
主催：茅野市陸上競技協会
共催：茅野市、茅野市教育委員会、信濃毎日新聞社、特定非営利活動法人茅野市体育協会、
　　　特定非営利活動法人富士見町体育協会、原村体育協会
主管：諏訪陸上競技協会
期日：平成２９年８月６日（日）
場所：茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：173100）
審判長：田中　米人　　記録主任：小沢　哲彦

■この大会で樹立された記録
項目 クラス 種目 氏名 所属 記録 従来の記録
県新 一般女子 4x200m 河田 璃音(1) 市立長野高 1分41秒74 1分42秒87

県高校新 唐澤 花実(1) 1分43秒22
大会新 田村 純菜(1) 1分48秒60

永原 朱夏(2)
県新 一般男子 4ｘ800m 高橋 一輝(2) 長野高専 8分01秒37 8分03秒64

大会新 廣瀬 洸(3) 8分03秒64
小池 勇飛(5)
北原 廉(5)

大会新 中学男子 4ｘ100m 篠原 翼(3) 豊科北中(A) 45秒14 45秒31
丸山 拓海(3)
橋本 涼(3)

白澤 稜馬(3)
大会新 中学男子 100m+200m+ 三瓶 恒心(3) 櫻ヶ岡(A) 2分03秒66 2分05秒7

300m+400m 曽根 康太(2)
加藤 佑弥(3)
井上 広章(3)

大会新 中学男子 100m+200m+ 丸山 直樹(3) 豊科北中(A) 2分04秒20 2分05秒7
300m+400m 橋本 涼(3)

白澤 稜馬(3)
丸山 拓海(3)

県高校新 一般男子 100m+200m+ 宮下 翼(2) 市立長野高 1分56秒57 1分57秒78
大会新 300m+400m 小出 郁弥(3) 1分56秒7

児玉 悠作(2)
池田 翔紀(2)

■グランドコンディション

時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速
9:00 晴れ 30.0 59.0 南南西 2.0
10:00 晴れ 30.5 56.0 北北西 0.6
11:00 晴れ 31.5 60.0 南南西 0.8
12:00 晴れ 33.0 50.0 北 1.6
13:00 晴れ 32.0 49.0 南東 0.5
14:00 晴れ
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決勝記録一覧表
男  子  /  女  子 【競技場】173100  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
08/06 ｵｰﾌﾟﾝ混合   173_茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ      56.70 174_茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ      58.69 178_四賀小       59.49 179_諏訪FA       59.56

4x100m 山下 心花(5) 小倉 和香葉(5) 矢﨑 梨奈(5) 小倉 杏(4)
伊藤 穂香(5) 山田 聖来(5) 市川 紗菜(5) 御子柴 清美(4)
多田 夏音(5) 中村 奏太(5) 曽我 佑治郎(5) 小溝 悠晟(4)
小口 蒼葉(5) 漆戸 遥希(5) 増田 翔太(5) 遠藤 晄(4)



決勝 8月6日 10:50

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 173_茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ  511 山下 心花(5)     56.70 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽB ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ
  512 伊藤 穂香(5)

ｲﾄｳ ﾎﾉｶ
  513 多田 夏音(5)

ﾀﾀﾞ ｶｵﾄ
  514 小口 蒼葉(5)

ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ
 2   5 174_茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ  515 小倉 和香葉(5)     58.69 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽA ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ
  516 山田 聖来(5)

ﾔﾏﾀﾞ ｾｲﾗ
  517 中村 奏太(5)

ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾀ
  518 漆戸 遥希(5)

ｳﾙｼﾄﾞ ﾊﾙｷ
 3   4 178_四賀小   534 矢﨑 梨奈(5)     59.49 

ｼｶﾞｼｮｳ ﾔｻﾞｷ ﾘﾅ
  535 市川 紗菜(5)

ｲﾁｶﾜ ｻﾅ
  536 曽我 佑治郎(5)

ｿｶ ﾞﾕｳｼﾞﾛｳ
  537 増田 翔太(5)

ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ
 4   6 179_諏訪FA   540 小倉 杏(4)     59.56 

ｽﾜｴﾌｴｰ ｵｸﾞﾗ ｱﾝｽﾞ
  541 御子柴 清美(4)

ﾐｺｼﾊﾞ ｷﾖﾐ
  542 小溝 悠晟(4)

ｺﾐｿﾞ ﾕｳｾｲ
  543 遠藤 晄(4)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾘ

ｵｰﾌﾟﾝ混合     

4x100m              
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