
第8回安曇野市小中学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 宮島義征
跳躍審判長 宮島義征
投擲審判長 宮島義征

【開催日】 平成23年5月22日 混成審判長 宮島義征
【主催団体】 安曇野陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任： 宮澤真一
(GR:大会新) 男  子 【競技場】県松本平広域公園

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
 5/22 ｵｰﾌﾟﾝ中学男  -0.6 木下 祐太郎(1) 13.70 中島 嘉活(1) 14.46 一之瀬 向稀(1) 16.30

100m 松島中 松島中 松島中
 5/22 中学男子2年  +0.7 細萱 元太(2) 12.32 塩田 雅人(2) 12.80 三間 翔(2) 12.88 小林 拓未(2) 13.19 藤原 利章(2) 13.25 宮原 史樹(2) 13.45 西堀 和朗(2) 13.57 永田 望海(2) 14.04

100m 豊科北中 豊科北中 三郷中 穂高西中 豊科北中 穂高西中 三郷中 豊科北中
 5/22 中学男子3年  -1.6 小野沢 達也(3) 13.06 藤松 楓季(3) 13.10 黒岩 達(3) 13.11 筒井 将太(3) 13.22 邉見 風人(3) 13.53 佐藤 幹也(3) 13.57 濱 竜也(3) 13.63 丸山 貴由人(3) 14.09

100m 穂高東中 豊科北中 豊科北中 豊科北中 三郷中 堀金中 三郷中 豊科北中
 5/22 中学男子2.3 千國 剛史(3) 4:30.70 細井 奨太(3) 4:37.49 山﨑 航(3) 4:42.90 牛山 颯太(3) 4:48.21 佐々木 康二(3) 4:49.82 武藤 壮平(3) 4:50.87 田中 晴之輔(2) 4:56.66 山田 稔輝(3) 5:00.35

1500m 三郷中 豊科北中 明科中 豊科北中 堀金中 豊科北中 明科中 堀金中
 5/22 小林 拓未(2) 5.03(+2.6) 東井 誠弥(3) 4.95(+1.7) 濱 哲也(3) 4.75(-0.5) 三間 翔(2) 4.68(+2.3) 小野沢 達也(3)4.66(+1.6) 西堀 和朗(2) 4.58(+1.1) 筒井 将太(3) 4.56(+0.8) 塩田 雅人(2) 4.41(+0.1)

走幅跳 穂高西中 三郷中 三郷中 三郷中 穂高東中 三郷中 豊科北中 豊科北中
 5/22 中学男子 遠藤 聡(3) 1.66 諏訪 秀聖(2) 1.35 永田 望海(2) 1.30 青柳 朋和(1) 堀金中 1.25

走高跳 三郷中 GR 穂高西中 豊科北中 西尾 信ノ輔(2) 穂高西中
 5/22 石﨑 智裕(3) 8.42 丸山 貴由人(3) 8.06 小岩井 元貴(3) 8.01 野畑 幸世(3) 7.26 宮坂 瑛(1) 6.59 務臺 拓矢(1) 6.21 牛山 颯太(3) 5.90 細井 奨太(3) 5.62

砲丸投(5.000kg) 穂高西中 豊科北中 三郷中 三郷中 三郷中 三郷中 豊科北中 豊科北中
 5/22 豊科北中(A)       48.53 三郷中(A)       50.02 三郷中(B)       53.31 豊科北中(B)       53.59 穂高東中(B)       54.28 穂高東中(A)       55.56 堀金中     1:02.68 豊科北中(C)     1:04.36

4×100m 塩田 雅人(2) 野畑 幸世(3) 種山 翔太(1) 岡村 慧胤(1) 髙坂 柊斗(2) 小野澤 郁也(1) 吉田 快(1) 望月 章史(1)
藤松 楓季(3) 東井 誠弥(3) 三宅 浩生(1) 永田 望海(2) 等々力 伸彦(2) 小野沢 達也(3) 黒岩 慶大(1) 丸山 貴由人(3)
黒岩 達(3) 遠藤 聡(3) 増子 良平(1) 髙木 涼太(1) 伊東 健(2) 高山 栄作(2) 板東 一樹(1) 長﨑 祐介(1)
細萱 元太(2) 小岩井 元貴(3) 甕 慎伍(1) 藤原 利章(2) 杉本 拓郎(2) 望月 春希(1) 青柳 朋和(1) 筒井 将太(3)

 5/22 小学4年男子  +0.6 有馬 寿哉(4) 16.16 大木 陽太(4) 16.32 山崎 杜馬(4) 16.37 木村 聡太(4) 16.73 細川 大吾(4) 16.74 二瓶 柊(4) 16.97 塩島 和弥(4) 17.01
100m 豊科南小 三郷小 三郷小陸上部 豊科北小 穂高北小 三郷小 三郷小

 5/22 木村 悦士(4) 3.47(+4.9) 谷川 弘樹(4) 3.01(+2.8) 山田 優斗(4) 2.87(-1.4) 望月 至(4) 2.86(+3.6) 青木 寛弥(4) 2.77(+0.5) 渡辺 悠介(4) 2.49(-0.9) 小林 鏡己(4) 2.48(+2.0)
走幅跳 豊科北小 明南小 豊科東小 豊科南小 明南小 明南小 穂高西小A

 5/22 小学5年男子  -1.1 上條 友暉(5) 15.28 中西 竜歩(5) 15.99 杏 輝哉(5) 16.32 木村 輔(5) 16.57 中村 巧実(5) 16.64 小穴 康平(5) 16.65 森田 京裕(5) 16.76 宮崎 祐太(5) 16.76
100m 豊科東小 穂高西小A 穂高南小 豊科南小 穂高南小 豊科北小 豊科東小 穂高南小

 5/22 小学6年男子  -2.1 今井 優希(6) 15.50 山口 光太郎(6) 15.53 曽根原 亮太(6) 15.57 岡村 崚平(6) 15.62 内田 祐介(6) 15.63 藤原 圭祐(6) 15.88 宮澤 凌翔(6) 15.89 真野 温人(6) 16.26
100m 豊科東小 堀金小A 豊科南小 穂高南小 三郷小 穂高南小 豊科南小 豊科北小

 5/22 小学5.6年男 野村 健成(6) 1.25 吉川 みんと(6) 穂高南小 1.20 斉藤 雅人(6) 穂高西小A 1.15 香西 奎汰(6) 1.10 宮澤 健太(5) 三郷小 1.05
走高跳 豊科北小 兒林 泰知(6) 穂高南小 小合 翔大(6) 明科かけっこｸﾗﾌﾞ 穂高南小 安永 幸太(6) 穂高北小

 5/22 寺島 裕貴(6) 3.81(+3.7) 中谷 夏希(6) 3.79(-0.2) 浅野 拓真(6) 3.70(+0.1) 松尾 優弥(6) 3.66(+5.0) 飯島 直弥(6) 3.42(+2.0) 田中 涼哉(5) 3.41(+1.0) 中村 直樹(6) 3.39(0.0) 浅川 裕真(6) 3.25(-3.7)
走幅跳 穂高南小 三郷小陸上部 穂高南小 穂高南小 穂高北小 穂高西小B 穂高西小A 穂高西小B

 5/22 岩田 芙詩(5) 47.79 岡田 雄斗(6) 47.68 幅 樹輝阿(6) 45.24 米倉 岳志(6) 43.79 畔田 駿(6) 40.74 山口 俊哉(6) 38.64 藤松 雅也(6) 38.54 藤原 俊輔(5) 37.25
ﾎﾞｰﾙ投 明南小 穂高西小A 明北小 堀金小A 豊科北小 堀金小A 豊科東小 豊科南小

 5/22 小学男子 古川 竜大(6) 3:33.21 平林 柚葵(6) 3:37.19 小澤 大輝(5) 3:37.91 田中 仁之輔(4) 3:38.52 小林 将貴(6) 3:38.67 藤岡 文人(6) 3:41.75 大月 健生(5) 3:42.71 保科 壮(6) 3:43.14
1000m 豊科東小 三郷小陸上部 穂高西小A 明南小 穂高北小 三郷小陸上部 穂高西小A 穂高南小

 5/22  -2.7 浅川 駿太(6) 18.12 早坂 駿(6) 18.26 佐藤 和樹(6) 19.14 藤沢 龍人(6) 19.31 若宮 隆文(5) 19.57 横山 絢大(5) 22.93
80mH 穂高南小 三郷小 穂高西小A 豊科南小 穂高南小 堀金小A

 5/22 穂高西小A     1:02.91 堀金小A     1:03.90 穂高南小     1:03.93
4×100m 田中 魅希(6) 一色 渓介(5) 寺嶋 将希(5)

古幡 晶(6) 五十嵐 健祐(5) 矢野 将也(5)
土屋 諒祐(6) 熊野 哉那(5) 遠藤 樹(5)
酒井 広紀(6) 伊藤 柊(5) 矢野 誠也(5)

 5/22 男子ｵｰﾌﾟﾝ 丸山 純一 16:57.39 小林 正次 17:08.31 草間　拓海 17:56.70 高嶋 学 18:45.14
5000m 安曇野陸協 安曇野陸協 丸ﾉ内中 安曇野陸協

 5/22 ｵｰﾌﾟﾝ中学男 三沢 航輝(2) 1.35
走高跳 松島中

 5/22 小竹 脩斗(2) 7.57 宮野 優輔(2) 6.40 増尾 和哉(2) 4.79 丸山 悠太(2) 4.71
砲丸投(5.000kg) 松島中 松島中 松島中 松島中



第8回安曇野市小中学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 宮島義征
跳躍審判長 宮島義征
投擲審判長 宮島義征

【開催日】 平成23年5月22日 混成審判長 宮島義征
【主催団体】 安曇野陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任： 宮澤真一
(GR:大会新) 男  子 【競技場】県松本平広域公園

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
 5/22 松島中       51.12 丸ﾉ内中       53.15

4×100m 小竹 脩斗(2) 草間　拓海
三沢 航輝(2) 山﨑 大輝(3)
手塚 諒冴(2) 河西 勇介(2)
岡里 征哉(2) 西牧 樹生(2)

 5/22 中学男子1年  -1.0 三宅 浩生(1) 13.44 甕 慎伍(1) 13.67 有沢 透生(1) 13.90 髙木 涼太(1) 13.97 増子 良平(1) 14.10 有賀 健(1) 14.54 竹内 誠(1) 14.64 下川 省吾(1) 14.64
100m 三郷中 三郷中 三郷中 豊科北中 三郷中 穂高西中 穂高東中 穂高西中

 5/22 大月 海世(1) 4:44.10 岡村 慧胤(1) 4:45.90 栢下 諒(1) 5:14.28 飯森 友蘭(1) 5:29.84 平林 聖也(1) 5:37.04
1500m 明科中 GR 豊科北中 GR 三郷中 三郷中 穂高西中

 5/22 有沢 透生(1) 4.55(+2.2) 甕 慎伍(1) 4.52(+2.2) 岡村 慧胤(1) 4.38(+0.5) 三宅 浩生(1) 4.29(+1.6) 増子 良平(1) 4.28(+1.3) 渡辺 大介(1) 4.19(+0.1) 東井 隆希(1) 4.00(+0.9) 渡邊 陽也(1) 3.75(0.0)
走幅跳 三郷中 三郷中 豊科北中 三郷中 三郷中 明科中 三郷中 三郷中

 5/22 ｵｰﾌﾟﾝ中学男  +2.6 久保田 正吾(2) 12.74 宮田 拓実(2) 12.93 西牧 樹生(2) 12.96 熊澤 峻悟(2) 15.85
100m 鉢盛中 鉢盛中 丸ﾉ内中 丸ﾉ内中

 5/22 ｵｰﾌﾟﾝ中学男 横水 颯太(3) 4:32.94 上田 星矢(3) 4:33.56 中島 健登(3) 4:35.34 山下 大吾(3) 4:36.89 三沢 遼(3) 4:46.08 三島 太成(2) 4:48.41 河野 修平(3) 4:52.66 太田 賢斗(3) 4:59.12
1500m 鉢盛中 鉢盛中 松島中 鉢盛中 松島中 鉢盛中 松島中 鉢盛中

 5/22 山﨑 大輝(3) 5.11(+2.9) 久保田 正吾(2)4.96(+2.6) 宮田 拓実(2) 4.72(+1.5) 手塚 諒冴(2) 4.42(+1.6) 岡里 征哉(2) 4.32(+0.4) 熊澤 峻悟(2) 3.50(+0.1) 斉藤 優太郎(2)3.49(+2.0) 江森 聖弥(2) 2.68(+0.7)
走幅跳 丸ﾉ内中 鉢盛中 鉢盛中 松島中 松島中 丸ﾉ内中 松島中 松島中



決勝 5月22日 10:01

風速 -0.6

 1 木下 祐太郎(1)    13.70 
ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 松島中

 2 中島 嘉活(1)    14.46 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｶﾂ 松島中

 3 一之瀬 向稀(1)    16.30 
ｲﾁﾉｾ ｺｳｷ 松島中

オープン中学男子1年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  4607

3  4608

2  4606



予選 5月22日 10:15
決勝 5月22日 13:45

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +1.2

 1 三間 翔(2)    12.77 q 1 細萱 元太(2)    12.33 q
ﾐﾂﾏ ｶｹﾙ 三郷中 ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 豊科北中

 2 宮原 史樹(2)    13.12 q 2 塩田 雅人(2)    12.79 q
ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ 穂高西中 ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 豊科北中

 3 藤原 利章(2)    13.21 q 3 小林 拓未(2)    13.03 q
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科北中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 穂高西中

 4 永田 望海(2)    13.34 q 4 西堀 和朗(2)    13.57 q
ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 豊科北中 ﾆｼﾎﾘ ｶｽﾞｱｷ 三郷中

 5 杉本 拓郎(2)    13.63 5 高山 栄作(2)    15.44 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 穂高東中 ﾀｶﾔﾏ ｴｲｻｸ 穂高東中
恩田 佑哉(2) 山下 紘永(2)
ｵﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ 三郷中 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 豊科北中

風速 +0.7

 1 細萱 元太(2)    12.32 
ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 豊科北中

 2 塩田 雅人(2)    12.80 
ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 豊科北中

 3 三間 翔(2)    12.88 
ﾐﾂﾏ ｶｹﾙ 三郷中

 4 小林 拓未(2)    13.19 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 穂高西中

 5 藤原 利章(2)    13.25 
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科北中

 6 宮原 史樹(2)    13.45 
ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ 穂高西中

 7 西堀 和朗(2)    13.57 
ﾆｼﾎﾘ ｶｽﾞｱｷ 三郷中

 8 永田 望海(2)    14.04 
ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 豊科北中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学男子2年

100m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

6  3466

所属名 記録／備考
7  3593

4  3508

2  3509

No. 氏  名 所属名

3  3581
欠場

順

5  3428

6  3510

3  3474

記録／備考
4  3513

ﾚｰﾝ

7  3437

2  3514

5  3586

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  3593

6  3513

5  3510

9  3466

7  3474

8  3508

3  3586

2  3509



決勝 5月22日 13:50

風速 -1.6

 1 小野沢 達也(3)    13.06 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 穂高東中

 2 藤松 楓季(3)    13.10 
ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ 豊科北中

 3 黒岩 達(3)    13.11 
ｸﾛｲﾜ ｻﾄｼ 豊科北中

 4 筒井 将太(3)    13.22 
ﾂﾂｲ ｼｮｳﾀ 豊科北中

 5 邉見 風人(3)    13.53 
ﾍﾝﾐ ｶｻﾞﾄ 三郷中

 6 佐藤 幹也(3)    13.57 
ｻﾄｳ ﾐｷﾔ 堀金中

 7 濱 竜也(3)    13.63 
ﾊﾏ ﾀﾂﾔ 三郷中

 8 丸山 貴由人(3)    14.09 
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾕﾄ 豊科北中

中学男子3年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  3503

7  3442

3  3501

4  3559

8  3502

2  3599
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5  3504



決勝 5月22日 12:25

 1 千國 剛史(3)  4:30.70 
ﾁｸﾆ ﾂﾖｼ 三郷中

 2 細井 奨太(3)  4:37.49 
ﾎｿｲ ｼｮｳﾀ 豊科北中

 3 山﨑 航(3)  4:42.90 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 明科中

 4 牛山 颯太(3)  4:48.21 
ｳｼﾔﾏ ｿｳﾀ 豊科北中

 5 佐々木 康二(3)  4:49.82 
ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 堀金中

 6 武藤 壮平(3)  4:50.87 
ﾑﾄｳ ｿｳﾍｲ 豊科北中

 7 田中 晴之輔(2)  4:56.66 
ﾀﾅｶ ﾊﾙﾉｽｹ 明科中

 8 山田 稔輝(3)  5:00.35 
ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｷ 堀金中

 9 森本 敦士(3)  5:01.91 
ﾓﾘﾓﾄ ｱﾂｼ 穂高西中

10 等々力 伸彦(2)  5:15.99 
ﾄﾄﾞﾘｷ ﾉﾌﾞﾋｺ 穂高東中

11 深澤 亨太(2)  5:18.25 
ﾌｶｻﾜ ﾘｮｳﾀ 豊科北中

12 髙坂 柊斗(2)  5:18.32 
ｺｳｻｶ ｼｭｳﾄ 穂高東中

13 伊東 健(2)  5:18.46 
ｲﾄｳ ｹﾝ 穂高東中

14 細川 健人(2)  5:22.19 
ﾎｿｶﾜ ｹﾝﾄ 穂高西中

15 古畑 朋也(2)  5:27.63 
ﾌﾙﾊﾀ ﾄﾓﾔ 三郷中

16 小穴 優也(3)  5:35.72 
ｵｱﾅ ﾏｻﾔ 豊科北中
松澤 大地(2)
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高西中
山下 諒(2)
ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳ 穂高西中
田中 孝之輔(3)
ﾀﾅｶ ｺｳﾉｽｹ 明科中
二村 航平(3)
ﾆﾑﾗ ｺｳﾍｲ 穂高西中

中学男子２・３年

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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決勝 5月22日 13:30

３回の
最高記録

小林 拓未(2)  4.31   x  5.03   5.03    5.03 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 穂高西中  +0.4  +1.1  +2.6   +2.6    +2.6
東井 誠弥(3)  4.94  4.95   -   4.95    4.95 
ﾄｳｲ ｾｲﾔ 三郷中  +0.6  +1.7   +1.7    +1.7
濱 哲也(3)  4.75   x  4.58   4.75    4.75 
ﾊﾏ ﾃﾂﾔ 三郷中  -0.5  +1.3  -0.2   -0.5    -0.5
三間 翔(2)   x  4.68   x   4.68    4.68 
ﾐﾂﾏ ｶｹﾙ 三郷中  +0.6  +2.3  +1.0   +2.3    +2.3
小野沢 達也(3)   x  4.66   -   4.66    4.66 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 穂高東中  +0.2  +1.6   +1.6    +1.6
西堀 和朗(2)  4.58  4.20  4.38   4.58    4.58 
ﾆｼﾎﾘ ｶｽﾞｱｷ 三郷中  +1.1  +0.7  -0.8   +1.1    +1.1
筒井 将太(3)  4.56  4.38   -   4.56    4.56 
ﾂﾂｲ ｼｮｳﾀ 豊科北中  +0.8   0.0   +0.8    +0.8
塩田 雅人(2)  4.41  4.20   -   4.41    4.41 
ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 豊科北中  +0.1  +1.9   +0.1    +0.1
藤松 楓季(3)  4.40  4.19   -   4.40    4.40 
ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ 豊科北中  -0.2  +1.3   -0.2    -0.2
武藤 壮平(3)  3.18  3.41  3.29   3.41    3.41 
ﾑﾄｳ ｿｳﾍｲ 豊科北中  -0.3  +1.5  -0.4   +1.5    +1.5
恩田 佑哉(2) 欠場
ｵﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ 三郷中
山下 紘永(2) 欠場
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 豊科北中

中学男子２・３年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 11  3474

-3- -4- -5- -6-

2 8  3601

3 4  3604

4 10  3593

5 12  3442

6 2  3586

7 1  3502

8 5  3510

9 7  3501

9  3514

10 3  3506

6  3581



決勝 5月22日 14:00

大会記録(GR)                     1.65 

遠藤 聡(3) 大会新
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 三郷中
諏訪 秀聖(2)
ｽﾜ ｼｭｳｾｲ 穂高西中
永田 望海(2)
ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 豊科北中
青柳 朋和(1)
ｱｵﾔｷﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 堀金中
西尾 信ノ輔(2)
ﾆｼｵ ｼﾝﾉｽｹ 穂高西中
長﨑 祐介(1) 記録なし
ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 豊科北中
飯島 拓海(1) 記録なし
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 豊科北中
吉田 快(1) 記録なし
ﾖｼﾀﾞ ｶｲ 堀金中
藤原 利章(2) 記録なし
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科北中
望月 章史(1) 記録なし
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾌﾐ 豊科北中

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
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決勝 5月22日 14:00

３回の
最高記録

石﨑 智裕(3)
ｲｼｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 穂高西中
丸山 貴由人(3)
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾕﾄ 豊科北中
小岩井 元貴(3)
ｺｲﾜｲ ｹﾞﾝｷ 三郷中
野畑 幸世(3)
ﾉﾊﾞﾀ ﾕｷﾖ 三郷中
宮坂 瑛(1)
ﾐﾔｻｶ ｱｷﾗ 三郷中
務臺 拓矢(1)
ﾑﾀｲ ﾀｸﾔ 三郷中
牛山 颯太(3)
ｳｼﾔﾏ ｿｳﾀ 豊科北中
細井 奨太(3)
ﾎｿｲ ｼｮｳﾀ 豊科北中
細萱 元太(2)
ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 豊科北中
黒岩 達(3) 記録なし
ｸﾛｲﾜ ｻﾄｼ 豊科北中

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

中学男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
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  8.01 
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   5.62
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  4.85   4.86   5.62   5.62 
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   x    x    x

  4.83 



決勝 5月22日 15:10

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 豊科北中(A)  3510 塩田 雅人(2)    48.53 

ﾄﾖｼﾅｷｱﾁｭｳA ｼｵﾀ ﾏｻﾄ
 3501 藤松 楓季(3)

ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ
 3503 黒岩 達(3)

ｸﾛｲﾜ ｻﾄｼ
 3513 細萱 元太(2)

ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ
 2   7 三郷中(A)  3598 野畑 幸世(3)    50.02 

ﾐｻﾄﾁｭｳA ﾉﾊﾞﾀ ﾕｷﾖ
 3601 東井 誠弥(3)

ﾄｳｲ ｾｲﾔ
 3600 遠藤 聡(3)

ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ
 3596 小岩井 元貴(3)

ｺｲﾜｲ ｹﾞﾝｷ
 3   3 三郷中(B)  3605 種山 翔太(1)    53.31 

ﾐｻﾄﾁｭｳB ﾀﾈﾔﾏ ｼｮｳﾀ
 3579 三宅 浩生(1)

ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ
 3585 増子 良平(1)

ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ
 3587 甕 慎伍(1)

ﾓﾀｲ ｼﾝｺﾞ
 4   4 豊科北中(B)  3486 岡村 慧胤(1)    53.59 

ﾄﾖｼﾅｷｱﾁｭｳB ｵｶﾑﾗ ｹｲﾝ
 3509 永田 望海(2)

ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ
 3489 髙木 涼太(1)

ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ
 3508 藤原 利章(2)

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ
 5   5 穂高東中(B)  3429 髙坂 柊斗(2)    54.28 

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼﾁｭｳB ｺｳｻｶ ｼｭｳﾄ
 3427 等々力 伸彦(2)

ﾄﾄﾞﾘｷ ﾉﾌﾞﾋｺ
 3426 伊東 健(2)

ｲﾄｳ ｹﾝ
 3428 杉本 拓郎(2)

ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾛｳ
 6   9 穂高東中(A)  3439 小野澤 郁也(1)    55.56 

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼﾁｭｳA ｵﾉｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ
 3442 小野沢 達也(3)

ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
 3437 高山 栄作(2)

ﾀｶﾔﾏ ｴｲｻｸ
 3432 望月 春希(1)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｷ
 7   6 堀金中  3571 吉田 快(1)  1:02.68 

ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ﾖｼﾀﾞ ｶｲ
 3573 黒岩 慶大(1)

ｸﾛｲﾜ ｹｲﾀ
 3568 板東 一樹(1)

ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ
 3567 青柳 朋和(1)

ｱｵﾔｷﾞ ﾄﾓｶｽﾞ
 8   2 豊科北中(C)  3490 望月 章史(1)  1:04.36 

ﾄﾖｼﾅｷｱﾁｭｳC ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾌﾐ
 3504 丸山 貴由人(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｷﾕﾄ
 3487 長﨑 祐介(1)

ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ
 3502 筒井 将太(3)

ﾂﾂｲ ｼｮｳﾀ

中学男子

4×100m

決勝



予選 5月22日 10:45
決勝 5月22日 14:15

[ 1組] 風速 -1.7 [ 2組] 風速 -0.4

 1 有馬 寿哉(4)    15.85 q 1 細川 大吾(4)    16.41 q
ｱﾘﾏ ﾄｼﾔ 豊科南小 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 穂高北小

 2 唐澤 爽太(4)    17.17 2 山崎 杜馬(4)    16.63 q
ｶﾗｻﾜ ｿｳﾀ 明南小 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｳﾏ 三郷小陸上部

 3 上条 康太(4)    17.43 3 塩島 和弥(4)    16.91 q
ｶﾐｼﾞｮｳ  ｺｳﾀ 堀金小A ｼｵｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 三郷小

 4 日下部 海斗(4)    17.49 4 原 雅貴(4)    18.22 
ｸｻｶﾍﾞ ｶｲﾄ 穂高西小A ﾊﾗ ﾏｻｷ 豊科南小

 5 澤田 航希(4)    19.10 5 幅 樹生(4)    18.47 
ｻﾜﾀﾞ ｺｳｷ 豊科北小 ﾊﾊﾞ ｼﾞｭｲｷ 明北小

 6 竹内 恒平(4)    20.06 6 石垣 康樹(4)    18.68 
ﾀｹｳﾁ  ｺｳﾍｲ 堀金小B ｲｼｶﾞｷ ｺｳｷ 穂高西小A

 7 瀧澤 佑斗(4)    20.38 森田 悠(4)
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 穂高西小B ﾓﾘﾀ ﾕｳ 明南小
横内 大輝(4) 横澤 球和(4)
ﾖｺｳﾁ ﾀﾞｲｷ 三郷小 ﾖｺｻﾜ ｷｭｳﾜ 豊科北小

[ 3組] 風速 +3.6 [ 4組] 風速 +2.2

 1 垂水 彪雅(4)    17.11 1 大木 陽太(4)    16.29 q
ﾀﾙﾐｽﾞ ﾋｮｳｶﾞ 豊科北小 ｵｵｷ ﾖｳﾀ 三郷小

 2 古川 祐輝(4)    17.51 2 大月 洸典(4)    16.82 q
ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ 三郷小陸上部 ｵｵﾂｷ  ﾀｹﾉﾘ 堀金小B

 3 斉藤 瑛史(4)    17.66 3 小泉 歩夢(4)    17.31 
ｻｲﾄｳ ｱｷﾌﾐ 豊科東小 ｺｲｽﾞﾐ ｱﾕﾑ 豊科北小

 4 中嶋 晋作(4)    17.80 4 大澤 飛鷹(4)    17.90 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｻｸ 穂高西小B ｵｵｻﾜ ｱｽｶ 三郷小陸上部

 5 釜野井 捷馬(4)    17.92 5 横川 惟頼(4)    18.57 
ｶﾏﾉｲ ｼｮｳﾏ 三郷小 ﾖｺｶﾜ ｲﾖﾘ 穂高西小B

 6 伊藤 柾(4)    18.41 6 中西 陸人(4)    18.57 
ｲﾄｳ ﾏｻｷ 穂高北小 ﾅｶﾆｼ ﾘｸﾄ 穂高西小A

 7 山内 央都(4)    19.09 7 板花 諒征(4)    18.66 
ﾔﾏｳﾁ ﾋﾛﾄ 穂高西小A ｲﾀﾊﾅ  ﾘｮｳｾｲ 堀金小A
丸山 凌矢(4)
ﾏﾙﾔﾏ  ﾘｮｳﾔ 堀金小B

[ 5組] 風速 +1.1

 1 木村 聡太(4)    16.47 q
ｷﾑﾗ ｿｳﾀ 豊科北小

 2 二瓶 柊(4)    16.74 q
ﾆﾍｲ ｼｭｳ 三郷小

 3 臼井 崇詞(4)    17.08 
ｳｽｲ ﾀｶｼ 穂高北小

 4 萩原 拓海(4)    17.47 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 豊科南小

 5 黒岩 大志(4)    17.97 
ｸﾛｲﾜ ﾀｲｼ 穂高西小A

 6 黒澤 豪(4)    18.35 
ｸﾛｻﾜ  ｺﾞｳ 堀金小A
中村 太楽(4)
ﾅｶﾑﾗ  ﾀｲﾗ 堀金小B

風速 +0.6

 1 有馬 寿哉(4)    16.16 
ｱﾘﾏ ﾄｼﾔ 豊科南小

 2 大木 陽太(4)    16.32 
ｵｵｷ ﾖｳﾀ 三郷小

 3 山崎 杜馬(4)    16.37 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｳﾏ 三郷小陸上部

 4 木村 聡太(4)    16.73 
ｷﾑﾗ ｿｳﾀ 豊科北小

 5 細川 大吾(4)    16.74 
ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 穂高北小

 6 二瓶 柊(4)    16.97 
ﾆﾍｲ ｼｭｳ 三郷小

 7 塩島 和弥(4)    17.01 
ｼｵｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 三郷小
大月 洸典(4)
ｵｵﾂｷ  ﾀｹﾉﾘ 堀金小B

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学4年男子

100m

予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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決勝 5月22日 9:00

３回の
最高記録

木村 悦士(4)  3.47  3.29  3.30   3.47    3.47 
ｷﾑﾗ ｴﾂｼ 豊科北小  +4.9  +0.8  +1.2   +4.9    +4.9
谷川 弘樹(4)  3.01  2.36  2.73   3.01    3.01 
ﾀﾆｶﾜ ｺｳｷ 明南小  +2.8  +1.2  +1.9   +2.8    +2.8
山田 優斗(4)   x  2.87  2.77   2.87    2.87 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 豊科東小  +3.0  -1.4  -1.5   -1.4    -1.4
望月 至(4)  2.86  2.55  2.72   2.86    2.86 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｲﾀﾙ 豊科南小  +3.6  +3.8  -0.1   +3.6    +3.6
青木 寛弥(4)   x   x  2.77   2.77    2.77 
ｱｵｷ ﾄﾓﾔ 明南小  +4.4  +2.8  +0.5   +0.5    +0.5
渡辺 悠介(4)   x   x  2.49   2.49    2.49 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 明南小  +4.0  +4.0  -0.9   -0.9    -0.9
小林 鏡己(4)   x   x  2.48   2.48    2.48 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｶﾞﾐ 穂高西小A  +2.1  +2.9  +2.0   +2.0    +2.0

小学4年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 6   167

-3- -4- -5- -6-

2 5   456

3 7   259

4 2   215

5 1   457

6 3   455

7 4   129



予選 5月22日 11:00
決勝 5月22日 14:20

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +0.5

 1 上條 友暉(5)    15.20 q 1 中西 竜歩(5)    15.97 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄﾓｷ 豊科東小 ﾅｶﾆｼ ﾘｭｳﾎ 穂高西小A

 2 宮崎 祐太(5)    16.52 q 2 木村 輔(5)    16.21 q
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀ 穂高南小 ｷﾑﾗ ﾀｽｸ 豊科南小

 3 佐々木 寿輝(5)    16.54 3 中村 巧実(5)    16.38 q
ｻｻｷ ﾖｼｷ 穂高西小A ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 穂高南小

 4 矢花 太希(5)    18.69 4 森田 京裕(5)    16.53 q
ﾔﾊﾞﾅ ﾀｲｷ 明南小 ﾓﾘﾀ ｷｮｳｽｹ 豊科東小
塩入 小太朗(5) 5 中田 魁人(5)    17.30 
ｼｵｲﾘ ｺﾀﾛｳ 穂高北小 ﾅｶﾀﾞ  ｶｲﾄ 堀金小A
曽根原 真(5) 6 宮坂 光南(5)    17.32 
ｿﾈﾊﾗ ｼﾝ 穂高西小A ﾐﾔｻｶ ｺﾅﾝ 豊科北小
塩沢 海人(5) 降旗 優佑(5)
ｼｵｻﾞﾜ ｶｲﾄ 三郷小 ﾌﾘﾊﾀ ﾕｳｽｹ 三郷小

[ 3組] 風速 +0.8

 1 杏 輝哉(5)    16.25 q
ｶﾗﾓﾓ ﾃﾙﾔ 穂高南小

 2 小穴 康平(5)    16.35 q
ｵｱﾅ ｺｳﾍｲ 豊科北小

 3 木村 優都(5)    16.70 
ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 穂高北小

 4 竹内 凌平(5)    16.94 
ﾀｹｳﾁ ﾘｮｳﾍｲ 穂高西小A

 5 西澤 一真(5)    17.34 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 穂高南小
三浦 颯斗(5)
ﾐｳﾗ ﾊﾔﾄ 三郷小

風速 -1.1

 1 上條 友暉(5)    15.28 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄﾓｷ 豊科東小

 2 中西 竜歩(5)    15.99 
ﾅｶﾆｼ ﾘｭｳﾎ 穂高西小A

 3 杏 輝哉(5)    16.32 
ｶﾗﾓﾓ ﾃﾙﾔ 穂高南小

 4 木村 輔(5)    16.57 
ｷﾑﾗ ﾀｽｸ 豊科南小

 5 中村 巧実(5)    16.64 
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 穂高南小

 6 小穴 康平(5)    16.65 
ｵｱﾅ ｺｳﾍｲ 豊科北小

 7 森田 京裕(5)    16.76 
ﾓﾘﾀ ｷｮｳｽｹ 豊科東小

 8 宮崎 祐太(5)    16.76 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀ 穂高南小

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学5年男子

100m

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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予選 5月22日 11:10
決勝 5月22日 14:25

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +1.5

 1 内田 祐介(6)    14.89 q 1 岡村 崚平(6)    15.03 q
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ 三郷小 ｵｶﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 穂高南小

 2 曽根原 亮太(6)    15.06 q 2 今井 優希(6)    15.10 q
ｿﾈﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 豊科南小 ｲﾏｲ ﾕｳｷ 豊科東小

 3 山口 光太郎(6)    15.13 q 3 宮澤 凌翔(6)    15.40 q
ﾔﾏｸﾞﾁ  ｺｳﾀﾛｳ 堀金小A ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳﾄ 豊科南小

 4 藤原 圭祐(6)    15.26 q 4 前田 大和(6)    15.93 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲｽｹ 穂高南小 ﾏｴﾀﾞ  ﾔﾏﾄ 堀金小A

 5 真野 温人(6)    15.48 q 5 澤田 直希(6)    16.01 
ﾏﾉ ﾊﾙﾄ 豊科北小 ｻﾜﾀﾞ ﾅｵｷ 豊科北小

 6 北嶋 峻(6)    15.78 坂上 鷹史(6)
ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ 豊科東小 ｻｶｶﾞﾐ ﾀｶｼ 三郷小

 7 丸山 竜雅(6)    16.33 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳｶﾞ 豊科南小

風速 -2.1

 1 今井 優希(6)    15.50 
ｲﾏｲ ﾕｳｷ 豊科東小

 2 山口 光太郎(6)    15.53 
ﾔﾏｸﾞﾁ  ｺｳﾀﾛｳ 堀金小A

 3 曽根原 亮太(6)    15.57 
ｿﾈﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 豊科南小

 4 岡村 崚平(6)    15.62 
ｵｶﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 穂高南小

 5 内田 祐介(6)    15.63 
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ 三郷小

 6 藤原 圭祐(6)    15.88 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲｽｹ 穂高南小

 7 宮澤 凌翔(6)    15.89 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳﾄ 豊科南小

 8 真野 温人(6)    16.26 
ﾏﾉ ﾊﾙﾄ 豊科北小

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学6年男子
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決勝 5月22日 10:00

野村 健成(6)
ﾉﾑﾗ ｹﾝｾｲ 豊科北小
吉川 みんと(6)
ﾖｼｶﾜ ﾐﾝﾄ 穂高南小
兒林 泰知(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾁ 穂高南小
斉藤 雅人(6)
ｻｲﾄｳ ﾏｻﾄ 穂高西小A
小合 翔大(6)
ｵｺﾞｳ ｼｮｳﾀ 明科かけっこｸﾗﾌﾞ
香西 奎汰(6)
ｺｳｻﾞｲ ｹｲﾀ 穂高南小
宮澤 健太(5)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 三郷小
安永 幸太(6)
ﾔｽﾅｶﾞ ｺｳﾀ 穂高北小
南 陽也(6)
ﾐﾅﾐ ﾊﾙﾔ 穂高北小
大倉 優輝(5)
ｵｵｸﾗ ﾕｳｷ 三郷小
横川 政二(6)
ﾖｺｶﾜ ｾｲｼﾞ 三郷小陸上部
石曽根 聖(5)
ｲｼｿﾞﾈ ﾀｶｼ 三郷小陸上部
浦沢 碩規(6) 記録なし
ｳﾗｻﾜ ﾋﾛｷ 三郷小陸上部
浦沢 宗季(5) 記録なし
ｳﾗｻﾜ ﾄｼｷ 三郷小

小学５・６年男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
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決勝 5月22日 9:00

３回の
最高記録

寺島 裕貴(6)  3.81  3.76  3.53   3.81    3.81 
ﾃﾗｼﾏ ﾕｳｷ 穂高南小  +3.7  -0.9  -1.5   +3.7    +3.7
中谷 夏希(6)   x  3.79  3.77   3.79    3.79 
ﾅｶﾔ ﾅﾂｷ 三郷小陸上部  +3.9  -0.2  +0.2   -0.2    -0.2
浅野 拓真(6)  3.50  3.70  3.48   3.70    3.70 
ｱｻﾉ ﾀｸﾏ 穂高南小  +4.3  +0.1  +0.4   +0.1    +0.1
松尾 優弥(6)  3.66  3.25   x   3.66    3.66 
ﾏﾂｵ ﾏｻﾔ 穂高南小  +5.0  -0.7  -1.0   +5.0    +5.0
飯島 直弥(6)  3.42  3.12  3.09   3.42    3.42 
ｲｲｼﾞﾏ ﾅｵﾔ 穂高北小  +2.0  +0.5   0.0   +2.0    +2.0
田中 涼哉(5)  3.37  3.05  3.41   3.41    3.41 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾔ 穂高西小B  +4.5  -3.4  +1.0   +1.0    +1.0
中村 直樹(6)  3.09   x  3.39   3.39    3.39 
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵｷ 穂高西小A  +2.1  +0.6   0.0    0.0     0.0
浅川 裕真(6)  3.25  3.25  3.12   3.25    3.25 
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾏ 穂高西小B  +2.0  -3.7  -1.0   -3.7    -3.7
山本 悠介(6)  3.07  3.18  2.93   3.18    3.18 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｽｹ 穂高西小A  +4.1  -1.3  -0.2   -1.3    -1.3
乾 朔弥(6)   x  3.12   x   3.12    3.12 
ｲﾇｲ ｻｸﾔ 豊科南小  +2.9  -3.0  -0.5   -3.0    -3.0
臼井 優那(5)  2.98  2.95  3.11   3.11    3.11 
ｳｽｲ ﾕﾔ 穂高北小  +4.2  -0.9  +0.4   +0.4    +0.4
飯森 楓友(5)  3.02  3.10  2.81   3.10    3.10 
ｲｲﾓﾘ ﾌﾕ 三郷小  +2.6  +0.4   0.0   +0.4    +0.4
平沢 航太(6)   x  2.93  2.70   2.93    2.93 
ﾋﾗｻﾜ  ｺｳﾀ 堀金小A  +3.6  +0.1  -2.1   +0.1    +0.1
望月 慎也(5)  2.47   x  2.17   2.47    2.47 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼﾝﾔ 穂高西小A  +3.5  +1.8  -0.8   +3.5    +3.5
山岸 光希(6) 欠場
ﾔﾏｷﾞｼ  ｺｳｷ 堀金小A
小川 嬉哉(6) 欠場
ｵｶﾞﾜ  ﾖｼﾔ 堀金小A

小学５・６年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 16    61

-3- -4- -5- -6-

2 6   383

3 12    63

4 14    62

5 9    23

6 1   111

7 7   103

8 4   105

9 5   104

10 13   214

11 11    22

12 8   371

13 15   315

10   313

14 3   112

2   314



決勝 5月22日 9:00

３回の
最高記録

岩田 芙詩(5)
ｲﾜﾀ ﾌｳﾀ 明南小
岡田 雄斗(6)
ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 穂高西小A
幅 樹輝阿(6)
ﾊﾊﾞ ｼﾞｭｷｱ 明北小
米倉 岳志(6)
ﾖﾈｸﾗ  ﾀｹｼ 堀金小A
畔田 駿(6)
ｸﾛﾀﾞ ｼｭﾝ 豊科北小
山口 俊哉(6)
ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾄｼﾔ 堀金小A
藤松 雅也(6)
ﾌｼﾞﾏﾂ ﾏｻﾔ 豊科東小
藤原 俊輔(5)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼｭﾝｽｹ 豊科南小
岩渕 大悟(5)
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾀﾞｲｺﾞ 豊科北小
荒川 竜之助(6)
ｱﾗｶﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 穂高南小
原 幸太郎(5)
ﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 豊科北小
古屋 大紀(5)
ﾌﾙﾔ ﾋﾛｷ 穂高南小
小林 栄登(6) 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｴｲﾄ 三郷小

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

小学５・６年男子
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決勝
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決勝 5月22日 11:25

[ 1組] [ 2組]

 1 小澤 大輝(5)   3:37.91  1 古川 竜大(6)   3:33.21 
ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 穂高西小A ﾌﾙｶﾜ ﾘｭｳﾀ 豊科東小

 2 藤岡 文人(6)   3:41.75  2 平林 柚葵(6)   3:37.19 
ﾌｼﾞｵｶ ｱﾔﾄ 三郷小陸上部 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 三郷小陸上部

 3 大月 健生(5)   3:42.71  3 田中 仁之輔(4)   3:38.52 
ｵｵﾂｷ ﾀｹﾙ 穂高西小A ﾀﾅｶ ｼﾞﾝﾉｽｹ 明南小

 4 浅川 智哉(5)   3:44.41  4 小林 将貴(6)   3:38.67 
ｱｻｶﾜ ﾄﾓﾔ 穂高西小A ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 穂高北小

 5 二村 俊平(5)   3:47.28  5 保科 壮(6)   3:43.14 
ﾆﾑﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ 穂高北小 ﾎｼﾅ ﾀｹｼ 穂高南小

 6 川上 栞晴(6)   3:49.69  6 巣山 幹太(5)   3:49.99 
ｶﾜｶﾐ ｶﾝｾｲ 穂高北小 ｽﾔﾏ ｶﾝﾀ 豊科東小

 7 笹川 宝良(5)   3:51.10  7 小林 裕己(5)   3:55.84 
ｻｻｶﾞﾜ ﾀｶﾗ 三郷小 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳｷ 堀金小A

 8 平林 隼人(5)   3:58.44  8 河野 玄翔(6)   3:56.82 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 三郷小 ｺｳﾉ ﾊﾙﾄ 豊科南小

 9 黒岩 優斗(4)   4:06.18  9 須澤 颯斗(5)   3:59.23 
ｸﾛｲﾜ  ﾕｳﾄ 堀金小A ｽｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 穂高南小

10 栗原 竜一(4)   4:07.72 10 伊藤 基也(4)   4:00.73 
ｸﾘﾊﾗ ﾘｭｳｲﾁ 穂高北小 ｲﾄｳ ﾓﾄﾔ 穂高西小A

11 橋詰 拓実(4)   4:10.73 11 井野 暉(6)   4:00.79 
ﾊｼｽﾞﾒ ﾀｸﾐ 三郷小 ｲﾉ ﾋｶﾙ 豊科北小

12 横川 弥勒(4)   4:19.20 12 山田 洋平(6)   4:03.56 
ﾖｺｶﾜ ﾐﾛｸ 穂高西小B ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾍｲ 豊科南小

13 一志 瑠衣斗(4)   4:20.63 13 押野 友和(5)   4:04.48 
ｲｯｼ  ﾙｲﾄ 堀金小B ｵｼﾉ ﾄﾓｶｽﾞ 穂高南小

14 中出 港人(4)   4:21.87 14 小川 晃汰(5)   4:09.06 
ﾅｶﾃﾞ ﾐﾅﾄ 穂高西小B ｵｶﾞﾜ ｺｳﾀ 穂高南小

15 横山 敬大(4)   4:24.43 15 三間 玲緒(4)   4:10.56 
ﾖｺﾔﾏ  ｹｲﾀ 堀金小A ﾐﾂﾏ ﾚｵ 明南小

16 冨永 雄太郎(4)   4:26.76 16 中村 文俊(6)   4:10.62 
ﾄﾐﾅｶﾞ  ﾕｳﾀﾛｳ 堀金小B ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾄｼ 豊科南小

17 宮澤 武宏(4)   4:30.76 17 横山 竜之介(6)   4:11.57 
ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾀｹﾋﾛ 堀金小B ﾖｺﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 穂高南小

18 増田 颯大郎(4)   4:31.50 18 曽山 耕平(4)   4:11.82 
ﾏｽﾀ  ｿｳﾀﾛｳ 堀金小A ｿﾔﾏ  ｺｳﾍｲ 堀金小B

19 小野 富生(4)   4:32.04 19 阿部 竜真(5)   4:18.50 
ｵﾉ  ﾖｼｷ 堀金小B ｱﾍﾞ ﾀﾂﾏ 豊科南小

20 北林 青空(5)   4:39.92 20 村松 卓弥(4)   4:23.80 
ｷﾀﾊﾞﾔｼ  ｿﾗ 堀金小A ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾔ 三郷小

小学男子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

8   115

2   113

15   378

20     5

12   114

16    10

4   307

11   364

1   365

7   134

18    16

9   362

10   309

3   327

13   133

5   330

17   331

2   310

19   328

14   311

6   308

順 No.

14   454

4    71

11   379

所属名 記録／備考
15   253

9   257

17     2

18    57

10   131

7   203

1   202

8    58

3   153

6   453

13   201

12    56

20   329

5   204

16    70

19   363



   1 古川 竜大(6) 豊科東小     3:33.21   2   1
   2 平林 柚葵(6) 三郷小陸上部     3:37.19   2   2
   3 小澤 大輝(5) 穂高西小A     3:37.91   1   1
   4 田中 仁之輔(4) 明南小     3:38.52   2   3
   5 小林 将貴(6) 穂高北小     3:38.67   2   4
   6 藤岡 文人(6) 三郷小陸上部     3:41.75   1   2
   7 大月 健生(5) 穂高西小A     3:42.71   1   3
   8 保科 壮(6) 穂高南小     3:43.14   2   5
   9 浅川 智哉(5) 穂高西小A     3:44.41   1   4
  10 二村 俊平(5) 穂高北小     3:47.28   1   5
  11 川上 栞晴(6) 穂高北小     3:49.69   1   6
  12 巣山 幹太(5) 豊科東小     3:49.99   2   6
  13 笹川 宝良(5) 三郷小     3:51.10   1   7
  14 小林 裕己(5) 堀金小A     3:55.84   2   7
  15 河野 玄翔(6) 豊科南小     3:56.82   2   8
  16 平林 隼人(5) 三郷小     3:58.44   1   8
  17 須澤 颯斗(5) 穂高南小     3:59.23   2   9
  18 伊藤 基也(4) 穂高西小A     4:00.73   2  10
  19 井野 暉(6) 豊科北小     4:00.79   2  11
  20 山田 洋平(6) 豊科南小     4:03.56   2  12
  21 押野 友和(5) 穂高南小     4:04.48   2  13
  22 黒岩 優斗(4) 堀金小A     4:06.18   1   9
  23 栗原 竜一(4) 穂高北小     4:07.72   1  10
  24 小川 晃汰(5) 穂高南小     4:09.06   2  14
  25 三間 玲緒(4) 明南小     4:10.56   2  15
  26 中村 文俊(6) 豊科南小     4:10.62   2  16
  27 橋詰 拓実(4) 三郷小     4:10.73   1  11
  28 横山 竜之介(6) 穂高南小     4:11.57   2  17
  29 曽山 耕平(4) 堀金小B     4:11.82   2  18
  30 阿部 竜真(5) 豊科南小     4:18.50   2  19
  31 横川 弥勒(4) 穂高西小B     4:19.20   1  12
  32 一志 瑠衣斗(4) 堀金小B     4:20.63   1  13
  33 中出 港人(4) 穂高西小B     4:21.87   1  14
  34 村松 卓弥(4) 三郷小     4:23.80   2  20
  35 横山 敬大(4) 堀金小A     4:24.43   1  15
  36 冨永 雄太郎(4) 堀金小B     4:26.76   1  16
  37 宮澤 武宏(4) 堀金小B     4:30.76   1  17
  38 増田 颯大郎(4) 堀金小A     4:31.50   1  18
  39 小野 富生(4) 堀金小B     4:32.04   1  19
  40 北林 青空(5) 堀金小A     4:39.92   1  20

都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
  253
  379

小学男子

1000m
タイムレース

順位 No. 氏  名

  115
   71
  114
   10

  113
  454
    2
  378

  203
  365
   57
  131

    5
  257
  364
  310

   16
   56
  453
  201

  153
  202
   58
  307

  134
  327
  133
  363

  362
   70
  329
  204

  328
  311

  309
  330
  331
  308



決勝 5月22日 13:15

風速 -2.7

 1 浅川 駿太(6)    18.12 
ｱｻｶﾜ ｼｭﾝﾀ 穂高南小

 2 早坂 駿(6)    18.26 
ﾊﾔｻｶ ｼｭﾝ 三郷小

 3 佐藤 和樹(6)    19.14 
ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 穂高西小A

 4 藤沢 龍人(6)    19.31 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｭｳﾄ 豊科南小

 5 若宮 隆文(5)    19.57 
ﾜｶﾐﾔ ﾀｶﾌﾐ 穂高南小

 6 横山 絢大(5)    22.93 
ﾖｺﾔﾏ  ｹﾝﾀ 堀金小A
百瀬 裕基(6)
ﾓﾓｾ ﾕｳｷ 三郷小

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7    64

8   367

小学男子

80mH

決勝

順 ﾚｰﾝ

2   212

3    55

4   102

6   366
欠場

5   312



決勝 5月22日 14:50

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 穂高西小A   143 田中 魅希(6)  1:02.91 

ﾎﾀｶﾆｼｼｮｳｴｰ ﾀﾅｶ ｶｲｷ
  140 古幡 晶(6)

ﾌﾙﾊﾀ ｼｮｳ
  144 土屋 諒祐(6)

ﾂﾁﾔ ﾘｮｳｽｹ
  142 酒井 広紀(6)

ｻｶｲ ｺｳｷ
 2   3 堀金小A   320 一色 渓介(5)  1:03.90 

ﾎﾘｶﾞﾈｼｮｳｴｰ ｲｯｼｷ  ｹｲｽｹ
  319 五十嵐 健祐(5)

ｲｶﾞﾗｼ  ｹﾝｽｹ
  322 熊野 哉那(5)

ｸﾏﾉ  ｶﾅﾀ
  321 伊藤 柊(5)

ｲﾄｳ  ｼｭｳ
 3   4 穂高南小    73 寺嶋 将希(5)  1:03.93 

ﾎﾀｶﾐﾅﾐｼｮｳ ﾃﾗｼﾏ ﾏｻｷ
   72 矢野 将也(5)

ﾔﾉ ﾏｻﾔ
   74 遠藤 樹(5)

ｴﾝﾄﾞｳ ｲﾂﾞｷ
   75 矢野 誠也(5)

ﾔﾉ ｾｲﾔ

小学男子

4×100m

決勝



決勝 5月22日 9:00

 1 丸山 純一 16:57.39 
ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 安曇野陸協

 2 小林 正次 17:08.31 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾂｸﾞ 安曇野陸協

 3 草間　拓海 17:56.70 
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 丸ﾉ内中

 4 高嶋 学 18:45.14 
ﾀｶｼﾏ ﾏﾅﾌﾞ 安曇野陸協
百瀬 州一
ﾓﾓｾ ｼｭｳｲﾁ 安曇野陸協
長岡 千豪
ﾅｶﾞｵｶ ﾕｷﾋﾃﾞ 安曇野陸協

男子オープン

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

1  5766

3  8959

5  9454

欠場
6  2127

欠場

2  8953

4  8962



決勝 5月22日 14:01

三沢 航輝(2)
ﾐｻﾜ ｺｳｷ 松島中
中西 湧也(2) 記録なし
ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾔ 松島中
河野 弘喜(3) 欠場
ｺｳﾉ ﾋﾛｷ 松島中

オープン中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m25 1m30 1m35 1m40
1 2  5826

o o o xxx

1  5843
xxx

 1.35

3  5832



決勝 5月22日 14:01

３回の
最高記録

小竹 脩斗(2)
ｺﾀｹ ﾅｵﾄ 松島中
宮野 優輔(2)
ﾐﾔﾉ ﾕｳｽｹ 松島中
増尾 和哉(2)
ﾏｽｵ ｶｽﾞﾔ 松島中
丸山 悠太(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 松島中

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

オープン中学男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

   6.40

記録 備考

1 4  5837
  7.50   7.23   7.57    7.57

2 3  5816
  6.01   6.25   6.40   6.40 

  7.57 

   4.71

  4.34   4.35    4.79
3 2  5844

  4.79

4 1  5840
  4.42   4.71   4.40   4.71 

  4.79 



決勝 5月22日 15:09

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 松島中  5837 小竹 脩斗(2)    51.12 

ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ｺﾀｹ ﾅｵﾄ
 5826 三沢 航輝(2)

ﾐｻﾜ ｺｳｷ
 5838 手塚 諒冴(2)

ﾃﾂﾞｶ ﾘｮｳｺﾞ
 5836 岡里 征哉(2)

ｵｶﾘ ﾏｻﾔ
 2   2 丸ﾉ内中  5766 草間　拓海    53.15 

ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ ｸｻﾏ ﾀｸﾐ
 5759 山﨑 大輝(3)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ
 5762 河西 勇介(2)

ｶｻｲ ﾕｳｽｹ
 5765 西牧 樹生(2)

ﾆｼﾏｷ ﾀﾂｷ

オープン中学男子

4×100m

決勝



予選 5月22日 10:00
決勝 5月22日 13:40

[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 +1.1

 1 三宅 浩生(1)    13.57 q 1 増子 良平(1)    13.99 q
ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 三郷中 ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 三郷中

 2 竹内 誠(1)    13.94 q 2 髙木 涼太(1)    14.04 q
ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ 穂高東中 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 豊科北中

 3 飯島 拓海(1)    14.35 3 有賀 健(1)    14.26 q
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 豊科北中 ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ 穂高西中

 4 長﨑 祐介(1)    14.56 4 髙山 晃希(1)    14.57 
ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 豊科北中 ﾀｶﾔﾏ ｺｳｷ 穂高東中

 5 南澤 憲史(1)    16.67 5 青柳 穣(1)    14.96 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｹﾝｼ 穂高東中 ｱｵﾔｷﾞ ﾕﾀｶ 堀金中

 6 板東 一樹(1)    17.02 6 丸山 優樹(1)    15.03 
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ 堀金中 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 穂高西中
寺島 利明(1) 7 小野澤 郁也(1)    15.31 
ﾃﾗｼﾏ ﾄｼｱｷ 穂高西中 ｵﾉｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ 穂高東中
種山 翔太(1) 8 上條 陸(1)    15.39 
ﾀﾈﾔﾏ ｼｮｳﾀ 三郷中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｸ 豊科北中

[ 3組] 風速 +0.1

 1 甕 慎伍(1)    13.34 q
ﾓﾀｲ ｼﾝｺﾞ 三郷中

 2 有沢 透生(1)    13.94 q
ｱﾘｻﾜ ﾄｳｲ 三郷中

 3 下川 省吾(1)    14.08 q
ｼﾓｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 穂高西中

 4 望月 春希(1)    14.27 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｷ 穂高東中

 5 望月 章史(1)    14.78 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾌﾐ 豊科北中

 6 黒岩 慶大(1)    15.08 
ｸﾛｲﾜ ｹｲﾀ 堀金中
花形 駿介(1)
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 豊科北中
山田 晴海(1)
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾐ 穂高東中

風速 -1.0

 1 三宅 浩生(1)    13.44 
ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 三郷中

 2 甕 慎伍(1)    13.67 
ﾓﾀｲ ｼﾝｺﾞ 三郷中

 3 有沢 透生(1)    13.90 
ｱﾘｻﾜ ﾄｳｲ 三郷中

 4 髙木 涼太(1)    13.97 
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 豊科北中

 5 増子 良平(1)    14.10 
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 三郷中

 6 有賀 健(1)    14.54 
ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ 穂高西中

 7 竹内 誠(1)    14.64 
ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ 穂高東中

 8 下川 省吾(1)    14.64 
ｼﾓｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 穂高西中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学男子1年

100m

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

3  3435

所属名 記録／備考
6  3579

7  3492

9  3487

欠場

8  3568

2  3478

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

欠場
4  3605

5  3440

9  3489

所属名 記録／備考
3  3585

7  3569

4  3457

2  3433

5  3491

6  3480

8  3439

所属名 記録／備考
2  3587

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7  3460

6  3432

8  3595

9  3573

3  3488

5  3490

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

欠場
4  3438

欠場

5  3587

所属名 記録／備考
6  3579

8  3585

4  3595

9  3489

2  3460

3  3457

7  3435



決勝 5月22日 12:15

大会記録(GR)                  4:49.14 

 1 大月 海世(1)  4:44.10 
ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 明科中

 2 岡村 慧胤(1)  4:45.90 
ｵｶﾑﾗ ｹｲﾝ 豊科北中

 3 栢下 諒(1)  5:14.28 
ｶﾔｼﾀ ﾏｺﾄ 三郷中

 4 飯森 友蘭(1)  5:29.84 
ｲｲﾓﾘ ﾕﾗ 三郷中

 5 平林 聖也(1)  5:37.04 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ 穂高西中

中学男子1年

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

大会新
3  3591

1  3280
大会新

2  3486

5  3580

4  3479



決勝 5月22日 13:30

３回の
最高記録

有沢 透生(1)  3.99  4.23  4.55   4.55    4.55 
ｱﾘｻﾜ ﾄｳｲ 三郷中  +2.3  +0.8  +2.2   +2.2    +2.2
甕 慎伍(1)  4.52  4.33   -   4.52    4.52 
ﾓﾀｲ ｼﾝｺﾞ 三郷中  +2.2  +0.6   +2.2    +2.2
岡村 慧胤(1)  4.12  4.03  4.38   4.38    4.38 
ｵｶﾑﾗ ｹｲﾝ 豊科北中  -1.9  +1.2  +0.5   +0.5    +0.5
三宅 浩生(1)  4.22  4.29   -   4.29    4.29 
ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 三郷中  +0.9  +1.6   +1.6    +1.6
増子 良平(1)   x  4.28   x   4.28    4.28 
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 三郷中  -0.3  +1.3  -0.3   +1.3    +1.3
渡辺 大介(1)  4.19  4.08  3.86   4.19    4.19 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 明科中  +0.1  +1.0   0.0   +0.1    +0.1
東井 隆希(1)   x  4.00   x   4.00    4.00 
ﾄｳｲ ﾘｭｳｷ 三郷中  +0.9  +1.2   +0.9    +0.9
渡邊 陽也(1)  3.75  3.62  2.94   3.75    3.75 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾔ 三郷中   0.0  -0.2  -0.3    0.0     0.0
竹内 真滉(1)  3.68  3.56  3.72   3.72    3.72 
ﾀｹｳﾁ ﾏﾋﾛ 三郷中  +1.1  +0.9  -0.3   -0.3    -0.3
笹川 昂輝(1)  3.70   x  3.71   3.71    3.71 
ｻｻｶﾞﾜ ｺｳｷ 三郷中   0.0  +1.0  +2.2   +2.2    +2.2
小口 泰治(1)  3.23  3.16  3.28   3.28    3.28 
ｵｸﾞﾁ ﾀｲｼﾞ 堀金中  -0.1  +0.7  -0.5   -0.5    -0.5
上條 陸(1)   x  3.01  3.21   3.21    3.21 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｸ 豊科北中   0.0  +1.4  +1.3   +1.3    +1.3
髙木 涼太(1)  3.21  2.83  2.66   3.21    3.21 
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 豊科北中  +1.5  +1.3  +1.1   +1.5    +1.5
花形 駿介(1) 欠場
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 豊科北中

中学男子1年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 7  3595

-3- -4- -5- -6-

2 6  3587

3 9  3486

4 13  3579

5 12  3585

6 11  3281

7 8  3588

8 2  3583

9 14  3584

10 5  3578

11 1  3572

10  3488

12 4  3491

13 3  3489



決勝 5月22日 10:16

風速 +2.6

 1 久保田 正吾(2)    12.74 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 鉢盛中

 2 宮田 拓実(2)    12.93 
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 鉢盛中

 3 西牧 樹生(2)    12.96 
ﾆｼﾏｷ ﾀﾂｷ 丸ﾉ内中

 4 熊澤 峻悟(2)    15.85 
ｸﾏｻﾞﾜ ｼｭﾝｺﾞ 丸ﾉ内中
小池 篤哉(2)
ｺｲｹ ｱﾂﾔ 丸ﾉ内中

オープン中学男子2年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  5765

5  6072

3  6073

欠場

6  5768

2  5764



決勝 5月22日 13:49

風速 -1.6

山﨑 大輝(3)    13.43 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 丸ﾉ内中
伊藤 隆意(3)
ｲﾄｳ ﾘｭｳｲ 松島中

オープン中学男子3年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

1  5759

2  5822



決勝 5月22日 12:24

 1 横水 颯太(3)  4:32.94 
ﾖｺﾐｽﾞ ｿｳﾀ 鉢盛中

 2 上田 星矢(3)  4:33.56 
ｳｴﾀﾞ ｾｲﾔ 鉢盛中

 3 中島 健登(3)  4:35.34 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾄ 松島中

 4 山下 大吾(3)  4:36.89 
ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｺﾞ 鉢盛中

 5 三沢 遼(3)  4:46.08 
ﾐｻﾜ ﾘｮｳ 松島中

 6 三島 太成(2)  4:48.41 
ﾐｼﾏ ﾀｲｾｲ 鉢盛中

 7 河野 修平(3)  4:52.66 
ｺｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 松島中

 8 太田 賢斗(3)  4:59.12 
ｵｵﾀ ｹﾝﾄ 鉢盛中

 9 市毛 彰人(3)  5:05.09 
ｲﾁｹﾞ ｱｷﾄ 松島中

10 永田 紘暉(2)  5:12.71 
ﾅｶﾞﾀ ｺｳｷ 鉢盛中

11 平崎 柊(3)  5:20.64 
ﾋﾗｻｷ ｼｭｳ 松島中

12 高山 剛志(2)  5:29.47 
ﾀｶﾔﾏ ﾀｹｼ 松島中

13 河西 勇介(2)  5:44.05 
ｶｻｲ ﾕｳｽｹ 丸ﾉ内中
臼井 傑(2)
ｳｽｲ ｽｸﾞﾙ 松島中

オープン中学男子2,3

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

13  5827

2  6066

14  6067

10  6071

8  6068

5  5845

9  5829

1  5830

6  6069

11  5841

12  6070

3  5831

欠場

4  5762

7  5835
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