
《大会コード　　　０８２００５４８》

期　日　：　平成21年９月6日(日）

会　場　：　岡谷市営陸上競技場（岡谷東部中学校庭）
《競技場コード　　　２０４０２０》

風力測定主任：百瀬二千六

時刻 天候 気温　℃ 湿度％ 風向 風速

9時00分 晴れ 21.5℃ 73% 南西 1.7

10時00分 晴れ 23.0℃ 67% 南東 0.5

11時00分 晴れ 24.5℃ 54% 北北東 0.5

12時00分 晴れ 26.2℃ 53% 北北西 1.0

13時00分 晴れ 27.0℃ 46% 西 2.0

14時00分 晴れ 27.0℃ 50% 西 3.0

記録主任：森　安夫

予・決 記録 所属 従来の記録

決勝 1.11.08 岡谷西部 1.13.88

決勝 11.50 岡谷南部 11.70

決勝 4.45.51 岡谷東部 4.47.93

山田 大稀(2)

小松 拓磨(2)

第63回岡谷市民陸上競技大会

第63回岡谷市民陸上競技大会

種　　目 氏　　名

中学男子4×100mR 決勝 50.36 岡谷東部 51.27

井上 和己(2)

中学女子共通400ｍ

中学男子3年100ｍ

三村 和久(1)

中学男子共通1500ｍ

平成２1年度
第63岡谷市民陸上競技大会

川島 創士(2)

伊藤　美穂

濱　　裕哉

グ ラ ン ド コ ン デ シ ョ ン 記 録

大 会 新 記 録 一 覧 表



第63岡谷市民陸上競技選手権  

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】岡谷市営陸上競技場

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
09/05 男子  -0.4 小林 哲也 12.93 宮下 憲司 14.13 井口 昌一 14.39

100m 神明小教 神明小教 神明小教
09/05 小学男子4年  +0.8 山田敬太(4) 15.35 武居 亨太(4) 15.38 山田 一輝(4) 15.53 瀧澤 一喜(4) 16.10 小林 隼人(4) 16.55 園田 颯(4) 16.99

100m 長地小 小井川小(Ａ) 長地小 小井川小 岡谷小 岡谷小
09/05 中村駿吾(4) 2,58.09 松瀬 曉岳(4) 3,01.46 澁谷 拓見(4) 3,05.50 中根 透輝(4) 3,08.17 田中 寿徳(4) 3,19.82 玉川 晃聖(4) 3,44.04 濵 悠人(4) 3,47.49

800m 長地小 長地小 長地小 岡谷小 長地小 小井川小 岡谷小
09/05 長地小(A)     1,06.30 小井川小(Ａ)     1,06.35 長地小(B)     1,07.13 岡谷小(Ａ)     1,08.28

4×100mR 澁谷 拓見(4) 瀧澤 一喜(4) 浜 拓也(4) 武居 史也(4)
中村駿吾(4) 平沢 弥月(4) 松下 諒亮(4) 小林 隼人(4)
鳴海 祐斗(4) 小口 航平(4) 松瀬 暁岳(4) 中根 透輝(4)
山田敬太(4) 武居 亨太(4) 山田 一輝(4) 園田 颯(4)

09/05 小学男子5年   0.0 小尾 雅(5) 14.88 杉浦 光太郎(5) 16.12 倉品 裕介(5) 16.49 前澤 凌(5) 17.00 野田 敬斗(5) 17.33 濵  健留(5) 17.73 後藤 瑠希(5) 20.74
100m 田中小 田中小 岡谷小 小井川小 上の原小 神明小 岡谷小

09/05 鮎澤 雅尚(5) 3,39.80 辛山 圭太(5) 3,45.17 米山 幸伸(5) 3,45.41 山中智貴(5) 3,58.92 宮坂駿吾(5) 4,05.12 塚田 泰史(5) 4,16.02 佐々 光一朗(5) 4,22.21 増澤 賢(5) 4,24.91
1000m 川岸小 神明小 上の原小 長地小 長地小 上の原小 岡谷小 長地小

09/05 神明小     1,09.19 上の原小     1,10.48
4×100mR 濵  健留(5) 野田 敬斗(5)

工藤 迅永(5) 米山 幸伸(5)
北村 駿弥(5) 塚田 泰史(5)
辛山 圭太(5) 増澤 直彦(5)

09/05 小学男子6年  +1.8 松田 尚希(6) 13.82 宮本 桂見(6) 14.57 伊藤 和輝(6) 神明小 14.63 安田 哲未(6) 15.10 濵  利典(6) 15.93 近藤 翼(6) 16.09
100m 小井川小 岡谷小 羽生田 大地(6) 岡谷小 岡谷小 神明小 川岸小

09/05 吉家 翔吾(6) 3,27.72 田中 大夢(6) 3,28.75 白川 恒大(6) 3,29.45 渡辺高史(6) 3,55.24 鈴木 優斗(6) 3,57.15
1000m 神明小 上の原小 小井川小 長地小 神明小

09/05 岡谷小(Ａ)     1,00.70 神明小     1,01.94 岡谷小(Ｂ)     1,02.54 小井川小(Ａ)     1,11.72
4×100mR 宮本 桂見(6) 濵  利典(6) 倉品 裕介(5) 有田 佑馬(6)

安田 哲未(6) 此田 滉(6) 濵 悠人(4) 柳澤 全紀(6)
宮下 武也(6) 井上 誠也(6) 柳澤 竜登(4) 白川 恒大(6)
羽生田 大地(6) 伊藤 和輝(6) 松田 匡平(6) 松田 尚希(6)

09/05 中学男子1年  +2.0 三村 和久(1) 12.50 窪田 章吾(1) 12.98 高坂 亮介(1) 13.65 辛山 勇太(1) 13.96 武田 諒(1) 14.04 岩本 一真(1) 14.09 守屋 暁太(1) 14.11
100m 岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷北部中 岡谷北部中 岡谷西部

09/05  +0.5 三村 和久(1) 25.89 窪田 章吾(1) 27.29 守屋 暁太(1) 29.15 武田 諒(1) 29.69 斉藤 実来(1) 32.45
200m 岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷西部 岡谷北部中 岡谷西部

09/05 中学男子2年   0.0 川島 創士(2) 12.74 藤澤 拓馬(2) 13.40 藤森 崇美(2) 13.41 二村 直輝(2) 13.91 芝田 直樹(2) 14.03
100m 岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷西部 岡谷北部中 岡谷北部中

09/05  +0.5 藤澤 拓馬(2) 26.64 宮澤 清悟(2) 27.29 山田 大稀(2) 27.60 宮澤 孝明(2) 27.79 芝田 直樹(2) 29.04
200m 岡谷北部中 岡谷西部 岡谷東部中 岡谷西部 岡谷北部中

09/05 中学男子3年   0.0 濱 裕哉(3) 11.50
100m 　岡谷南部中

09/05 中学男子共通 林 篤志(3) 56.17 川島 創士(2) 56.98 平井 一輝(2) 1,04.27 佐藤 泰規(2) 1,08.35
400m 　岡谷南部中 岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷東部中

09/05 井上 和己(2) 4,45.51 小口 響己(2) 4,59.49 宮澤 孝明(2) 5,05.56 宮澤 清悟(2) 5,18.71 藤森 崇美(2) 5,23.68 神原 亮太(1) 5,57.40 高橋 孝佳(1) 6,00.98 小口 広朗(1) 6,04.89
1500m 岡谷東部中 岡谷西部 岡谷西部 岡谷西部 岡谷西部 岡谷北部中 岡谷東部中 岡谷北部中

09/05 中村 和明(2) 10,09.30 矢﨑 佑喜(2) 10,50.60 山田 誉史輝(2) 11,17.06 郡司 耕平(2) 12,33.86
3000m 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷西部

09/05 岡谷東部中（Ａ）      50.36 岡谷北部中（Ａ）      52.99 岡谷北部中(B)      53.47 岡谷西部中       53.50 岡谷東部中(B)      54.58 岡谷東部中(Ｃ)      56.12
4×100mR 小松 拓磨(2) 芝田 直樹(2) 辛山 勇太(1) 宮澤 清悟(2) 高坂 亮介(1) 梅田 怜志(1)

三村 和久(1) 二村 直樹(2) 岩本 一真(1) 守屋 暁太(1) 田中 俊平(2) 北原 宗城(1)
山田 大稀(2) 平井 一輝(2) 武田 諒(1) 宮澤 孝明(2) 山田 誉史輝(2) 矢﨑 佑喜(2)
川島 創士(2) 藤澤 拓馬(2) 窪田 章吾(1) 藤森 崇美(2) 中村 和明(2) 井上 和己(2)

09/05 オープン男子  -0.4 百瀬　澪(6) 14.95
100m 神明小



第63岡谷市民陸上競技選手権  

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】岡谷市営陸上競技場

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
09/06 男子 濱 喜一郎 1.50

走高跳 岡谷西部教
09/06 宮下 憲司 4.40(+0.2) 井口 昌一 4.33(+0.2)

走幅跳 神明小教 神明小教
09/06 宮下 憲司 8.32 井口 昌一 6.46

砲丸投 神明小教 神明小教
09/06 小学男子4年 増澤 希将(4) 3.12(+0.1) 松下 諒亮(4) 2.78(+0.1) 工藤 慶士(4) 2.26(+0.1)

走幅跳 上の原小 長地小 神明小
09/06 小学男子5年 牛山 天陽(5) 3.20(+0.1) 北村 駿弥(5) 3.03(+0.1) 増澤 直彦(5) 2.95(+0.1) 工藤 迅永(5) 2.92(+0.1) 塚原 諒(5) 2.72(+0.1) 小澤 健人(5) 2.04(+0.1)

走幅跳 小井川小 神明小 上の原小 神明小 岡谷小 小井川小
09/06 小学男子6年 今井 柊人(6) 3.41(+0.1) 有田 佑馬(6) 3.17(+0.1) 柳沢 全紀(6) 3.04(+0.1)

走幅跳 長地小 小井川小 小井川小
09/06 中学男子共通 秋山 秀明(2) 1.40 矢﨑 佑喜(2) 1.35 高橋 智哉(1) 1.35 北原 宗城(1) 1.35 小林 聖也(1) 1.25 高坂 亮介(1) 1.25

走高跳 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷東部中 岡谷西部 岡谷東部中
09/06 小松 拓磨(2) 4.85(+0.2) 田中 俊平(2) 4.62(+0.2) 小林 聖也(1) 4.59(+0.1) 秋山 秀明(2) 4.56(+0.2) 梅田 怜志(1) 4.06(+0.2)

走幅跳 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷西部 岡谷東部中 岡谷東部中
09/06 吉澤 健太(2) 8.39 小口 響己(2) 6.39

砲丸投 岡谷北部中 岡谷西部



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 岡谷市陸協 [-1] 競技会名 第63岡谷市民陸上競技選手権                                                      ｺｰﾄﾞ  [       ]

競技場名 岡谷市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [116677]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 09/06 -0.4  1 小林 哲也    12.93  2 宮下 憲司    14.13  3 井口 昌一    14.39

神明小教 神明小教 神明小教
小学男子4年   09/06 +0.8  1 山田敬太(4)    15.35  2 武居 亨太(4)    15.38  3 山田 一輝(4)    15.53  4 瀧澤 一喜(4)    16.10

長地小 小井川小(Ａ) 長地小 小井川小
 5 小林 隼人(4)    16.55  6 園田 颯(4)    16.99 鳴海 祐斗(4) 欠場    

岡谷小 岡谷小 長地小
小学男子4年   09/06  1 中村駿吾(4)  2,58.09  2 松瀬 曉岳(4)  3,01.46  3 澁谷 拓見(4)  3,05.50  4 中根 透輝(4)  3,08.17

長地小 長地小 長地小 岡谷小
 5 田中 寿徳(4)  3,19.82  6 玉川 晃聖(4)  3,44.04  7 濵 悠人(4)  3,47.49 矢崎 堅斗(4) 欠場    

長地小 小井川小 岡谷小 長地小
小学男子5年   09/06 0.0  1 小尾 雅(5)    14.88  2 杉浦 光太郎(5)    16.12  3 倉品 裕介(5)    16.49  4 前澤 凌(5)    17.00

田中小 田中小 岡谷小 小井川小
 5 野田 敬斗(5)    17.33  6 濵  健留(5)    17.73  7 後藤 瑠希(5)    20.74

上の原小 神明小 岡谷小
小学男子5年   09/06  1 鮎澤 雅尚(5)  3,39.80  2 辛山 圭太(5)  3,45.17  3 米山 幸伸(5)  3,45.41  4 山中智貴(5)  3,58.92

川岸小 神明小 上の原小 長地小
 5 宮坂駿吾(5)  4,05.12  6 塚田 泰史(5)  4,16.02  7 佐々 光一朗(5)  4,22.21  8 増澤 賢(5)  4,24.91

長地小 上の原小 岡谷小 長地小
 9 片倉 彰悟(5)  5,36.42 小口 敬史(5) 欠場    川瀬 敏樹(5) 欠場    伊藤 健留(5) 欠場    

川岸小 田中小 小井川小 田中小
小学男子6年   09/06 +1.8  1 松田 尚希(6)    13.82  2 宮本 桂見(6)    14.57  3 伊藤 和輝(6)    14.63  3 羽生田 大地(6)    14.63

小井川小 岡谷小 神明小 岡谷小
 5 安田 哲未(6)    15.10  6 濵  利典(6)    15.93  7 近藤 翼(6)    16.09

岡谷小 神明小 川岸小
小学男子6年   09/06  1 吉家 翔吾(6)  3,27.72  2 田中 大夢(6)  3,28.75  3 白川 恒大(6)  3,29.45  4 渡辺高史(6)  3,55.24

神明小 上の原小 小井川小 長地小
 5 鈴木 優斗(6)  3,57.15 伊藤 勇希(6) 欠場    

神明小 田中小
中学男子1年   09/06 +2.0  1 三村 和久(1)    12.50  2 窪田 章吾(1)    12.98  3 高坂 亮介(1)    13.65  4 辛山 勇太(1)    13.96

岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷東部中 岡谷北部中
 5 武田 諒(1)    14.04  6 岩本 一真(1)    14.09  7 守屋 暁太(1)    14.11

岡谷北部中 岡谷北部中 岡谷西部
中学男子1年   09/06 +0.5  1 三村 和久(1)    25.89  2 窪田 章吾(1)    27.29  3 守屋 暁太(1)    29.15  4 武田 諒(1)    29.69

岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷西部 岡谷北部中
 5 斉藤 実来(1)    32.45

岡谷西部
中学男子2年   09/06 0.0  1 川島 創士(2)    12.74  2 藤澤 拓馬(2)    13.40  3 藤森 崇美(2)    13.41  4 二村 直輝(2)    13.91

岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷西部 岡谷北部中
 5 芝田 直樹(2)    14.03

岡谷北部中
中学男子2年   09/06 +0.5  1 藤澤 拓馬(2)    26.64  2 宮澤 清悟(2)    27.29  3 山田 大稀(2)    27.60  4 宮澤 孝明(2)    27.79

岡谷北部中 岡谷西部 岡谷東部中 岡谷西部
 5 芝田 直樹(2)    29.04

岡谷北部中
中学男子3年   09/06 0.0  1 濱 裕哉(3)    11.50

　岡谷南部中
中学男子3年   09/06 濱 裕哉(3) 欠場    林 篤志(3) 欠場    

　岡谷南部中 　岡谷南部中
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トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 岡谷市陸協 [-1] 競技会名 第63岡谷市民陸上競技選手権                                                      ｺｰﾄﾞ  [       ]

競技場名 岡谷市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [116677]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

中学男子共通  09/06  1 林 篤志(3)    56.17  2 川島 創士(2)    56.98  3 平井 一輝(2)  1,04.27  4 佐藤 泰規(2)  1,08.35
　岡谷南部中 岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷東部中

中学男子共通  09/06  1 井上 和己(2)  4,45.51  2 小口 響己(2)  4,59.49  3 宮澤 孝明(2)  5,05.56  4 宮澤 清悟(2)  5,18.71
岡谷東部中 岡谷西部 岡谷西部 岡谷西部

 5 藤森 崇美(2)  5,23.68  6 神原 亮太(1)  5,57.40  7 高橋 孝佳(1)  6,00.98  8 小口 広朗(1)  6,04.89
岡谷西部 岡谷北部中 岡谷東部中 岡谷北部中

宮坂 進(2) 欠場    
岡谷北部中

中学男子共通  09/06  1 中村 和明(2) 10,09.30  2 矢﨑 佑喜(2) 10,50.60  3 山田 誉史輝(2) 11,17.06  4 郡司 耕平(2) 12,33.86
岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷西部

オープン男子  09/06 -0.4  1 百瀬　澪(6)    14.95
神明小100m

400m

1500m

3000m



トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 岡谷市陸協 [-1] 競技会名 第63岡谷市民陸上競技選手権                                                      ｺｰﾄﾞ  [       ]

競技場名 岡谷市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [116677]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
小学男子4年   09/06  1組 +0.3  1 武居 享太(4)    15.57  2 瀧澤 一喜(4)    16.21  3 鳴海 祐斗(4)    16.52  4 園田 颯(4)    16.94

小井川小 小井川小 長地小 岡谷小
 5 押野 昴(4)    16.97  6 増澤 涼(4)    17.93  7 柳澤 竜登(4)    20.35

神明小 小井川小 岡谷小
 2組 +0.3  1 山田 一輝(4)    15.66  2 志村 尚士(4)    17.26  3 浜 拓也(4)    17.35  4 小口 航平(4)    17.45

長地小 小井川小 長地小 小井川小
 5 平沢 弥月(4)    18.19 林 郁真(4) 欠場    

小井川小 岡谷小
 3組 -0.3  1 山田敬太(4)    15.64  2 小林 隼人(4)    16.73  3 金本 一将(4)    17.38  4 武居 史也(4)    17.43

長地小 岡谷小 小井川小 岡谷小
江村 凌太郎(4) 欠場    山田 浩輝(4) 欠場    

小井川小 長地小
小学男子5年   09/06  1組 -0.1  1 小尾 雅(5)    14.84  2 前澤 凌(5)    16.81  3 野田 敬斗(5)    17.82  4 濵  健留(5)    17.86

田中小 小井川小 上の原小 神明小
 5 後藤 瑠希(5)    19.80

岡谷小
 2組 +0.1  1 杉浦 光太郎(5)    16.26  2 倉品 裕介(5)    16.33 岩本 雄大(5) 欠場    小澤 駿(5) 欠場    

田中小 岡谷小 田中小 小井川小
小学男子6年   09/06  1組 -1.1  1 宮本 桂見(6)    14.90  2 羽生田 大地(6)    15.01  3 近藤 翼(6)    16.15  4 濵  利典(6)    16.17

岡谷小 岡谷小 川岸小 神明小
 5 泉 省吾(6)    16.35  6 宮下 武也(6)    16.91 御子柴 友暉(6) 欠場    

神明小 岡谷小 長地小
 2組 +0.2  1 松田 尚希(6)    14.00  2 伊藤 和輝(6)    14.93  3 安田 哲未(6)    15.34  4 此田 滉(6)    16.27

小井川小 神明小 岡谷小 神明小
 5 井上 誠也(6)    16.56  6 松田 匡平(6)    17.21 巻渕 優也(6) 欠場    

神明小 岡谷小 田中小
中学男子1年   09/06  1組 +0.7  1 窪田 章吾(1)    12.89  2 高坂 亮介(1)    13.62  3 武田 諒(1)    14.16  4 斉藤 実来(1)    15.32

岡谷北部中 岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷西部
 2組 -1.3  1 三村 和久(1)    12.77  2 辛山 勇太(1)    14.13  3 守屋 暁太(1)    14.42  3 岩本 一真(1)    14.42

岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷西部 岡谷北部中

順
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順
位

順
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順
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100m

100m

100m

100m



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 岡谷市陸協 [-1] 競技会名 第63岡谷市民陸上競技選手権 ｺｰﾄﾞ  []

競技場名 岡谷市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [116677]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 09/06  1 濱 喜一郎    1.50

岡谷西部教
男子 09/06  1 宮下 憲司    4.40  2 井口 昌一    4.33

神明小教    +0.2 神明小教    +0.2
男子 09/06  1 宮下 憲司    8.32  2 井口 昌一    6.46

神明小教 神明小教
小学男子4年 09/06  1 増澤 希将(4)    3.12  2 松下 諒亮(4)    2.78  3 工藤 慶士(4)    2.26

上の原小    +0.1 長地小    +0.1 神明小    +0.1
小学男子5年 09/06  1 牛山 天陽(5)    3.20  2 北村 駿弥(5)    3.03  3 増澤 直彦(5)    2.95  4 工藤 迅永(5)    2.92

小井川小    +0.1 神明小    +0.1 上の原小    +0.1 神明小    +0.1
 5 塚原 諒(5)    2.72  6 小澤 健人(5)    2.04 荻原勇吹(5) 欠場 牛山 功麻(5) 欠場

岡谷小    +0.1 小井川小    +0.1 長地小 小井川小
小学男子6年 09/06  1 今井 柊人(6)    3.41  2 有田 佑馬(6)    3.17  3 柳沢 全紀(6)    3.04

長地小    +0.1 小井川小    +0.1 小井川小    +0.1
中学男子共通 09/06  1 秋山 秀明(2)    1.40  2 矢﨑 佑喜(2)    1.35  3 高橋 智哉(1)    1.35  4 北原 宗城(1)    1.35

岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷東部中
 5 小林 聖也(1)    1.25  6 高坂 亮介(1)    1.25

岡谷西部 岡谷東部中
中学男子共通 09/06  1 小松 拓磨(2)    4.85  2 田中 俊平(2)    4.62  3 小林 聖也(1)    4.59  4 秋山 秀明(2)    4.56

岡谷東部中    +0.2 岡谷東部中    +0.2 岡谷西部    +0.1 岡谷東部中    +0.2
 5 梅田 怜志(1)    4.06 岩波 凜太郎(1) 欠場

岡谷東部中    +0.2 岡谷東部中
中学男子共通 09/06  1 吉澤 健太(2)    8.39  2 小口 響己(2)    6.39

岡谷北部中 岡谷西部
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