
平成 29 年度第 4 回（51 回）チャレンジ記録会茅野 

（大会コード：17170723） 

 

公式記録集 
 

開 催期日：平成 29 年 6 月 3 日（土） 

会 場：茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：173100） 

主 催：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 

主 管：茅野市陸上競技協会 

総 務：田中 米人 

審 判 長：清水 元雄 

記 録主任：葛城 光一 

 

◆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 

 

時間 天候 気温 風向 風速 

8:30 晴 13.5 北北東 1.0 

9:00 晴 15.6 北西 1.0 

10:00 晴 16.6 北 1.0 

11:00 晴 18.0 北西 1.0 

12:00 曇 18.1 西北西 0.6 

13:00 曇 19.6 西北西 0.2 

14:00 晴 18.6 西北西 0.8 

15:00 晴 18.9 北西 1.0 

16:00 晴 19.3 北西 1.0 

 



主催：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

決勝記録一覧表
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
06/03 中学女子 中嶋 珠久(2) 中学生･赤穂中 1.20 倉嶋 明結菜(3) 1.15

走高跳 塩澤 姫和(3) 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中
06/03 中学女子2次 塩澤 姫和(3) 1.25 中嶋 珠久(2) 1.20 倉嶋 明結菜(3) 1.15

走高跳 中学生･岡谷東部中 中学生･赤穂中 中学生･岡谷東部中
06/03 女子 翠川 明日香(1) 1.30

走高跳 高校生･丸子修学館高
06/03 女子2次     翠川 明日香(1) 1.35

走高跳 高校生･丸子修学館高
06/03 中学女子 小林 由依(3) 3.10 堀内 沙紀(3) 2.40 八城 かすみ(2) 2.10 小板橋 茉由(2) 1.90 山口 華奈(3) 1.70 偆道 心々美(1) 1.60 鵜飼 めぐみ(1) 1.60

棒高跳 中学生･原中 中学生･原中 中学生･原中 中学生･原中 中学生･岡谷東部中 中学生･原中 中学生･原中
06/03 中学女子2次 小林 由依(3) 3.00 八城 かすみ(2) 2.00 小板橋 茉由(2) 1.90 偆道 心々美(1) 1.80 鵜飼 めぐみ(1) 1.70

棒高跳 中学生･原中 中学生･原中 中学生･原中 中学生･原中 中学生･原中
06/03 女子 清水 愛奈(1) 2.20 北原 きらら(1) 2.00

棒高跳 高校生･高遠高 高校生･辰野高
06/03 女子2次     清水 愛奈(1) 2.00

棒高跳 高校生･高遠高
06/03 小学女子 小山紗於里(5) 3.83(+2.4) 小倉和香葉(5) 3.66(+0.1) 柳平 紗希(3) 3.19(+0.3) 山田 怜来(3) 3.17(+1.4) 山下 恋花(3) 3.16(+2.5) 栖村 友希(6) 2.99(+2.5)

走幅跳 小学生･王滝小 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･王滝小
06/03 中学女子 中島 さや香(2)4.45(+1.3) 大場ひかる(3) 4.25(+0.7) 宮坂 詩(2) 4.15(+0.7) 佐藤 希美(2) 4.07(+1.9) 篠原さくら(3) 4.03(+3.2) 本橋奈央子(2) 3.98(+0.4) 川嶋 成美(2) 3.96(+1.7) 髙野 夏来(2) 3.96(+2.2)

走幅跳 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷南部 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷南部 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷南部
06/03 女子 清水千亜妃(3) 4.63(+1.5)

走幅跳 高校生･丸子修学館高
06/03 女子 清水千亜妃(3) 9.65(+1.1)

三段跳 高校生･丸子修学館高
06/03 中学女子 津金 璃子(3) 10.01 林 歩実(3) 9.32 小林 由依(3) 8.92 荒井 日菜(2) 8.39 藤森 佑奈(3) 6.82 並木 愛佳(1) 5.86

砲丸投(2.721kg) 中学生･原中 中学生･岡谷東部中 中学生･原中 中学生･岡谷南部 中学生･諏訪西中 中学生･長峰中
06/03 女子 酒井 美咲(1) 8.36 小平 美来(2) 6.75

砲丸投(4.000kg) 高校生･丸子修学館高 高校生･野沢南高
06/03 女子 武藤 衣里加(2) 30.21 小平 美来(2) 26.49 酒井 美咲(1) 21.91

円盤投(1.000kg) 高校生･野沢南高 高校生･野沢南高 高校生･丸子修学館高
06/03 女子 酒井 美咲(1) 18.37

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 高校生･丸子修学館高



6月3日 12:00

中嶋 珠久(2) 中学生
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ 赤穂中
塩澤 姫和(3) 中学生
ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾖﾘ 岡谷東部中
倉嶋 明結菜(3) 中学生
ｸﾗｼﾏ ｱﾕﾅ 岡谷東部中

6月3日 12:15

塩澤 姫和(3) 中学生
ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾖﾘ 岡谷東部中
中嶋 珠久(2) 中学生
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ 赤穂中
倉嶋 明結菜(3) 中学生
ｸﾗｼﾏ ｱﾕﾅ 岡谷東部中

6月3日 12:00

翠川 明日香(1) 高校生
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｱｽｶ 丸子修学館高

6月3日 12:15

翠川 明日香(1) 高校生
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｱｽｶ 丸子修学館高

備考

 1.35

記録
1 1  1381

O XO O XXX

1m25 1m30 1m35 1m40

XXX  1.30

女子2次       

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

備考
1 1  1381

O O

記録1m25 1m30 1m35

女子

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

3 1  7642
XO XXX

 1.20

 1.15

2 2  8224
XO XO XXX

 1.25

記録 備考
1 3  7637

O XO XO XXX

中学女子2次   

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m15 1m20 1m25 1m30

 1.15

 1.20

3 1  7642
O XXX

1 3  7637
O O XXX

 1.20
1 2  8224

O O XXX

記録 備考1m15 1m20 1m25

中学女子

走高跳              

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



6月3日  9:00

2m40 2m50 2m60 2m70 2m80 2m90 3m00 3m10 3m20
小林 由依(3) 中学生 - - - - - - - - - -
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 原中 - - O O O O O O XXX
堀内 沙紀(3) 中学生 - - - - - - O XO O XO
ﾎﾘｳﾁ ｻｷ 原中 O XXX
八城 かすみ(2) 中学生 - - - O O XO XO XXO XXX
ﾔｼﾛ ｶｽﾐ 原中
小板橋 茉由(2) 中学生 - - - O O O XXX
ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾏﾕ 原中
山口 華奈(3) 中学生 - - O XO XXX
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅ 岡谷東部中
偆道 心々美(1) 中学生 O O XO XXX
ｼｭﾝﾄﾞｳ ｺｺﾐ 原中
鵜飼 めぐみ(1) 中学生 O O XXO XXX
ｳｶｲ ﾒｸﾞﾐ 原中
横内 咲希(2) 中学生 欠場
ﾖｺｳﾁ ｻｷ 原中
鎌倉 杏(3) 中学生 欠場
ｶﾏｸﾗ ｱﾝｽﾞ 原中

6月3日 14:00

3m00 3m20
小林 由依(3) 中学生 - - - - - - - - - -
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 原中 O XXX
八城 かすみ(2) 中学生 - - - O O O XXX
ﾔｼﾛ ｶｽﾐ 原中
小板橋 茉由(2) 中学生 - - - XO O XXX
ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾏﾕ 原中
偆道 心々美(1) 中学生 XO O O XXO XXX
ｼｭﾝﾄﾞｳ ｺｺﾐ 原中
鵜飼 めぐみ(1) 中学生 O O XXO XXX
ｳｶｲ ﾒｸﾞﾐ 原中
堀内 沙紀(3) 中学生 - - - - - - - - XXX 記録無し
ﾎﾘｳﾁ ｻｷ 原中
山口 華奈(3) 中学生 欠場
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶﾅ 岡谷東部中
横内 咲希(2) 中学生 欠場
ﾖｺｳﾁ ｻｷ 原中
鎌倉 杏(3) 中学生 欠場
ｶﾏｸﾗ ｱﾝｽﾞ 原中

6月3日  9:00

清水 愛奈(1) 高校生
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾅ 高遠高
北原 きらら(1) 高校生
ｷﾀﾊﾗ ｷﾗﾗ 辰野高
北村 美結(2) 高校生 欠場
ｷﾀﾑﾗ ﾐﾕｳ 長野工高

6月3日 14:00

清水 愛奈(1) 高校生
ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾅ 高遠高
北村 美結(2) 高校生 欠場
ｷﾀﾑﾗ ﾐﾕｳ 長野工高
北原 きらら(1) 高校生 欠場
ｷﾀﾊﾗ ｷﾗﾗ 辰野高

3   212

 2.00

2   856

備考
1 1   254

XO - O - XXX

記録1m80 1m90 2m00 2m10 2m20

女子2次       

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

2   856

 2.00
2 3   212

O XXX

 2.20

記録 備考
1 1   254

- - O XXX

女子

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m00 2m10 2m20 2m30

6  8686

8  7897

7  8684

3  7640

4 1  8691
 1.80

5 2  8689
 1.70

2 5  7893
 2.00

3 4  7890
 1.90

2m30 2m40
記録 備考

1 9  7898
 3.00

1m70 1m80 1m90 2m00 2m10 2m20

中学女子2次   

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m50 1m60

6  8686

8  7897

6 1  8691
 1.60

7 2  8689
 1.60

4 4  7890
 1.90

5 3  7640
 1.70

2 7  8684
 2.40

3 5  7893
 2.10

2m30

1 9  7898
 3.10

記録 備考
1m35 1m50 1m60 1m70 1m80 1m90 2m00 2m10 2m20

中学女子

棒高跳              

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



6月3日 10:30

小山 紗於里(5) 小学生   3.83   3.72   3.75   3.46   3.49   3.65    3.83 
ｺﾔﾏ ｻｵﾘ 王滝小   +2.4   +0.2   +2.4   -0.2   +0.9   +1.4    +2.4
小倉 和香葉(5) 小学生   3.65   3.66   3.35   3.20   3.48   3.58    3.66 
ｵｸﾞﾗ ﾜｶﾊﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +0.4   -0.1   +0.4   +1.0   +1.2   +0.1    +0.1
柳平 紗希(3) 小学生   3.19   3.03   2.94   3.18   2.96   3.14    3.19 
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｻｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +0.3   +1.6    0.0   +1.9   +0.4   +0.2    +0.3
山田 怜来(3) 小学生   3.10   3.04   3.13   2.97   3.17   3.04    3.17 
ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾗ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +0.8   +0.7    0.0   +1.4   +1.4   +1.7    +1.4
山下 恋花(3) 小学生   2.65   2.81   3.16   2.99   3.02   2.86    3.16 
ﾔﾏｼﾀ ｺﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +0.3   +1.2   +2.5   +1.2   +0.2   +0.1    +2.5
栖村 友希(6) 小学生   2.86   2.72   2.69   2.99   2.94   2.61    2.99 
ｽﾑﾗ ﾕｷ 王滝小   +1.1   +0.9   +0.2   +2.5   +2.4   +0.7    +2.5

6月3日 12:00

中島 さや香(2) 中学生   4.23    X   4.45    X    X    X    4.45 
ﾅｶｼﾞﾏ ｻﾔｶ 岡谷東部中   +1.0   +1.3    +1.3
大場 ひかる(3) 中学生   4.12   4.22    X   4.25   4.22   4.02    4.25 
ｵｵﾊﾞ ﾋｶﾙ 岡谷東部中   +1.9   +2.4   +0.7   +0.5   +1.0    +0.7
宮坂 詩(2) 中学生   3.97   3.98   4.15   3.79   3.77   4.11    4.15 
ﾐﾔｻｶ ｳﾀ 岡谷東部中   +2.5   -1.0   +0.7   -0.4   +1.6   +2.2    +0.7
佐藤 希美(2) 中学生   3.76   3.73   4.07   3.81    X   3.89    4.07 
ｻﾄｳ ﾉｿﾞﾐ 岡谷南部   +0.8   +3.0   +1.9   +1.8   -0.8    +1.9
篠原 さくら(3) 中学生   4.03   3.98   3.97   3.83   3.94   3.80    4.03 
ｼﾉﾊﾗ ｻｸﾗ 岡谷東部中   +3.2   +2.1   -1.4   +1.9   +2.0   +1.2    +3.2
本橋 奈央子(2) 中学生   3.98    X    X   3.60    X   3.96    3.98 
ﾓﾄﾊｼ ﾅｵｺ 岡谷南部   +0.4   +1.0   +1.3    +0.4
川嶋 成美(2) 中学生   3.94   3.74   3.92   3.76   3.96   3.73    3.96 
ｶﾜｼﾏ ﾅﾙﾐ 岡谷東部中   +0.4   +1.6   +4.3   +2.1   +1.7   -1.4    +1.7
髙野 夏来(2) 中学生   3.63   3.89   3.96   3.86   3.93   3.69    3.96 
ﾀｶﾉ ﾅﾂｷ 岡谷南部   +1.8   +2.4   +2.2   +3.2   +2.5    0.0    +2.2
斉藤 亜里紗(3) 中学生   3.77   3.72    X   3.87   3.92   3.88    3.92 
ｻｲﾄｳ ｱﾘｻ 岡谷東部中   +0.9   +1.6   +1.0   +2.9   +0.5    +2.9
黒澤 萌(2) 中学生   3.72    X   3.69   3.65    X   3.76    3.76 
ｸﾛｻﾜ ﾓｴ 長峰中   +1.4   +1.5   +1.6   +1.9    +1.9
武居 真衣(3) 中学生   3.52   3.23   3.63   3.55   3.56   3.66    3.66 
ﾀｹｲ ﾏｲ 岡谷南部   +0.7   +0.7   +1.1   +1.6   +2.0   +2.6    +2.6
橋詰 瑠菜(2) 中学生 欠場
ﾊｼｽﾞﾒ ﾙﾅ 岡谷南部

6月3日 10:30

清水 千亜妃(3) 高校生    X   4.63   4.63   4.23   4.13    X    4.63 
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 丸子修学館高   +0.4   +1.5   -1.3   +1.7    +1.5
武藤 衣里加(2) 高校生 欠場
ﾑﾄｳ ｴﾘｶ 野沢南高

6月3日 13:30

清水 千亜妃(3) 高校生   9.29   9.65    X   9.53   9.49   9.61    9.65 
ｼﾐｽﾞ ﾁｱｷ 丸子修学館高   -0.7   +1.1   +1.4   +1.8   +1.8    +1.1

-1- -2-ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1 1  1390

1  1246

-6- 記録 備考

女子

三段跳              
順位 試技 -3- -4- -5-

-5- -6- 記録 備考
1 2  1390

女子

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4-

11 9  7611

5  7616

9 2  7631

10 1  6878

7 12  7650

8 7  7612

5 6  7632

6 11  7613

3 4  8765

4 3  7615

備考
1 8  8761

2 10  7666

-2- -3- -4- -5- -6- 記録

6 2    10

中学女子

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

4 4    17

5 1    16

2 5    15

3 3    19

-4- -5- -6- 記録 備考
1 6    11

小学女子

走幅跳              

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



6月3日  9:00

津金 璃子(3) 中学生
ﾂｶﾞﾈ ﾘｺ 原中
林 歩実(3) 中学生
ﾊﾔｼ ｱﾕﾐ 岡谷東部中
小林 由依(3) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 原中
荒井 日菜(2) 中学生
ｱﾗｲ ﾋﾟﾅ 岡谷南部
藤森 佑奈(3) 中学生
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳﾅ 諏訪西中
並木 愛佳(1) 中学生
ﾅﾐｷ ﾏﾅｶ 長峰中

決勝 6月3日  9:00

酒井 美咲(1) 高校生
ｻｶｲ ﾐｻｷ 丸子修学館高
小平 美来(2) 高校生
ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｸ 野沢南高

6月3日 11:30

鎌倉 杏(3) 中学生 欠場
ｶﾏｸﾗ ｱﾝｽﾞ 原中

6月3日 11:30

武藤 衣里加(2) 高校生
ﾑﾄｳ ｴﾘｶ 野沢南高
小平 美来(2) 高校生
ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｸ 野沢南高
酒井 美咲(1) 高校生
ｻｶｲ ﾐｻｷ 丸子修学館高

6月3日 13:30

酒井 美咲(1) 高校生
ｻｶｲ ﾐｻｷ 丸子修学館高

  O  18.37 

記録 備考
1 1  1383

  O   O 18.37   O   X

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

  O  21.91 

女子

ハンマー投(4.000kg) 
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 26.49 

3 3  1383
  X   X 15.67 21.91   O

 30.21 

2 2  1244
  O 25.92   O   O   O 26.49

備考
1 1  1246

30.21   X   O   O   O   O

-2- -3- -4- -5- -6- 記録

女子

円盤投(1.000kg)     

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

記録 備考
1  7897

-1- -2- -3- -4- -5- -6-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 6.58
1  1244

 5.38  6.75

中学女子

円盤投(1.000kg)     

 7.05  7.75  7.98   8.36 

2

1 2  1383
 7.85  8.36  7.87

-4- -5- -6- 記録 備考

 6.72   -   -   6.75 

女子

砲丸投(4.000kg)     
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

 5.86  5.59  5.82   5.86 

 6.53  5.48  6.38   6.82  6.27

6 1  7853
 5.48  5.66  5.82

 8.04  8.39  8.20  8.22   8.39 

5 2  7752
 6.53  6.82

 8.92  7.65   -   -   8.92 

4 3  7614
 7.56  6.53

 8.93  9.32  8.76  8.31   9.32 

3 4  7898
 7.80  7.84

10.01  9.94  9.82  9.70  10.01 

2 5  7636
  X  9.16

-4- -5- -6- 記録 備考
1 6  7899

 9.92  9.79

中学女子

砲丸投(2.721kg)     

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-
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