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◆この大会で樹立された記録

記録の種類 記録 所属 従来の記録

◆グラウンドコンディション
時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速
10:00 曇り  12.0 65.0 南西   1.0m/sec.
11:00 曇り  13.0 50.0 西北西   2.0m/sec.
12:00 曇り  13.5 51.0 西南西   5.0m/sec.
13:00 曇り  13.0 60.0 西北西   4.0m/sec.
14:00 曇り  14.0 57.0 西北西   4.0m/sec.

(大会コード18170721）

平成30年度　第2回（59回）チャレンジ記録会茅野

公　式　記　録　集

茅野市陸上競技協会

特定非営利活動法人茅野市体育協会

茅野市
茅野市教育委員会

氏名（学年）

茅野市陸上競技協会

平成30年4月14日（土）

茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：173100）



平成30年度第2回チャレンジ記録会茅野(18170721)                                   
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
04/14 女子 北村 美結(3) 3.20 清水 愛奈(2) 2.70 田中 愛(2) 2.30

棒高跳 高校生･長野工業高 高校生･高遠高 高校生･松本国際
04/14 中学女子    小林 万莉(3) 1.35 小池 理紗子(2) 1.30 小口 葉奈(2) 1.30 笠原 江梨(3) 1.25 奥原 緒美(2) 1.20 黒澤 美月(2) 1.15 上島 奈華(2) 1.15

走高跳 中学生･長峰中 中学生･諏訪西中 中学生･諏訪西中 中学生･岡谷東部中 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･岡谷東部中
04/14 小板橋 茉由(3) 2.20 偆道 心々美(2) 中学生･原中 2.10 川嶋 成美(3) 2.00

棒高跳 中学生･原中 鵜飼 めぐみ(2) 中学生･原中 中学生･岡谷東部中
04/14 並木 愛佳(2) 8.69 小林 万莉(3) 7.63 小林 千紘(3) 7.63 林 優舞(2) 7.17

砲丸投 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･岡谷東部中
04/14 小学女子2次 山下 心花(6) 1.20

走高跳 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
04/14 中学女子2次 小池 理紗子(2) 1.35 小口 葉奈(2) 1.30 笠原 江梨(3) 1.25 奥原 緒美(2) 1.25 小林 万莉(3) 1.20 黒澤 美月(2) 1.15

走高跳 中学生･諏訪西中 中学生･諏訪西中 中学生･岡谷東部中 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･長峰中
04/14 鵜飼 めぐみ(2) 2.20

棒高跳 中学生･原中
04/14 並木 愛佳(2) 8.68 小林 千紘(3) 8.20 小林 万莉(3) 7.83 林 優舞(2) 7.47

砲丸投 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･岡谷東部中
04/14 小学女子    山下 心花(6) 1.20

走高跳 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ



決勝 4月14日 10:00

小林 万莉(3) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 長峰中
小池 理紗子(2) 中学生
ｺｲｹ ﾘｻｺ 諏訪西中
小口 葉奈(2) 中学生
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 諏訪西中
笠原 江梨(3) 中学生
ｶｻﾊﾗ ｴﾘ 岡谷東部中
奥原 緒美(2) 中学生
ｵｸﾊﾗ ﾂｸﾞﾐ 長峰中
黒澤 美月(2) 中学生
ｸﾛｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 長峰中
上島 奈華(2) 中学生
ｶﾐｼﾞﾏ ﾅﾅｶ 岡谷東部中

決勝 4月14日 10:00

山下 心花(6) 小学生
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

決勝 4月14日 11:00

小池 理紗子(2) 中学生
ｺｲｹ ﾘｻｺ 諏訪西中
小口 葉奈(2) 中学生
ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 諏訪西中
笠原 江梨(3) 中学生
ｶｻﾊﾗ ｴﾘ 岡谷東部中
奥原 緒美(2) 中学生
ｵｸﾊﾗ ﾂｸﾞﾐ 長峰中
小林 万莉(3) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 長峰中
黒澤 美月(2) 中学生
ｸﾛｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 長峰中
上島 奈華(2) 中学生 欠場
ｶﾐｼﾞﾏ ﾅﾅｶ 岡谷東部中

決勝 4月14日 11:00

山下 心花(6) 小学生
ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
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決勝 4月14日 10:00

3m10 3m20 3m30
北村 美結(3) 高校生 - - - - - - - O - O
ｷﾀﾑﾗ ﾐﾕｳ 長野工業高 O XO XXX
清水 愛奈(2) 高校生 - - - - O O XO O XXX
ｼﾐｽﾞ ｱｲﾅ 高遠高
田中 愛(2) 高校生 O O O XXO XXX
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 松本国際

決勝 4月14日 10:00

小板橋 茉由(3) 中学生
ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾏﾕ 原中
偆道 心々美(2) 中学生
ｼｭﾝﾄﾞｳ ｺｺﾐ 原中
鵜飼 めぐみ(2) 中学生
ｳｶｲ ﾒｸﾞﾐ 原中
川嶋 成美(3) 中学生
ｶﾜｼﾏ ﾅﾙﾐ 岡谷東部中

決勝 4月14日 12:00

北村 美結(3) 高校生 記録無し
ｷﾀﾑﾗ ﾐﾕｳ 長野工業高
田中 愛(2) 高校生 欠場
ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 松本国際
清水 愛奈(2) 高校生 欠場
ｼﾐｽﾞ ｱｲﾅ 高遠高

決勝 4月14日 12:00

鵜飼 めぐみ(2) 中学生
ｳｶｲ ﾒｸﾞﾐ 原中
偆道 心々美(2) 中学生 記録無し
ｼｭﾝﾄﾞｳ ｺｺﾐ 原中
小板橋 茉由(3) 中学生 記録無し
ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾏﾕ 原中
川嶋 成美(3) 中学生 欠場
ｶﾜｼﾏ ﾅﾙﾐ 岡谷東部中
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決勝 4月14日 10:00

並木 愛佳(2) 中学生
ﾅﾐｷ ﾏﾅｶ 長峰中
小林 万莉(3) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 長峰中
小林 千紘(3) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 長峰中
林 優舞(2) 中学生
ﾊﾔｼ ﾕﾏ 岡谷東部中

決勝 4月14日 11:00

並木 愛佳(2) 中学生
ﾅﾐｷ ﾏﾅｶ 長峰中
小林 千紘(3) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁﾋﾛ 長峰中
小林 万莉(3) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 長峰中
林 優舞(2) 中学生
ﾊﾔｼ ﾕﾏ 岡谷東部中

記録 備考
1 4  7853

 7.52  8.10  8.68   8.68 
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中学女子2次   

-6-

  7.63 
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決勝
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  8.69 

砲丸投(2.721kg)     

中学女子      

砲丸投(2.721kg)     

決勝
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