
第５７回茅野市総合体育大会陸上競技会 

公式記録集 

 
 
主 催  茅野市・茅野市教育委員会・（特）茅野市体育協会 
共 催  茅野市陸上競技協会 
主 管  茅野市陸上競技協会 
期 日  平成２４年７月２８日（土）  開会式 ７時４５分 競技開始 ８時３０分 
会 場  茅野市運動公園陸上競技場 
 
審判長  渡辺 正雄  記録主任  葛城 光一 
 
◆この大会で樹立された記録 

項目 クラス 種目 ﾗｳﾝﾄ  ゙ 記録 氏名(学年) 所属 従来の記録 

大会新 中学女子 100mH 決勝 16.77 松村 亜美(3) 長峰中 18.90

〃 中学男子 110mH 決勝 18.99 伊藤 来夢(2) 長峰中 19.72

〃 小学女子 80mH 決勝 15.23 伊藤 絵夢(6) 宮川小 17.89

〃 小学男子 80mH 決勝 15.23 柿沢 駿矢(6) 北山小 15.51

〃 29歳以下男子 400m 決勝 49.91 濱 裕哉(3) 東海大三高 51.57

 29歳以下男子 400m 決勝 51.46 奥垣内 将晴(2) 東海大三高 51.57

〃 小学3年男子 100m 決勝 16.36 小平 将斗(3) 金沢小 16.63

〃 中学男子 3000m 決勝 9:05.10 關 颯人(3) 茅野東部中 10:10.01

〃 中学男子 4x100m 決勝 49.78

伊藤 幹(3) 

後藤 大輝(3) 

滝沢 聖成(3) 

五味 滉太(3) 

長峰中(A) 50.96

〃 中学男子 4x100m 決勝 50.18

丸茂 幸太郎(3)

丹羽 南樹(2) 

三井 雄汰郎(2)

荒道 飛翔(2) 

茅野北部中 50.96

 
◆気象状況 

時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 

8:30 晴れ 南西   0.1m/sec. 30.5 ℃ 60.0% 

 9:00 晴れ 西   0.1m/sec. 32.0 ℃ 52.0% 

10:00 晴れ 南東   0.5m/sec. 32.0 ℃ 52.0% 

11:00 晴れ 西   1.0m/sec. 34.0 ℃ 50.0% 

12:00 晴れ 南東   0.4m/sec. 34.5 ℃ 50.0% 

13:00 晴れ 北北東   0.5m/sec. 35.0 ℃ 48.0% 

14:00 晴れ 南東   0.3m/sec. 34.5 ℃ 49.0% 

 



第57回茅野市総合体育大会陸上競技
主催：茅野市,茅野市教育委員会,(特)茅野市体育協会
共催：茅野市陸上競技協会
主管：茅野市陸上競技協会

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】203100  茅野市総合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
07/28 男子 東海大三高     2,03.83

100m+200m+300m 坂井 和人(1)
濱 裕哉(3)
奥垣内 将晴(2)
金箱 樹(2)

07/28 小学共通男子 小松 翔(6) 3,19.21 両角 元太(5) 3,44.08 菱田 万尋(4) 3,44.53 藤原 旺介(6) 3,46.26 山﨑 史也(6) 3,51.91 平島 直剛(4) 4,00.24 小島 星也(3) 4,02.63 両角 祥也(5) 4,03.96
1000m 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 北山小 宮川小 湖東小 湖東小 北山小 金沢小 北山小

07/28 柿沢 駿矢(6) 15.23 石山 征雅(6) 18.19 日向 蓮(5) 19.07 黒岩 翔吾(5) 19.13 小宮山資(4) 20.12
80mH 北山小 GR 湖東小 湖東小 湖東小 玉川小

07/28 金沢小       59.05 北山小     1,03.21
4×100mR 矢島 稜也(6) 早川 宏平(4)

藤森 広暉(6) 平島 直剛(4)
齋藤 大吾(6) 両角 元太(5)
吉田 隆慶(6) 濵 裕輝(5)

07/28 小学３年男子  +2.5小平 将斗(3) 16.36 岩波 克飛(3) 16.98 北原 和哉(3) 17.27 北澤 弘都(3) 17.32 石澤 匠(3) 17.61 宮坂 仁士(3) 17.73 小島 星也(3) 18.04 矢島 滉己(3) 18.12
100m 金沢小 GR 宮川小 永明小 北山小 豊平小 宮川小 金沢小 宮川小

07/28 小学４年男子   0.0佐野希汐(4) 15.31 菱田 万尋(4) 15.87 早川 宏平(4) 15.93 柳平 優大(4) 15.93 篠原 礼二朗(4) 16.36 井田 光太郎(4) 17.19 伊藤 怜央馬(4) 17.52
100m 玉川小 宮川小 北山小 豊平小 湖東小 北山小 宮川小

07/28 小宮山資(4) 3.29(+0.2) 山本 慶汰(4) 2.90(+0.2) 伊藤 怜央馬(4)2.81(-0.4) 三浦 志音(4) 2.72(+0.7) 飯田 優太郎(4)2.71(+0.3) 松田 航翔(4) 2.63(+0.5) 鈴木 颯太(4) 2.19(+0.1)
走幅跳 玉川小 湖東小 宮川小 永明小 永明小 湖東小 宮川小

07/28 小学５年男子  -0.8濵 裕輝(5) 15.75 黒岩 翔吾(5) 16.21 武藤天(5) 16.43 両角 亜斗夢(5) 16.95 小田切 裕汰(5) 17.79 今井 諒(5) 18.28 桜田 心有(5) 18.46
100m 北山小 湖東小 玉川小 宮川小 湖東小 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 宮川小

07/28 日向 蓮(5) 3.53(0.0) 北原 慎二(5) 3.10(+1.2) 武藤天(5) 3.09(+1.0) 小田切 裕汰(5)2.90(-0.8) 今井 諒(5) 2.84(0.0) 両角 祥也(5) 2.82(+0.2)
走幅跳 湖東小 永明小 玉川小 湖東小 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 北山小

07/28 小学６年男子  -1.4吉田 隆慶(6) 14.10 藤森 広暉(6) 14.97 矢島 稜也(6) 15.02 小池隆也(6) 15.04 井出 啓太(6) 15.50 石山 征雅(6) 16.08 小平 純也(6) 16.41 冨田 浩史(6) 18.13
100m 金沢小 金沢小 金沢小 玉川小 湖東小 湖東小 湖東小 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

07/28 小池隆也(6) 4.07(+0.7) 藤原 将(6) 3.91(0.0) 柿沢 駿矢(6) 3.81(-1.1) 齋藤 大吾(6) 3.53(-0.1) 門脇 大(6) 3.42(+0.4)
走幅跳 玉川小 湖東小 北山小 金沢小 湖東小

07/28 中学男子  +0.5五味 滉太(3) 12.64 丹羽 南樹(2) 12.69 佐伯 宗政(2) 12.69 後藤 大輝(3) 12.81 荒道 飛翔(2) 12.85 伊藤 幹(3) 13.14 三井 雄汰郎(2) 13.23 丸茂 幸太郎(3) 13.34
100m 長峰中 茅野北部中 永明中 長峰中 茅野北部中 長峰中 茅野北部中 茅野北部中

07/28 伊藤 来夢(2) 56.41 矢島 洸一(1) 1,00.65 三井 雄汰郎(2) 1,04.55 佐々木 健(2) 1,06.23 立石 瑞生(2) 1,11.28 牛山 英駿(1) 1,16.46
400m 長峰中 長峰中 茅野北部中 長峰中 永明中 茅野東部中

07/28 関 悠登(2) 2,39.52 河野 明仁(1) 2,55.64 血脇 悠斗(1) 3,14.86
800m 長峰中 永明中 長峰中

07/28 關 颯人(3) 9,05.10 前島 陸哉(1) 10,12.53 備前 宥雅(2) 10,53.58 関 凱人 11,05.73 吉田 渓悟(2) 11,10.73 五味 拓実(2) 11,55.43 中澤 隆良(1) 12,59.06
3000m 茅野東部中 GR 永明中 永明中 茅野東部中 永明中 長峰中 長峰中

07/28  +0.9伊藤 来夢(2) 18.99 笠原 悠生(2) 23.33
110mH 長峰中 GR 永明中

07/28 松澤 和也(3) 1.70 佐伯 宗政(2) 1.35
走高跳 茅野東部中 永明中

07/28 立石 瑞生(2) 2.20
棒高跳 永明中

07/28 小林 蒼泉(2) 5.58(+1.0) 荒道 飛翔(2) 5.29(+1.4) 丹羽 南樹(2) 5.26(-1.0) 小平 祐貴(2) 4.62(+1.1) 守屋 郁海(2) 3.59(0.0)
走幅跳 茅野東部中 茅野北部中 茅野北部中 長峰中 長峰中

07/28 松田 剛司(1) 7.55 神林 朱理(2) 6.36
砲丸投 永明中 永明中

07/28 長峰中(A)       49.78 茅野北部中       50.18 長峰中(B)       50.99 長峰中(C)       58.84
4×100mR 伊藤 幹(3) GR 丸茂 幸太郎(3 GR 野田 大夢(1) 藤森 遥斗(1)

後藤 大輝(3) 丹羽 南樹(2) 伊藤 来夢(2) 浅井 威風(1)
滝沢 聖成(3) 三井 雄汰郎(2) 小平 祐貴(2) 中澤 隆良(1)
五味 滉太(3) 荒道 飛翔(2) 守屋 匠真(2) 五味 駿太(1)
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決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】203100  茅野市総合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
07/28 29歳以下男子   0.0小口 直希(1) 12.22

100m 諏訪清陵高
07/28 濱 裕哉(3) 49.91 奥垣内 将晴(2) 51.46 北澤 孝憲(3) 52.81 矢野 孝典(1) 53.91 金箱 樹(2) 54.38 小口 直希(1) 54.74 坂井 和人(1) 54.99

400m 東海大三高 GR 東海大三高 GR 東海大三高 山梨甲陵高 東海大三高 諏訪清陵高 東海大三高
07/28 矢野 孝典(1) 2,08.64 帶川 恵輔(1) 2,22.85

800m 山梨甲陵高 諏訪清陵高
07/28 矢島 義大(3) 5,04.47

1500m 諏訪東京理科大
07/28 大沼 盛太郎(2) 1.75

走高跳 諏訪東京理科大
07/28 50歳以上男子 田中 米人 10.69

砲丸投 茅野市陸協 GR
07/28 小5男子ｵｰﾌﾟﾝ   0.0藤森 風河(5) 15.80 中沢 青空(5) 15.93 白井 亮太(5) 17.44

100m 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ
07/28 小6男子ｵｰﾌﾟﾝ   0.0前田 陸(6) 15.31

100m 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ
07/28 前田 陸(6) 3.48(+1.5)

走幅跳 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ
07/28 小共通ｵｰﾌﾟﾝ  +1.8西村 陽杜(6) 13.78

80mH 二子陸上ｸﾗﾌﾞ
07/28 中男ｵｰﾌﾟﾝ 小池 大勝(3) 2.60 清水 光太郎(3) 2.00

棒高跳 原中 原中



予選 7月28日 10:05
決勝 7月28日 12:05

大会新(GR)          16.63

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +0.6

 1 北原 和哉(3)     17.80 q  1 小平 将斗(3)     16.80 q
ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 永明小 ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ 金沢小

 2 石澤 匠(3)     17.95 q  2 北澤 弘都(3)     17.64 q
ｲｼｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 豊平小 ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 北山小

 3 小島 星也(3)     18.03 q  3 宮坂 仁士(3)     17.82 q
ｺｼﾞﾏ ｾｲﾔ 金沢小 ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 宮川小

 4 矢島 滉己(3)     18.26 q  3 岩波 克飛(3)     17.82 q
ﾔｼﾞﾏ ｺｳｷ 宮川小 ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 宮川小

 5 両角 太一(3)     19.77  5 小深田 音明(3)     18.92 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾀｲﾁ 北山小 ｺﾌﾞｶﾀ ﾄｱ 豊平小

 6 村中 光樹(3)     19.21 
ﾑﾗﾅｶ ｺｳｷ 北山小

風速 +2.5

 1 小平 将斗(3)     16.36 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ 金沢小

 2 岩波 克飛(3)     16.98 
ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 宮川小

 3 北原 和哉(3)     17.27 
ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 永明小

 4 北澤 弘都(3)     17.32 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 北山小

 5 石澤 匠(3)     17.61 
ｲｼｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 豊平小

 6 宮坂 仁士(3)     17.73 
ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 宮川小

 7 小島 星也(3)     18.04 
ｺｼﾞﾏ ｾｲﾔ 金沢小

 8 矢島 滉己(3)     18.12 
ﾔｼﾞﾏ ｺｳｷ 宮川小

予選 7月28日 10:25
決勝 7月28日 12:15

大会新(GR)          14.60

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +0.7

 1 佐野希汐(4)     15.14 q  1 早川 宏平(4)     15.58 q
ｻﾉｷｾｷ 玉川小 ﾊﾔｶﾜ ｺｳﾍｲ 北山小

 2 井田 光太郎(4)     16.91 q  2 柳平 優大(4)     15.76 q
ｲﾀﾞ ｺｳﾗﾛｳ 北山小 ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 豊平小

 3 伊藤 怜央馬(4)     17.29 q  3 菱田 万尋(4)     15.82 q
ｲﾄｳ ﾚｵﾏ 宮川小 ﾋｼﾀﾞ ﾏﾋﾛ 宮川小

 4 朝倉 啓太(4)     19.15  4 篠原 礼二朗(4)     16.05 q
ｱｻｸﾗ ｹｲﾀ 湖東小 ｼﾉﾊﾗ ﾚｲｼﾞﾛｳ 湖東小

 5 鈴木 颯太(4)     19.45  5 飯田 優太郎(4)     17.39 q
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 宮川小 ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 永明小

 6 五味 未来矢(4)     21.81  6 瀬戸 大希(4)     20.17 
ｺﾞﾐ ﾐｷﾔ 豊平小 ｾﾄ ﾀﾞｲｷ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

風速  0.0

 1 佐野希汐(4)     15.31 
ｻﾉｷｾｷ 玉川小

 2 菱田 万尋(4)     15.87 
ﾋｼﾀﾞ ﾏﾋﾛ 宮川小

 3 早川 宏平(4)     15.93 
ﾊﾔｶﾜ ｺｳﾍｲ 北山小

 4 柳平 優大(4)     15.93 
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 豊平小

 5 篠原 礼二朗(4)     16.36 
ｼﾉﾊﾗ ﾚｲｼﾞﾛｳ 湖東小

 6 井田 光太郎(4)     17.19 
ｲﾀﾞ ｺｳﾗﾛｳ 北山小

 7 伊藤 怜央馬(4)     17.52 
ｲﾄｳ ﾚｵﾏ 宮川小

小学３年男子

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2   142

記録／備考
3    55

5   125

6    80

順 ﾚｰﾝ

4    59

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    60

4    76

6   132

7   196

5   124

2    72

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    60

大会新
8   196

6    55

5    76

7   125

4   132

2   130

2    59

1   142

8    90

7    66

4    71

5   126

3   114

6   140

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6    53

5    10

4   140

3    90

記録／備考
1    71

2   126

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3   144

4   123

1   130

2    96

記録／備考
6   114

5    66

小学４年男子

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 7月28日 12:25

大会新(GR)          14.10

風速 -0.8

 1 濵 裕輝(5)     15.75 
ﾊﾏ ﾕｳｷ 北山小

 2 黒岩 翔吾(5)     16.21 
ｸﾛｲﾜ ｼｮｳｺﾞ 湖東小

 3 武藤天(5)     16.43 
ﾑﾄｳﾃﾝ 玉川小

 4 両角 亜斗夢(5)     16.95 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｱﾄﾑ 宮川小

 5 小田切 裕汰(5)     17.79 
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳﾀ 湖東小

 6 今井 諒(5)     18.28 
ｲﾏｲ ﾘｮｳ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 桜田 心有(5)     18.46 
ｻｸﾗﾀﾞ ｼｲﾅ 宮川小

決勝 7月28日 12:35

大会新(GR)          13.35

風速 -1.4

 1 吉田 隆慶(6)     14.10 
ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｹｲ 金沢小

 2 藤森 広暉(6)     14.97 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛｷ 金沢小

 3 矢島 稜也(6)     15.02 
ﾔｼﾞﾏ ﾘｮｳﾔ 金沢小

 4 小池隆也(6)     15.04 
ｺｲｹﾀｶﾔ 玉川小

 5 井出 啓太(6)     15.50 
ｲﾃﾞ ｹｲﾀ 湖東小

 6 石山 征雅(6)     16.08 
ｲｼﾔﾏ ｾｲｶﾞ 湖東小

 7 小平 純也(6)     16.41 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 湖東小

 8 冨田 浩史(6)     18.13 
ﾄﾐﾀ ﾋﾛｼ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

小学５年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    82

4    86

7   120

5   143

6    91

1     4

2   135

1    92

5    63

6

7    19

3    83

8    94

  116

4    56

2    61

小学６年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 7月28日  9:45
決勝 7月28日 10:55

大会新(GR)          11.50

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +0.5

 1 五味 滉太(3)     12.77 q  1 丹羽 南樹(2)     12.73 q
ｺﾞﾐ ｺｳﾀ 長峰中 ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野北部中

 2 三井 雄汰郎(2)     13.35 q  2 佐伯 宗政(2)     12.84 q
ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ 茅野北部中 ｻｴｷ ﾀｶﾏｻ 永明中

 3 滝沢 聖成(3)     13.38  3 伊藤 幹(3)     13.10 q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾅﾘ 長峰中 ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 長峰中

 4 小平 祐貴(2)     13.46  4 守屋 匠真(2)     13.47 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 長峰中 ﾓﾘﾔ ﾀｸﾏ 長峰中

 5 両角 伊吹(1)     15.64  5 浅井 威風(1)     14.30 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｲﾌﾞｷ 永明中 ｱｻｲ ｲﾌﾞｷ 長峰中
熊谷 佳晃(3)  6 藤森 遥斗(1)     14.48 
ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼｱｷ 茅野東部中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ 長峰中
牛山 英駿(1) 小池 智也(3)
ｳｼﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 茅野東部中 ｺｲｹ ﾄﾓﾔ 茅野東部中

[ 3組] 風速  0.0

 1 後藤 大輝(3)     12.86 q
ｺﾞﾄｳ ﾀｲｷ 長峰中

 2 荒道 飛翔(2)     12.92 q
ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ 茅野北部中

 3 丸茂 幸太郎(3)     13.31 q
ﾏﾙﾓ ｺｳﾀﾛｳ 茅野北部中

 4 野田 大夢(1)     13.41 
ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾑ 長峰中

 5 安蒜 和樹(1)     14.09 
ｱﾝﾋﾞﾙ ｶｽﾞｷ 永明中

 6 五味 駿太(1)     16.41 
ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ 長峰中
清水 海斗(2)
ｼﾐｽﾞ ｶｲﾄ 茅野東部中

風速 +0.5

 1 五味 滉太(3)     12.64 
ｺﾞﾐ ｺｳﾀ 長峰中

 2 丹羽 南樹(2)     12.69 
ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野北部中

 3 佐伯 宗政(2)     12.69 
ｻｴｷ ﾀｶﾏｻ 永明中

 4 後藤 大輝(3)     12.81 
ｺﾞﾄｳ ﾀｲｷ 長峰中

 5 荒道 飛翔(2)     12.85 
ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ 茅野北部中

 6 伊藤 幹(3)     13.14 
ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 長峰中

 7 三井 雄汰郎(2)     13.23 
ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ 茅野北部中

 8 丸茂 幸太郎(3)     13.34 
ﾏﾙﾓ ｺｳﾀﾛｳ 茅野北部中

決勝 7月28日 12:45

大会新(GR)          11.46

風速  0.0

 1 小口 直希(1)     12.22 
ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ 諏訪清陵高

中学男子

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1409

7  1379

2  1430

1  1384

5  6668

欠場
4  1438

欠場

順 ﾚｰﾝ

6   163

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1375

6   152

1  1389

3  1406

7  1395

5  1396

2  1432
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1383

4  1374

2  1372

1  1398

所属名 記録／備考

3   147

7  1399

4   152

6  1416
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
3  1409

5  1375

6  1383

7  1389

8  1374

6   108

1  1372

2  1379

所属名 記録／備考

29歳以下男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



決勝 7月28日 11:20

大会新(GR)          51.57

 1 濱 裕哉(3)     49.91 
ﾊﾏ ﾕｳﾔ 東海大三高

 2 奥垣内 将晴(2)     51.46 
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾏｻﾊﾙ 東海大三高

 3 北澤 孝憲(3)     52.81 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 東海大三高

 4 矢野 孝典(1)     53.91 
ﾔﾉ ｺｽｳｹ 山梨甲陵高

 5 金箱 樹(2)     54.38 
ｶﾈﾊﾞｺ ﾀﾂｷ 東海大三高

 6 小口 直希(1)     54.74 
ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ 諏訪清陵高

 7 坂井 和人(1)     54.99 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ 東海大三高

決勝 7月28日 11:10

大会新(GR)          56.34

 1 伊藤 来夢(2)     56.41 
ｲﾄｳ ﾗｲﾑ 長峰中

 2 矢島 洸一(1)   1,00.65 
ﾔｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 長峰中

 3 三井 雄汰郎(2)   1,04.55 
ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ 茅野北部中

 4 佐々木 健(2)   1,06.23 
ｻｻｷ ｹﾝ 長峰中

 5 立石 瑞生(2)   1,11.28 
ﾀﾃｲｼ ﾐｽﾞｷ 永明中

 6 牛山 英駿(1)   1,16.46 
ｳｼﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 茅野東部中

29歳以下男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    44

大会新
5    43

大会新
6    49

4   167

7    42

1    41

2   108

中学男子

400m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  6667

1  1394

6  1379

3  1405

2   161

4  1438



決勝 7月28日 11:40

大会新(GR)        2,05.47

 1 関 悠登(2)   2,39.52 
ｾｷ ﾕｳﾄ 長峰中

 2 河野 明仁(1)   2,55.64 
ｶﾜﾉ ｱｷﾄ 永明中

 3 血脇 悠斗(1)   3,14.86 
ﾁﾜｷ ﾕｳﾄ 長峰中

決勝 7月28日 13:35

大会新(GR)        2,02.60

 1 矢野 孝典(1)   2,08.64 
ﾔﾉ ｺｽｳｹ 山梨甲陵高

 2 帶川 恵輔(1)   2,22.85 
ｵﾋﾞｶﾜ ｹｲｽｹ 諏訪清陵高

決勝 7月28日 13:10

大会新(GR)        3,18.55

 1 小松 翔(6)   3,19.21 
ｺﾏﾂ ｶｹﾙ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 両角 元太(5)   3,44.08 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｹﾞﾝﾀ 北山小

 3 菱田 万尋(4)   3,44.53 
ﾋｼﾀﾞ ﾏﾋﾛ 宮川小

 4 藤原 旺介(6)   3,46.26 
ﾌｼﾞﾊﾗ ｵｳｽｹ 湖東小

 5 山﨑 史也(6)   3,51.91 
ﾔﾏｻｷ ﾌﾐﾔ 湖東小

 6 平島 直剛(4)   4,00.24 
ﾋﾗｼﾏ ﾅｵﾋｻ 北山小

 7 小島 星也(3)   4,02.63 
ｺｼﾞﾏ ｾｲﾔ 金沢小

 8 両角 祥也(5)   4,03.96 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｮｳﾔ 北山小

 9 松田 航翔(4)   4,04.63 
ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 湖東小

10 長田 峻哉(4)   4,17.60 
ﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝﾔ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

11 小平 将斗(3)   4,53.74 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ 金沢小

12 桜田 心有(5)   5,05.03 
ｻｸﾗﾀﾞ ｼｲﾅ 宮川小

小学共通男子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
11     7

10    78

2   140

7    97

1    88

12    75

13    59

4    79

3    93

5    15

6    60

8   135

中学男子

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  1400

1  1410

2   149

29歳以下男子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   167

2   102



決勝 7月28日  9:20

大会新(GR)        4,07.90

 1 矢島 義大(3)   5,04.47 
ﾔｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 諏訪東京理科大

決勝 7月28日 13:20

大会新(GR)       10,10.01

 1 關 颯人(3)   9,05.10 
ｾｷ ﾊﾔﾄ 茅野東部中

 2 前島 陸哉(1)  10,12.53 
ﾏｴｼﾏ ﾘｸﾔ 永明中

 3 備前 宥雅(2)  10,53.58 
ﾋﾞｾﾞﾝ ﾕｳｶﾞ 永明中

 4 関 凱人  11,05.73 
ｾｷ ｶｲﾄ 茅野東部中

 5 吉田 渓悟(2)  11,10.73 
ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 永明中

 6 五味 拓実(2)  11,55.43 
ｺﾞﾐ ﾀｸﾐ 長峰中

 7 中澤 隆良(1)  12,59.06 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶﾗ 長峰中

中学男子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  1428

大会新
8   157

 1385

4   158

9  9999

1   166

5  1388

6   151

1

29歳以下男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月28日  8:45

大会新(GR)          19.72

風速 +0.9

 1 伊藤 来夢(2)     18.99 
ｲﾄｳ ﾗｲﾑ 長峰中

 2 笠原 悠生(2)     23.33 
ｶｻﾊ ﾕｳｷ 永明中

決勝 7月28日  9:05

大会新(GR)          15.51

[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 +0.6

 1 柿沢 駿矢(6)     15.23  1 石山 征雅(6)     18.19 
ｶｷｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 北山小 ｲｼﾔﾏ ｾｲｶﾞ 湖東小

 2 日向 蓮(5)     19.07  2 黒岩 翔吾(5)     19.13 
ﾋﾅﾀ ﾚﾝ 湖東小 ｸﾛｲﾜ ｼｮｳｺﾞ 湖東小
両角 幸介(6)  3 小宮山資(4)     20.12 

湖東小 ｺﾐﾔﾏﾀｽｸ 玉川小

   1 柿沢 駿矢(6) 北山小     15.23 (+1.8) 大会新   1   1
   2 石山 征雅(6) 湖東小     18.19 (+0.6)   2   1
   3 日向 蓮(5) 湖東小     19.07 (+1.8)   1   2
   4 黒岩 翔吾(5) 湖東小     19.13 (+0.6)   2   2
   5 小宮山資(4) 玉川小     20.12 (+0.6)   2   3

44   150  150

33  6667 6667
大会新大会新

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

中学男子

110mH110mH

決勝決勝決勝

記録（風） 備考 組 順位

   86
  115

   68
   94
  100

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

2   1151   113
欠場

所属名 記録／備考
1    94

3    86

氏  名順 ﾚｰﾝ No.
2    68

大会新

所属名 記録／備考

3   100

小学共通男子

80mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



決勝 7月28日 8:40

大会新(GR)           4.63

小池隆也(6)    X   3.99   4.07    4.07 
ｺｲｹﾀｶﾔ 玉川小   +0.5   +0.7    +0.7
藤原 将(6)   3.91    X   3.76    3.91 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾄｼ 湖東小    0.0   +0.1     0.0
柿沢 駿矢(6)   3.81   3.51    X    3.81 
ｶｷｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 北山小   -1.1   -0.9    -1.1
齋藤 大吾(6)   3.53   3.53   3.51    3.53 
ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ 金沢小   -0.1    0.0   +0.3    -0.1
門脇 大(6)    X   3.42    X    3.42 
ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾛ 湖東小   +0.4    +0.4
藤原 孟(6)    X    X    X 記録なし
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊｼﾞﾒ 湖東小
田中龍宗(6) 欠場
ﾀﾅｶﾘｮｳｼｭｳ 玉川小

決勝 7月28日 8:40

大会新(GR)           4.31

日向 蓮(5)   3.53   3.09   2.63    3.53 
ﾋﾅﾀ ﾚﾝ 湖東小    0.0   +2.4   +1.2     0.0
北原 慎二(5)   2.95   2.93   3.10    3.10 
ｷﾀﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 永明小   -0.5   +0.2   +1.2    +1.2
武藤天(5)   2.99   3.09   2.98    3.09 
ﾑﾄｳﾃﾝ 玉川小   -0.5   +1.0   +0.3    +1.0
小田切 裕汰(5)   2.90   2.07    X    2.90 
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳﾀ 湖東小   -0.8   +0.7    -0.8
今井 諒(5)    X   2.84   2.71    2.84 
ｲﾏｲ ﾘｮｳ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ    0.0   +0.2     0.0
両角 祥也(5)   2.80   2.81   2.82    2.82 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｮｳﾔ 北山小   -0.3   -0.1   +0.2    +0.2

決勝 7月28日 8:40

大会新(GR)           3.91

小宮山資(4)    X   2.98   3.29    3.29 
ｺﾐﾔﾏﾀｽｸ 玉川小   +1.8   +0.2    +0.2
山本 慶汰(4)   2.46   2.90   2.71    2.90 
ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ 湖東小   +0.3   +0.2   +0.2    +0.2
伊藤 怜央馬(4)   2.55   2.45   2.81    2.81 
ｲﾄｳ ﾚｵﾏ 宮川小    0.0   +1.1   -0.4    -0.4
三浦 志音(4)   2.72    X   2.70    2.72 
ﾐｳﾗ ｼｵﾝ 永明小   +0.7    0.0    +0.7
飯田 優太郎(4)   2.71   2.61   2.37    2.71 
ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 永明小   +0.3   +0.9   -0.5    +0.3
松田 航翔(4)   2.63   2.09   2.53    2.63 
ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 湖東小   +0.5   +0.6   +0.5    +0.5
鈴木 颯太(4)   2.19   2.08    X    2.19 
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 宮川小   +0.1   +1.9    +0.1

決勝 7月28日 8:40

大会新(GR)           3.17

小深田 音明(3)    X    X    X 記録なし
ｺﾌﾞｶﾀ ﾄｱ 豊平小

小学６年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 2   116

-5-

2 6    98

3 7    68

4 4    65

5 3   112

5    99

1   118

5 3     4

1 4   100

6 2    79

3 1   120

4 6    91

-5-

2 5    54

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

小学５年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

7 7   144

5 4    53

6 1    93

3 5   130

4 3    51

1 6   115
-5-

2 2    87

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

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-

1   124
-5- -6- 記録-2- -3- -4- 備考

小学３年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 7月28日 10:30

大会新(GR)           6.51

小林 蒼泉(2)   5.47   5.58    -   5.39   5.27   5.43    5.58 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 茅野東部中   -0.4   +1.0   +0.9    0.0   +0.8    +1.0
荒道 飛翔(2)   4.90    -   4.88   5.29   5.16   4.78    5.29 
ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ 茅野北部中   +0.4    0.0   +1.4   -0.1   +1.8    +1.4
丹羽 南樹(2)   5.26    -   5.19   5.13   4.61    X    5.26 
ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野北部中   -1.0   +0.5   +1.3   -0.8    -1.0
小平 祐貴(2)   4.36   4.48   4.62   4.48   4.52   4.23    4.62 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 長峰中    0.0   +0.9   +1.1   +1.2   -0.6   +0.2    +1.1
守屋 郁海(2)   3.01   3.23   2.73   3.21   3.59   3.45    3.59 
ﾓﾘﾔ ｲｸﾐ 長峰中   +0.7   +0.6   +1.3   +2.3    0.0   +1.8     0.0
高部 三成(2) 欠場
ﾀｶﾍﾞ ﾐﾂﾅﾘ 茅野東部中
清水 海斗(2) 欠場
ｼﾐｽﾞ ｶｲﾄ 茅野東部中

中学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 7  1435

-5-

2 4  1374

3 6  1375

4 3  6668

5  1416

5 2  170

1  1434



決勝 7月28日 9:00

大会新(GR)           2.00

大沼 盛太郎(2)
ｵｵﾇﾏ ｾｲﾀﾛｳ 諏訪東京理科大

決勝 7月28日 9:00

大会新(GR)           1.79

松澤 和也(3)
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 茅野東部中
佐伯 宗政(2)
ｻｴｷ ﾀｶﾏｻ 永明中
小林 蒼泉(2) 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 茅野東部中
宮坂 舜弥(3) 欠場
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝﾔ 茅野東部中

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1m25 1m30 備考1m10 1m20 1m35 1m40 1m60 1m65 1m70 1m75
1 4  1423

- - - - - - O O XO XXX  1.70

2 1   152
O O O XO XO XXX  1.35

2  1435

3  1425

XXO  1.75XXX
1 1   165

O O O XO XXO

記録1m60 1m65 備考1m50 1m55 1m70 1m75 1m80

29歳以下男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 7月28日 8:30

大会新(GR)    

田中 米人 大会新
ﾀﾅｶ ﾖﾈﾄ 茅野市陸協

決勝 7月28日 8:30

大会新(GR)           2.70

田中 米人 記録なし
ﾀﾅｶ ﾖﾈﾄ 茅野市陸協

決勝 7月28日 8:30

大会新(GR)           4.00

立石 瑞生(2)
ﾀﾃｲｼ ﾐｽﾞｷ 永明中
木村 浩樹(3) 記録なし
ｷﾑﾗ ｺｳｷ 茅野北部中
伊藤 大起(2) 欠場
ｲﾄｳ ﾀｲｷ 永明中
中村 智哉 欠場
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 茅野東部中

決勝 7月28日 8:30

小池 大勝(3)
ｺｲｹ ﾋﾛｶﾂ 原中
清水 光太郎(3)
ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀﾛｳ 原中
小池 雄大(1)
ｺｲｹ ﾕｳﾀﾞｲ 原中
熊倉 翼(1) 欠場
ｸﾏｸﾗ ﾂﾊﾞｻ 原中

50歳以上男子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考

10.65 10.51 10.45  10.69 
1 1    25

10.69 10.56 10.41

30歳以上男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考2m40
1    25

XXX

4  1433

2   148

- - XXX
1  1360

- - -

 2.20
1 3   161

XO O XXX

記録2m40 2m60 備考2m00 2m20 2m80 3m50

中学男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

3  1468

 2.00

4  1469
- XXX

XXX
2 2  1452

O O O

XO XXX  2.60
1 1  1451

- - O XO O

記録2m00 2m20 備考1m60 1m80 2m40 2m60 2m80

中男ｵｰﾌﾟﾝ

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 7月28日 13:55

大会新(GR)          55.60

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 金沢小    63 矢島 稜也(6)     59.05 

ｶﾅｻﾞﾜｼｮｳ ﾔｼﾞﾏ ﾘｮｳﾔ
   61 藤森 広暉(6)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛｷ
   65 齋藤 大吾(6)

ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｺﾞ
   56 吉田 隆慶(6)

ﾖｼﾀﾞ ﾘｭｳｹｲ
 2   4 北山小    71 早川 宏平(4)   1,03.21 

ｷﾀﾔﾏｼｮｳ ﾊﾔｶﾜ ｺｳﾍｲ
   75 平島 直剛(4)

ﾋﾗｼﾏ ﾅｵﾋｻ
   78 両角 元太(5)

ﾓﾛｽﾞﾐ ｹﾞﾝﾀ
   82 濵 裕輝(5)

ﾊﾏ ﾕｳｷ
  3 湖東小(A)    98 藤原 将(6)

ｺﾋｶﾞｼｼｮｳA ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾄｼ 失格
   83 井出 啓太(6)

ｲﾃﾞ ｹｲﾀ
  112 門脇 大(6)

ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾛ
   99 藤原 孟(6)

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊｼﾞﾒ

小学共通男子

4×100mR

決勝



決勝 7月28日 14:10

大会新(GR)          50.96

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 長峰中(A)  1389 伊藤 幹(3)     49.78 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳA ｲﾄｳ ﾂﾖｼ 大会新
 1383 後藤 大輝(3)

ｺﾞﾄｳ ﾀｲｷ
 1384 滝沢 聖成(3)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾅﾘ
 1409 五味 滉太(3)

ｺﾞﾐ ｺｳﾀ
 2   3 茅野北部中  1372 丸茂 幸太郎(3)     50.18 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ﾏﾙﾓ ｺｳﾀﾛｳ 大会新
 1375 丹羽 南樹(2)

ﾆﾜ ﾅﾐｷ
 1379 三井 雄汰郎(2)

ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ
 1374 荒道 飛翔(2)

ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ
 3   5 長峰中(B)  1398 野田 大夢(1)     50.99 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳB ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾑ
 6667 伊藤 来夢(2)

ｲﾄｳ ﾗｲﾑ
 6668 小平 祐貴(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ
 1406 守屋 匠真(2)

ﾓﾘﾔ ﾀｸﾏ
 4   6 長峰中(C)  1396 藤森 遥斗(1)     58.84 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳC ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ
 1395 浅井 威風(1)

ｱｻｲ ｲﾌﾞｷ
 1388 中澤 隆良(1)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶﾗ
 1399 五味 駿太(1)

ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ

中学男子

4×100mR

決勝



決勝 7月28日 14:25

大会新(GR)    

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 東海大三高    42 坂井 和人(1)   2,03.83 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｻﾝｺｳ ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ
   44 濱 裕哉(3)

ﾊﾏ ﾕｳﾔ
   43 奥垣内 将晴(2)

ｵｸｶﾞｲﾄ ﾏｻﾊﾙ
   41 金箱 樹(2)

ｶﾈﾊﾞｺ ﾀﾂｷ

男子

100m+200m+300m+400m

決勝
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