
《大会コード　　　１２２００５４８》

期　日　：　平成24年５月２0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　　　２０４０４０》

記録主任：森　安夫

風力測定主任：百瀬二千六

時刻 天候 気温　℃ 湿度％ 風向 風速 気圧 備考

9時00分 曇り 17.0℃ 65% 南南東 0.2

10時00分 曇り 19.0℃ 54% 北北東 0.9

11時00分 曇り 21.0℃ 42% 南南東 2.1

12時00分 曇り 21.0℃ 42% 南東 3.8

13時00分 曇り 21.5℃ 38% 南南東 4.0

14時00分 曇り 21.5℃ 38% 南東 3.8

15時00分 曇り 21.5℃ 34% 南東 2.7

グ ラ ン ド コ ン デ シ ョ ン 記 録

平成２４年度岡谷市民春季陸上競技大会

平成24年
岡谷市民春季陸上競技大会



予・決 記録 所属 従来の記録

決勝 １ｍ00 田中（６） ０ｍ９５

決勝 2,23.60 小井川（２） 2,25.84

決勝 3,30.90 小井川（６） 3,38,13

決勝 30.04 岡谷東部 30.96

決勝 5,12.26 岡谷東部 5,36.45

予・決 記録 所属 従来の記録

決勝 １ｍ４０ 岡谷東部中学3年女子走高跳

中学女子1年２００ｍ

中学女子２年１５００ｍ

平成２４岡谷市民春季陸上競技大会

曾根凌駕

夏川優衣

小学男子５・６年走高跳

この大会で記録された新記録

種　　目 氏　　名

中島夏美

小学男子１・２年６００ｍ

小学女子６年１０００ｍ

今井  萌

池田真之介

氏　　名種　　目

山田奈々

大 会 新 記 録 一 覧 表

大 会 タ イ 記 録 一 覧 表



決勝 5月15日 12:00

大会新(GR)          13.08

風速 -1.8

 1 船城 聡史(1) 中学生     13.75 
ﾌﾅｷ ｻﾄｼ 岡谷東部中

 2 鳴海 裕斗(1) 中学生     14.20 
ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東部中

 3 小山 竜司(1) 中学生     14.27 
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 岡谷東部中

 4 小口 優希(1) 中学生     14.64 
ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ 岡谷南部中

 5 田中 仁(1) 中学生     14.96 
ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 岡谷東部中

 6 曽原 隼太郎(1) 中学生     16.86 
ｿﾊﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岡谷南部中

中学男子1年

100ｍ100ｍ

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
22    92   92

44    78   78

11   100  100

33   131  131

66    84   84

55   129  129



決勝 5月15日 13:50

大会新(GR)          26.09

風速 -3.6

 1 船城 聡史(1) 中学生     27.89 
ﾌﾅｷ ｻﾄｼ 岡谷東部中

 2 鳴海 裕斗(1) 中学生     29.36 
ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東部中

 3 澁谷 拓見(1) 中学生     33.29 
ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 岡谷東部中

中学男子1年

200ｍ200ｍ

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
11    92   92

22    78   78

33    75   75



決勝 5月15日 14:10

大会新(GR)        5,02.48

 1 中村 駿吾(1) 中学生   5,13.43 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部中

 2 中山  侑哉(1) 中学生   5,48.69 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾔ 岡谷西部中

 3 竹村 太一(1) 中学生   6,03.37 
ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ 岡谷南部中
小松 宗平(1) 中学生
ｺﾏﾂ ｼｭｳﾍｲ 岡谷南部中

中学男子1年

1500ｍ1500ｍ

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
22    89   89

44    50   50

11   128  128

33   130  130
欠場欠場



決勝 5月15日 13:00

大会新(GR)           4.92

小山 竜司(1) 中学生   3.84   3.80   4.00   3.57   3.01   4.12    4.12 
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 岡谷東部中   -1.7   -0.8   -0.4   -0.7   -1.8   -0.8    -0.8
手塚  智哉(1) 中学生   3.45   3.31   3.45   3.14   3.25   3.36    3.45 
ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓﾔ 岡谷西部中   -1.5   -0.6   -0.5   -0.8   -0.5   -1.0    -1.5
中村 駿吾(1) 中学生 欠場
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部中

中学男子1年

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 33   100  100

-5--5-

22 22    57   57

11    89   89



決勝 5月15日  9:30

大会新(GR)           0.95

池田 真之介(6) 小学生 大会新
ｲｹﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 田中小
加納 和之(6) 小学生
ｶﾉｳ ｶｽﾞﾕｷ 小井川小

小学男子5・6年

走高跳走高跳

決勝決勝決勝

順位順位順位 試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 記録記録記録1m001m00 1m051m05 備考備考備考m90m90m90 m95m95m95 1m00 1m05 1m101m101m10 1m151m151m15
11 11   381  381

OO OO OO XXXXXX  1.00 1.00

22   200  200
XXXXXX



決勝 5月15日 12:05

大会新(GR)          12.30

風速 -2.1

 1 荻原 勇吹(2) 中学生     12.91 
ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部中

 2 倉品 裕介(2) 中学生     13.61 
ｸﾗｼﾅ ﾕｳｽｹ 岡谷西部中

 3 小池 岳(2) 中学生     13.94 
ｺｲｹ ｶﾞｸ 岡谷西部中

 4 花岡 英一(2) 中学生     13.97 
ﾊﾅｵｶ ｴｲｲﾁ 岡谷東部中

 5 前澤 凌(2) 中学生     14.52 
ﾏｴｻﾞﾜ ﾘｮｳ 岡谷北部中

 6 伊藤 力也(2) 中学生     14.71 
ｲﾄｳ ﾘｷﾔ 岡谷西部中

 7 濵 健留(2) 中学生     14.91 
ﾊﾏ ﾀｹﾙ 岡谷北部中

中学男子2年

100ｍ100ｍ

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
33   122  122

77    51   51

55    56   56

11   121  121

44   145  145

22    70   70

66   137  137



決勝 5月15日 13:50

大会新(GR)          25.20

風速 -3.6

 1 花岡 英一(2) 中学生     27.92 
ﾊﾅｵｶ ｴｲｲﾁ 岡谷東部中

 2 高橋 琉夏(2) 中学生     30.31 
ﾀｶﾊｼ ﾙｶ 岡谷西部中

 3 山口 皓輝(2) 中学生     30.66 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 岡谷東部中

中学男子2年

200ｍ200ｍ

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44   121  121

55    60   60

66   109  109



決勝 5月15日  9:55

中学新(GR)          59.72

 1 辛山 圭太(2) 中学生   1,04.41 
ｼﾝﾔﾏ ｹｲﾀ 岡谷北部中

中学男子2年

400ｍ400ｍ

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
22   147  147



決勝 5月15日 14:20

大会新(GR)        4,42.47

 1 今井 裕也(2) 中学生   5,00.19 
ｲﾏｲ ﾕｳﾔ 岡谷北部中

 2 北村 駿弥(2) 中学生   5,02.48 
ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 岡谷北部中

 3 米山 幸伸(2) 中学生   5,02.90 
ﾖﾈﾔﾏ ﾕｷﾉﾌﾞ 岡谷北部中

 4 鮎澤 雅尚(2) 中学生   5,03.80 
ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻﾅｵ 岡谷西部中

 5 林 祥平(2) 中学生   5,06.64 
ﾊﾔｼ ｼｮｳﾍｲ 岡谷南部中

 6 山中 智貴(2) 中学生   5,38.01 
ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｷ 岡谷東部中

 7 佐々 光一朗(2) 中学生   5,39.58 
ｻｻ ｺｳｲﾁﾛｳ 岡谷南部中

 8 林 直希(2) 中学生   5,41.78 
ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 岡谷南部中
伊藤 健留(2) 中学生
ｲﾄｳ ﾀｹﾙ 岡谷南部中
伊藤 真苑(2) 中学生
ｲﾄｳ ｼｵﾝ 岡谷西部中
間瀬 智祐(2) 中学生
ﾏｾ ﾁﾋﾛ 岡谷東部中

中学男子2年

1500ｍ1500ｍ

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
88   149  149

44   139  139

66   142  142

11    72   72

55   127  127

22   108  108

1111   132  132

33   126  126

77   136  136
欠場欠場

99    71   71
欠場欠場

1010   120  120
欠場欠場



決勝 5月15日 11:00

大会新(GR)           1.60

宮坂 駿吾(2) 中学生
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部中
北原 耀(2) 中学生
ｷﾀﾊﾗ ﾋｶﾙ 岡谷北部中
宮坂 大河(2) 中学生
ﾐﾔｻｶ ﾀｲｶﾞ 岡谷北部中
浦野 博登(2) 中学生
ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ 岡谷東部中

中学男子2年

走高跳走高跳

決勝決勝決勝

順位順位順位 試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 記録記録記録1m351m35 1m401m40 備考備考備考1m251m251m25 1m301m301m30 1m35 1m40 1m451m451m45 1m501m501m50 1m551m551m55 1m571m571m57
11 11   118  118

-- -- -- OO OO XXOXXO OO XXXXXX  1.55 1.55

22 44   140  140
OO OO OO OO XOXO X/X/  1.45 1.45

33 22   152  152
OO OO XXOXXO XXXXXX  1.35 1.35

33   123  123
-- -- -- -- XXXXXX



決勝 5月15日 13:00

大会新(GR)           5.55

荻原 勇吹(2) 中学生   4.58   5.30   5.26   5.13   5.26   5.14    5.30 
ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部中   -1.8   -0.8   -1.0   -1.3   -0.7   -0.5    -0.8
浦野 博登(2) 中学生   5.07    X    X    X    X    X    5.07 
ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ 岡谷東部中   -1.8    -1.8
向山 峻平(2) 中学生   4.02   4.10   4.00   4.15   3.89    X    4.15 
ﾑｶｲﾔﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ 岡谷南部中   -2.0   -0.4   -0.6   -1.8   -1.8    -1.8
増澤 佑紀(2) 中学生    X    X   3.10    X   3.49   3.95    3.95 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｳｷ 岡谷北部中   -0.6   -1.1   -1.6    -1.6

中学男子2年

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 44   122  122

-5--5-

22 22   123  123

33 11   133  133

44 33   144  144



決勝 5月15日 12:10

中学新(GR)          11.43

風速 -4.0

 1 阿部 佳介(3) 中学生     12.73 
ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ 岡谷東部中

 2 伊藤 和輝(3) 中学生     12.76 
ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 岡谷北部中

 3 松田 尚希(3) 中学生     13.40 
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｷ 岡谷北部中

 4 堀内 貴史(3) 中学生     13.52 
ﾎﾘｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 岡谷東部中

 5 泉 省吾(3) 中学生     13.63 
ｲｽﾞﾐｼｮｳｺﾞ 岡谷北部中

中学男子3年

100ｍ100ｍ

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55   125  125

44   156  156

22   148  148

33    79   79

66   146  146



決勝 5月15日 13:55

大会新(GR)          23.66

風速 -2.0

 1 守住 望(3) 中学生     26.52 
ﾓﾘｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ 岡谷東部中

 2 松田 尚希(3) 中学生     27.28 
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｷ 岡谷北部中

 3 赤羽 弘政(3) 中学生     28.85 
ｱｶﾊﾈ ﾋﾛﾏｻ 岡谷東部中

中学男子3年

200ｍ200ｍ

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
22   103  103

33   148  148

44    95   95



決勝 5月15日  9:55

大会新(GR)          54.50

 1 巻渕 優也(3) 中学生     55.80 
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ 岡谷南部中

中学男子3年

400ｍ400ｍ

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44   134  134



決勝 5月15日 14:30

大会新(GR)        4,32.92

 1 伊藤 勇希(3) 中学生   4,46.37 
ｲﾄｳ ﾕｳｷ 岡谷南部中

 2 渡邉 高史(3) 中学生   4,50.01 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾌﾐ 岡谷東部中

 3 宮澤 勇斗(3) 中学生   5,13.13 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 岡谷西部中
三浦 聖志(3) 中学生
ﾐｳﾗ ｾｲｼﾞ 岡谷西部中

中学男子3年

1500ｍ1500ｍ

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
11   135  135

33    83   83

22    62   62

44    59   59
欠場欠場



決勝 5月15日 13:00

大会新(GR)           6.64

伊藤 和輝(3) 中学生    X   5.23   5.30    X   5.11   5.02    5.30 
ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 岡谷北部中   -1.2   -0.2   -0.4   -0.2    -0.2
三井 孝洋(3) 中学生   4.87   4.86   4.77   4.81   4.65   4.61    4.87 
ﾐﾂｲ ﾀｶﾋﾛ 岡谷東部中   -1.3   -2.2   -2.0   -0.5   -0.3   -1.8    -1.3
大庭 拓真(3) 中学生   4.37   4.42   3.84   4.22    X   3.22    4.42 
ｵｵﾊﾞ ﾀｸﾏ 岡谷東部中   -1.5   -2.0   -0.4   -1.0   -2.5    -2.0

中学男子3年

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 33   156  156

-5--5-

22 22   110  110

33 11    90   90



決勝 5月15日 15:20

中学新(GR)          48.26

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 岡谷東部中(A)   122 荻原 勇吹(2)     48.71 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ
  125 阿部 佳介(3)

ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ
  103 守住 望(3)

ﾓﾘｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ
   79 堀内 貴史(3)

ﾎﾘｳﾁ ﾀｶﾌﾐ
 2   3 岡谷北部中   149 今井 裕也(2)     50.80 

ｵｶﾔﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｲﾏｲ ﾕｳﾔ
  148 松田 尚希(3)

ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｷ
  146 泉 省吾(3)

ｲｽﾞﾐｼｮｳｺﾞ
  156 伊藤 和輝(3)

ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ
 3   4 岡谷東部中(B)    78 鳴海 裕斗(1)     52.33 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ
   92 船城 聡史(1)

ﾌﾅｷ ｻﾄｼ
  123 浦野 博登(2)

ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ
  121 花岡 英一(2)

ﾊﾅｵｶ ｴｲｲﾁ

中学男子共通

4×100mR4×100mR

決勝決勝決勝



予選 5月15日  9:30
決勝 5月15日 11:30

大会新(GR)          10.60

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +0.4

 1 武田 玲雄(2) 小学生     11.57 q  1 皆川 真瞳(2) 小学生     10.92 q
ﾀｹﾀﾞ ﾚｵ 田中小 ﾐﾅｶﾞﾜ ﾏﾅﾄ 神明小

 2 外舘 優翔(2) 小学生     11.92 q  2 小口 航生(2) 小学生     11.09 q
ﾄﾀﾞﾃ ﾏﾅﾄ 川岸小 ｵｸﾞﾁ ｺｳｷ 田中小

 3 小松 悟一(2) 小学生     12.50  3 平出 天斗(2) 小学生     11.94 
ｺﾏﾂ ｺﾞｲﾁ 神明小 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾃﾝﾄ 上の原小

 4 鈴木 孝介(1) 小学生     12.60  4 宮下 颯(1) 小学生     13.04 
ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 岡谷小 ﾐﾔｼﾀ ｿｳ 上の原小

 5 濵 隆貴(1) 小学生     14.33  5 平野 遥(2) 小学生     13.48 
ﾊﾏ ﾘｭｳｷ 神明小 ﾋﾗﾉ ﾊﾙｶ 岡谷小

 6 今井 翔介(1) 小学生     14.89  6 務台 敦也(1) 小学生     13.61 
ｲﾏｲ ｼｮｳｽｹ 上の原小 ﾑﾀｲ ｱﾂﾔ 上の原小

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速 -0.8

 1 西堀 光(2) 小学生     11.93 q  1 佐藤 大地(2) 小学生     12.05 
ﾆｼﾎﾞﾘ ﾋｶﾙ 岡谷小 ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 神明小

 2 大戸 遙之介(2) 小学生     11.98  2 中島 大貴(2) 小学生     12.28 
ｵｵﾄ ﾊﾙﾉｽｹ 神明小 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｷ 川岸小

 3 大池 慎太郎(1) 小学生     12.79  3 松野 結太(1) 小学生     12.72 
ｵｵｲｹ ｼﾝﾀﾛｳ 岡谷小 ﾏﾂﾉ ﾕｳﾀ 上の原小

 4 大橋 巧拓(1) 小学生     12.80  4 辛 広輝(2) 小学生     13.08 
ｵｵﾊｼ ｺｳﾀ 上の原小 ｼﾝ ﾋﾛｷ 田中小

 5 早出 拓(1) 小学生     13.03  5 西澤 拓(1) 小学生     13.53 
ｿｳﾃﾞ ﾀｸ 神明小 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸ 岡谷小

 6 林 祐汰(1) 小学生     15.76  6 今井 創太(2) 小学生     14.25 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ 田中小 ｲﾏｲ ｿｳﾀ 上の原小

[ 5組] 風速 -1.5 [ 6組] 風速 -0.8

 1 大場 遥友(2) 小学生     11.94  1 味澤 拓未(2) 小学生     11.36 q
ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾄ 岡谷小 ｱｼﾞｻﾜ ﾀｸﾐ 岡谷小

 2 横内 大輝(2) 小学生     12.27  2 柄澤 兼二郎(2) 小学生     11.58 q
ﾖｺｳﾁ ﾀﾞｲｷ 上の原小 ｶﾗｻﾜ ｹﾝｼﾞﾛｳ 神明小

 3 小達 瑞生(1) 小学生     12.65  3 山岡 陸兎(1) 小学生     12.26 
ｺﾀﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 神明小 ﾔﾏｵｶ ﾘｸﾄ 田中小

 4 小口 倭(1) 小学生     12.91  4 宮坂 大翔(1) 小学生     12.48 
ｵｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ 田中小 ﾐﾔｻｶ ﾀﾞｲﾄ 神明小

 5 八幡 昂樹(1) 小学生     13.14  5 武井 慶次郎(1) 小学生     12.58 
ﾔﾊﾀ ｺｳｷ 田中小 ﾀｹｲ ｹｲｼﾞﾛｳ 田中小

 6 宮坂 徹(1) 小学生     13.40  6 務台 峻也(1) 小学生     13.22 
ﾐﾔｻｶ ﾄｵﾙ 小井川小 ﾑﾀｲ ｼｭﾝﾔ 上の原小

風速 -3.9

 1 皆川 真瞳(2) 小学生     11.49 
ﾐﾅｶﾞﾜ ﾏﾅﾄ 神明小

 2 小口 航生(2) 小学生     11.71 
ｵｸﾞﾁ ｺｳｷ 田中小

 3 味澤 拓未(2) 小学生     11.77 
ｱｼﾞｻﾜ ﾀｸﾐ 岡谷小

 4 武田 玲雄(2) 小学生     11.97 
ﾀｹﾀﾞ ﾚｵ 田中小

 5 外舘 優翔(2) 小学生     12.07 
ﾄﾀﾞﾃ ﾏﾅﾄ 川岸小

 6 柄澤 兼二郎(2) 小学生     12.27 
ｶﾗｻﾜ ｹﾝｼﾞﾛｳ 神明小

 7 西堀 光(2) 小学生     12.55 
ﾆｼﾎﾞﾘ ﾋｶﾙ 岡谷小

小学男子1・2年

60ｍ60ｍ

予選予選予選 通過基準  6組  0着 + 7通過基準  6組  0着 + 7 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55   374  374

33   333  333

66   278  278

11     5    5

44   247  247

22   229  229

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
66   296  296

44   391  391

55   210  210

11   235  235

22    16   16

33   206  206

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44    29   29

55   261  261

22    21   21

11   215  215

33   265  265

66   370  370

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44   284  284

11   313  313

22   219  219

33   387  387

55    28   28

66   231  231

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55    22   22

33   241  241

11   277  277

66   390  390

22   376  376

44   192  192

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55    15   15

33   254  254

66   394  394

11   292  292

44   375  375

22   207  207

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44   296  296

33   391  391

55    15   15

66   374  374

77   333  333

22   254  254

11    29   29



決勝 5月15日 11:40

大会新  (GR )     2,25.84

 1 曾根 凌駕(2) 小学生   2,23.60 
ｿﾈ ﾘｮｳｶﾞ 小井川小

 2 横内 優雨(2) 小学生   2,27.07 
ﾖｺｳﾁ ﾙｲ 上の原小

 3 轟 潤人(2) 小学生   2,28.77 
ﾄﾄﾞﾛｷ ｼﾞｭﾝﾄ 岡谷小

 4 伊藤 晴希(2) 小学生   2,30.14 
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 岡谷小

 5 今井 大睦(2) 小学生   2,30.76 
ｲﾏｲ ﾋﾛﾑ 上の原小

 6 村瀬 貴哉(1) 小学生   2,43.05 
ﾑﾗｾ ﾀｶﾔ 岡谷小

 7 笠原 佑斗(1) 小学生   2,45.62 
ｶｻﾊﾗ ﾕｳﾄ 岡谷小

 8 諏訪 太星(1) 小学生   3,06.27 
ｽﾜ ﾀｲｾｲ 田中小

 9 河西 岳人(1) 小学生   3,07.84 
ｶｻｲ ｶﾞｸﾄ 田中小

10 本間 大誠(1) 小学生   3,16.88 
ﾎﾝﾏ ﾀｲｾｲ 田中小

小学男子1・2年

600ｍ               600ｍ               

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
77   173  173

大会新大会新
22   240  240

99    33   33

11    44   44

44   230  230

55    24   24

33    37   37

88   386  386

1010   403  403

66   371  371



予選 5月15日 10:25
決勝 5月15日 12:20

大会新(GR)          14.71

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 +0.2

 1 松下 海斗(4) 小学生     16.63 q  1 花岡 歩樹(4) 小学生     16.82 q
ﾏﾂｼﾀ ｶｲﾄ 上の原小 ﾊﾅｵｶ ｱﾕｷ 長地小

 2 山田 和弥(4) 小学生     16.72 q  2 永田 陸(4) 小学生     17.18 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 川岸小 ﾅｶﾞﾀ ﾘｸ 上の原小

 3 濱 央飛(4) 小学生     17.31  3 武井 謙汰(4) 小学生     17.36 
ﾊﾏ ﾁｶﾄ 長地小 ﾀｹｲ ｹﾝﾀ 川岸小

 4 森 大樹(4) 小学生     17.32  4 瀧澤 駿介(4) 小学生     18.10 
ﾓﾘ ﾀｲｷ 小井川小 ﾀｷｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 小井川小

 5 笠原 淳平(3) 小学生     17.73  5 唐澤 徹(3) 小学生     18.32 
ｶｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小井川小 ｶﾗｻﾜ ﾄｵﾙ 川岸小

 6 小口 和真(3) 小学生     17.92  6 宮坂 侑弥(3) 小学生     18.58 
ｵｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 神明小 ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾔ 小井川小

 7 笠原 碩人(4) 小学生     18.40  7 山下 駿斗(3) 小学生     19.39 
ｶｻﾊﾗ ﾋﾛﾄ 岡谷小 ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝﾄ 神明小

[ 3組] 風速 -0.4 [ 4組] 風速 -2.3

 1 河野 統徳(3) 小学生     16.90 q  1 杉田 伊吹(4) 小学生     16.42 q
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教小 ｽｷﾞﾀ ｲﾌﾞｷ 小井川小

 2 横内 洸紀(4) 小学生     17.61  2 宮澤 喬佑(4) 小学生     16.93 q
ﾖｺｳﾁ ｺｳｷ 上の原小 ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 長地小

 3 宮澤 春樹(4) 小学生     17.77  3 田中 皐晴(3) 小学生     18.13 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 川岸小 ﾀﾅｶ ｺｳｾｲ 神明小

 4 平原 拓実(4) 小学生     18.82  4 小達 陸(4) 小学生     18.33 
ﾋﾗﾊﾗ ﾀｸﾐ 小井川小 ｺﾀﾞﾁ ﾘｸ 神明小

 5 須釜 直哉(3) 小学生     19.66  5 小磯 秀人(4) 小学生     18.68 
ｽｶﾞﾏ ﾅｵﾔ 神明小 ｺｲｿ ｼｭｳﾄ 川岸小

 6 濵 圭裕(4) 小学生     20.32  6 酒井 威綱(4) 小学生     19.93 
ﾊﾏ ｹｲｽｹ 神明小 ｻｶｲ ｲﾂﾞﾅ 小井川小
佐藤 直也(3) 小学生  7 小林 勇輝(3) 小学生     19.97 
ｻﾄｳ ﾅｵﾔ 田中小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 川岸小

[ 5組] 風速 -3.3

 1 小口 皓正(4) 小学生     17.03 q
ｵｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 長地小

 2 早川 彪馬(4) 小学生     17.20 
ﾊﾔｶﾜ ﾋｭｳﾏ 神明小

 3 増澤 竜之介(4) 小学生     17.80 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 小井川小

 4 小口 悠貴(4) 小学生     18.16 
ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ 小井川小

 5 今井 康介(3) 小学生     18.55 
ｲﾏｲ ｺｳｽｹ 神明小

 6 沓掛 蒼大(4) 小学生     18.89 
ｸﾂｶｹ ｿｳﾀﾞｲ 岡谷小

 7 平井 竣也(3) 小学生     19.15 
ﾋﾗｲ ｼｭﾝﾔ 川岸小

風速 -1.7

 1 杉田 伊吹(4) 小学生     16.41 
ｽｷﾞﾀ ｲﾌﾞｷ 小井川小

 2 小口 皓正(4) 小学生     16.57 
ｵｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 長地小

 3 宮澤 喬佑(4) 小学生     16.70 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 長地小

 4 山田 和弥(4) 小学生     16.75 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 川岸小

 5 花岡 歩樹(4) 小学生     16.90 
ﾊﾅｵｶ ｱﾕｷ 長地小

 6 河野 統徳(3) 小学生     17.00 
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教小

 7 松下 海斗(4) 小学生     17.01 
ﾏﾂｼﾀ ｶｲﾄ 上の原小

小学男子3・4年

100ｍ100ｍ

予選予選予選 通過基準  5組  0着 + 7通過基準  5組  0着 + 7 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
11   220  220

33   323  323

66   338  338

77   178  178

55   198  198

22   280  280

44    38   38

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55   362  362

66   242  242

77   310  310

44   167  167

11   311  311

22   188  188

33   283  283

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
11   157  157

66   239  239

55   329  329

44   161  161

33   269  269

77   248  248

22   396  396
欠場欠場

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
66   177  177

44   359  359

77   257  257

11   276  276

55   322  322

22   183  183

33   318  318

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
11   352  352

44   264  264

33   169  169

55   180  180

22   285  285

77    35   35

66   307  307

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44   177  177

77   352  352

22   359  359

55   323  323

66   362  362

11   157  157

33   220  220



決勝 5月15日 12:55

大会新(JR)        2,55.86

 1 竹村 宏太(3) 小学生   3,07.24 
ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ 田中小

 2 早川 開土(3) 小学生   3,09.64 
ﾊﾔｶﾜ ｶｲﾄ 岡谷小

 3 林 航輝(4) 小学生   3,10.00 
ﾊﾔｼ ｺｳｷ 川岸小

 4 小口 颯太(3) 小学生   3,10.98 
ｵｸﾞﾁ ｿｳﾀ 田中小

 5 伊澤 駿希(4) 小学生   3,11.08 
ｲｻﾜ ｼｭﾝｷ 神明小

 6 小口 慶太(3) 小学生   3,11.35 
ｵｸﾞﾁ ｹｲﾀ 田中小

 7 大嶋 利拓(3) 小学生   3,15.08 
ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 川岸小

 8 林 翔大(4) 小学生   3,17.73 
ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ 川岸小

 9 平塚 庸太郎(4) 小学生   3,18.88 
ﾋﾗﾂｶ ﾖｳﾀﾛｳ 神明小

10 横内 春哉(3) 小学生   3,19.45 
ﾖｺｳﾁ ｼｭﾝﾔ 小井川小

11 濵 聖人(4) 小学生   3,21.49 
ﾊﾏ ﾏｻﾄ 岡谷小

12 柳澤 蓮(4) 小学生   3,25.12 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾚﾝ 岡谷小

13 山田 泰樹(3) 小学生   3,28.19 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 上の原小

14 坂本 怜雅(3) 小学生   3,31.90 
ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 川岸小

15 横内 和博(3) 小学生   3,33.90 
ﾖｺｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ 川岸小

16 諏訪 有星(3) 小学生   3,34.28 
ｽﾜ ﾕｳｾｲ 田中小

17 上久保 天翔(4) 小学生   3,34.87 
ｶﾐｸﾎﾞ ﾀｶﾄ 神明小

18 西山 晃生(3) 小学生   3,34.90 
ﾆｼﾔﾏ ｺｳｾｲ 神明小

19 保科 健照(4) 小学生   3,38.44 
ﾎｼﾅ ｹﾝｼｮｳ 神明小

小学男子3・4年

800ｍ800ｍ

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
11   380  380

1212    26   26

22   306  306

1111   389  389

1515   300  300

33   392  392

1414   315  315

1818   303  303

77   255  255

1010   202  202

44     2    2

88    10   10

55   226  226

66   325  325

1616   335  335

1717   385  385

1919   272  272

99   268  268

1313   252  252



決勝 5月15日 14:55

大会新(GR)        1,03.77

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 神明小(A)   285 今井 康介(3)   1,12.29  1   4 長地小   362 花岡 歩樹(4)   1,08.06 

ｼﾝﾒｲｼｮｳ ｲﾏｲ ｺｳｽｹ ｵｻﾁｼｮｳ ﾊﾅｵｶ ｱﾕｷ
  280 小口 和真(3)   338 濱 央飛(4)

ｵｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ ﾊﾏ ﾁｶﾄ
  257 田中 皐晴(3)   352 小口 皓正(4)

ﾀﾅｶ ｺｳｾｲ ｵｸﾞﾁ ｺｳｾｲ
  268 西山 晃生(3)   359 宮澤 喬佑(4)

ﾆｼﾔﾏ ｺｳｾｲ ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ
 2   5 田中小   380 竹村 宏太(3)   1,12.56  2   3 川岸小(A)   322 小磯 秀人(4)   1,08.08 

ﾀﾅｶｼｮｳ ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ ｶﾜｷﾞｼｼｮｳA ｺｲｿ ｼｭｳﾄ
  392 小口 慶太(3)   323 山田 和弥(4)

ｵｸﾞﾁ ｹｲﾀ ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ
  389 小口 颯太(3)   326 玉井 元(4)

ｵｸﾞﾁ ｿｳﾀ ﾀﾏｲ ﾊｼﾞﾒ
  396 佐藤 直也(3)   337 臼井 基紀(4)

ｻﾄｳ ﾅｵﾔ ｳｽｲ ﾓﾄｷ
 3   3 川岸小(B)   303 林 翔大(4)   1,12.96  3   2 神明小(B)   300 伊澤 駿希(4)   1,11.46 

ｶﾜｷﾞｼｼｮｳB ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ ｼﾝﾒｲｼｮｳ ｲｻﾜ ｼｭﾝｷ
  325 坂本 怜雅(3)   252 保科 健照(4)

ｻｶﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ ﾎｼﾅ ｹﾝｼｮｳ
  307 平井 竣也(3)   272 上久保 天翔(4)

ﾋﾗｲ ｼｭﾝﾔ ｶﾐｸﾎﾞ ﾀｶﾄ
  306 林 航輝(4)   264 早川 彪馬(4)

ﾊﾔｼ ｺｳｷ ﾊﾔｶﾜ ﾋｭｳﾏ
 4   4 小井川小   169 増澤 竜之介(4)   1,14.71  4   5 岡谷小    26 早川 開土(3)   1,13.18 

ｵｲｶﾜｼｮｳ ﾏｽｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ ｵｶﾔｼｮｳ ﾊﾔｶﾜ ｶｲﾄ
  180 小口 悠貴(4)    38 笠原 碩人(4)

ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ ｶｻﾊﾗ ﾋﾛﾄ
  177 杉田 伊吹(4)     2 濵 聖人(4)

ｽｷﾞﾀ ｲﾌﾞｷ ﾊﾏ ﾏｻﾄ
  178 森 大樹(4)    10 柳澤 蓮(4)

ﾓﾘ ﾀｲｷ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾚﾝ

小学男子3・4年

4×100mR4×100mR

決勝決勝決勝



   1 長地小   1,08.06 花岡 歩樹(4) 濱 央飛(4) 小口 皓正(4) 宮澤 喬佑(4)   2   1
   2 川岸小(A)   1,08.08 小磯 秀人(4) 山田 和弥(4) 玉井 元(4) 臼井 基紀(4)   2   2
   3 神明小(B)   1,11.46 伊澤 駿希(4) 保科 健照(4) 上久保 天翔(4) 早川 彪馬(4)   2   3
   4 神明小(A)   1,12.29 今井 康介(3) 小口 和真(3) 田中 皐晴(3) 西山 晃生(3)   1   1
   5 田中小   1,12.56 竹村 宏太(3) 小口 慶太(3) 小口 颯太(3) 佐藤 直也(3)   1   2
   6 川岸小(B)   1,12.96 林 翔大(4) 坂本 怜雅(3) 平井 竣也(3) 林 航輝(4)   1   3
   7 岡谷小   1,13.18 早川 開土(3) 笠原 碩人(4) 濵 聖人(4) 柳澤 蓮(4)   2   4
   8 小井川小   1,14.71 増澤 竜之介(4) 小口 悠貴(4) 杉田 伊吹(4) 森 大樹(4)   1   4

小学男子3・4年小学男子3・4年

4×100mR4×100mR
タイムレースタイムレースタイムレース

順位順位 所属名所属名 都道府県都道府県 記録記録 備考備考 ｵｰﾀﾞｰ1ｵｰﾀﾞｰ1 組組 順位順位ｵｰﾀﾞｰ2ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4ｵｰﾀﾞｰ4



予選 5月15日 11:00
決勝 5月15日 12:30

大会新(GR)          14.10

[ 1組] 風速 -2.0 [ 2組] 風速 -2.7

 1 平沼 玄輝(5) 小学生     16.03 q  1 白木 貴也(5) 小学生     15.86 q
ﾋﾗﾇﾏ ｹﾞﾝｷ 田中小 ｼﾗｷ ﾀｶﾔ 岡谷小

 2 高橋 祐哉(5) 小学生     16.73 q  2 武井 孝史朗(5) 小学生     16.20 q
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 神明小 ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ 川岸小

 3 石川 聖也(5) 小学生     17.11  3 花岡 秀哉(5) 小学生     16.21 q
ｲｼｶﾜ ﾏｻﾔ 上の原小 ﾊﾅｵｶ ｼｭｳﾔ 上の原小

 4 柄澤 昇太郎(5) 小学生     17.27  4 増沢 竜士(5) 小学生     16.52 q
ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 神明小 ﾏｽｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 小井川小

 5 林 世輝斗(5) 小学生     17.35  5 中村 綾弥斗(5) 小学生     16.78 q
ﾊﾔｼ ｾﾗﾄ 川岸小 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾄ 神明小
小口 哲生(5) 小学生  6 巻渕 勇人(5) 小学生     17.50 
ｵｸﾞﾁ ﾃｯｾｲ 小井川小 ﾏｷﾌﾞﾁ ﾊﾔﾄ 田中小

風速 -3.7

 1 白木 貴也(5) 小学生     16.10 
ｼﾗｷ ﾀｶﾔ 岡谷小

 2 平沼 玄輝(5) 小学生     16.16 
ﾋﾗﾇﾏ ｹﾞﾝｷ 田中小

 3 武井 孝史朗(5) 小学生     16.35 
ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ 川岸小

 4 花岡 秀哉(5) 小学生     16.55 
ﾊﾅｵｶ ｼｭｳﾔ 上の原小

 5 高橋 祐哉(5) 小学生     16.75 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 神明小

 6 増沢 竜士(5) 小学生     17.05 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 小井川小
中村 綾弥斗(5) 小学生
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾄ 神明小

小学男子5年

100ｍ100ｍ

予選予選予選 通過基準  2組  0着 + 7通過基準  2組  0着 + 7 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
22   373  373

33   289  289

11   216  216

55   253  253

66   304  304

44   181  181
欠場欠場

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44    19   19

22   309  309

11   237  237

66   172  172

55   259  259

33   402  402

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44    19   19

33   373  373

55   309  309

66   237  237

11   289  289

22   172  172

欠場欠場
77   259  259



決勝 5月15日 13:25

大会新(GR)        3,34.23

 1 山田 圭亮(5) 小学生   3,47.75 
ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 上の原小

 2 笠原 泰三(5) 小学生   3,48.26 
ｶｻﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小井川小

 3 宮澤 薫(5) 小学生   3,49.07 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｵﾙ 川岸小

 4 笠原 康行(5) 小学生   3,57.42 
ｶｻﾊﾗ ﾔｽﾕｷ 岡谷小

 5 大嶋 隼矢(5) 小学生   4,03.54 
ｵｵｼﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 川岸小

 6 西山 凌世(5) 小学生   4,08.30 
ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 神明小

 7 名和 宗谷(5) 小学生   4,08.83 
ﾅﾜ ｿｳﾔ 岡谷小

 8 小松 謙太(5) 小学生   4,10.35 
ｺﾏﾂ ｹﾝﾀ 長地小

 9 宮坂 悠河(5) 小学生   4,16.59 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳｶﾞ 小井川小

10 大戸 咲之介(5) 小学生   4,22.48 
ｵｵﾄ ｻｸﾉｽｹ 神明小

11 増澤 慧(5) 小学生   4,39.08 
ﾏｽｻﾞﾜ ｹｲ 小井川小
佐々 裕次朗(5) 小学生
ｻｻ ﾕｳｼﾞﾛｳ 岡谷小
髙木 勇汰(5) 小学生
ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾀ 神明小

小学男子5年

1000ｍ1000ｍ

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
99   227  227

66   197  197

22   330  330

11    39   39

1010   316  316

55   267  267

33    13   13

44   351  351

1212   189  189

1313   262  262

88   170  170

1111    32   32
途中棄権途中棄権

77   246  246
欠場欠場



決勝 5月15日 10:30

大会新(GR)           4.14

丸山 裕太(5) 小学生   2.78   3.36   3.27    3.36 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 小井川小   +0.2   -1.0   -0.2    -1.0
岡沢 京平(5) 小学生   2.89   3.15    X    3.15 
ｵｶｻﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ 川岸小   +0.2   -0.2    -0.2
五味 暉享(5) 小学生   2.81   2.95   3.05    3.05 
ｺﾞﾐ ｷｷｮｳ 岡谷小   -0.8   -0.5   -1.5    -1.5
曽我 楽仁(5) 小学生    X   2.84   3.05    3.05 
ｿｶﾞ ｶﾞｸﾄ 川岸小   -0.8   -0.2    -0.2

小学男子5年

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 22   195  195

-5--5-

22 11   334  334

33 44    34   34

44 33   317  317



決勝 5月15日 15:05

大会新(GR)        1,00.53

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 小井川小   189 宮坂 悠河(5)   1,06.67 

ｵｲｶﾜｼｮｳ ﾐﾔｻｶ ﾕｳｶﾞ
  197 笠原 泰三(5)

ｶｻﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ
  195 丸山 裕太(5)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ
  172 増沢 竜士(5)

ﾏｽｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ
 2   2 川岸小(A)   304 林 世輝斗(5)   1,07.43 

ｶﾜｷﾞｼｼｮｳA ﾊﾔｼ ｾﾗﾄ
  316 大嶋 隼矢(5)

ｵｵｼﾏ ｼﾞｭﾝﾔ
  334 岡沢 京平(5)

ｵｶｻﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ
  309 武井 孝史朗(5)

ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ
 3   3 岡谷小    13 名和 宗谷(5)   1,07.87 

ｵｶﾔｼｮｳ ﾅﾜ ｿｳﾔ
   39 笠原 康行(5)

ｶｻﾊﾗ ﾔｽﾕｷ
   32 佐々 裕次朗(5)

ｻｻ ﾕｳｼﾞﾛｳ
   19 白木 貴也(5)

ｼﾗｷ ﾀｶﾔ

小学男子5年

4×100mR4×100mR

決勝決勝決勝



決勝 5月15日 12:40

大会新(GR)          13.57

風速 -2.9

 1 宮下 恒輝(6) 小学生     15.60 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｷ 神明小

 2 浅川 雄太(6) 小学生     16.00 
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾀ 長地小

 3 百瀬 亮太(6) 小学生     16.06 
ﾓﾓｾ ﾘｮｳﾀ 岡谷小

 4 手塚 耀(6) 小学生     16.13 
ﾃﾂﾞｶ ﾋｶﾙ 神明小

 5 上條 真弥(6) 小学生     17.72 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼﾝﾔ 岡谷小

小学男子6年

100ｍ100ｍ

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55   293  293

66   347  347

22    17   17

33   282  282

44    30   30



決勝 5月15日 13:30

大会新(GR)        3,21.34

 1 浜 太一(6) 小学生   3,39.68 
ﾊﾏ ﾀｲﾁ 小井川小

 2 戸谷 裕太(6) 小学生   3,40.04 
ﾄﾔ ﾕｳﾀ 田中小

 3 北澤 太一(6) 小学生   3,40.41 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｲﾁ 上の原小

 4 宮坂 学(6) 小学生   3,45.70 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 小井川小

 5 今井 空(6) 小学生   3,45.87 
ｲﾏｲ ｿﾗ 小井川小

 6 濵 秀人(6) 小学生   3,49.96 
ﾊﾏ ｼｭｳﾄ 田中小

 7 伊藤 裕一(6) 小学生   3,55.05 
ｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 岡谷小
両角 睦紀(6) 小学生
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾑﾂｷ 長地小

小学男子6年

1000ｍ1000ｍ

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
66   162  162

77   400  400

55   209  209

44   193  193

22   185  185

11   369  369

88    43   43

33   340  340
欠場欠場



決勝 5月15日 15:10

大会新(GR)          57.50

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 神明小   259 中村 綾弥斗(5)   1,02.55 

ｼﾝﾒｲｼｮｳ ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾄ
  282 手塚 耀(6)

ﾃﾂﾞｶ ﾋｶﾙ
  289 高橋 祐哉(5)

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ
  293 宮下 恒輝(6)

ﾐﾔｼﾀ ｺｳｷ
 2   4 田中小   369 濵 秀人(6)   1,03.32 

ﾀﾅｶｼｮｳ ﾊﾏ ｼｭｳﾄ
  400 戸谷 裕太(6)

ﾄﾔ ﾕｳﾀ
  381 池田 真之介(6)

ｲｹﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ
  404 加藤 峻(6)

ｶﾄｳ ｼｭﾝ
 3   3 小井川小   162 浜 太一(6)   1,05.16 

ｵｲｶﾜｼｮｳ ﾊﾏ ﾀｲﾁ
  185 今井 空(6)

ｲﾏｲ ｿﾗ
  200 加納 和之(6)

ｶﾉｳ ｶｽﾞﾕｷ
  193 宮坂 学(6)

ﾐﾔｻｶ ﾏﾅﾌﾞ

小学男子6年

4×100mR4×100mR

決勝決勝決勝
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