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◆気象状況
時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速
10:00 曇 19.0 81.0 0.0m/sec.
11:00 雨 18.5 85.0 東南東 1.0m/sec.

茅野市陸上競技協会
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公式記録集

平成28年9月22日（土）

茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：203100）
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第26回茅野市農業祭陸上競技記録会                                                
主催：信州諏訪農業協同組合                                                      

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
09/22 小学1年女子 北原 和奏(1) 5,03.66 松崎 望乃(1) 5,06.86 西谷 逢(1) 5,11.90 坂元 瑚々実(1) 5,46.96 篠原 しほり(1) 5,47.40 井村 有花(1) 5,48.54

1000m 金沢小 原小 城南小 原小 原小 原小
09/22 小学2年女子 林 柊里(2) 4,23.00 行田 楓(2) 4,26.64 御子柴 直美(2) 4,28.04 奥谷 心音(2) 4,31.43 山下 恋花(2) 4,36.69 永井 結愛(2) 5,29.25

1000m 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 原小 諏訪ＦＡ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 原小
09/22 小学3年女子 御子柴 清美(3) 3,48.58 矢島 柚那(3) 4,13.40 伏見 奈穂(3) 4,16.95 小倉 杏(3) 4,19.77 今井 柚美(3) 4,43.99 吉田 菜月(3) 4,45.06

1000m 諏訪ＦＡ 金沢小 原小 諏訪ＦＡ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 原小
09/22 小学4年女子 小池 瑠美嶺(4) 3,49.64 両角 愛菜(4) 3,52.84 石平 愛菜(4) 3,59.28 齊藤 百音(4) 4,02.67 平林 美優(4) 4,03.37 山下 心花(4) 4,12.11 中村 凌香(4) 4,14.42 矢島 侑奈(4) 4,41.55

1000m 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 諏訪ＦＡ 諏訪ＦＡ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 金沢小 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 玉川小 金沢小
09/22 小学5年女子 齋藤 奏絵(5) 3,43.22 増田 藍(5) 3,45.68 河西 真依(5) 3,49.32 小松 美沙季(5) 3,52.68 飯山 菜乃羽(5) 4,09.46 古畑 美桜(5) 4,10.01 北原 彩菜(5) 4,20.67

1000m 諏訪ＦＡ 諏訪ＦＡ 諏訪ＦＡ 諏訪ＦＡ 玉川小 諏訪ＦＡ 金沢小
09/22 小学6年女子 小嶋 楓來(6) 3,37.40 小松 夢來(6) 3,38.22 藤森 七海(6) 3,43.09 濱 弥月(6) 3,48.06 中山 結(6) 3,50.83 髙橋 優乃(6) 3,53.11 阿部 友楓(6) 4,02.07 小口 葉奈(6) 4,16.28

1000m 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 諏訪ＦＡ 諏訪ＦＡ 諏訪ＦＡ 諏訪ＦＡ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 原小 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ



決勝 9月22日 10:55

 1 小嶋 楓來(6)   3,37.40 
ｺｼﾞﾏ ｶｴﾗ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 小松 夢來(6)   3,38.22 
ｺﾏﾂ ﾕﾗ 諏訪ＦＡ

 3 藤森 七海(6)   3,43.09 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾅﾅﾐ 諏訪ＦＡ

 4 濱 弥月(6)   3,48.06 
ﾊﾏ ﾐﾂﾞｷ 諏訪ＦＡ

 5 中山 結(6)   3,50.83 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｲ 諏訪ＦＡ

 6 髙橋 優乃(6)   3,53.11 
ﾀｶﾊｼ ﾕﾉ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 7 阿部 友楓(6)   4,02.07 
ｱﾍﾞ ﾄﾓｶ 原小

 8 小口 葉奈(6)   4,16.28 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
安田 莉穂(6)
ﾔｽﾀﾞ ﾘﾎ 諏訪ＦＡ

決勝 9月22日 10:55

 1 齋藤 奏絵(5)   3,43.22 
ｻｲﾄｳ ｶﾅｴ 諏訪ＦＡ

 2 増田 藍(5)   3,45.68 
ﾏｽﾀﾞ ｱｲ 諏訪ＦＡ

 3 河西 真依(5)   3,49.32 
ｶｻｲ ﾏｲ 諏訪ＦＡ

 4 小松 美沙季(5)   3,52.68 
ｺﾏﾂ ﾐｻｷ 諏訪ＦＡ

 5 飯山 菜乃羽(5)   4,09.46 
ｲｲﾔﾏ ﾅﾉﾊ 玉川小

 6 古畑 美桜(5)   4,10.01 
ﾌﾙﾊﾀ ﾐｵ 諏訪ＦＡ

 7 北原 彩菜(5)   4,20.67 
ｷﾀﾊﾗ ｻﾔﾅ 金沢小

決勝 9月22日 10:40

 1 小池 瑠美嶺(4)   3,49.64 
ｺｲｹ ﾙﾐﾈ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 両角 愛菜(4)   3,52.84 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾏﾅ 諏訪ＦＡ

 3 石平 愛菜(4)   3,59.28 
ｲｼﾋﾗ ｱｲﾅ 諏訪ＦＡ

 4 齊藤 百音(4)   4,02.67 
ｻｲﾄｳ ﾓﾓﾈ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 5 平林 美優(4)   4,03.37 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾐｭｳ 金沢小

 6 山下 心花(4)   4,12.11 
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 7 中村 凌香(4)   4,14.42 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｶ 玉川小

 8 矢島 侑奈(4)   4,41.55 
ﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾅ 金沢小
井出 千陽(4)
ｲﾃﾞ ﾁﾊﾙ 城南小
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決勝 9月22日 10:40

 1 御子柴 清美(3)   3,48.58 
ﾐｺｼﾊﾞ ｷﾖﾐ 諏訪ＦＡ

 2 矢島 柚那(3)   4,13.40 
ﾔｼﾞﾏ ﾕﾅ 金沢小

 3 伏見 奈穂(3)   4,16.95 
ﾌｼﾐ ﾅﾎ 原小

 4 小倉 杏(3)   4,19.77 
ｵｸﾞﾗ ｱﾝｽﾞ 諏訪ＦＡ

 5 今井 柚美(3)   4,43.99 
ｲﾏｲ ﾕｽﾞﾐ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 6 吉田 菜月(3)   4,45.06 
ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｷ 原小
篠原 あい(3)
ｼﾉﾊﾗ ｱｲ 原小
清水 桜愛(3)
ｼﾐｽﾞ ｻｸｱ 原小
中村 眞(3)
ﾅｶﾑﾗ ﾏﾅ 原小

決勝 9月22日 10:20

 1 林 柊里(2)   4,23.00 
ﾊﾔｼ ﾋﾏﾘ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 行田 楓(2)   4,26.64 
ｷﾞｮｳﾀ ｶｴﾃﾞ 原小

 3 御子柴 直美(2)   4,28.04 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾅｵﾐ 諏訪ＦＡ

 4 奥谷 心音(2)   4,31.43 
ｵｸﾀﾆ ﾐｵ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 5 山下 恋花(2)   4,36.69 
ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 6 永井 結愛(2)   5,29.25 
ﾅｶﾞｲ ﾕｱ 原小
小池 礼華(2)
ｺｲｹ ﾚｲｶ 湖南小

決勝 9月22日 10:20

 1 北原 和奏(1)   5,03.66 
ｷﾀﾊﾗ ﾜｶﾅ 金沢小

 2 松崎 望乃(1)   5,06.86 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾘﾉ 原小

 3 西谷 逢(1)   5,11.90 
ﾆｼﾀﾆ ｱｲ 城南小

 4 坂元 瑚々実(1)   5,46.96 
ｻｶﾓﾄ ｺｺﾐ 原小

 5 篠原 しほり(1)   5,47.40 
ｼﾉﾊﾗ ｼﾎﾘ 原小

 6 井村 有花(1)   5,48.54 
ｲﾑﾗ ﾕｶ 原小
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