中学生     14.52 q
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ﾏﾘ 茅野北部中 ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 永明中

 4 横内 真晴(1) 中学生     15.13  4 久島 菜々子(2) 中学生     14.98 
ﾖｺｳﾁ ﾏﾊﾙ 茅野北部中 ｸｼﾏﾅﾅｺ 長峰中

 5 鈴木 菜々花(1) 中学生     15.33  5 荒井 悠妃(1) 中学生     15.39 
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 永明中 ｱﾗｲ ﾕｳｷ 茅野北部中

 6 伊藤 千夏(2) 中学生     16.15  6 宮坂 奏江(2) 中学生     15.44 
ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 茅野東部中 ﾐﾔｻｶ ｶﾅｴ 茅野北部中

 7 鷹野原 睦(3) 中学生     16.23 北澤 佳奈(1) 中学生
ﾀｶﾉﾊﾗ ﾁｶ 茅野北部中 ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾅ 茅野東部中
柳澤 夏菜子(2) 中学生 中村 美音(1) 中学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾅｺ 茅野東部中 ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ 茅野東部中

[ 3組] 風速 +1.4 [ 4組] 風速 +0.3

 1 北原 由梨(3) 中学生     14.02 q  1 樋口 香苗(2) 中学生     14.09 q
ｷﾀﾊﾗ ﾕﾘ 長峰中 ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 茅野北部中

 2 柿澤 綾菜(3) 中学生     14.80  2 天野 悠美(1) 中学生     14.55 q
ｶｷｻﾞﾜ ｱﾔﾅ 茅野北部中 ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 茅野北部中

 3 深江 愛美(2) 中学生     15.19  3 西澤 亜優(1) 中学生     14.80 
ﾌｶｴ ｱﾐ 長峰中 ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕ 長峰中

 4 橋本 果菜(1) 中学生     15.20  4 小平 千佳(1) 中学生     15.44 
ﾊｼﾓﾄ ｶﾅ 茅野北部中 ｺﾀﾞｲﾗ ﾁｶ 長峰中

 5 田中 里奈(1) 中学生     15.46  5 両角 莉子(1) 中学生     15.59 
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 茅野東部中 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｺ 茅野北部中

 6 山名 桃歌(1) 中学生     15.81 上條 紗良(2) 中学生
ﾔﾏﾅ ﾓﾓｶ 茅野北部中 ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾗ 永明中
武村 佳穂(2) 中学生
ﾀｹﾑﾗ ｶﾎ 永明中

風速 +0.1

 1 山村 未悠(2) 中学生     13.97 
ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ 長峰中

 2 宮本 菜央(3) 中学生     14.19 
ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ 長峰中

 3 樋口 香苗(2) 中学生     14.21 
ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 茅野北部中

 4 北原 由梨(3) 中学生     14.22 
ｷﾀﾊﾗ ﾕﾘ 長峰中

 5 名取 奈々海(2) 中学生     14.64 
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 永明中

 6 北澤 佑奈(3) 中学生     14.68 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾅ 茅野北部中

 7 濵 奏美(1) 中学生     14.78 
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 長峰中

 8 天野 悠美(1) 中学生     14.84 
ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 茅野北部中

中学女子

100m                100m                

予選予選予選 通過基準  4組  0着 + 8通過基準  4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
88  1394 1394

22  1385 1385

11  1355 1355

33  1365 1365

77  1327 1327

66  1432 1432

55  1379 1379

44  1431 1431
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
66  1401 1401

55  1373 1373

11  1325 1325

22  1391 1391

77  1363 1363

33  1353 1353

44  1424 1424
欠場欠場

88    62   62
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
44  1397 1397

11  1371 1371

22  1398 1398

55  1364 1364

66  1417 1417

33  1367 1367

77  1326 1326
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
11  1352 1352

66  1356 1356

55  1382 1382

22  1383 1383

44  1368 1368

33  1324 1324
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
66  1394 1394

55  1401 1401

77  1352 1352

44  1397 1397

99  1325 1325

88  1373 1373

33  1385 1385

22  1356 1356



決勝 7月28日 10:55

大会新(GR)          27.40

風速 +1.5

 1 高見 李那(3) 中学生     28.46 
ﾀｶﾐ ﾘﾅ 長峰中

 2 山村 未悠(2) 中学生     28.55 
ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ 長峰中

 3 樋口 香苗(2) 中学生     29.76 
ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 茅野北部中

 4 下山 風音(3) 中学生     30.33 
ｼﾓﾔﾏ ｶｻﾞﾈ 茅野北部中

 5 濵 奏美(1) 中学生     30.40 
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 長峰中

 6 池田 好(3) 中学生     30.59 
ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ 長峰中

 7 伊藤 千夏(2) 中学生     33.08 
ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 茅野東部中
武村 佳穂(2) 中学生
ﾀｹﾑﾗ ｶﾎ 永明中

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
11  1402 1402

55  1394 1394

44  1352 1352

22  1374 1374

33  1385 1385

77  1381 1381

88  1432 1432

66  1326 1326
欠場欠場



決勝 7月28日  9:30

大会新(GR)        2,31.20

 1 小林 友貴(2) 中学生   2,44.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 茅野東部中

 2 下山 風音(3) 中学生   2,46.40 
ｼﾓﾔﾏ ｶｻﾞﾈ 茅野北部中

 3 伊藤 彩(1) 中学生   2,51.60 
ｲﾄｳ ｱﾔ 茅野東部中

 4 橋爪 麻衣(1) 中学生   2,54.72 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏｲ 茅野東部中

 5 小口 あい(3) 中学生   2,55.50 
ｵｸﾞﾁ ｱｲ 茅野北部中

 6 深井 梨央(3) 中学生   2,58.93 
ﾌｶｲ ﾘｵ 長峰中

 7 伊藤 実(1) 中学生   3,06.30 
ｲﾄｳ ﾐﾉﾘ 茅野東部中

 8 水野 真帆(3) 中学生   3,09.52 
ﾐｽﾞﾉ ﾏﾎ 長峰中
中村 美音(1) 中学生
ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ 茅野東部中

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
11  1430 1430

88  1374 1374

33  1427 1427

55  1419 1419

66  1376 1376

44  1396 1396

77  1425 1425

22  1400 1400

99    62   62
欠場欠場



決勝 7月28日 13:00

大会新(GR)        5,12.80

 1 三村 杏佑夏(2) 中学生   5,44.52 
ﾐﾑﾗ ｱﾕｶ 長峰中
若狭 藍子(1) 中学生
ﾜｶｻ ｱｲｺ 永明中

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
11  1395 1395

22  1328 1328
欠場欠場



決勝 7月28日  8:45

大会新  (GR )       16.77

風速 -1.8

 1 池田 好(3) 中学生     18.16 
ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ 長峰中

 2 伊藤 絵夢(1) 中学生     19.80 
ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中

 3 小林 愛実(2) 中学生     20.52 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 茅野北部中

中学女子

100mH               100mH               

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  1381 1381

22  1384 1384

33  1351 1351



決勝 7月28日  8:45

大会新(GR)           1.51

柳澤 夏菜子(2) 中学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾅｺ 茅野東部中
小澤 来未(2) 中学生 欠場
ｵｻﾞﾜ ｸﾙﾐ 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1m301m30 1m351m35 備考備考備考1m201m201m20 1m251m251m25 1m30 1m35
11 22  1431 1431

OO XOXO OO XXXXXX  1.30 1.30

11  1433 1433



決勝 7月28日 10:50

大会新  (GR )        5.12

高見 李那(3) 中学生    X    X    X   4.65   4.82   4.34    4.82 
ﾀｶﾐ ﾘﾅ 長峰中   +0.8   +2.3    0.0    +2.3
名取 奈々海(2) 中学生   3.65   4.43   4.49   4.29   4.66   4.57    4.66 
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 永明中   +0.4   -0.9   +0.1   +1.3   +1.6   +1.8    +1.6
深江 愛美(2) 中学生   3.95   3.93   4.13   4.00   3.98    X    4.13 
ﾌｶｴ ｱﾐ 長峰中    0.0   -0.5   -0.9   +0.8   +1.2    -0.9
伊藤 絵夢(1) 中学生    X   3.59   3.73   3.60    X   3.70    3.73 
ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中   +0.5   +0.7   +0.9   +2.4    +0.7
柳澤 彩夏(3) 中学生 欠場
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾔｶ 茅野北部中

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  1402 1402

-5--5-

22 55  1325 1325

33 33  1398 1398

44 22  1384 1384

11  1378 1378



決勝 7月28日 11:00

大会新(GR)          11.20

湯田坂 奈々子(2) 中学生
ﾕﾀﾞｻｶ ﾅﾅｺ 茅野北部中
久島 菜々子(2) 中学生
ｸｼﾏﾅﾅｺ 長峰中

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 11  1357 1357

 7.33 7.33  7.04 7.04  6.88 6.88  6.89 6.89  7.35 7.35  6.63 6.63   7.35   7.35 

22 22  1391 1391
 6.75 6.75  7.02 7.02  5.99 5.99   7.02   7.02  6.90 6.90  6.86 6.86  6.90 6.90



決勝 7月28日 13:40

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)  1397 北原 由梨(3)     54.34 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳA ｷﾀﾊﾗ ﾕﾘ
 1402 高見 李那(3)

ﾀｶﾐ ﾘﾅ
 1381 池田 好(3)

ｲｹﾀﾞ ｺﾉﾐ
 1401 宮本 菜央(3)

ﾐﾔﾓﾄ ﾅｵ
 2   4 茅野北部中(B)  1357 湯田坂 奈々子(2)     57.42 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳB ﾕﾀﾞｻｶ ﾅﾅｺ
 1355 柳平 麻梨(2)

ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ﾏﾘ
 1353 宮坂 奏江(2)

ﾐﾔｻｶ ｶﾅｴ
 1352 樋口 香苗(2)

ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ
 3   3 長峰中(B)  1391 久島 菜々子(2)     58.82 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳB ｸｼﾏﾅﾅｺ
 1394 山村 未悠(2)

ﾔﾏﾑﾗ ﾐﾕ
 1398 深江 愛美(2)

ﾌｶｴ ｱﾐ
 1385 濵 奏美(1)

ﾊﾏ ｶﾅﾐ
 4   6 茅野北部中(A)  1371 柿澤 綾菜(3)     59.97 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳA ｶｷｻﾞﾜ ｱﾔﾅ
 1378 柳澤 彩夏(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾔｶ
 1374 下山 風音(3)

ｼﾓﾔﾏ ｶｻﾞﾈ
 1376 小口 あい(3)

ｵｸﾞﾁ ｱｲ
 5   2 茅野北部中(C)  1365 横内 真晴(1)   1,01.44 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳC ﾖｺｳﾁ ﾏﾊﾙ
 1363 荒井 悠妃(1)

ｱﾗｲ ﾕｳｷ
 1367 山名 桃歌(1)

ﾔﾏﾅ ﾓﾓｶ
 1364 橋本 果菜(1)

ﾊｼﾓﾄ ｶﾅ

中学女子

4×100mR4×100mR

決勝決勝決勝



決勝 7月28日 11:15

大会新  (GR )       54.56

 1 原田 麻亜(3) 高校生   1,00.60 
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｲｱ 東海大三

 2 今井 美月(3) 高校生   1,01.72 
ｲﾏｲ ﾐﾂﾞｷ 東海大三

29歳以下女子

400m                400m                

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    29   29

44    28   28



決勝 7月28日 13:00

大会新  (GR )     5,04.13

 1 河西 いづみ(3) 高校生   4,56.70 
ｶｻｲ ｲﾂﾞﾐ 東海大三
吉田 英里子(3) 高校生
ﾖｼﾀﾞ ｴﾘｺ 東海大三

29歳以下女子

1500m               1500m               

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
33   186  186

大会新大会新
44   187  187

欠場欠場



決勝 7月28日  8:45

大会新  (GR )        1.45

宮嶋 柚芽(1) 高校生 大会新
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕﾒ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
藤森 郁実 一般
ﾌｼﾞﾓﾘ ｲｸﾐ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

29歳以下女子

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1m301m30 1m351m35 備考備考備考1m201m201m20 1m251m251m25 1m30 1m35 1m401m401m40 1m451m451m45 1m501m501m50 1m521m521m52
11 11    54   54

-- -- OO OO OO XOXO XXOXXO XXXXXX  1.50 1.50

22 22   199  199
OO OO XOXO XXXXXX  1.30 1.30



決勝 7月28日  9:15

大会新(GR)           3.10

田中 優奈 高校生 欠場
ﾀﾅｶ ﾕﾅ 諏訪清陵

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2m502m50 備考備考備考2m302m302m30 2m402m402m40 2m50
11   147  147



決勝 7月28日 12:10

風速 +1.3

 1 淀 日南子(6) 小学生     14.53 
ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ 川中島JRC

 2 淀 小南津(4) 小学生     16.64 
ﾖﾄﾞ ｺﾅﾂ 川中島JRC

小学6年女ｵｰﾌﾟﾝ

100m100m

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   157  157

66   156  156



決勝 7月28日 10:45

 1 淀 小南津(4) 小学生   3,37.77 
ﾖﾄﾞ ｺﾅﾂ 川中島JRC

小学女ｵｰﾌﾟﾝ

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
88   156  156



決勝 7月28日  9:10

風速 +1.7

 1 淀 日南子(6) 小学生     14.59 
ﾖﾄﾞ ﾋﾅｺ 川中島JRC

小学女ｵｰﾌﾟﾝ

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
55   157  157



決勝 7月28日  9:15

荒井 菜々風(1) 中学生 欠場
ｱﾗｲ ﾅﾅｶ 原中
鎌倉 未有(1) 中学生 欠場
ｶﾏｸﾗ ﾐﾕ 原中

中女ｵｰﾌﾟﾝ

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2m502m50 備考備考備考2m302m302m30 2m402m402m40 2m50
11  1454 1454

22  1455 1455



決勝 7月28日 12:35

飯島　南(2) 高校生  10.39  10.39  10.51   10.51 
ｲｲｼﾞﾏ ﾐﾅﾐ 豊科高   -0.3   -1.0    0.0     0.0
花岡　美憂(3) 高校生 欠場
ﾊﾅｵｶ ﾐﾕｳ 上田東高

女子ｵｰﾌﾟﾝ

三段跳三段跳

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   180  180

-5--5-

11   145  145
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