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2019年度　第3回（69回）チャレンジ記録会茅野 フィールド審判長 清水　元雄

【開催日】 令和元年5月26日（日） 記録・情報主任 小沢　哲彦
【主催団体】 茅野市陸上競技協会

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】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

 5/26 女子 兼川 乃衣(4) 1.65 千葉 琉莉(2) 1.50 宮坂 優那(3) 岡谷東部中 1.45 宮坂 優羽奈(3) 1.40 林 海音(2) 1.35 野村 夏月(3) 1.30 奥原 緒美(3) 1.30

走高跳 愛  知･日女体大 岡谷東部中 田村 優衣(2) 茅野東部中 岡谷東部中 岡谷東部中 茅野東部中 長峰中

 5/26 女子 渡邊 南月(3) 3.80 偆道 心々美(3) 2.60 北田 紗由季(2) 2.00 島谷 桃葉(3) 1.80 竹内 千潤(2) 1.80

棒高跳 愛  知･岡崎城西高 原中 岡谷東部中 岡谷東部中 山辺中

 5/26 女子 小倉 歩華(3) 4.80(0.0) 丸茂 花愛(2) 4.46(-0.7) 相馬 里瑠(2) 4.45(0.0) 高林 あんり(3) 4.36(-1.4) 長門 杏実(3) 4.35(-0.6) 内川 穂乃佳(3) 4.26(+0.2) 箱田 真奈美(2) 4.13(-0.9) 青木 音乃(2) 4.06(-1.5)

走幅跳 上諏訪中 茅野東部中 諏訪南中 清陵附属中 岡谷東部中 岡谷西部中 長峰中 岡谷東部中

 5/26 中学女子 倉田 紗優加(3) 12.03 並木 愛佳(3) 9.04 林 優舞(3) 8.79 中村 杏(2) 8.60 黒澤 美月(3) 8.56 今井 夕夏(3) 7.95 坂戸 愛佳(3) 7.61 畔上 陽菜(2) 7.37

砲丸投(2.721kg) 南箕輪中 長峰中 岡谷東部中 茅野東部中 長峰中 上諏訪中 岡谷東部中 長峰中



決勝 5月26日 11:30

1m55 1m60 1m65 1m70
兼川 乃衣(4) 愛  知 - - - - - - - - - -
ｶﾈｶﾜ ﾉｲ 日女体大 - o xxo xxx
千葉 琉莉(2) - - - - - o o o o o
ﾁﾊﾞ ﾙﾘ 岡谷東部中 xxx
宮坂 優那(3) - - - o o o o o xxo xxx
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 岡谷東部中
田村 優衣(2) - - - - o o o o xxo xxx
ﾀﾑﾗ ﾕｲ 茅野東部中
宮坂 優羽奈(3) - - - - o xo xxo xo xxx
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 岡谷東部中
林 海音(2) - - o xo o o o xxx
ﾊﾔｼ ｶﾉﾝ 岡谷東部中
野村 夏月(3) - o o o xxo o xxx
ﾉﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 茅野東部中
奥原 緒美(3) - - - o o xxo xxx
ｵｸﾊﾗ ﾂｸﾞﾐ 長峰中
石倉 ゆうび(2) - - - o o xxx
ｲｼｸﾗ ﾕｳﾋﾞ 岡谷東部中
中田 陽菜(3) - - - o xo xxx
ﾅｶﾀ ﾊﾙﾅ 旭町中
古畑 輝里(2) o o o xo xxx
ﾌﾙﾊﾀ ｶｶﾞﾘ 長峰中
長門 里奈(1) xxo o o xo xxx
ﾅｶﾞﾄ ﾘﾅ 岡谷東部中
矢﨑 梨奈(1) - o o xxo xxx
ﾔｻﾞｷ ﾘﾅ 諏訪南中
越川 えり(3) o o o xxo xxx
ｺｼｶﾜ ｴﾘ 富士見中
藤島 沙由希(3) o o xxx
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 長峰中
黒澤 美月(3) DNS
ｸﾛｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 長峰中
刈間 彩也子(2) DNS
ｶﾘﾏ ｻﾔｺ 永明中
箱田 真奈美(2) DNS
ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 長峰中
小平 奏重(3) DNS
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 永明中

決勝 5月26日 10:00

2m80 2m90 3m00 3m40 3m50 3m60 3m70 3m80 3m90
渡邊 南月(3) 愛  知 - - - - - - - - - -
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ 岡崎城西高 - - - xo - xxo o xo xxx
偆道 心々美(3) - - - - - o o o xo xxx
ｼｭﾝﾄﾞｳ ｺｺﾐ 原中
北田 紗由季(2) - xo o xxx
ｷﾀﾀﾞ ｻﾕｷ 岡谷東部中
島谷 桃葉(3) - o xxx
ｼﾏﾔ ﾓﾓﾊ 岡谷東部中
竹内 千潤(2) xo o xxx
ﾀｹｳﾁ ﾁﾋﾛ 山辺中

女子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m05 1m10 1m15 1m20 1m25

備考

1 19     1  1.65

1m30 1m35 1m40 1m45 1m50

2 18  7663  1.50

3 5  7633  1.45

記録

6 11  7664  1.35

7 12  7881  1.30

3 14  7870  1.45

5 13  7658  1.40

10 16  7079  1.25

11 2  7846  1.20

8 15  7856  1.30

9 9  7637  1.25

13 6  7934  1.20

15 1  7869  1.10

12 7  7649  1.20

13 4  7776  1.20

10  7847
     

17  7798      

3  7857      

8  7807      

女子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m60 1m80 2m00 2m10 2m20

記録 備考

1 5 L7798  3.80

2m30 2m40 2m50 2m60 2m70

4 1  7654  1.80

5 2  7152  1.80

2 4  8691  2.60

3 3  7639  2.00



決勝 5月26日  9:30

小倉 歩華(3)   4.80  4.79  4.63   4.80 
ｵｸﾞﾗ ｱﾕｶ 上諏訪中    0.0  -0.1   0.0    0.0
丸茂 花愛(2)   4.46  4.44  4.29   4.46 
ﾏﾙﾓ ﾊﾅｴ 茅野東部中   -0.7  +0.4  -0.1   -0.7
相馬 里瑠(2)    x    x   4.45   4.45 
ｿｳﾏ ﾘﾙ 諏訪南中                0.0    0.0
高林 あんり(3)   4.36  4.25  4.31   4.36 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｱﾝﾘ 清陵附属中   -1.4  +0.9  +1.5   -1.4
長門 杏実(3)    x    x   4.35   4.35 
ﾅｶﾞﾄ ｱﾐ 岡谷東部中               -0.6   -0.6
内川 穂乃佳(3)    x   4.26   x    4.26 
ｳﾁｶﾜ ﾎﾉｶ 岡谷西部中         +0.2         +0.2
箱田 真奈美(2)   4.13  3.89  3.33   4.13 
ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 長峰中   -0.9  +0.9   0.0   -0.9
青木 音乃(2)   4.06  3.98  3.81   4.06 
ｱｵｷ ﾉﾉ 岡谷東部中   -1.5   0.0  -1.1   -1.5
春日 莉緒(3)   4.00  3.99  4.05   4.05 
ｶｽｶﾞ ﾘｵ 岡谷東部中   -1.2   0.0  +0.3   +0.3
田口 澄香(2)   3.77  4.02  3.74   4.02 
ﾀｸﾞﾁ ｽﾐｶ 上諏訪中   +1.0  +0.1  +0.2   +0.1
外山 優(2)   3.86   x   3.97   3.97 
ﾄﾔﾏ ﾕｳ 岡谷西部中   -1.8        +1.3   +1.3
古木 優羽(3)   3.82  3.23  3.09   3.82 
ﾌﾙｷ ﾕｳ 岡谷東部中   -1.0   0.0  -0.5   -1.0
田中 絆(2)   3.58  3.81  3.71   3.81 
ﾀﾅｶ ｷｽﾞﾅ 岡谷東部中    0.0  +1.4   0.0   +1.4
小島 彩奈(3)   3.74  3.47  3.66   3.74 
ｺｼﾞﾏ ｱﾔﾅ 長峰中   -1.1   0.0   0.0   -1.1
大和 由奈(1)   3.57   x   3.60   3.60 
ｵｵﾜ ﾕﾅ 長峰中   -0.1         0.0    0.0
篠原 夏帆(1)   3.23  3.38  3.15   3.38 
ｼﾉﾊﾗ ｶﾎ 岡谷東部中   -0.8   0.0  -0.7    0.0
三島 きらり(1)   3.23  3.26   x    3.26 
ﾐｼﾏ ｷﾗﾘ 岡谷東部中   -0.6   0.0          0.0
春日 円花(1)   3.19  3.13  3.02   3.19 
ｶｽｶﾞ ﾏﾄﾞｶ 岡谷東部中   -1.2   0.0  -0.3   -1.2
上田 柚希(1)   3.13  3.17  2.97   3.17 
ｳｴﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 岡谷西部中   -0.7   0.0  -1.4    0.0
林 舞羽(1)   2.38  2.60  2.74   2.74 
ﾊﾔｼ ﾏｲﾊ 岡谷東部中   -0.5   0.0  -1.3   -1.3
小松 未唯奈(3)               DNS
ｺﾏﾂ ﾐｲﾅ 長峰中                          

16  7851

19 8  7571

20 4  7650

17 3  7652

18 1  7645

15 5  7861

16 2  7647

13 17  7662

14 7  7840

11 10  7563

12 6  7657

9 13  7635

10 15  7718

7 19  7847

8 9  7638

5 21  7656

6 12  7582

3 14  7767

4 11  7940

1 20  7716

2 18  7872

-3- 記録 備考

女子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月26日  9:30

倉田 紗優加(3)
ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 南箕輪中
並木 愛佳(3)
ﾅﾐｷ ﾏﾅｶ 長峰中
林 優舞(3)
ﾊﾔｼ ﾕﾏ 岡谷東部中
中村 杏(2)
ﾅｶﾑﾗ ｱﾝ 茅野東部中
黒澤 美月(3)
ｸﾛｻﾜ ﾐﾂﾞｷ 長峰中
今井 夕夏(3)
ｲﾏｲ ﾕｳｶ 上諏訪中
坂戸 愛佳(3)
ｻｶﾄ ｱｲｶ 岡谷東部中
畔上 陽菜(2)
ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾊﾙﾅ 長峰中
宮原 彩菜(2)
ﾐﾔﾊﾗ ｱﾔﾅ 辰野中
林 海音(2)
ﾊﾔｼ ｶﾉﾝ 岡谷東部中
藤島 沙由希(3)
ﾌｼﾞｼﾏ ｻﾕｷ 長峰中
花岡 澄珠(2)
ﾊﾅｵｶ ｽｽﾞ 岡谷西部中
宮坂 優那(3)
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾅ 岡谷東部中
松﨑 祥歩(2)
ﾏﾂｻﾞｷ ｻﾎ 辰野中
小平 奏重(3) DNS
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 永明中
荻原 瞳(3) DNS
ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾄﾐ 辰野中

    12  7964          

  6.13  6.24 13 3  7633   6.24  6.01

    

14 9  7978   5.29  5.81  5.52  5.81 

6  7798          

  6.42  6.42 

  6.65 

11 2  7869   5.82  6.20

12 4  7564   6.35  5.85  6.36  6.36 

  6.52  7.34 

  7.37 

9 1  7972    x   7.34

10 5  7664   6.26  6.65  5.87

   x   7.61 

  7.95 

7 16  7653   7.61  7.45

8 7  7852   6.89  7.05  7.37

  8.56  8.56 

  8.60 

5 10  7857   8.02  8.32

6 11  7715   7.75  7.18  7.95

  8.75  8.79 

  9.04 

3 15  7634   8.79  7.82

4 8  7871   8.31  7.89  8.60

備考

1 14  8051  10.80 12.03 11.53

2 13  7853   9.04  8.60  8.93

-2- -3-

 12.03 

中学女子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 記録
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