
第５９回茅野市総合体育大会陸上競技会                                            
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
07/27 29歳以下女子 佐藤 梓 1.30

走高跳 中学生･長峰中教員
07/27 両角 茜音(2) 2.60

棒高跳 諏訪清陵
07/27 30歳以上女子  -0.7篠原 夏季 12.90

100m 一般･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
07/27 中学女子  -0.8樋口  香苗(3) 13.52 天野  悠美(2) 13.85 濵 奏美(2) 14.17 小林 あゆみ(1) 14.31 深江 愛美(3) 14.48 鈴木 菜々花(2) 14.57 中村 美音(2) 14.74 小泉 梢(1) 14.89

100m 中学生･茅野北部 中学生･茅野北部 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･永明中 中学生･茅野東部中 中学生･茅野東部中
07/27 樋口  香苗(3) 28.66 天野  悠美(2) 29.05 鈴木 菜々花(2) 29.89 宮坂  奏江(3) 31.07 橋本 果菜(2) 31.72 伊藤 実(2) 32.07 山名  桃歌(2) 32.11 古沢 朋美(1) 32.45

200m 中学生･茅野北部 中学生･茅野北部 中学生･永明中 中学生･茅野北部 中学生･茅野北部 中学生･茅野東部中 中学生･茅野北部 中学生･長峰中
07/27 小林 友貴(3) 2,42.73 原田 芽依(1) 2,45.11 橋爪 麻衣(2) 2,47.45 川端  彩未(1) 2,49.55 中塚 千夏(1) 2,51.81 小林 美紅(3) 2,52.40 橋本 果菜(2) 2,52.87

800m 中学生･茅野東部中 中学生･長峰中 中学生･茅野東部中 中学生･茅野北部 中学生･茅野東部中 中学生･長峰中 中学生･茅野北部
07/27 三村 杏佑夏(3) 5,30.20 中村 美音(2) 5,38.66 田中 実菜子(1) 5,44.67 伊藤 彩(1) 5,56.53 原田 陽菜(1) 6,00.18

1500m 中学生･長峰中 中学生･茅野東部中 中学生･永明中 中学生･茅野東部中 中学生･長峰中
07/27  -0.5伊藤 絵夢(2) 18.51 小林  愛実(3) 19.25 藤森 萌夏(3) 20.19

100mH(0.762m) 中学生･長峰中 中学生･茅野北部 中学生･長峰中
07/27 柳澤 夏菜子(3) 1.40 伊藤 結菜(1) 1.40 小澤 来未(3) 1.35 藤森  安優(3) 1.30 五味 美羽(1) 1.15 藤森 彩夏(1) 1.10

走高跳 中学生･茅野東部中 中学生･茅野東部中 中学生･茅野東部中 中学生･茅野北部 中学生･永明中 中学生･長峰中
07/27 深江 愛美(3) 4.59(-0.5) 濵 奏美(2) 4.59(+1.7) 久島菜々子(3)4.13(-0.1) 小沢 恵菜(1) 4.01(+0.9) 小林  愛実(3)3.90(+0.3) 小林 友貴(3) 3.82(0.0) 宮坂  奏江(3)3.66(-0.3) 篠原 未玖(2) 3.30(-0.3)

走幅跳 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･茅野東部中 中学生･茅野北部 中学生･茅野東部中 中学生･茅野北部 中学生･茅野北部
07/27 久島 菜々子(3) 8.24 篠原 未玖(2) 7.19 両角 莉子(2) 5.74

砲丸投 中学生･長峰中 中学生･茅野北部 中学生･茅野北部
07/27 茅野北部(A)       56.36 長峰中(B)       56.79 長峰中(A)       57.89 茅野北部(B)       57.91 長峰中(C)     1,02.59 茅野東部中     1,03.82

4x100m 藤森  安優(3) 伊藤 絵夢(2) 三村 杏佑夏(3) 川端  彩未(1) 古沢 朋美(1) 小泉 梢(1)
栁平  麻梨(3) 濵 奏美(2) 藤森 萌夏(3) 橋本 果菜(2) 原田 芽依(1) 中村 美音(2)
宮坂  奏江(3) 小平 千佳(2) 深江 愛美(3) 山名  桃歌(2) 藤森 彩夏(1) 田中 里奈(2)
樋口  香苗(3) 小林 あゆみ(1) 久島 菜々子(3) 天野  悠美(2) 原田 陽菜(1) 伊藤 実(2)

07/27 小学共通女子 柳澤 優真(6) 3,43.21 加藤 光(6) 3,45.75 田島 彩貴(6) 3,45.99 下山 花(6) 3,57.36 横関 亜美(4) 4,22.90 山本 香菜美(3) 4,45.44 田島 若奈(3) 5,09.99
1000m 小学生･北山小 小学生･宮川小 小学生･玉川小 小学生･北山小 小学生･北山小 小学生･玉川小 小学生･玉川小

07/27 平出 瑠奈(6) 16.25 牛山 莉奈(6) 16.47 小林 万莉(5) 16.53 藤澤 歩夢(5) 16.61 山田 愛莉(6) 16.64 小林 千紘(5) 17.64 牛山 珠莉(5) 18.36 田島 彩貴(6) 19.36
80mH(0.700m) 小学生･玉川小 小学生･玉川小 小学生･宮川小 小学生･玉川小 小学生･玉川小 小学生･宮川小 小学生･玉川小 小学生･玉川小

07/27 玉川小(A)       59.82 宮川小(A)     1,02.85 玉川小(B)     1,04.84 永明小(B)     1,04.93 永明小(A)     1,10.00 玉川小(C)     1,12.91
4x100m 田村 明日香(6) 加藤 光(6) 牛山 珠莉(5) 清水 くるみ(5) 宮澤 ありさ(4) 田中 千景(4)

牛山 莉奈(6) 安岡 鈴佳(6) 花岡 真咲(5) 竹内 里桜(5) 小澤 煌(3) 小林 蓮菜(4)
山田 愛莉(6) 山田 美和(6) 藤澤 歩夢(5) 北原 綾乃(6) 小平 和香菜(4) 田村 優衣(3)
平出 瑠奈(6) 藤田 亜優(6) 福永 なつみ(4) 山田 茉優(6) 清水 彩音(4) 三浦 璃子(3)

07/27 小学3年女子  +1.5山本 香菜美(3) 17.25 田村 優衣(3) 17.86 小澤 煌(3) 17.94 米倉 優菜(3) 18.19 舟久保 七海(3) 18.25 林 ひよな(3) 18.29 三浦 璃子(3) 18.52 永由 結衣(3) 18.74
100m 小学生･玉川小 小学生･玉川小 小学生･永明小 小学生･宮川小 小学生･北山小 小学生･北山小 小学生･玉川小 小学生･豊平小

07/27 田村 優衣(3) 2.55(-0.1) 三浦 璃子(3) 2.30(-0.3) 原田 彩音(3) 1.95(0.0)
走幅跳 小学生･玉川小 小学生･玉川小 小学生･玉川小

07/27 小学4年女子  -1.2岩下 夢菜 16.71 宮澤 ありさ(4) 16.83 小林 蓮菜(4) 16.93 小平 和香菜(4) 17.27 清水 彩音(4) 17.27 田中 千景(4) 17.64 福永 なつみ(4) 17.81 由澤 咲(4) 18.60
100m 小学生･米沢小 小学生･永明小 小学生･玉川小 小学生･永明小 小学生･永明小 小学生･玉川小 小学生･玉川小 小学生･北山小

07/27 宮澤 ありさ(4)3.21(0.0) 田中 千景(4) 3.11(+1.0) 北澤由里菜(4)3.11(-1.1) 小林 蓮菜(4) 3.07(+1.4)
走幅跳 小学生･永明小 小学生･玉川小 小学生･北山小 小学生･玉川小

07/27 小学5年女子  +0.7竹内 里桜(5) 15.23 藤澤 歩夢(5) 15.47 小林 千紘(5) 15.50 小林 万莉(5) 15.55 花岡 真咲(5) 15.91 生駒 遥(5) 15.99 牛山 珠莉(5) 16.80 清水 くるみ(5) 17.84
100m 小学生･永明小 小学生･玉川小 小学生･宮川小 小学生･宮川小 小学生･玉川小 小学生･北山小 小学生･玉川小 小学生･永明小

07/27 竹内 里桜(5) 3.51(-0.6) 花岡 真咲(5) 3.23(+0.8) 清水くるみ(5)2.32(+0.7)
走幅跳 小学生･永明小 小学生･玉川小 小学生･永明小

07/27 小学6年女子  +1.3平出 瑠奈(6) 14.71 芦沼 麗(6) 15.09 佐伯 明莉 15.12 牛山 莉奈(6) 15.16 山田 茉優(6) 15.88 北原 綾乃(6) 16.74 増田 陽菜(6) 17.16
100m 小学生･玉川小 小学生･湖東小 小学生･米沢小 小学生･玉川小 小学生･永明小 小学生･永明小 小学生･金沢小

07/27 山田 愛莉(6) 3.83(-2.1) 田村明日香(6)3.53(+2.9) 望月 希美(6) 3.44(0.0)
走幅跳 小学生･玉川小 小学生･玉川小 小学生･湖東小

07/27 中学女子ｵｰﾌﾟ 五味 礼羽(1) 5,27.41
1500m 中学生･原中

07/27 五味 礼羽(1) 1.90
棒高跳 中学生･原中

07/27 小学女子ｵｰﾌﾟ  +2.2橋本 花甫(6) 14.45 和田 彩花(6) 14.82 西條 沙羅(6) 15.14 藤森 七海(4) 15.49 齊藤 光里(6) 16.62 伊藤 姫日葵(6) 16.64 伊藤 煌凜(3) 17.57 齊藤 有香(4) 17.72
100m 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･諏訪FA 小学生･諏訪FA 小学生･諏訪FA 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

07/27  -1.3小泉 智香(6) 16.36
80mH(0.700m) 小学生･諏訪FA

07/27 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ    1,06.12
4x100m 齊藤 有香(4)

齊藤 光里(6)
伊藤 姫日葵(6)
橋本 花甫(6)



決勝 7月27日 13:25

風速 -0.7

 1 篠原 夏季 一般     12.90 
ｼﾉﾊﾗ ﾅﾂｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

予選 7月27日 10:00
決勝 7月27日 13:30

大会新(GR)          13.00

[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 +0.5

 1 濵 奏美(2) 中学生     13.78 q  1 樋口  香苗(3) 中学生     13.75 q
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 長峰中 ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 茅野北部

 2 深江 愛美(3) 中学生     14.20 q  2 小林 あゆみ(1) 中学生     14.25 q
ﾌｶｴ ｱﾐ 長峰中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰中

 3 鈴木 菜々花(2) 中学生     14.38 q  3 小泉 梢(1) 中学生     14.68 q
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 永明中 ｺｲｽﾞﾐ ｺｽﾞｴ 茅野東部中

 4 中村 美音(2) 中学生     14.43 q  4 川端  彩未(1) 中学生     15.28 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ 茅野東部中 ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾐ 茅野北部

 5 藤森  安優(3) 中学生     14.97  5 小平 千佳(2) 中学生     15.30 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾕ 茅野北部 ｺﾀﾞｲﾗ ﾁｶ 長峰中

 6 山名  桃歌(2) 中学生     15.20  6 小沢 恵菜(1) 中学生     15.66 
ﾔﾏﾅ ﾓﾓｶ 茅野北部 ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ 茅野東部中

 7 古沢 朋美(1) 中学生     15.41 小平  萌華(1) 中学生
ﾌﾙｻﾜ ﾄﾓﾐ 長峰中 ｺﾀﾞｲﾗ ﾓｶ 茅野北部

 8 牛山 里歩(1) 中学生     15.70 栁平  麻梨(3) 中学生
ｳｼﾔﾏ ﾘﾎ 茅野北部 ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ﾏﾘ 茅野北部

 9 北澤 佳奈(2) 中学生     15.95 
ｷﾀｻﾞﾜ ｶﾅ 茅野東部中

[ 3組] 風速 -0.5

 1 天野  悠美(2) 中学生     13.82 q
ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 茅野北部

 2 伊藤 絵夢(2) 中学生     14.74 
ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中

 3 田中 里奈(2) 中学生     15.43 
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 茅野東部中

 4 伊藤 千夏(3) 中学生     15.99 
ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 茅野東部中

 5 帯川 海緒(1) 中学生     16.02 
ｵﾋﾞｶﾜ ﾐｵ 長峰中

 6 両角 莉子(2) 中学生     16.22 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｺ 茅野北部
荒井  悠妃(2) 中学生
ｱﾗｲ ﾕｳｷ 茅野北部
西澤 亜優(2) 中学生
ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕ 長峰中

風速 -0.8

 1 樋口  香苗(3) 中学生     13.52 
ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 茅野北部

 2 天野  悠美(2) 中学生     13.85 
ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 茅野北部

 3 濵 奏美(2) 中学生     14.17 
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 長峰中

 4 小林 あゆみ(1) 中学生     14.31 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ 長峰中

 5 深江 愛美(3) 中学生     14.48 
ﾌｶｴ ｱﾐ 長峰中

 6 鈴木 菜々花(2) 中学生     14.57 
ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 永明中

 7 中村 美音(2) 中学生     14.74 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ 茅野東部中

 8 小泉 梢(1) 中学生     14.89 
ｺｲｽﾞﾐ ｺｽﾞｴ 茅野東部中

30歳以上女子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

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

3   251

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  7880

9  7850

7  7845

2  7833

4  7811

6  7827

順 ﾚｰﾝ No.

7  7853

1  7852

8  7783

氏  名 所属名 記録／備考
2  7810

1  7883

4  7831

5  7848

3  7882

6  7832
欠場

8  7817
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  7879

4  7823

3  7849

6  7877

9  7870

5  7851

8  7826

2  7821
欠場

7  7847
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  7810

5  7823

4  7850

9  7853

6  7845

8  7783

3  7880

2  7883



予選 7月27日 10:35
決勝 7月27日 12:30

大会新(GR)          16.73

[ 1組] 風速 +1.9 [ 2組] 風速 +0.5

 1 山本 香菜美(3) 小学生     17.32 q  1 田村 優衣(3) 小学生     17.57 q
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ 玉川小 ﾀﾑﾗ ﾕｲ 玉川小

 2 舟久保 七海(3) 小学生     18.34 q  2 小澤 煌(3) 小学生     17.88 q
ﾌﾅｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ 北山小 ｵｻﾞﾜ ｷﾗﾗ 永明小

 3 藤森 帆乃香(3) 小学生     18.56  3 米倉 優菜(3) 小学生     17.94 q
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾎﾉｶ 金沢小 ﾖﾈｸﾗ ﾕｳﾅ 宮川小

 4 田島 若奈(3) 小学生     18.57  4 林 ひよな(3) 小学生     18.00 q
ﾀｼﾞﾏ ﾜｶﾅ 玉川小 ﾊﾔｼ ﾋﾖﾅ 北山小

 5 小俣 在(3) 小学生     20.03  5 三浦 璃子(3) 小学生     18.36 q
ｵﾏﾀ ｱﾘ 湖東小 ﾐｳﾗ ﾘｺ 玉川小

 6 松浦 鈴華(3) 小学生     20.07  6 永由 結衣(3) 小学生     18.50 q
ﾏﾂｳﾗ ｽｽﾞｶ 宮川小 ﾅｶﾞﾖｼ ﾕｲ 豊平小

 7 青木 凛心(3) 小学生     20.17  7 小池 明日美(3) 小学生     18.56 
ｱｵｷ ﾘｺ 永明小 ｺｲｹ ｱｽﾐ 宮川小

 8 下鶴 彩(3) 小学生     20.23  8 川瀬 実夏(3) 小学生     18.67 
ｼﾓﾂﾞﾙｱﾔ 宮川小 ｶﾜｾ ﾐﾅ 永明小

風速 +1.5

 1 山本 香菜美(3) 小学生     17.25 
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ 玉川小

 2 田村 優衣(3) 小学生     17.86 
ﾀﾑﾗ ﾕｲ 玉川小

 3 小澤 煌(3) 小学生     17.94 
ｵｻﾞﾜ ｷﾗﾗ 永明小

 4 米倉 優菜(3) 小学生     18.19 
ﾖﾈｸﾗ ﾕｳﾅ 宮川小

 5 舟久保 七海(3) 小学生     18.25 
ﾌﾅｸﾎﾞ ﾅﾅﾐ 北山小

 6 林 ひよな(3) 小学生     18.29 
ﾊﾔｼ ﾋﾖﾅ 北山小

 7 三浦 璃子(3) 小学生     18.52 
ﾐｳﾗ ﾘｺ 玉川小

 8 永由 結衣(3) 小学生     18.74 
ﾅｶﾞﾖｼ ﾕｲ 豊平小

2   142

3   115

9   119

8   118

5   157

6   106

7   143

4   141

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8   102

2   156

9   142

3   115

  157

4   106

5   118

No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
7   141

6

6   158

5   107

3   112

7   101

9   117

8   144

4   119

小学3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 ﾚｰﾝ順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
2   143



予選 7月27日 10:55
決勝 7月27日 12:40

大会新(GR)          15.30

[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 -1.7

 1 岩下 夢菜 小学生     16.77 q  1 宮澤 ありさ(4) 小学生     16.58 q
ｲﾜｼﾀ ﾕﾅ 米沢小 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 永明小

 2 清水 彩音(4) 小学生     17.08 q  2 小林 蓮菜(4) 小学生     16.93 q
ｼﾐｽ ﾞｱﾔﾄ 永明小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｽﾅ 玉川小

 3 田中 千景(4) 小学生     17.58 q  3 小平 和香菜(4) 小学生     17.14 q
ﾀﾅｶ ﾁｶｹﾞ 玉川小 ｺﾀﾞｲﾗ ﾜｶﾅ 永明小

 4 横関 亜美(4) 小学生     18.59  4 福永 なつみ(4) 小学生     17.28 q
ﾖｺｾﾞｷ ｱﾐ 北山小 ﾌｸﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ 玉川小

 5 朝倉 優乃(4) 小学生     19.12  5 由澤 咲(4) 小学生     18.23 q
ｱｻｸﾗ ﾕﾉ 北山小 ﾖｼｻﾞﾜ ｻｷ 北山小

 6 村山 優梨亜(4) 小学生     19.69 
ﾑﾗﾔﾏ ﾕﾘｱ 北山小

風速 -1.2

 1 岩下 夢菜 小学生     16.71 
ｲﾜｼﾀ ﾕﾅ 米沢小

 2 宮澤 ありさ(4) 小学生     16.83 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 永明小

 3 小林 蓮菜(4) 小学生     16.93 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｽﾅ 玉川小

 4 小平 和香菜(4) 小学生     17.27 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾜｶﾅ 永明小

 5 清水 彩音(4) 小学生     17.27 
ｼﾐｽ ﾞｱﾔﾄ 永明小

 6 田中 千景(4) 小学生     17.64 
ﾀﾅｶ ﾁｶｹﾞ 玉川小

 7 福永 なつみ(4) 小学生     17.81 
ﾌｸﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ 玉川小

 8 由澤 咲(4) 小学生     18.60 
ﾖｼｻﾞﾜ ｻｷ 北山小

決勝 7月27日 12:55 決勝 7月27日 13:05

大会新(GR)          14.75 大会新(GR)          14.39

決勝

風速 +0.7 風速 +1.3
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 7  163 竹内 里桜(5) 小学生     15.23  1 平出 瑠奈(6) 小学生     14.71 

ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 永明小 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 玉川小
 2 4  136 藤澤 歩夢(5) 小学生     15.47  2 芦沼 麗(6) 小学生     15.09 

ﾌｼﾞｻﾜ ｱﾕﾑ 玉川小 ｱｼﾇﾏ ｳﾗﾗ 湖東小
 3 5  103 小林 千紘(5) 小学生     15.50  3 佐伯 明莉 小学生     15.12 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 宮川小 ｻｴｷ ｱｶﾘ 米沢小
 4 9  104 小林 万莉(5) 小学生     15.55  4 牛山 莉奈(6) 小学生     15.16 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 宮川小 ｳｼﾔﾏ ﾘﾅ 玉川小
 5 6  137 花岡 真咲(5) 小学生     15.91  5 山田 茉優(6) 小学生     15.88 

ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ 玉川小 ﾔﾏﾀ ﾞﾏﾕｳ 永明小
 6 2  125 生駒 遥(5) 小学生     15.99  6 北原 綾乃(6) 小学生     16.74 

ｲｺﾏ ﾊﾙｶ 北山小 ｷﾀﾊﾗ ｱﾔﾉ 永明小
 7 8  135 牛山 珠莉(5) 小学生     16.80  7 増田 陽菜(6) 小学生     17.16 

ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 玉川小 ﾏｽﾀﾞ ﾋﾅ 金沢小
 8 清水 くるみ(5) 小学生     17.84 

ｼﾐｽ ﾞ ｸﾙﾐ 永明小

小学5年女子

100m 100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

小学6年女子

8   130

2   113

5   128

4   131

6   116
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3   164

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
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記録／備考
4   129

3   160

7   120

順 ﾚｰﾝ

6   139
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3   161

7   140
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6   123

4   122

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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9   159

6   160

2   139

3   162

8   138
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決勝 7月27日 11:55

大会新(GR)          27.40

[ 1組] 風速 +2.4 [ 2組] 風速 +0.4

 1 樋口  香苗(3) 中学生     28.66  1 天野  悠美(2) 中学生     29.05 
ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ 茅野北部 ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ 茅野北部

 2 宮坂  奏江(3) 中学生     31.07  2 鈴木 菜々花(2) 中学生     29.89 
ﾐﾔｻｶ ｶﾅｴ 茅野北部 ｽｽﾞｷ ﾅﾅｶ 永明中

 3 山名  桃歌(2) 中学生     32.11  3 橋本 果菜(2) 中学生     31.72 
ﾔﾏﾅ ﾓﾓｶ 茅野北部 ﾊｼﾓﾄ ｶﾅ 茅野北部

 4 田中 里奈(2) 中学生     32.60  4 伊藤 実(2) 中学生     32.07 
ﾀﾅｶ ﾘﾅ 茅野東部中 ｲﾄｳ ﾐﾉﾘ 茅野東部中

 5 伊藤 千夏(3) 中学生     32.65  5 古沢 朋美(1) 中学生     32.45 
ｲﾄｳ ﾁﾅﾂ 茅野東部中 ﾌﾙｻﾜ ﾄﾓﾐ 長峰中
西澤 亜優(2) 中学生
ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕ 長峰中

   1 樋口  香苗(3) 中学生 茅野北部     28.66 (+2.4)   1   1
   2 天野  悠美(2) 中学生 茅野北部     29.05 (+0.4)   2   1
   3 鈴木 菜々花(2) 中学生 永明中     29.89 (+0.4)   2   2
   4 宮坂  奏江(3) 中学生 茅野北部     31.07 (+2.4)   1   2
   5 橋本 果菜(2) 中学生 茅野北部     31.72 (+0.4)   2   3
   6 伊藤 実(2) 中学生 茅野東部中     32.07 (+0.4)   2   4
   7 山名  桃歌(2) 中学生 茅野北部     32.11 (+2.4)   1   3
   8 古沢 朋美(1) 中学生 長峰中     32.45 (+0.4)   2   5
   9 田中 里奈(2) 中学生 茅野東部中     32.60 (+2.4)   1   4
  10 伊藤 千夏(3) 中学生 茅野東部中     32.65 (+2.4)   1   5
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 7852
 7877

組 順位
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タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考
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決勝 7月27日  9:40

大会新(GR)        2,31.20

 1 小林 友貴(3) 中学生   2,42.73 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 茅野東部中

 2 原田 芽依(1) 中学生   2,45.11 
ﾊﾗﾀﾞ ﾒｲ 長峰中

 3 橋爪 麻衣(2) 中学生   2,47.45 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾏｲ 茅野東部中

 4 川端  彩未(1) 中学生   2,49.55 
ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾐ 茅野北部

 5 中塚 千夏(1) 中学生   2,51.81 
ﾅｶﾂｶ ﾁﾅﾂ 茅野東部中

 6 小林 美紅(3) 中学生   2,52.40 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｸ 長峰中

 7 橋本 果菜(2) 中学生   2,52.87 
ﾊｼﾓﾄ ｶﾅ 茅野北部
若狹 藍子(2) 中学生
ﾜｶｻ ｱｲｺ 永明中
田中 実菜子(1) 中学生
ﾀﾅｶ ﾐﾅｺ 永明中
牧 優花(1) 中学生
ﾏｷ ﾕｳｶ 茅野東部中
五味 美羽(1) 中学生
ｺﾞﾐ ﾐｳ 永明中

決勝 7月27日 11:35

大会新(GR)        3,20.60

 1 柳澤 優真(6) 小学生   3,43.21 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕﾏ 北山小

 2 加藤 光(6) 小学生   3,45.75 
ｶﾄｳ ﾋｶﾙ 宮川小

 3 田島 彩貴(6) 小学生   3,45.99 
ﾀｼﾞﾏ ｻｷ 玉川小

 4 下山 花(6) 小学生   3,57.36 
ｼﾓﾔﾏ ﾊﾅ 北山小

 5 横関 亜美(4) 小学生   4,22.90 
ﾖｺｾﾞｷ ｱﾐ 北山小

 6 山本 香菜美(3) 小学生   4,45.44 
ﾔﾏﾓﾄ ｶﾅﾐ 玉川小

 7 田島 若奈(3) 小学生   5,09.99 
ﾀｼﾞﾏ ﾜｶﾅ 玉川小
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欠場
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欠場
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中学女子
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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決勝 7月27日 13:40

大会新(GR)        5,12.80

 1 三村 杏佑夏(3) 中学生   5,30.20 
ﾐﾑﾗ ｱﾕｶ 長峰中

 2 中村 美音(2) 中学生   5,38.66 
ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ 茅野東部中

 3 田中 実菜子(1) 中学生   5,44.67 
ﾀﾅｶ ﾐﾅｺ 永明中

 4 伊藤 彩(1) 中学生   5,56.53 
ｲﾄｳ ｱﾔ 茅野東部中

 5 原田 陽菜(1) 中学生   6,00.18 
ﾊﾗﾀ ﾞﾋﾅ 長峰中
若狹 藍子(2) 中学生
ﾜｶｻ ｱｲｺ 永明中
長崎 佳菜恵(1) 中学生
ﾅｶﾞｻｷ ｶﾅｴ 永明中

決勝 7月27日 13:40

 1 五味 礼羽(1) 中学生   5,27.41 
ｺﾞﾐ ﾕｷﾊ 原中

欠場
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欠場
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2  7876

記録／備考
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決勝

順 No. 氏  名



決勝 7月27日  8:45

大会新(GR)          16.77

風速 -0.5

 1 伊藤 絵夢(2)     18.51 
ｲﾄｳ ｴﾑ 長峰中

 2 小林  愛実(3)     19.25 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 茅野北部

 3 藤森 萌夏(3)     20.19 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾓｴｶ 長峰中
濵 杏華(1)
ﾊﾏ ｷｮｳｶ 長峰中

決勝 7月27日  9:10

大会新(GR)          15.23

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 -0.1

 1 山田 愛莉(6) 小学生     16.64  1 藤澤 歩夢(5) 小学生     16.61 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 玉川小 ﾌｼﾞｻﾜ ｱﾕﾑ 玉川小

 2 小林 千紘(5) 小学生     17.64  2 田村 明日香(6) 小学生     19.67 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 宮川小 ﾀﾑﾗ ｱｽｶ 玉川小

 3 田島 彩貴(6) 小学生     19.36  3 北澤 由里菜(4) 小学生     20.31 
ﾀｼﾞﾏ ｻｷ 玉川小 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ 北山小

 4 宮下 夏実(4) 小学生     26.46  4 松浦 鈴華(3) 小学生     23.45 
ﾐﾔｼﾀ ﾅﾂﾐ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ ﾏﾂｳﾗ ｽｽﾞｶ 宮川小

[ 3組] 風速 -1.3 [ 4組] 風速 +0.4

 1 牛山 莉奈(6) 小学生     16.47  1 平出 瑠奈(6) 小学生     16.25 
ｳｼﾔﾏ ﾘﾅ 玉川小 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ 玉川小

 2 小林 万莉(5) 小学生     16.53  2 牛山 珠莉(5) 小学生     18.36 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 宮川小 ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ 玉川小

 3 村山 優梨亜(4) 小学生     22.59  3 小池 明日美(3) 小学生     31.72 
ﾑﾗﾔﾏ ﾕﾘｱ 北山小 ｺｲｹ ｱｽﾐ 宮川小

   1 平出 瑠奈(6) 小学生 玉川小     16.25 (+0.4)   4   1
   2 牛山 莉奈(6) 小学生 玉川小     16.47 (-1.3)   3   1
   3 小林 万莉(5) 小学生 宮川小     16.53 (-1.3)   3   2
   4 藤澤 歩夢(5) 小学生 玉川小     16.61 (-0.1)   2   1
   5 山田 愛莉(6) 小学生 玉川小     16.64 (-0.4)   1   1
   6 小林 千紘(5) 小学生 宮川小     17.64 (-0.4)   1   2
   7 牛山 珠莉(5) 小学生 玉川小     18.36 (+0.4)   4   2
   8 田島 彩貴(6) 小学生 玉川小     19.36 (-0.4)   1   3
   9 田村 明日香(6) 小学生 玉川小     19.67 (-0.1)   2   2
  10 北澤 由里菜(4) 小学生 北山小     20.31 (-0.1)   2   3
  11 村山 優梨亜(4) 小学生 北山小     22.59 (-1.3)   3   3
  12 松浦 鈴華(3) 小学生 宮川小     23.45 (-0.1)   2   4
  13 宮下 夏実(4) 小学生 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ     26.46 (-0.4)   1   4
  14 小池 明日美(3) 小学生 宮川小     31.72 (+0.4)   4   3

決勝 7月27日  9:10

風速 -1.3

 1 小泉 智香(6) 小学生     16.36 
ｺｲｽﾞﾐ ﾄﾓｶ 諏訪FA
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欠場欠場

小学共通女子

80mH(0.700m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5   134

4   150

記録／備考
3   133

2

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   136

2   132

記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考

5   121

3   101

2   104

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4   122

順 ﾚｰﾝ No.
2   1303   131

4   135

3   102

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

  132

備考 組 順位
  130
  131
  104

  150
  102

  121
  122
  101

  136
  133
  103
  135
  134



決勝 7月27日 14:05

大会新(GR)          57.10

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   5 玉川小(A)   132 田村 明日香(6)     59.82  1   8 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ   153 齊藤 有香(4)   1,06.12 

ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳA ﾀﾑﾗ ｱｽｶ ﾁﾉﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｻｲﾄｳ ﾕｳｶ
  131 牛山 莉奈(6)   152 齊藤 光里(6)

ｳｼﾔﾏ ﾘﾅ ｻｲﾄｳ ﾋｶﾘ
  133 山田 愛莉(6)   154 伊藤 姫日葵(6)

ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ ｲﾄｳ ﾋﾏﾘ
  130 平出 瑠奈(6)   151 橋本 花甫(6)

ﾋﾗｲﾃﾞ ﾙﾅ ﾊｼﾓﾄ ｶﾎ
 2   6 宮川小(A)   105 加藤 光(6)   1,02.85 

ﾐﾔｶﾞﾜｼｮｳA ｶﾄｳ ﾋｶﾙ
  109 安岡 鈴佳(6)

ﾔｽｵｶ ﾘﾝｶ
  110 山田 美和(6)

ﾔﾏﾀﾞ ﾐﾜ
  111 藤田 亜優(6)

ﾌｼﾞﾀ ｱﾕ
 3   2 玉川小(B)   135 牛山 珠莉(5)   1,04.84 

ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳB ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾘ
  137 花岡 真咲(5)

ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ
  136 藤澤 歩夢(5)

ﾌｼﾞｻﾜ ｱﾕﾑ
  138 福永 なつみ(4)

ﾌｸﾅｶﾞ ﾅﾂﾐ
 4   4 永明小(B)   162 清水 くるみ(5)   1,04.93 

ｴｲﾒｲｼｮｳB ｼﾐｽ ﾞ ｸﾙﾐ
  163 竹内 里桜(5)

ﾀｹｳﾁ ﾘｵ
  164 北原 綾乃(6)

ｷﾀﾊﾗ ｱﾔﾉ
  165 山田 茉優(6)

ﾔﾏﾀ ﾞﾏﾕｳ
 5   3 永明小(A)   161 宮澤 ありさ(4)   1,10.00 

ｴｲﾒｲｼｮｳA ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ
  157 小澤 煌(3)

ｵｻﾞﾜ ｷﾗﾗ
  159 小平 和香菜(4)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾜｶﾅ
  160 清水 彩音(4)

ｼﾐｽ ﾞｱﾔﾄ
 6   7 玉川小(C)   139 田中 千景(4)   1,12.91 

ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳC ﾀﾅｶ ﾁｶｹﾞ
  140 小林 蓮菜(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｽﾅ
  141 田村 優衣(3)

ﾀﾑﾗ ﾕｲ
  142 三浦 璃子(3)

ﾐｳﾗ ﾘｺ

決勝

小学共通女子

4x100m
小学女子ｵｰﾌﾟﾝ

4x100m

決勝





決勝 7月27日 14:15

大会新(GR)          53.66

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 茅野北部(A)  7811 藤森  安優(3)     56.36 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞA ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾕ
 7817 栁平  麻梨(3)

ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ﾏﾘ
 7816 宮坂  奏江(3)

ﾐﾔｻｶ ｶﾅｴ
 7810 樋口  香苗(3)

ﾋｸﾞﾁ ｶﾅｴ
 2   3 長峰中(B)  7849 伊藤 絵夢(2)     56.79 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳB ｲﾄｳ ｴﾑ
 7850 濵 奏美(2)

ﾊﾏ ｶﾅﾐ
 7848 小平 千佳(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾁｶ
 7853 小林 あゆみ(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾐ
 3   5 長峰中(A)  7844 三村 杏佑夏(3)     57.89 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳA ﾐﾑﾗ ｱﾕｶ
 7842 藤森 萌夏(3)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾓｴｶ
 7845 深江 愛美(3)

ﾌｶｴ ｱﾐ
 7840 久島 菜々子(3)

ｸｼﾏ ﾅﾅｺ
 4   6 茅野北部(B)  7831 川端  彩未(1)     57.91 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞB ｶﾜﾊﾞﾀ ｱﾐ
 7822 橋本 果菜(2)

ﾊｼﾓﾄ ｶﾅ
 7827 山名  桃歌(2)

ﾔﾏﾅ ﾓﾓｶ
 7823 天野  悠美(2)

ｱﾏﾉ ﾕｳﾋﾞ
 5   1 長峰中(C)  7852 古沢 朋美(1)   1,02.59 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳC ﾌﾙｻﾜ ﾄﾓﾐ
 7856 原田 芽依(1)

ﾊﾗﾀﾞ ﾒｲ
 7857 藤森 彩夏(1)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾔｶ
 7855 原田 陽菜(1)

ﾊﾗﾀ ﾞﾋﾅ
 6   2 茅野東部中  7883 小泉 梢(1)   1,03.82 

ﾁﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｺｲｽﾞﾐ ｺｽﾞｴ
 7880 中村 美音(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾐｵﾝ
 7877 田中 里奈(2)

ﾀﾅｶ ﾘﾅ
 7878 伊藤 実(2)

ｲﾄｳ ﾐﾉﾘ

中学女子

4x100m

決勝



決勝 7月27日 12:20

大会新(GR)           1.50

佐藤 梓 中学生
ｻﾄｳ ｱﾂﾞｻ 長峰中教員

決勝 7月27日 12:20

大会新(GR)           1.51

柳澤 夏菜子(3) 中学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾅｺ 茅野東部中
伊藤 結菜(1) 中学生
ｲﾄｳ ﾕｲﾅ 茅野東部中
小澤 来未(3) 中学生
ｵｻﾞﾜ ｸﾙﾐ 茅野東部中
藤森  安優(3) 中学生
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾕ 茅野北部
五味 美羽(1) 中学生
ｺﾞﾐ ﾐｳ 永明中
藤森 彩夏(1) 中学生
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾔｶ 長峰中

決勝 7月27日  8:15

大会新(GR)           3.10

両角 茜音(2)
ﾓﾛｽﾞﾐ ｱｶﾈ 諏訪清陵
田中 美裕 一般 欠場
ﾀﾅｶ ﾐﾕ 茅野市陸協

決勝 7月27日  8:15

五味 礼羽(1) 中学生
ｺﾞﾐ ﾕｷﾊ 原中
荒井 菜々風(2) 中学生 欠場
ｱﾗｲ ﾅﾅｶ 原中
鎌倉 未有(2) 中学生 欠場
ｶﾏｸﾗ ﾐﾕ 原中

XXX  1.10
6 1  7857

- O XXO

 1.15

 1.30

5 3  7786
O O XO O XXX

O O O XO XXX
4 5  7811

- - -

O XO O XXX  1.35

XXX  1.40

3 6  7871
- - - - -

- - O XO O XXO
2 2  7874

- - -

O O O XO XXX  1.40

1m40 1m45
1 4  7872

- - - - -

記録1m10 1m15 備考1m00 1m05 1m20 1m25 1m30 1m35

中学女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

29歳以下女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m30 1m35 備考1m20 1m25
1 1   252

O O O XXX  1.30

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 記録2m60 2m70 備考2m40 2m50
1 2    84

XO O XXO XXX  2.60

1   253

中学女子ｵｰﾌﾟﾝ

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m80 1m90 備考1m60 1m70 2m00
1 3  7895

O XO XO O XXX  1.90

1  7892

2  7893



決勝 7月27日  8:45

大会新(GR)           2.95

田村 優衣(3) 小学生   2.55   2.40   2.35    2.55 
ﾀﾑﾗ ﾕｲ 玉川小   -0.1   -0.1   +0.3    -0.1
三浦 璃子(3) 小学生    X   2.30    X    2.30 
ﾐｳﾗ ﾘｺ 玉川小   -0.3    -0.3
原田 彩音(3) 小学生    X   1.95   1.84    1.95 
ﾊﾗﾀﾞ ｱﾔﾈ 玉川小    0.0   +0.2     0.0

決勝 7月27日  8:45

大会新(GR)           3.83

宮澤 ありさ(4) 小学生   3.19   3.15   3.21    3.21 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾘｻ 永明小   +0.6   -3.0    0.0     0.0
田中 千景(4) 小学生   2.93   3.01   3.11    3.11 
ﾀﾅｶ ﾁｶｹﾞ 玉川小   +0.6   +0.4   +1.0    +1.0
北澤 由里菜(4) 小学生   2.72   3.11   2.24    3.11 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕﾘﾅ 北山小   +0.8   -1.1   +0.3    -1.1
小林 蓮菜(4) 小学生   3.07    X    X    3.07 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｽﾅ 玉川小   +1.4    +1.4

決勝 7月27日  8:45

大会新(GR)           4.10

竹内 里桜(5) 小学生    X   3.51    X    3.51 
ﾀｹｳﾁ ﾘｵ 永明小   -0.6    -0.6
花岡 真咲(5) 小学生   3.15    X   3.23    3.23 
ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ 玉川小   -0.5   +0.8    +0.8
清水 くるみ(5) 小学生    X   2.20   2.32    2.32 
ｼﾐｽ ﾞ ｸﾙﾐ 永明小   -0.7   +0.7    +0.7

決勝 7月27日  8:45

大会新(GR)           4.41

山田 愛莉(6) 小学生   3.59   3.83   3.83    3.83 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｲﾘ 玉川小   +0.1   -2.1   -0.7    -2.1
田村 明日香(6) 小学生   3.53    X   3.46    3.53 
ﾀﾑﾗ ｱｽｶ 玉川小   +2.9   -0.7    +2.9
望月 希美(6) 小学生   3.19   3.44   3.34    3.44 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾉｿﾞﾐ 湖東小   -2.4    0.0   +2.4     0.0

記録-2- -3- 備考

小学3年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-
1 2   141

2 3   142

3 1   145

小学4年女子

走幅跳

決勝

記録-2- -3- 備考順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-
1 4   161

2 3   139

氏  名 所属名 -1-

3 2   121

4 1   140

記録-2- -3- 備考

小学5年女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
1 3   163

2 2   137

3 1   162

小学6年女子

走幅跳

決勝

記録-2- -3- 備考順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

3 2   114

1 3   133

2 1   132



決勝 7月27日 10:40

大会新(GR)           5.12

深江 愛美(3) 中学生   4.42   4.56   4.32   4.39   4.59    X    4.59 
ﾌｶｴ ｱﾐ 長峰中    0.0   -0.1   -0.4   +0.1   -0.5    -0.5
濵 奏美(2) 中学生   3.83   4.11   4.17   4.59   4.38    X    4.59 
ﾊﾏ ｶﾅﾐ 長峰中    0.0   +0.1    0.0   +1.7   -0.9    +1.7
久島 菜々子(3) 中学生   4.01   4.12   3.97   4.06   4.13   4.09    4.13 
ｸｼﾏ ﾅﾅｺ 長峰中   +1.0   +1.4   -2.3   +2.3   -0.1    0.0    -0.1
小沢 恵菜(1) 中学生   4.01   3.65    X    X   3.79    X    4.01 
ｵｻﾞﾜ ｹｲﾅ 茅野東部中   +0.9   -1.7   -0.8    +0.9
小林  愛実(3) 中学生   3.84   3.90   3.68   3.85   3.85   3.70    3.90 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾐ 茅野北部   -1.5   +0.3   +0.4   +0.6   -0.8   -0.3    +0.3
小林 友貴(3) 中学生   3.82   2.83   3.69   3.71    X    X    3.82 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 茅野東部中    0.0   -0.2   +0.2   +0.8     0.0
宮坂  奏江(3) 中学生   3.66   3.56   3.32   3.45    X   3.47    3.66 
ﾐﾔｻｶ ｶﾅｴ 茅野北部   -0.3   -0.4    0.0   +0.5   +0.4    -0.3
篠原 未玖(2) 中学生   3.30   3.21   3.15    3.30 
ｼﾉﾊﾗ ﾐｸ 茅野北部   -0.3   +1.5   -1.7    -0.3
牛山 里歩(1) 中学生   3.29   2.97   3.22    3.29 
ｳｼﾔﾏ ﾘﾎ 茅野北部   +2.8   -0.2   -1.7    +2.8
荒井  悠妃(2) 中学生 欠場
ｱﾗｲ ﾕｳｷ 茅野北部
栁平  麻梨(3) 中学生 欠場
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ﾏﾘ 茅野北部
小平  萌華(1) 中学生 欠場
ｺﾀﾞｲﾗ ﾓｶ 茅野北部

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 12  7845

-5-

2 11  7850

3 9  7840

4 8  7882

5 10  7812

6 7  7873

7 5  7816

8 2  7824

9 6  7833

1  7821

3  7817

4  7832



決勝 7月27日 11:00

大会新(GR)          11.20

久島 菜々子(3) 中学生
ｸｼﾏ ﾅﾅｺ 長峰中
篠原 未玖(2) 中学生
ｼﾉﾊﾗ ﾐｸ 茅野北部
両角 莉子(2) 中学生
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｺ 茅野北部

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 3  7840

 7.98   X  8.06  7.55  7.10  8.24   8.24 

2 2  7824
 5.76  7.19  6.65

3 1  7826
 5.11  5.29  5.74  4.93  4.78  5.02   5.74 

 6.44  6.97  7.05   7.19 
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