
主　催：
岡谷市陸上競技協会

主　管：

日　時：

会　場：

審判長：
記録主任：

この大会で記録された新記録

◆大会新記録一覧表
予・決 記録 氏　名 所属 従来記録

◆大会タイ記録一覧表
予・決 記録 氏　名 所属 従来記録
決勝 １ｍ40 倉品愛美 岡谷西部

◆気象状況 風力測定主任：林　甲市
時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速
9:00 曇 15.0 62.0 南東 0.5m/sec.
10:00 曇 19.0 48.0 南西 0.7m/sec.
11:00 曇 21.0 45.0 南 0.5m/sec.
12:00 曇 18.0 59.0 東 0.4m/sec.
13:00 晴 24.0 44.0 東 0.5m/sec.
14:00 晴 28.0 32.0 南西 1.2m/sec.

平成28年度　岡谷市民春季陸上競技大会

公式記録集

岡谷市教育委員会　（公財）岡谷市体育協会

岡谷市陸上競技協会

平成28年５月７日（土）

岡谷市営陸上競技場（競技場コード：204040）

種　目
中学女子3年 走高跳

宮坂　繁
森　安夫

種　目



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       [-1] 競技会名 平成28年度岡谷市民陸上競技大会                                                  ｺｰﾄﾞ  [200548  ]

競技場名 岡谷市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204040]

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 05/07 -0.4  1 江口 真尋(1) 中学生    15.92  2 平澤 恋菜(1) 中学生    16.17  3 石吾 桃香(1) 中学生    16.19  4 松本 彩実(1) 中学生    16.43

岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷東部中
 5 川嶋 成美(1) 中学生    16.73  6 中島 さや香(1) 中学生    16.91  7 宮坂 詩(1) 中学生    17.15

岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷東部中
中学1年女子 05/07 -0.4  1 笠原 江梨(1) 中学生    33.27

岡谷東部中
中学1年女子 05/07  1 小口 紗弥(1) 中学生  5,35.89  2 佐藤希美(1) 中学生  5,41.85  3 津田 充留(1)  6,06.15

岡谷東部中 岡谷南部中 岡谷北部中
小学1･2年女子 05/07 +0.2  1 小松 あや(2) 小学生    11.43  2 山田 碧音(2) 小学生    11.48  3 小野 笑加(2) 小学生    11.50  4 霜鳥 ゆずほ(2) 小学生    11.61

神明小 岡谷田中小 上の原小 岡谷田中小
 5 鈴木 琉海(1) 小学生    11.73  6 八幡 倖奈(2) 小学生    11.74  7 原 睦季(2) 小学生    11.78

長地小 岡谷田中小 岡谷田中小
小学1･2年女子 05/07  1 千葉 琉香(2) 小学生  2,37.49  2 小林 心玲(2) 小学生  3,07.46

長地小 神明小
小学3･4年女子 05/07 +0.1  1 小口 色葉(4) 小学生    16.83  2 永長 佳弥(4) 小学生    17.34  3 関 心乃香(3) 小学生    17.49  4 神田 美羽(4) 小学生    17.60

岡谷田中小 長地小 川岸小 岡谷田中小
 5 竹本 遥香(4) 小学生    17.67  6 小口 紗矢(4) 小学生    17.79  7 高野 晴愛(4) 小学生    18.34

長地小 岡谷田中小 神明小
小学3･4年女子 05/07  1 中嶋 春香(4) 小学生  3,10.19  2 武居 言実(4) 小学生  3,14.83  3 宮澤 華苗(4) 小学生  3,23.08  4 中島 美佳(4) 小学生  3,27.28

神明小 小井川小 神明小 長地小
 5 横川 芽依(4) 小学生  3,29.80  6 春日 円花(4) 小学生  3,37.00  7 小松 美緒(3) 小学生  3,38.81  8 降籏 結琴(4) 小学生  3,45.24

岡谷田中小 上の原小 長地小 岡谷田中小
 9 田中 小羽(4) 小学生  3,51.77 10 佐藤 響(3) 小学生  3,54.61

上の原小 神明小
中学2年女子 05/07 -2.5  1 大場 ひかる(2) 中学生    14.85  2 有賀 琳瑚(2) 中学生    14.98  3 篠原 さくら(2) 中学生    15.07  4 小林 朋美(2) 中学生    15.48

岡谷東部中 岡谷西部中 岡谷東部中 岡谷西部中
 5 吉江 ほの美(2) 中学生    15.59  6 塩澤 姫和(2) 中学生    15.66  7 倉嶋 明結菜(2) 中学生    15.85

岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷東部中
中学2年女子 05/07 -0.4  1 小口 侑寿葉(2) 中学生    32.91  2 阿部 彩菜(2) 中学生    34.70  3 武居 真衣(2) 中学生    36.05

岡谷北部中 岡谷東部中 岡谷南部中
中学2年女子 05/07  1 矢﨑 萌夏(2) 中学生  5,28.74  2 戸田 葵(2) 中学生  6,27.28

岡谷東部中 岡谷北部中
小学5年女子 05/07 0.0  1 花岡 亜矢(5) 小学生    16.06  2 小澤 珠里(5) 小学生    16.27  3 倉坪 佑衣(5) 小学生    16.74  4 小松 志緒(5) 小学生    16.83

長地小 川岸小 川岸小 長地小
 5 島津 愛美(5) 小学生    17.11  6 千葉 琉莉(5) 小学生    17.12  7 前川 友莉愛(5) 小学生    17.18

小井川小 長地小 長地小
小学5年女子 05/07  1 名和 夏乃子(5) 小学生  3,41.00  2 滝澤 愛佳(5) 小学生  3,51.94  3 五味 桜花(5) 小学生  3,56.91  4 石倉 ゆうび(5) 小学生  4,07.36

岡谷田中小 小井川小 湊小 長地小
 5 杉浦 望(5) 小学生  4,10.45  6 花岡 澄珠(5) 小学生  4,16.50  7 藤森 愛莉(5) 小学生  4,17.51  8 岡本 千織(5) 小学生  4,17.67

岡谷田中小 岡谷田中小 神明小 長地小
小学6年女子 05/07 -0.8  1 春日 莉緒(6) 小学生    15.79  2 高林 エリ(6) 小学生    16.00  3 関 唯々香(6) 小学生    16.15  4 林 杏珠(6) 小学生    16.16

上の原小 小井川小 川岸小 神明小
 5 高林 あんり(6) 小学生    16.17  6 宮坂 優那(6) 小学生    16.26  7 上條 ときみ(6) 小学生    16.62

小井川小 長地小 長地小
小学6年女子 05/07  1 黒木 乃愛(6) 小学生  3,56.62  2 上島 奈華(6) 小学生  3,58.55  3 坂戸 愛佳(6) 小学生  3,59.08  4 中島 優香(6) 小学生  4,02.29

上の原小 上の原小 小井川小 川岸小
 5 黒木 香乃(6) 小学生  4,12.73  6 藤村 紘子(6) 小学生  4,17.64  7 大輪 円香(6) 小学生  4,39.73

上の原小 上の原小 川岸小
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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       [-1] 競技会名 平成28年度岡谷市民陸上競技大会                                                  ｺｰﾄﾞ  [200548  ]

競技場名 岡谷市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204040]

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
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中学3年女子 05/07 -1.3  1 宮坂 育(3) 中学生    14.80  2 酒井 歩美(3) 中学生    14.82  3 宮坂 なな(3) 中学生    15.50  4 小澤 沙永子(3) 中学生    15.66
岡谷東部中 岡谷西部中 岡谷東部中 岡谷北部中

 5 早出 裕美(3) 中学生    15.74  6 山田 花永(3) 中学生    15.75  7 島﨑 七星(3) 中学生    16.00
岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷北部中

中学3年女子 05/07 -0.4  1 武舎 ひかる(3) 中学生    33.03 山田 花永(3) 中学生 欠場    
岡谷西部中 岡谷東部中

中学3年女子 05/07  1 酒井 愛梨(3) 中学生  6,16.02
岡谷北部中1500m
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200m



リレー種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 平成28年度岡谷市民陸上競技大会                                                  ｺｰﾄﾞ  [200548  ]

競技場名 岡谷市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204040]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
小学3･4年女子 05/07     1岡谷田中小(C) 神田 美羽(4) 小口 紗矢(4) 本村 玲菜(4) 小口 色葉(4)     1,09.47

    2神明小 宮澤 華苗(4) 富山 鈴香(4) 千代 彩乃(4) 矢ヶ﨑 桃菜(4)     1,12.82
    3岡谷田中小(B) 山岸 蒼依(4) 遠藤 素羽(4) 林 咲希(4) 木下 加奈子(4)     1,15.08
    4長地小 山田 泉都(3) 鈴木 美海(3) 小澤 由愛(3) 小松 美緒(3)     1,15.52
    5岡谷田中小(A) 濵 雫音(3) 林 風佳(3) 太田 結(3) 柳澤 千春(3)     1,22.39

小学5年女子 05/07     1岡谷田中小(A) 林 奈乃羽(5) 名和 夏乃子(5) 辰野 陽和(5) 岡田 成美(5)     1,06.69
    2川岸小 伊藤 朱音(5) 小澤 珠里(5) 加納 環(5) 倉坪 佑衣(5)     1,07.10
    3長地小(A) 小松 志緒(5) 岡本 千織(5) 前川 友莉愛(5) 石倉 ゆうび(5)     1,07.62
    4長地小(B) 林 海音(5) 宮澤 愛(5) 千葉 琉莉(5) 花岡 亜矢(5)     1,08.49
    5岡谷田中小(B) 杉浦 望(5) 須澤 星水(5) 馬場 祥子(5) 花岡 澄珠(5)     1,13.04

小学6年女子 05/07     1長地小(B) 林 優舞(6) 長門 杏実(6) 宮坂 優那(6) 大矢 咲蘭(6)     1,02.73
    2小井川小 高林 あんり(6) 永田 真知(6) 町田 芽依(6) 高林 エリ(6)     1,04.53
    3上の原小 春日 莉緒(6) 藤村 紘子(6) 黒木 香乃(6) 黒木 乃愛(6)     1,04.83
    4神明小(A) 小松 結奈(6) 今井 成美(6) 北原 和生(6) 林 杏珠(6)     1,04.95
    5長地小(A) 上條 ときみ(6) 島谷 桃葉(6) 城 咲良(6) 小出 益実(6)     1,06.80
    6神明小(B) 池田 優香(6) 中嶋 茜音(6) 佐藤 優衣(6) 河口 みずき(6)     1,06.98
    7川岸小 宮内 胡都(6) 大輪 円香(6) 中島 優香(6) 関 唯々香(6)     1,07.79

中学共通女子 05/07     1岡谷東部中(A) 篠原 花恋(3) 宮坂 育(3) 今井 美月(3) 小口 るり(3)       57.20
    2岡谷西部中 有賀 琳瑚(2) 倉品 愛美(3) 花岡 瑚徒(3) 酒井 歩美(3)       57.50
    3岡谷東部中(B) 篠原 さくら(2) 大場 ひかる(2) 林 歩実(2) 山田 加奈(2)       58.44
    4岡谷北部中 島﨑 七星(3) 加藤 瑶唯(2) 小澤 沙永子(3) 小島 美紀(3)     1,02.15

選手名１
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フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （男子・[女子]）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 平成28年度岡谷市民陸上競技大会                                                  ｺｰﾄﾞ  [200548  ]

競技場名 岡谷市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204040]

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2年女子 05/07  1 斉藤 亜里紗(2) 中学生    3.48

岡谷東部中    +0.3
中学2年女子 05/07  1 山田 加奈(2) 中学生    1.30

岡谷東部中
小学5年女子 05/07  1 中島 希乃香(5) 小学生    2.78  2 宮澤 愛(5) 小学生    2.49

長地小    +0.3 長地小    +0.1
小学6年女子 05/07  1 永田 真知(6) 小学生    2.86

小井川小     0.0
中学3年女子 05/07  1 小口 るり(3) 中学生    4.05  2 宮坂 育(3) 中学生    4.04  3 高木 佑菜(3) 中学生    3.87  4 篠原 花恋(3) 中学生    3.80

岡谷東部中    +1.8 岡谷東部中    +0.5 岡谷北部中    +1.5 岡谷東部中    +0.1
 5 宮坂 麻絢(3) 中学生    3.60  6 林 菜月(3) 中学生    3.57  7 今井 愛胡(3) 中学生    3.25

岡谷東部中    +0.2 岡谷東部中    +0.6 岡谷東部中    +1.0
中学3年女子 05/07  1 倉品 愛美(3) 中学生    1.40  2 花岡 瑚徒(3) 中学生    1.35  3 小口 るり(3) 中学生    1.30  4 今井 愛胡(3) 中学生    1.20

岡谷西部中 大会タイ 岡谷西部中 岡谷東部中 岡谷東部中
 4 北原 璃歩(3) 中学生    1.20

岡谷東部中
中学共通女子 05/07  1 小口 維吹(3) 中学生    9.10  2 今井 美月(3) 中学生    7.18  3 林 歩実(2) 中学生    6.62  4 宮坂 なな(3) 中学生    6.16

岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷東部中
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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       [-1] 競技会名 平成28年度岡谷市民陸上競技大会                                                  ｺｰﾄﾞ  [200548  ]

競技場名 岡谷市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204040]

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1･2年女子 05/07  1組 +0.8  1 田村 琴海(2) 小学生    12.03  2 髙木 菜緒(1) 小学生    12.04  3 吉水 麻紀(1) 小学生    12.34  4 山田 娃和(1) 小学生    12.45

上の原小 神明小 長地小 長地小
 5 遠藤 藍(1) 小学生    13.16  6 小山 芽沙(1) 小学生    13.51

岡谷田中小 岡谷田中小
 2組 +0.9  1 八幡 倖奈(2) 小学生    11.44  2 山田 碧音(2) 小学生    11.53  3 宮坂 弥王(2) 小学生    12.44  4 早出 なな(2) 小学生    13.04

岡谷田中小 岡谷田中小 小井川小 神明小
 5 山田 柚葉(1) 小学生    13.21  6 上條 樹里(1) 小学生    13.33

長地小 上の原小
 3組 +0.6  1 原 睦季(2) 小学生    11.77  2 小松 あや(2) 小学生    11.81  3 梅沢 陽菜(2) 小学生    11.83  4 土屋 結愛(1) 小学生    12.64

岡谷田中小 神明小 長地小 岡谷田中小
 5 高島 葵由俐(1) 小学生    13.41

小井川小
 4組 0.0  1 霜鳥 ゆずほ(2) 小学生    11.47  2 鈴木 琉海(1) 小学生    11.53  3 小野 笑加(2) 小学生    11.59  4 日室 遥子(1) 小学生    11.83

岡谷田中小 長地小 上の原小 神明小
 5 影山 玲奈(2) 小学生    12.95

岡谷田中小
小学3･4年女子 05/07  1組  1 竹本 遥香(4) 小学生    17.67  2 遠藤 素羽(4) 小学生    18.66  3 濵 雫音(3) 小学生    19.29  4 山田 未結佳(3) 小学生    19.57

長地小 岡谷田中小 岡谷田中小 長地小
 5 林 咲希(4) 小学生    19.80  6 小林 咲羽(4) 小学生    20.06  7 北澤 咲絢(3) 小学生    20.94

岡谷田中小 神明小 上の原小
 2組  1 関 心乃香(3) 小学生    17.65  2 千代 彩乃(4) 小学生    17.99  3 柳澤 千春(3) 小学生    18.35  4 守屋 七海(4) 小学生    18.36

川岸小 神明小 岡谷田中小 長地小
 5 吉水 優香(3) 小学生    18.98  6 木下 加奈子(4) 小学生    20.01  7 林 蒼依(4) 小学生    20.61

長地小 岡谷田中小 岡谷田中小
 3組  1 小口 色葉(4) 小学生    16.69  2 神田 美羽(4) 小学生    17.78  3 花岡 美桜(3) 小学生    18.23  4 小澤 由愛(3) 小学生    19.12

岡谷田中小 岡谷田中小 岡谷田中小 長地小
 5 伊藤 陽香(3) 小学生    19.47  6 小口 萌々花(4) 小学生    20.16  7 矢澤 風柚(3) 小学生    21.27

小井川小 神明小 上の原小
 4組  1 矢ヶ﨑 桃菜(4) 小学生    17.92  2 本村 玲菜(4) 小学生    18.60  3 山岸 蒼依(4) 小学生    18.61  4 鈴木 美海(3) 小学生    19.14

神明小 岡谷田中小 岡谷田中小 長地小
 5 三澤 楓(3) 小学生    19.30  6 太田 結(3) 小学生    20.60  7 林 風佳(3) 小学生    21.01

川岸小 岡谷田中小 岡谷田中小
 5組  1 永長 佳弥(4) 小学生    17.32  2 高野 晴愛(4) 小学生    17.77  3 小口 紗矢(4) 小学生    17.88  4 山田 泉都(3) 小学生    18.31

長地小 神明小 岡谷田中小 長地小
 5 亀田 真麻(3) 小学生    18.55  6 田中 キンベルリ小学生    19.42  7 古畑 美桜(3) 小学生    20.78

川岸小 小井川小 岡谷田中小
中学2年女子 05/07  1組 +0.8  1 大場 ひかる(2) 中学生    15.17  2 小林 朋美(2) 中学生    15.58  3 倉嶋 明結菜(2) 中学生    15.94  4 阿部 彩菜(2) 中学生    16.46

岡谷東部中 岡谷西部中 岡谷東部中 岡谷東部中
 5 山口 華奈(2) 中学生    16.82  6 武居 真衣(2) 中学生    17.39

岡谷東部中 岡谷南部中
 2組 +0.9  1 有賀 琳瑚(2) 中学生    15.13  2 篠原 さくら(2) 中学生    15.40  3 塩澤 姫和(2) 中学生    15.70  4 吉江 ほの美(2) 中学生    16.09

岡谷西部中 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷東部中
 5 加藤 瑶唯(2) 中学生    16.23  6 中島 叶絢(2) 中学生    17.00

岡谷北部中 岡谷西部中
小学5年女子 05/07  1組 +1.1  1 花岡 亜矢(5) 小学生    16.15  2 小澤 珠里(5) 小学生    16.25  3 林 海音(5) 小学生    17.59  4 桑澤 あみり(5) 小学生    17.70

長地小 川岸小 長地小 小井川小
 5 北田 紗由季(5) 小学生    17.81

小井川小
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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       [-1] 競技会名 平成28年度岡谷市民陸上競技大会                                                  ｺｰﾄﾞ  [200548  ]

競技場名 岡谷市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204040]

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

 2組 +0.4  1 小松 志緒(5) 小学生    16.71  2 千葉 琉莉(5) 小学生    17.12  3 岡田 成美(5) 小学生    17.24  4 伊藤 朱音(5) 小学生    18.30
長地小 長地小 岡谷田中小 川岸小

 5 太田 凜(5) 小学生    18.58
小井川小

 3組 +1.1  1 倉坪 佑衣(5) 小学生    16.85  2 前川 友莉愛(5) 小学生    17.00  3 島津 愛美(5) 小学生    17.16  4 林 奈乃羽(5) 小学生    17.45
川岸小 長地小 小井川小 岡谷田中小

 5 松田 こもも(5) 小学生    18.59
上の原小

小学6年女子 05/07  1組 -0.4  1 関 唯々香(6) 小学生    15.96  2 高林 エリ(6) 小学生    16.18  3 上條 ときみ(6) 小学生    16.34  4 林 優舞(6) 小学生    16.60
川岸小 小井川小 長地小 長地小

 5 池田 優香(6) 小学生    16.65  6 河口 みずき(6) 小学生    16.80  7 小松 結奈(6) 小学生    17.30
神明小 神明小 神明小

 2組 +1.1  1 宮坂 優那(6) 小学生    16.04  2 高林 あんり(6) 小学生    16.15  3 林 杏珠(6) 小学生    16.18  4 北原 和生(6) 小学生    16.56
長地小 小井川小 神明小 神明小

 5 宮内 胡都(6) 小学生    16.89  6 島谷 桃葉(6) 小学生    17.88  7 中嶋 茜音(6) 小学生    18.01
川岸小 長地小 神明小

 3組 -0.2  1 春日 莉緒(6) 小学生    15.79  2 町田 芽依(6) 小学生    16.70  3 大矢 咲蘭(6) 小学生    16.77  4 小出 益実(6) 小学生    17.61
上の原小 小井川小 長地小 長地小

 5 今井 成美(6) 小学生    17.68  6 佐藤 優衣(6) 小学生    18.15
神明小 神明小

中学3年女子 05/07  1組  1 宮坂 育(3) 中学生    15.02  2 小澤 沙永子(3) 中学生    15.44  3 島﨑 七星(3) 中学生    15.54  4 山田 花永(3) 中学生    15.69
岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷北部中 岡谷東部中

吉沢 彩季子(3) 中学生 欠場    
岡谷東部中

 2組  1 酒井 歩美(3) 中学生    14.68  2 宮坂 なな(3) 中学生    15.22  3 早出 裕美(3) 中学生    15.41  4 小島 美紀(3) 中学生    15.69
岡谷西部中 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷北部中
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