
平成 25年度第 6回茅野市強化記録会

公式記録集
（大会コード 13200725) 

期日：平成 25年 10月 26日（土）

会場：茅野市運動公園陸上競技場 (203100) 

主催・主管：茅野市陸上競技協会

共催：特定非営利活動法人茅野市体育協会

後援：茅野市、茅野市教育委員会

審判長：植松勉 記録主任：小沢哲彦

・この大会で樹立された記録

なし

・グラウンドコンディション

時刻 天候

9:00 雨

10:00 雨

11:00 雨

12:00 曇り

13:00 曇り

気 温 風向

10.0℃ 西南西

11.0℃ 西

11.0℃ 北西

11.0。C 北西

11.0°C 北北西

湿度 風 速

87% l.Om/s 

87% l.Om/s 

87% O.Omls 

87% l.Om/s 

87% 0.5m/s 



主催：茅野市陸上競技協会                                                        
共催：茅野市、茅野市教育委員会、(特)茅野市体育協会                              
主管：茅野市陸上競技協会                                                        

ト　ッ　プ　６
女  子 【競技場】203100  茅野市陸上競技場

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
10/26 女子 宮嶋 柚芽(1) 1.35 藤森 郁実(1) 1.35

走高跳 高校生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 高校生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
10/26 片桐 穂花(1) 4.76(+0.7)

走幅跳 高校生･望月AC
10/26 藤本 優佳(1) 6.64 片桐 穂花(1) 6.51

砲丸投 中学生･王滝中 高校生･望月AC
10/26 中学女子    黒川 芹奈(2) 1.25 井口 咲(2) 1.25 北原 沙希(1) 1.25 中澤 毬乃(2) 1.25 増澤 紅音(2) 1.20 藤森 安優(2) 中学生･茅野北部中 1.20

走高跳 中学生･飯田高陵中 中学生･岡谷北部中 中学生･飯田高陵中 中学生･諏訪南中 中学生･岡谷東部 矢野 妙(2) 中学生･伊那東部中
齊藤 由佳(1) 中学生･飯田高陵中

10/26 仁科 柊花(2) 2.10 酒井 理帆(2) 2.00
棒高跳 中学生･伊那東部中 中学生･伊那東部中

10/26 井口 咲(2) 5.32(+0.7) 名取 奈々海(2)4.35(-0.5) 栗空 実穂(1) 4.25(+1.7) 清水 千亜紀(2)4.24(+0.5) 齊藤 陽向(1) 4.17(-0.8) 篠原 舞(2) 4.09(+4.6) 土屋 かなめ(2)4.07(-0.8) 塩澤 花怜(2) 3.93(+1.6)
走幅跳 中学生･岡谷北部中 中学生･永明中 中学生･王滝中 中学生･望月AC 中学生･望月AC 中学生･岡谷東部 中学生･望月AC 中学生･飯田高陵中

10/26 竹内 乃亜(2) 8.73 金子 真菜(1) 8.37 黒川 芹奈(2) 7.46 坂本 唯(2) 7.20 齊藤 由佳(1) 7.10 赤羽 紗也加(2) 7.06 湯田坂 奈々子(2) 6.99 土屋 かなめ(2) 6.89
砲丸投 中学生･飯田高陵中 中学生･諏訪西 中学生･飯田高陵中 中学生･岡谷東部 中学生･飯田高陵中 中学生･岡谷東部 中学生･茅野北部中 中学生･望月AC

10/26 小学女子    宮澤 花奈実(6)3.68(+0.3) 西條 沙羅(5) 3.46(+2.0) 山田 愛莉(5) 3.44(+0.9) 小沢 恵菜(6) 3.38(+1.3) 田中 珠未(4) 2.93(+0.9) 田中 千景(3) 2.64(+0.1)
走幅跳 小学生･菅野小 小学生･諏訪FA 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･諏訪FA 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

10/26 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     1,02.1 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ     1,06.4 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     1,07.2 
4x100m 林 愛花(5) 三村 紗唯(4) 山田 優芽(3)

平出 瑠奈(5) 竹内 里桜(4) 坂間 星南(4)
山田 愛莉(5) 加藤 光(5) 関 広菜(4)
前田 唯(5) 小沢 恵菜(6) 飯島 莉紗(4)



決勝 10月26日 12:50

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

決勝 10月26日 10:45

原 裕美佳(2) 高校生 欠場
ﾊﾗ ﾕﾐｶ 高遠高

決勝 10月26日 11:00

片桐 穂花(1) 高校生   4.30   4.47   4.76    4.76 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC   -0.5   +0.9   +0.7    +0.7

決勝 10月26日  9:50

藤本 優佳(1) 中学生
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ 王滝中
片桐 穂花(1) 高校生
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾉｶ 望月AC

  6.64 

2 1    95
 6.51   -  5.56   6.51 

記録 備考
1 2  4021

 6.64  6.56  6.62
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決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

1 1    95
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走幅跳              
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順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

1   250
記録1m80 1m90 備考1m60 1m70 2m00 2m10 2m20

女子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

XXX  1.35
2 1    22

O XO XXO

 1.35
1 2    11

- O XO XXX

記録1m35 1m40 備考1m20 1m30

女子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 10月26日 12:50

黒川 芹奈(2) 中学生
ｸﾛｶﾜ ｾﾘﾅ 飯田高陵中
井口 咲(2) 中学生
ｲｸﾞﾁ ｻｷ 岡谷北部中
北原 沙希(1) 中学生
ｷﾀﾊﾗ ｻｷ 飯田高陵中
中澤 毬乃(2) 中学生
ﾅｶｻﾞﾜﾏﾘﾉ 諏訪南中
増澤 紅音(2) 中学生
ﾏｽｻﾞﾜ ｱｶﾈ 岡谷東部
藤森 安優(2) 中学生
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾕ 茅野北部中
矢野 妙(2) 中学生
ﾔﾉ ﾀｴ 伊那東部中
齊藤 由佳(1) 中学生
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高陵中
中田 桃子(1) 中学生
ﾅｶﾀ ﾓﾓｺ 飯田高陵中
林 沙都美(1) 中学生
ﾊﾔｼ ｻﾄﾐ 岡谷東部
吉岡 綾子(2) 中学生
ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 岡谷東部
樋口 香苗(2) 中学生
ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 茅野北部中
山名 桃歌(1) 中学生
ﾔﾏﾅ ﾓﾓｶ 茅野北部中

決勝 10月26日 10:45

仁科 柊花(2) 中学生
ﾆｼﾅ ｼｭｳｶ 伊那東部中
酒井 理帆(2) 中学生
ｻｶｲ ﾘﾎ 伊那東部中
山口なつき(2) 中学生 記録なし
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 伊那東部中
鎌倉 未有(1) 中学生 欠場
ｶﾏｸﾗ ﾐﾕ 原中
荒井 菜々風(1) 中学生 欠場
ｱﾗｲ ﾅﾅｶ 原中
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中学女子      

棒高跳              

決勝
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順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 10月26日 11:00

名取 奈々海(2) 中学生   4.35   4.26   3.13    4.35 
ﾅﾄﾘ ﾅﾅﾐ 永明中   -0.5   +1.4   +0.9    -0.5
井口 咲(2) 中学生   4.32   4.14   4.23    4.32 
ｲｸﾞﾁ ｻｷ 岡谷北部中   +0.7    0.0   +1.4    +0.7
栗空 実穂(1) 中学生    X    X   4.25    4.25 
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ 王滝中   +1.7    +1.7
清水 千亜紀(2) 中学生   4.10   4.24   4.05    4.24 
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 望月AC   -1.3   +0.5   +2.2    +0.5
齊藤 陽向(1) 中学生   3.97    X   4.17    4.17 
ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 望月AC   -0.5   -0.8    -0.8
篠原 舞(2) 中学生   3.83   4.09   3.91    4.09 
ｼﾉﾊﾗ ﾏｲ 岡谷東部   +1.0   +4.6   +1.5    +4.6
土屋 かなめ(2) 中学生   3.97   4.07    X    4.07 
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 望月AC    0.0   -0.8    -0.8
塩澤 花怜(2) 中学生   3.51   3.93   3.54    3.93 
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 飯田高陵中    0.0   +1.6   +1.4    +1.6
近藤 由梨(1) 中学生   3.50   3.74   3.75    3.75 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾘ 飯田高陵中   +0.6   +1.4    0.0     0.0
青島 まど華(1) 中学生   3.75   3.61   3.12    3.75 
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ 王滝中   +1.0   +2.0   +0.6    +1.0
小林 愛実(2) 中学生   3.39   3.70   3.70    3.70 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 茅野北部中   +0.4   +1.0   +0.4    +1.0
清水 希(2) 中学生    X   3.65    X    3.65 
ｼﾐｽﾞ ﾉｿﾞﾐ 岡谷東部   +1.7    +1.7
中澤 毬乃(2) 中学生   3.34   3.53   3.60    3.60 
ﾅｶｻﾞﾜﾏﾘﾉ 諏訪南中   +1.2   +0.1   -0.7    -0.7
岩崎 芽衣(2) 中学生    X    X   3.58    3.58 
ｲﾜｻｷ ﾒｲ 飯田高陵中   -0.1    -0.1
瀬戸 真友香(1) 中学生   3.56   3.53   3.32    3.56 
ｾﾄ ﾏﾕｶ 諏訪中   +1.5   +2.2   +1.4    +1.5
牧内 麗(1) 中学生   3.44   3.56   3.31    3.56 
ﾏｷｳﾁ ﾚｲ 飯田高陵中   +0.8    0.0   +1.8     0.0
牛山 世梨奈(1) 中学生   3.38    X   3.51    3.51 
ｳｼﾔﾏｾﾘﾅ 諏訪南中    0.0   +2.5    +2.5
今井 美里(1) 中学生   3.22   3.14   3.51    3.51 
ｲﾏｲ ﾐｻﾄ 岡谷北部中   +2.0   +0.6   +1.0    +1.0
篠田 杏奈(2) 中学生   3.31   3.44   3.14    3.44 
ｼﾉﾀﾞ ｱﾝﾅ 飯田高陵中   +0.9   +1.0   +1.9    +1.0
進藤 綺良々(1) 中学生   3.37   3.42   3.30    3.42 
ｼﾝﾄﾞｳ ｷﾗﾗ 諏訪南中   +0.1   +2.7   +0.1    +2.7
門間ちさ穂(1) 中学生   3.41   3.10   2.82    3.41 
ﾓﾝﾏ ﾁｻﾎ 諏訪西   +1.7   +1.2   +4.0    +1.7
宮坂 奏江(2) 中学生   3.38    X    X    3.38 
ﾐﾔｻｶ ｶﾅｴ 茅野北部中   +1.5    +1.5
荒井 悠妃(1) 中学生   3.13   3.25   3.10    3.25 
ｱﾗｲ ﾕｳｷ 茅野北部中   +2.6   +0.8   +0.7    +0.8
谷口 果歩(2) 中学生   2.83   2.79   3.09    3.09 
ﾀﾆｸﾞﾁ ｶﾎ 岡谷北部中   +2.4   +1.6   +0.3    +0.3
柳平 麻梨(2) 中学生   3.05   3.03   3.04    3.05 
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ﾏﾘ 茅野北部中   +1.1   +0.7   +1.2    +1.1
北條 陽香(2) 中学生   3.03   2.84   2.52    3.03 
ﾎｳｼﾞｮｳ ﾊﾙｶ 伊那東部中    0.0   +2.9   +0.2     0.0
塚田 光香(1) 中学生   2.62   2.66   2.80    2.80 
ﾂｶﾀﾞ ﾐﾂｶ 岡谷北部中    0.0   +0.7   +0.8    +0.8
横前 章子(1) 中学生   2.64    X    X    2.64 
ﾖｺﾏｴ ｱｷｺ 飯田高陵中   -0.4    -0.4
小椋 万柚(2) 中学生    X    X   2.62    2.62 
ｵｸﾞﾗ ﾏﾕ 飯田高陵中   +0.8    +0.8
五味 美桜奈(2) 中学生    X    X    X 記録なし
ｺﾞﾐ ﾐｵﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
櫻井 結月(2) 中学生 欠場
ｻｸﾗｲ ﾕﾂﾞｷ 伊那東部中
田中 舞(2) 中学生 欠場
ﾀﾅｶ  ﾏｲ さなだSC
綿貫 あや(2) 中学生 欠場
ﾜﾀﾇｷ ｱﾔ 伊那東部中
下山 甘夏(2) 中学生 欠場
ｼﾓﾔﾏ ｶﾝﾅ 諏訪西
宮坂 万理(2) 中学生 欠場
ﾐﾔｻｶ ﾏﾘ 岡谷東部
花岡 いろは(1) 中学生 欠場
ﾊﾅｵｶ ｲﾛﾊ 岡谷東部
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23    67

4  4032

5     1
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17 21    72
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15 18    70
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14 26  4537

11 15    34

12 10  5458

9 14  4859

10 17  4885

7 24    92

8 20  4538

5 25    96

6 35  5459

3 32  4884

4 31    89

1 36     8
-5-

2 30   101

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

中学女子      

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 10月26日  9:50

竹内 乃亜(2) 中学生
ﾀｹｳﾁ ﾉｱ 飯田高陵中
金子 真菜(1) 中学生
ｶﾈｺ ﾏﾅ 諏訪西
黒川 芹奈(2) 中学生
ｸﾛｶﾜ ｾﾘﾅ 飯田高陵中
坂本 唯(2) 中学生
ｻｶﾓﾄ ﾕｲ 岡谷東部
齊藤 由佳(1) 中学生
ｻｲﾄｳ ﾕｶ 飯田高陵中
赤羽 紗也加(2) 中学生
ｱｶﾊﾈ ｻﾔｶ 岡谷東部
湯田坂 奈々子(2) 中学生
ﾕﾀﾞｻｶ ﾅﾅｺ 茅野北部中
土屋 かなめ(2) 中学生
ﾂﾁﾔ ｶﾅﾒ 望月AC
塩澤 花怜(2) 中学生
ｼｵｻﾞﾜ ｶﾚﾝ 飯田高陵中
吉岡 綾子(2) 中学生
ﾖｼｵｶ ｱﾔｺ 岡谷東部
宮下 真奈(2) 中学生
ﾐﾔｼﾀ ﾏﾅ 飯田高陵中
齊藤 陽向(1) 中学生
ｻｲﾄｳ ﾋﾅﾀ 望月AC
中澤 毬乃(2) 中学生
ﾅｶｻﾞﾜﾏﾘﾉ 諏訪南中
清水 千亜紀(2) 中学生
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 望月AC
山名 桃歌(1) 中学生
ﾔﾏﾅ ﾓﾓｶ 茅野北部中
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10 5  5449
 6.50  5.76  6.68

  6.89 

9 13  4538
  X  6.81  6.64

  6.99 

8 3    92
 6.89  5.96  6.37

  7.06 

7 11    36
 6.99  6.76  6.68

  7.10 

6 10  5456
 7.04  6.49  7.06

  7.20 

5 8  4857
 6.62  7.10  6.41

  7.46 

4 9  5450
 6.90  7.20  6.87

  8.37 

3 12  4534
 6.86  7.46  6.58

  8.73 

2 14    68
 6.71  8.37  7.19

1 15  4532
 7.90  8.73  5.91

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学女子      

砲丸投(2.721kg)     

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 10月26日 12:20

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    25 林 愛花(5)    1,02.1 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾊﾔｼ ﾏﾅｶ
   24 平出 瑠奈(5)

ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ
   16 山田 愛莉(5)

ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ
   19 前田 唯(5)

ﾏｴﾀﾞ ﾕｲ
 2   4 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ    41 三村 紗唯(4)    1,06.4 

ﾁﾉﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾐﾑﾗ ｻﾕ
   44 竹内 里桜(4)

ﾀｹｳﾁﾘｵ
   39 加藤 光(5)

ｶﾄｳ ﾋｶﾙ
   42 小沢 恵菜(6)

ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ
 3   3 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少    49 山田 優芽(3)    1,07.2 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾕﾒ
   47 坂間 星南(4)

ｻｶﾏ ｾﾅ
   45 関 広菜(4)

ｾｷ ﾋﾛﾅ
   52 飯島 莉紗(4)

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｻ

決勝 10月26日 10:00

宮澤 花奈実(6) 小学生   3.66   3.58   3.68    3.68 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾅﾐ 菅野小   +0.7   +1.4   +0.3    +0.3
西條 沙羅(5) 小学生   3.46   3.33   3.37    3.46 
ﾆｼｼﾞｮｳ ｻﾗ 諏訪FA   +2.0   +1.0   +0.1    +2.0
山田 愛莉(5) 小学生   3.44   3.38   3.28    3.44 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +0.9   +2.9   +1.1    +0.9
小沢 恵菜(6) 小学生   3.38   3.25   3.35    3.38 
ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ   +1.3   -1.0   +1.1    +1.3
田中 珠未(4) 小学生   2.93   2.87   2.68    2.93 
ﾀﾅｶ ﾀﾏﾐ 諏訪FA   +0.9   +0.4   +0.8    +0.9
田中 千景(3) 小学生   2.58   2.64   2.52    2.64 
ﾀﾅｶ ﾁｶｹﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +1.4   +0.1   +1.7    +0.1
小林 蓮菜(3) 小学生 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｽﾅ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ
竹内 里桜(4) 小学生 欠場
ﾀｹｳﾁﾘｵ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ
宮澤 香音(5) 小学生 欠場
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾉﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

9    61

小学女子      

4x100m              

決勝

2    43

4    44

5 3    66

6 1    21

3 6    16

4 8    42

1 7    75
-5-

2 5    65

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

小学女子      

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-
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