
大会コード ：09200718
競技場コード ：203100
主　　　催 ：諏訪市、諏訪市教育委員会・諏訪市体育連盟
共催・主管 ：諏訪市陸上競技協会
期　　　日 ：平成21年10月4日（日）
会　　　場 ：茅野市運動公園陸上競技場

この大会で樹立された記録
大会新

記録 氏名 所属 従来の記録
10.99 ｱﾙﾊﾞﾚｽﾓﾈﾃｨｱﾗ 豊田小 11.64
11.52 橋本花甫 湖南小 11.64
10.68 岩井梨里華 城南小 11.05
10.98 小山風菜 豊田小 11.05
11.03 伊東有里彩 湖南小 11.05
16.21 栗林幹太 湖南小 16.52
16.31 鈴木颯太 中州小 16.52
16.23 柿澤菜摘 高島小 16.84
16.32 長谷川聖奈 高島小 16.84
16.38 野口夏摘 中州小 16.84
16.76 矢澤舞香 中州小 16.84
15.38 外川太一 高島小 15.48
15.62 両角若菜 中州小 15.66
13.85 園原海都 城南小 14.07
4.06 山田零河 中州小 3.73
4.08 豊島啓太 中州小 3.73

13.58 古谷砂弥 上諏訪中 13.79
25.32 金箱樹 諏訪南中 25.56
25.51 仲谷龍貴 諏訪南中 25.56
3.18.61 湯澤亮太 中州小 3.26.15
3.32.02 矢澤茉璃奈 才教学園 3.36.05
5.36.11 矢澤優衣奈 才教学園 5.44.77
5.43.88 河崎夏美 上諏訪中 5.44.77
4.44.06 伊東大樹 上諏訪中 5.00.78
4.57.92 河原徹弥 上諏訪中 5.00.78
5.06.31 谷川秀樹 諏訪市陸協 5.07.77

気象状況
時間 天候 気温 湿度 風向 風速

8:45 晴れ 16.5℃ 74.0% 東南東 0.7ｍ/s
9:00 晴れ 17.0℃ 85.0% 東南東 0.2ｍ/s
10:00 晴れ 21.0℃ 53.0% 東南東 0.4ｍ/s
11:00 晴れ 21.0℃ 57.0% 南東 2.3ｍ/s
12:00 晴れ 21.0℃ 49.0% 東南東 0.0ｍ/s

小学4年女子100m

種　目

〃
〃

小学1年女子60m
〃

小学2年女子60m
〃
〃

小学3年男子100m

小学6年男子走幅跳
〃

中学2・3年女子100m
中学2・3年男子200m

〃
小学4年男子100m
小学5年女子100m
小学6年男子100m

〃

40-49歳男子1500ｍ

〃
中学男子1500ｍ

〃

〃
小学4・5・6男子1000m
小学4・5・6女子1000m
中学女子1500ｍ

第61回諏訪市スポーツ祭



第61回諏訪市スポーツ祭陸上競技大会                                              
主催：諏訪市、諏訪市教育委員会、諏訪市体育連盟                                  
主管：諏訪市陸上競技協会                                                        

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】203100  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
10/04 小学1年男子  +0.4 丸山 誠生(1) 11.14 山崎 雷馬(1) 11.32 髙見 駿介(1) 11.52 関 真佐斗(1) 11.80 田中 駿裕(1) 11.85 塚田 蒼(1) 11.96 日野原 樹(1) 12.01 金子 拓視(1) 12.03

60m 高島小 中洲小 湖南小 城南小 中洲小 四賀小 城南小 湖南小
10/04 小学2年男子  -0.1 久留宮 健斗(2) 10.62 釜田 陽光(2) 10.67 滝澤 光基(2) 10.69 志茂 日出斗(2) 10.74 中澤 翔太(2) 豊田小 10.99 野口 晴暎(2) 11.02 立石 将太(2) 11.04

60m 豊田小 四賀小 豊田小 四賀小 角田 丈(2) 四賀小 中洲小 中洲小
10/04 小学3年男子   0.0 栗林 幹太(3) 16.21 鈴木 颯太(3) 16.31 藤森 暖生(3) 16.57 前田 陸(3) 17.24 河西 祐樹(3) 17.44 松本 陸(3) 17.63 平林 大成(3) 17.64 木下 哲也(3) 17.71

100m 湖南小 中洲小 湖南小 高島小 四賀小 城南小 中洲小 湖南小
10/04 新井 泰貴(3) 2.88(+1.0) 金子 裕紀(3) 2.78(-0.6) 下山 笛邦(3) 2.55(+0.8) 渡辺 京右(3) 2.49(+0.7) 矢口 浩太郎(3)2.04(-0.5) 降幡 貴章(3) 2.02(-0.9)

走幅跳 才教学園 中洲小 湖南小 湖南小 中洲小 湖南小
10/04 小学4年男子  +1.2 外川 太一(4) 15.38 高見 亮平(4) 16.04 藤森 光星(4) 16.16 白井 裕介(4) 16.37 高橋 竜太郎(4) 16.39 渡部 翔太(4) 16.71 向山 恭平(4) 16.75 和田 知也(4) 16.82

100m 高島小 湖南小 高島小 高島小 中洲小 中洲小 中洲小 四賀小
10/04 井出 智也(4) 3.15(0.0) 武井 航希(4) 2.74(+0.4) 青木 敦朗(4) 2.55(+1.3) 小松 優(4) 2.43(-0.5)

走幅跳 中洲小 湖南小 湖南小 湖南小
10/04 小学5年男子  -1.4 宮坂 智史(5) 15.25 上原 渉(5) 15.50 小林 汰介(5) 15.57 松村 祐希(5) 15.58 舟波 育(5) 15.63 山田 光汰(5) 15.78 牛山  直哉(5) 15.90 藤森 智也(5) 16.50

100m 高島小 中洲小 城南小 中洲小 城南小 中洲小 中洲小 城南小
10/04 金子 英輝(5) 3.48(-0.4) 高橋 凌(5) 3.33(+0.3) 藤森 海斗(5) 3.31(-0.5) 岩崎 陸隼(5) 3.21(+0.5) 赤沼 遼太朗(5)2.65(-0.3) 宮澤 拓也(5) 2.59(-0.9)

走幅跳 中洲小 湖南小 城南小 城南小 湖南小 高島小
10/04 中洲小     1,02.47 高島小     1,03.53

4×100mR 上原 渉(5) 関谷 和真(5)
牛山  直哉(5) 中田 拓未(5)
松村 祐希(5) 木村 彪雅(5)
金子 英輝(5) 宮坂 智史(5)

10/04 小学6年男子  -1.5 園原 海都(6) 13.85 矢﨑  鴻介(6) 14.12 髙見 和稔(6) 14.15 田島  洋介(6) 14.49 水野 廉(6) 14.61 石井 冬馬(6) 14.75 金子 直生(6) 14.78 羽生田 史弥(6) 14.92
100m 城南小 中洲小 湖南小 中洲小 湖南小 高島小 湖南小 湖南小

10/04 豊島  啓太(6) 4.08(0.0) 山田 零河(6) 4.06(-0.4) 田中 駿太郎(6)3.51(-0.4) 林 大雅(6) 3.44(0.0) 小林 祐太(6) 3.02(0.0) 土屋 朋葵(6) 2.73(-0.7)
走幅跳 中洲小 中洲小 城南小 城南小 城南小 高島小

10/04 湖南小(B)       58.25 中洲小(A)       58.55 中洲小(B)       59.01 城南小       59.41 高島小(A)       59.52 高島小(B)     1,01.27 湖南小(A)     1,01.34 高島小(C)     1,07.10
4×100mR 横山 裕軌(6) 山田 零河(6) 矢﨑  鴻介(6) 小林 祐太(6) 雨宮 諒河(6) 河西 一星(6) 後藤 佑基(6) 小口 貴也(6)

羽生田 史弥(6) 豊島  啓太(6) 後藤  頼人(6) 小林 祐太(6) 石井 冬馬(6) 御子柴 尚(6) 栁平 桂佑(6) 中上 正義(6)
金子 直生(6) 丸山  翔輝(6) 中沢  翔(6) 林 大雅(6) 平島 昌太(6) 伊藤 佑樹(6) 水野 廉(6) 土屋 朋葵(6)
髙見 和稔(6) 田島  洋介(6) 湯澤  亮太(6) 園原 海都(6) 中村 龍士(6) 田中 建伍(6) 藤森 優輝(6) 若尾 悠大(6)

10/04 中学1年男子  +1.3 笠井 聡太(1) 12.81 矢崎 宏一(1) 13.33 伊藤 望(1) 14.13 有井 稜芽(1) 14.94 矢澤 明徳(1) 15.35
100m 上諏訪中 諏訪西中 上諏訪中 諏訪西中 諏訪南中

10/04 中学2.3年男   0.0 金箱 樹(2) 25.32 仲谷 龍貴(2) 25.51 長巾 真也(2) 26.57 下平 浩輝(2) 28.19 北嶋 悠貴(2) 32.19
200m 諏訪南 諏訪南 諏訪南 諏訪西中 諏訪南中

10/04 中学男子 伊東 大樹(3) 4,44.06 河原 徹弥(2) 4,57.92 北原 賢人(1) 5,08.02 藤森 歩(1) 5,26.07 坂井 遊夢(1) 5,47.75
1500m 上諏訪中 上諏訪中 諏訪南 上諏訪中 上諏訪中

10/04 諏訪南中       50.31 上諏訪中       55.35
4×100mR 北原 賢人(1) 藤森 歩(1)

金箱 樹(2) 笠井 聡太(1)
仲谷 龍貴(2) 伊藤 望(1)
長巾 真也(2) 坂井 遊夢(1)

10/04 30-39歳男子 茅野 光徳 5,29.93
1500m 諏訪市陸協

10/04 40-49歳男子 谷川 秀樹 5,06.31
1500m 諏訪市陸協

10/04 50歳以上男子 山岡 清孝 5,24.75
1500m 城北小教員

10/04 小学4,5,6年 湯澤  亮太(6) 3,18.61 田中 建伍(6) 3,30.25 小泉 泰斗(5) 3,48.00 岡崎 滉平(4) 3,48.66 原 賢人(4) 3,51.78 藤森 太一(4) 3,52.89 仲谷 翔太(4) 3,55.36 中澤 聖斗(5) 4,07.18
1000m 中洲小 高島小 豊田小 中洲小 中洲小 豊田小 中洲小 豊田小



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 諏訪       [-1] 競技会名 第61回諏訪市スポーツ祭陸上競技大会                                              ｺｰﾄﾞ  [9200718]

競技場名 茅野市運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203100]

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1年男子 10/04  1組 +0.4  1 塚田 蒼(1)    11.96  2 萩田 栄司(1)    12.12  3 清水 昭吾(1)    12.91  4 藤田 宙(1)    13.05

四賀小 城南小 城南小 高島小
 5 浅賀 祐希(1)    13.06  6 中澤 陸人(1)    13.41  7 藤森 大斗(1)    13.44  8 篠田 雄希(1)    14.16

中洲小 豊田小 湖南小 湖南小
 2組 0.0  1 丸山 誠生(1)    11.14  2 髙見 駿介(1)    11.52  3 日野原 樹(1)    12.01  4 林 悠史(1)    12.07

高島小 湖南小 城南小 豊田小
 5 平林 永輝(1)    12.26  6 猪平 拓実(1)    12.29  7 篠田 澄斗(1)    13.26

中洲小 四賀小 湖南小
 3組 +0.5  1 関 真佐斗(1)    11.80  2 田中 駿裕(1)    11.85  3 金子 拓視(1)    12.03  4 小穴 隼也(1)    12.07

城南小 中洲小 湖南小 中洲小
 5 坂田 学杜(1)    12.56  6 宮下 凌音(1)    12.97  7 松倉 遼佑(1)    13.26  8 篠田 純哉(1)    14.70

高島小 豊田小 城南小 湖南小
 4組 0.0  1 山崎 雷馬(1)    11.32  2 小林 聖生(1)    12.18  3 ﾎﾞｰﾝ 滋英(1)    12.28  4 戸枝 竜馬(1)    12.39

中洲小 湖南小 城南小 四賀小
 5 髙山 翔平(1)    12.47  6 内藤 孔明(1)    12.50  7 小林 優弥(1)    12.65

湖南小 城南小 豊田小
小学2年男子 10/04  1組 -0.1  1 滝澤 光基(2)    10.69  2 角田 丈(2)    10.99  3 原 弘務(2)    11.12  4 藤森 風河(2)    11.46

豊田小 四賀小 中洲小 高島小
 5 萩田 大樹(2)    11.47  6 金子 翔衣(2)    11.63  7 原 亮太(2)    11.96  8 藤森 拓夢(2)    12.89

城南小 中洲小 湖南小 高島小
 2組 0.0  1 立石 将太(2)    11.04  2 清水 勇弥(2)    11.11  3 小川 音央(2)    11.28  4 小池 龍(2)    11.41

中洲小 城南小 四賀小 四賀小
 5 柳沢 光(2)    11.57  6 小泉 潤汰(2)    11.66  7 中沢 潤(2)    11.73  8 新井 勇芽(2)    12.63

高島小 豊田小 中洲小 才教学園
 3組 -1.2  1 中澤 翔太(2)    10.99  2 野口 晴暎(2)    11.02  3 藤原 快都(2)    11.10  4 笠原 康平(2)    11.25

豊田小 中洲小 高島小 四賀小
 5 今井 海弥(2)    11.61  6 河原 周治(2)    11.69  7 宮澤 紫恩(2)    12.49  8 山下 啓太(2)    12.57

城南小 中洲小 高島小 中洲小
 4組 -0.3  1 釜田 陽光(2)    10.67  2 矢島 崇太郎(2)    11.12  3 田中 宗一郎(2)    11.45  4 中村 貴士(2)    11.66

四賀小 中洲小 城南小 高島小
 5 伊藤 理貴(2)    11.99  6 坂本 太羅(2)    12.11  7 中澤 達也(2)    12.11  8 大輪 友音(2)    13.13

城南小 中洲小 豊田小 中洲小
 5組 0.0  1 久留宮 健斗(2)    10.62  2 志茂 日出斗(2)    10.74  3 小口 和正(2)    11.20  4 佐藤 綾斗(2)    11.44

豊田小 四賀小 高島小 中洲小
 5 濱 涼翔(2)    11.45  6 樋口 慶(2)    11.64  7 藤森  千夢(2)    12.39

城南小 中洲小 高島小
小学3年男子 10/04  1組 0.0  1 鈴木 颯太(3)    16.31  2 前田 陸(3)    17.24  3 藤森 大輝(3)    17.73  4 岩波 翔(3)    17.93

中洲小 高島小 城南小 中洲小
 5 白鳥 和希(3)    18.59  6 平林 道人(3)    18.60  7 深井 崚太(3)    18.83  8 松川 聖矢(3)    19.45

湖南小 豊田小 中洲小 城南小
飯田 涼生(3) 欠場    

湖南小
 2組 0.0  1 栗林 幹太(3)    16.21  2 河西 祐樹(3)    17.44  3 松本 陸(3)    17.63  4 平林 大成(3)    17.64

湖南小 四賀小 城南小 中洲小
 5 大澤 翼(3)    18.01  6 笠原 理央(3)    18.03  7 小林 秀太朗(3)    18.19  8 内田 健(3)    18.94

湖南小 城南小 豊田小 中洲小
 9 田中 魁(3)    19.52

高島小

100m

60m

順
位

順
位

60m

順
位

順
位



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 諏訪       [-1] 競技会名 第61回諏訪市スポーツ祭陸上競技大会                                              ｺｰﾄﾞ  [9200718]

競技場名 茅野市運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203100]

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

 3組 -0.7  1 藤森 暖生(3)    16.57  2 木下 哲也(3)    17.71  3 小板橋 航佑(3)    17.95  4 小松 泰河(3)    18.48
湖南小 湖南小 中洲小 高島小

 5 清田 玲(3)    18.99  6 矢澤 遼(3)    19.70  7 山本 達生(3)    19.75
豊田小 中洲小 城南小

小学4年男子 10/04  1組 +1.2  1 高見 亮平(4)    16.04  2 白井 裕介(4)    16.37  3 高橋 竜太郎(4)    16.39  4 和田 知也(4)    16.82
湖南小 高島小 中洲小 四賀小

 5 中村 謙士(4)    17.14  6 細田 夢桜(4)    17.27  7 児玉 拓矢(4)    17.34  8 赤羽 尚輝(4)    17.77
高島小 中洲小 城南小 中洲小

 2組 -0.8  1 外川 太一(4)    15.38  2 藤森 光星(4)    16.16  3 渡部 翔太(4)    16.71  4 向山 恭平(4)    16.75
高島小 高島小 中洲小 中洲小

 5 矢島 海飛(4)    17.83  6 小林 優斗(4)    17.85  7 田中 優輝(4)    18.49
湖南小 湖南小 中洲小

小学5年男子 10/04  1組 -1.4  1 小林 汰介(5)    15.57  2 松村 祐希(5)    15.58  3 山田 光汰(5)    15.78  4 藤森 智也(5)    16.50
城南小 中洲小 中洲小 城南小

 5 金子 武義(5)    17.12
中洲小

 2組 -0.6  1 宮坂 智史(5)    15.25  2 上原 渉(5)    15.50  3 舟波 育(5)    15.63  4 牛山  直哉(5)    15.90
高島小 中洲小 城南小 中洲小

 5 伊藤 河聞(5)    16.53
城南小

小学6年男子 10/04  1組 -1.5  1 園原 海都(6)    13.85  2 矢﨑  鴻介(6)    14.12  3 髙見 和稔(6)    14.15  4 水野 廉(6)    14.61
城南小 中洲小 湖南小 湖南小

 5 石井 冬馬(6)    14.75  6 御子柴 尚(6)    16.05 原山 剛(6) 欠場    
高島小 高島小 城北小

 2組 -0.5  1 田島  洋介(6)    14.49  2 金子 直生(6)    14.78  3 羽生田 史弥(6)    14.92  4 河西 一星(6)    15.64
中洲小 湖南小 湖南小 高島小

 5 平島 昌太(6)    15.67  6 若尾 悠大(6)    16.25  7 栁平 桂佑(6)    16.59
高島小 高島小 湖南小

 3組 +2.3  1 中沢  翔(6)    14.97  2 藤森 優輝(6)    15.17  3 中村 龍士(6)    15.44  4 雨宮 諒河(6)    15.94
中洲小 湖南小 高島小 高島小

 5 丸山  翔輝(6)    16.23  6 後藤  頼人(6)    16.82  7 伊藤 佑樹(6)    16.86
中洲小 中洲小 高島小

中学1年男子 10/04 +1.3  1 笠井 聡太(1)    12.81  2 矢崎 宏一(1)    13.33  3 伊藤 望(1)    14.13  4 有井 稜芽(1)    14.94
上諏訪中 諏訪西中 上諏訪中 諏訪西中

 5 矢澤 明徳(1)    15.35
諏訪南中

中学2.3年男子 10/04 0.0  1 金箱 樹(2)    25.32  2 仲谷 龍貴(2)    25.51  3 長巾 真也(2)    26.57  4 下平 浩輝(2)    28.19
諏訪南 諏訪南 諏訪南 諏訪西中

 5 北嶋 悠貴(2)    32.19
諏訪南中

中学男子 10/04  1 伊東 大樹(3)  4,44.06  2 河原 徹弥(2)  4,57.92  3 北原 賢人(1)  5,08.02  4 藤森 歩(1)  5,26.07
上諏訪中 上諏訪中 諏訪南 上諏訪中

 5 坂井 遊夢(1)  5,47.75 矢島 旦景(1) 欠場    
上諏訪中 上諏訪中

30-39歳男子 10/04  1 茅野 光徳  5,29.93
諏訪市陸協

40-49歳男子 10/04  1 谷川 秀樹  5,06.31
諏訪市陸協
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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 諏訪       [-1] 競技会名 第61回諏訪市スポーツ祭陸上競技大会                                              ｺｰﾄﾞ  [9200718]

競技場名 茅野市運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203100]

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

50歳以上男子 10/04  1 山岡 清孝  5,24.75
城北小教員

小学4,5,6年男 10/04  1 湯澤  亮太(6)  3,18.61  2 田中 建伍(6)  3,30.25  3 小泉 泰斗(5)  3,48.00  4 岡崎 滉平(4)  3,48.66
中洲小 高島小 豊田小 中洲小

 5 原 賢人(4)  3,51.78  6 藤森 太一(4)  3,52.89  7 仲谷 翔太(4)  3,55.36  8 中澤 聖斗(5)  4,07.18
中洲小 豊田小 中洲小 豊田小

 9 三浦 吉貴(4)  4,11.24 10 山田 竜輝(4)  4,18.00 11 前橋 章示(6)  4,19.65
中洲小 豊田小 才教学園
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