
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
後援：㈱長野日報社 諏訪市民新聞社 エルシーブイ株式会社

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】203100  茅野市陸上競技場

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
09/30 16～29歳男子 井出竜也 5,53.46

1500m 一般･四賀小教員
09/30 30～39歳男子 加賀爪 利之 6,09.05

1500m 一般･諏訪市
09/30 40～49歳男子 谷川 秀樹 5,04.48

1500m 一般･諏訪市陸協 GR
09/30 小学1年男子 上原 誠人(1) 10.84 臼井 伶(1) 11.01 矢澤 陵平(1) 11.28 佐藤 蒼宙(1) 11.33 松山 貴大(1) 11.48 北澤 龍輝(1) 11.56 清水 智史(1) 11.71 中原 琉生(1) 11.86

60m 小学生･中洲小 GR 小学生･城南小 GR 小学生･中洲小 小学生･中洲小 小学生･四賀小 小学生･湖南小 小学生･城南小 小学生･高島小
09/30 小学2年男子 漆戸 柊哉(2) 10.24 金子 温貴(2) 10.76 鈴木 慎也(2) 10.81 矢崎 公也(2) 10.93 小林 奏太(2) 10.96 大音 昂輝(2) 11.19 櫛田 耕次郎(2) 11.28 藤森 慶(2) 11.32

60m 小学生･湖南小 GR 小学生･中洲小 小学生･城南小 小学生･四賀小 小学生･湖南小 小学生･城南小 小学生･中洲小 小学生･湖南小
09/30 小学3年男子 有井 啓人(3) 16.45 吉岡 伶(3) 16.50 伊藤 龍生(3) 16.51 鈴木 千紘(3) 16.58 山内 翔太(3) 16.69 田村 蓮(3) 16.85 濱 崇史(3) 17.18 茅野 泰樹(3) 17.23

100m 小学生･湖南小 小学生･高島小 小学生･中洲小 小学生･湖南小 小学生･城南小 小学生･湖南小 小学生･城南小 小学生･才教学園
09/30 杉村 直俊(3) 3.38(+0.2) 花岡 凌一朗(3)2.85(+1.7) 遠藤 雄斗(3) 2.71(+0.1) 赤羽 倫弥(3) 2.40(+1.2)

走幅跳 小学生･城南小 GR 小学生･城南小 小学生･中洲小 小学生･湖南小
09/30 小学4年男子 山崎 雷馬(4) 15.59 矢澤 雄太(4) 15.86 宮坂 純平(4) 16.36 伊藤 美月(4) 16.57 森本 理人(4) 16.68 小穴 隼也(4) 16.83 基山 琉(4) 16.98 髙山 翔平(4) 17.04

100m 小学生･四賀小 小学生･中洲小 小学生･湖南小 小学生･中洲小 小学生･四賀小 小学生･中洲小 小学生･中洲小 小学生･湖南小
09/30 髙見 駿介(4) 3,38.67 内藤 孔明(4) 3,50.70 金子 拓視(4) 3,51.01 児玉 光輝(4) 3,51.07

1000m 小学生･湖南小 小学生･城南小 小学生･湖南小 小学生･城南小
09/30 萩田 栄司(4) 3.10(+1.4) 有賀 啓吾(4) 3.08(+2.7) 内田 匠(4) 2.91(+1.3) 中澤 陸人(4) 2.55(-0.1)

走幅跳 小学生･城南小 小学生･中洲小 小学生･中洲小 小学生･豊田小
09/30 小学5年男子 志茂 日出斗(5) 14.58 木村 亮太(5) 14.90 瀬川 優作(5) 14.94 角田 丈(5) 15.04 小口 和正(5) 15.12 浜 涼翔(5) 15.19 藤森 風河(5) 15.24 中澤 青空(5) 15.38

100m 小学生･四賀小 GR 小学生･中洲小 小学生･城北小 小学生･四賀小 小学生･高島小 小学生･城南小 小学生･高島小 小学生･高島小
09/30 北河 潤也(5) 3,27.64 中澤 翔太(5) 3,34.84 柳澤 光(5) 3,39.00 岩間 涼大(5) 3,59.77

1000m 小学生･城南小 小学生･豊田小 小学生･高島小 小学生･城南小
09/30 竹松 慧(5) 3.66(+0.3) 小川 音央(5) 3.65(+0.7) 笠原 康平(5) 3.50(-2.3) 小松 奏太(5) 3.45(+1.9) 小林 蓮(5) 3.42(+0.8) 金子 翔依(5) 3.39(+0.1) 大野 杏輔(5) 3.33(+0.5) 清田 弦希(5) 3.27(+0.4)

走幅跳 小学生･豊田小 小学生･四賀小 小学生･四賀小 小学生･四賀小 小学生･湖南小 小学生･中洲小 小学生･豊田小 小学生･城南小
09/30 高島小     1,00.48 城南小(A)     1,01.49 城北小     1,02.92 城南小(B)     1,04.00 豊田小(B)     1,04.13 豊田小(A)     1,09.01

4x100m 中村 貴士(5) 藤森 理貴(5) 茅野 真太郎(5) 石丸 翔太(5) 前川 巧(5) 中澤 翔太(5)
中澤 青空(5) 清水 勇弥(5) 後藤 勇太(5) 田中 宗一郎(5) 大野 杏輔(5) 山田 理貴(5)
小口 和正(5) 今井 海弥(5) 柳平 諒(5) 萩田 大樹(5) 滝澤 光基(5) 小泉 潤太(5)
藤森 風河(5) 浜 涼翔(5) 瀬川 優作(5) 北河 潤也(5) 竹松 慧(5) 笠原 誠矢(5)

09/30 小学6年男子  -1.5 鈴木 颯太(6) 14.07 藤森 暖生(6) 14.56 岩波 陸(6) 14.60 栗林 幹太(6) 14.80 菅沼 佑基(6) 15.09 吉山 廉心(6) 15.28 前田 陸(6) 15.33 浅井 裕貴(6) 15.38
100m 小学生･中洲小 小学生･湖南小 小学生･城南小 小学生･湖南小 小学生･湖南小 小学生･湖南小 小学生･高島小 小学生･湖南小

09/30 松木 悠司(6) 3,12.16 近藤 純平(6) 3,47.32 竹田 竜馬(6) 3,59.77
1000m 小学生･湖南小 GR 小学生･中洲小 小学生･高島小

09/30 松本 陸(6) 4.14(-0.5) 有井 悠人(6) 3.20(-1.3) 渡辺 京右(6) 3.00(-0.6)
走幅跳 小学生･城南小 GR 小学生･湖南小 小学生･湖南小

09/30 中洲小       58.08 湖南小(A)       58.42 湖南小(B)       58.47
4x100m 金子 翔依(5) 浅井 裕貴(6) 松井 疾風(6)

鈴木 颯太(6) 栗林 幹太(6) 菅沼 佑基(6)
木村 亮太(5) 渡辺 京右(6) 吉山 廉心(6)
伊東 稜真(5) 藤森 暖生(6) 松木 悠司(6)

09/30 中学1年男子  +1.1 白井 裕介(1) 13.07 渡部 翔太(1) 13.62 中村 謙士(1) 13.63 伊藤 駿(1) 13.68 伊東 奨真(1) 14.07 赤羽 尚輝(1) 14.52 若林 凌(1) 15.45 竹村 文貴(1) 15.55
100m 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪南中 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪南中 中学生･諏訪南中 中学生･諏訪西中 中学生･上諏訪中

09/30 中学2年男子  +1.0 宮坂 智史(2) 12.54 加藤 巧(2) 13.23 新海 伊織(2) 14.23
100m 中学生･上諏訪中 GR 中学生･諏訪西中 中学生･諏訪南中

09/30 中学3年男子  +1.0 河西 一星(3) 12.80 御子柴 尚(3) 13.33 永平 章太(3) 13.44
100m 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪南中

09/30 中学共通男子  +0.6 宮坂 智史(2) 25.33 白井 裕介(1) 26.51 伊藤 駿(1) 27.32 加藤 巧(2) 28.25 後藤 勇人(2) 29.94 若林 凌(1) 31.21
200m 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪西中 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪西中

09/30 湯澤 亮太(3) 4,23.83 児玉 拓矢(1) 4,43.67 河西 一星(3) 4,50.28 藤森 敦也(2) 5,02.98 原 賢人(1) 5,13.41 後藤 勇人(2) 5,16.74 金子 英輝(2) 5,50.46 坂井 結音(1) 5,56.23
1500m 中学生･諏訪南中 GR 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪西中 中学生･諏訪南中 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪南中 中学生･上諏訪中



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
後援：㈱長野日報社 諏訪市民新聞社 エルシーブイ株式会社

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】203100  茅野市陸上競技場

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
09/30 中村 龍士(3) 5.90(+1.7) 御子柴 尚(3) 5.13(-0.6) 永平 章太(3) 4.98(+0.1) 竹村 文貴(1) 4.38(-0.3) 新海 伊織(2) 4.31(-0.1) 赤羽 尚輝(1) 4.16(+1.3) 坂井 結音(1) 2.47(0.0)

走幅跳 中学生･上諏訪中 GR 中学生･上諏訪中 GR 中学生･諏訪南中 GR 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪南中 中学生･諏訪南中 中学生･上諏訪中
09/30 上諏訪中       49.87 諏訪南中(A)       50.25 諏訪南中(B)       58.95

4x100m 中村 謙士(1) GR 渡部 翔太(1) GR 新海 伊織(2)
白井 裕介(1) 金子 英輝(2) 伊東 奨真(1)
宮坂 智史(2) 永平 章太(3) 赤羽 尚輝(1)
伊藤 駿(1) 湯澤 亮太(3) 原 賢人(1)



決勝 9月30日 10:35

大会記録(GR)          11.12

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 -0.7

 1 佐藤 蒼宙(1) 小学生     11.33  1 上原 誠人(1) 小学生     10.84 
ｻﾄｳｱ ｵｿﾞﾗ 中洲小 ｳｴﾊﾗ ﾏｻﾄ 中洲小

 2 松山 貴大(1) 小学生     11.48  2 臼井 伶(1) 小学生     11.01 
ﾏﾂﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 四賀小 ｳｽｲ ﾚｲ 城南小

 3 北澤 龍輝(1) 小学生     11.56  3 矢澤 陵平(1) 小学生     11.28 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｭｳｷ 湖南小 ﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳﾍｲ 中洲小

 4 福島 大翔(1) 小学生     11.99  4 中原 琉生(1) 小学生     11.86 
ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾄ 中洲小 ﾅｶﾊﾗ ﾙｲ 高島小

 5 矢島 史哉(1) 小学生     12.30  5 小平 晋太郎(1) 小学生     11.87 
ﾔｼﾞﾏ ﾌﾐﾔ 中洲小 ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 中洲小

 6 山田 琉輝(1) 小学生     12.33  6 松崎 亮吾(1) 小学生     12.04 
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳｷ 城南小 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳｺﾞ 湖南小

 7 藤森 琢矢(1) 小学生     12.55  7 笠原 銀太(1) 小学生     12.39 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｸﾔ 湖南小 ｶｻﾊﾗ ｷﾞﾝﾀ 中洲小

 8 村松 魁(1) 小学生     12.63  8 濱 実久夢(1) 小学生     12.61 
ﾑﾗﾏﾂ ｶｲ 豊田小 ﾊﾏ ﾐｸﾑ 城南小

 9 藤森 伊吹(1) 小学生     12.70  9 真道 大輝(1) 小学生     12.83 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｲﾌﾞｷ 高島小 ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｲｷ 四賀小

[ 3組] 風速 +0.3

 1 清水 智史(1) 小学生     11.71 
ｼﾐｽﾞ ｻﾄｼ 城南小

 2 増澤 孝太(1) 小学生     11.90 
ﾏｽｻﾞﾜ ｺｳﾀ 湖南小

 3 高坂 祥太(1) 小学生     12.12 
ｺｳｻｶ ｼｮｳﾀ 中洲小

 4 小松 煌介(1) 小学生     12.16 
ｺﾏﾂ ｺｳｽｹ 中洲小

 5 太田 匠(1) 小学生     12.49 
ｵｵﾀ ﾀｸﾐ 中洲小

 6 里見 大成(1) 小学生     12.88 
ｻﾄﾐ ﾀｲｾｲ 四賀小

 7 米山 碧斗(1) 小学生     13.40 
ﾖﾈﾔﾏ ｱｵﾄ 高島小

 8 正田 晴岳(1) 小学生     13.55 
ｼｮｳﾀﾞ ﾊﾙﾄ 中洲小

   1 上原 誠人(1) 小学生 中洲小     10.84 (-0.7) 大会新   2   1
   2 臼井 伶(1) 小学生 城南小     11.01 (-0.7) 大会新   2   2
   3 矢澤 陵平(1) 小学生 中洲小     11.28 (-0.7)   2   3
   4 佐藤 蒼宙(1) 小学生 中洲小     11.33 (-0.8)   1   1
   5 松山 貴大(1) 小学生 四賀小     11.48 (-0.8)   1   2
   6 北澤 龍輝(1) 小学生 湖南小     11.56 (-0.8)   1   3
   7 清水 智史(1) 小学生 城南小     11.71 (+0.3)   3   1
   8 中原 琉生(1) 小学生 高島小     11.86 (-0.7)   2   4
   9 小平 晋太郎(1) 小学生 中洲小     11.87 (-0.7)   2   5
  10 増澤 孝太(1) 小学生 湖南小     11.90 (+0.3)   3   2
  11 福島 大翔(1) 小学生 中洲小     11.99 (-0.8)   1   4
  12 松崎 亮吾(1) 小学生 湖南小     12.04 (-0.7)   2   6
  13 高坂 祥太(1) 小学生 中洲小     12.12 (+0.3)   3   3
  14 小松 煌介(1) 小学生 中洲小     12.16 (+0.3)   3   4
  15 矢島 史哉(1) 小学生 中洲小     12.30 (-0.8)   1   5
  16 山田 琉輝(1) 小学生 城南小     12.33 (-0.8)   1   6
  17 笠原 銀太(1) 小学生 中洲小     12.39 (-0.7)   2   7
  18 太田 匠(1) 小学生 中洲小     12.49 (+0.3)   3   5
  19 藤森 琢矢(1) 小学生 湖南小     12.55 (-0.8)   1   7
  20 濱 実久夢(1) 小学生 城南小     12.61 (-0.7)   2   8
  21 村松 魁(1) 小学生 豊田小     12.63 (-0.8)   1   8
  22 藤森 伊吹(1) 小学生 高島小     12.70 (-0.8)   1   9
  23 真道 大輝(1) 小学生 四賀小     12.83 (-0.7)   2   9
  24 里見 大成(1) 小学生 四賀小     12.88 (+0.3)   3   6
  25 米山 碧斗(1) 小学生 高島小     13.40 (+0.3)   3   7
  26 正田 晴岳(1) 小学生 中洲小     13.55 (+0.3)   3   8  285
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決勝 9月30日 10:00

大会記録(GR)          10.44

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 -1.3

 1 大音 昂輝(2) 小学生     11.19  1 金子 温貴(2) 小学生     10.76 
ｵｵﾄ ｺｳｷ 城南小 ｶﾈｺ ｱﾂｷ 中洲小

 2 中村 里功(2) 小学生     11.39  2 櫛田 耕次郎(2) 小学生     11.28 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 城南小 ｸｼﾀﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 中洲小

 3 上条 晄生(2) 小学生     11.72  3 藤森 慶(2) 小学生     11.32 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳｾｲ 高島小 ﾌｼﾞﾓﾘ ｹｲ 湖南小

 4 守谷 翼(2) 小学生     11.74  4 中村 海李(2) 小学生     11.58 
ﾓﾘﾔ ﾂﾊﾞｻ 四賀小 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾘ 城南小

 5 三田村 空(2) 小学生     12.19  5 乙黒 拓海(2) 小学生     11.86 
ﾐﾀﾑﾗ ｿﾗ 中洲小 ｵﾂｸﾞﾛ ﾀｸﾐ 湖南小

 6 上嶋 竜之介(2) 小学生     12.32  6 茅野 斗武矢(2) 小学生     11.99 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 湖南小 ﾁﾉ ﾄﾑﾔ 高島小

 7 原 惇平(2) 小学生     12.76  7 中嶋 恵大(2) 小学生     12.36 
ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 湖南小 ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾀﾞｲ 四賀小

 8 矢崎 春翔(2) 小学生     14.44 
ﾔｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 四賀小

[ 3組] 風速 +0.7 [ 4組] 風速 +0.9

 1 漆戸 柊哉(2) 小学生     10.24  1 矢崎 公也(2) 小学生     10.93 
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 湖南小 ﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾅﾘ 四賀小

 2 鈴木 慎也(2) 小学生     10.81  2 小林 奏太(2) 小学生     10.96 
ｽｽﾞｷ ｼﾝﾔ 城南小 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 湖南小

 3 藤森 捷(2) 小学生     11.44  3 金子 蓮(2) 小学生     11.67 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｮｳ 湖南小 ｶﾈｺ ﾚﾝ 湖南小

 4 矢崎 快人(2) 小学生     11.58  4 杉村 昂俊(2) 小学生     11.88 
ﾔｻﾞｷ ｶｲﾄ 中洲小 ｽｷﾞﾑﾗ ﾀｶﾄｼ 城南小

 5 矢崎 大也(2) 小学生     12.15  5 日下部 蒼太(2) 小学生     12.05 
ﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾅﾘ 四賀小 ｸｻｶﾍﾞ ｿｳﾀ 豊田小

 6 油井 笙吾(2) 小学生     12.62  6 増沢 駿太(2) 小学生     12.12 
ﾕｲ ｼｮｳｺﾞ 高島小 ﾏｽｻﾞﾜ ｼｭﾝﾀ 中洲小

 7 中村 友春(2) 小学生     12.74  7 数納 宅午(2) 小学生     12.19 
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾊﾙ 中洲小 ｽﾉｳ ﾀｸﾏ 中洲小

   1 漆戸 柊哉(2) 小学生 湖南小     10.24 (+0.7) 大会新   3   1
   2 金子 温貴(2) 小学生 中洲小     10.76 (-1.3)   2   1
   3 鈴木 慎也(2) 小学生 城南小     10.81 (+0.7)   3   2
   4 矢崎 公也(2) 小学生 四賀小     10.93 (+0.9)   4   1
   5 小林 奏太(2) 小学生 湖南小     10.96 (+0.9)   4   2
   6 大音 昂輝(2) 小学生 城南小     11.19 (+0.4)   1   1
   7 櫛田 耕次郎(2) 小学生 中洲小     11.28 (-1.3)   2   2
   8 藤森 慶(2) 小学生 湖南小     11.32 (-1.3)   2   3
   9 中村 里功(2) 小学生 城南小     11.39 (+0.4)   1   2
  10 藤森 捷(2) 小学生 湖南小     11.44 (+0.7)   3   3
  11 中村 海李(2) 小学生 城南小     11.58 (-1.3)   2   4
  11 矢崎 快人(2) 小学生 中洲小     11.58 (+0.7)   3   4
  13 金子 蓮(2) 小学生 湖南小     11.67 (+0.9)   4   3
  14 上条 晄生(2) 小学生 高島小     11.72 (+0.4)   1   3
  15 守谷 翼(2) 小学生 四賀小     11.74 (+0.4)   1   4
  16 乙黒 拓海(2) 小学生 湖南小     11.86 (-1.3)   2   5
  17 杉村 昂俊(2) 小学生 城南小     11.88 (+0.9)   4   4
  18 茅野 斗武矢(2) 小学生 高島小     11.99 (-1.3)   2   6
  19 日下部 蒼太(2) 小学生 豊田小     12.05 (+0.9)   4   5
  20 増沢 駿太(2) 小学生 中洲小     12.12 (+0.9)   4   6
  21 矢崎 大也(2) 小学生 四賀小     12.15 (+0.7)   3   5
  22 三田村 空(2) 小学生 中洲小     12.19 (+0.4)   1   5
  22 数納 宅午(2) 小学生 中洲小     12.19 (+0.9)   4   7
  24 上嶋 竜之介(2) 小学生 湖南小     12.32 (+0.4)   1   6
  25 中嶋 恵大(2) 小学生 四賀小     12.36 (-1.3)   2   7
  26 油井 笙吾(2) 小学生 高島小     12.62 (+0.7)   3   6
  27 中村 友春(2) 小学生 中洲小     12.74 (+0.7)   3   7
  28 原 惇平(2) 小学生 湖南小     12.76 (+0.4)   1   7
  29 矢崎 春翔(2) 小学生 四賀小     14.44 (+0.4)   1   8
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決勝 9月30日  8:45

大会記録(GR)          16.10

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速  0.0

 1 茅野 泰樹(3) 小学生     17.23  1 鈴木 千紘(3) 小学生     16.58 
ﾁﾉ ﾀｲｷ 才教学園 ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 湖南小

 2 松井 蒼天(3) 小学生     17.26  2 濱 崇史(3) 小学生     17.18 
ﾏﾂｲ ｿﾗ 湖南小 ﾊﾏ ﾀｶﾌﾐ 城南小

 3 藤木 孔明(3) 小学生     17.90  3 松田 臣二(3) 小学生     17.52 
ﾌｼﾞｷ ｺｳﾒｲ 四賀小 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 中洲小

 4 中原 蒼生(3) 小学生     18.00  4 米山 琉矢(3) 小学生     17.91 
ﾅｶﾊﾗ ｱｵｲ 高島小 ﾖﾈﾔﾏ ﾘｭｳﾔ 高島小

 5 金箱 秀亮(3) 小学生     18.15  5 三輪 浩太郎(3) 小学生     18.02 
ｶﾈﾊﾞｺ ｼｭｳｽｹ 中洲小 ﾐﾜ ｺｳﾀﾛｳ 湖南小

 6 桜田 玲也(3) 小学生     18.19  6 上原 朋也(3) 小学生     18.51 
ｻｸﾗﾀﾞ ﾚｲﾔ 四賀小 ｳｴﾊﾗ ﾄﾓﾔ 中洲小

 7 金子 太紀(3) 小学生     18.20  7 藤森 大雅(3) 小学生     21.11 
ｶﾈｺ ﾋﾛｷ 湖南小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲｶﾞ 高島小

 8 楜澤 風吹(3) 小学生     18.24 北原 伊吹(3) 小学生
ｸﾙﾐｻﾜ ﾌﾌﾞｷ 高島小 ｷﾀﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 四賀小

[ 3組] 風速 +0.7 [ 4組] 風速 -2.6

 1 吉岡 伶(3) 小学生     16.50  1 増田 颯太(3) 小学生     18.01 
ﾖｼｵｶ ﾚｲ 高島小 ﾏｽﾀ ﾞｿｳﾀ 中洲小

 2 山内 翔太(3) 小学生     16.69  2 鈴木 陽大(3) 小学生     18.03 
ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳﾀ 城南小 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 中洲小

 3 小松 遼南(3) 小学生     17.33  3 金子 竜久(3) 小学生     18.83 
ｺﾏﾂ ﾊﾙﾅ 四賀小 ｶﾈｺ ﾘｸ 湖南小

 4 金子 空翔(3) 小学生     17.77  4 木下 翔聖(3) 小学生     19.10 
ｶﾈｺ ｱｷﾄ 中洲小 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾏ 豊田小

 5 松崎 恭一朗(3) 小学生     18.01  5 秋月 佑太(3) 小学生     19.48 
ﾏﾂｻﾞｷ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 湖南小 ｱｷﾂﾞｷ ﾕｳﾀ 湖南小

 6 木内 耀(3) 小学生     18.15  6 柳澤 敦(3) 小学生     20.37 
ｷｳﾁ ｱｷﾗ 豊田小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱﾂｼ 高島小

 7 蟹江 優成(3) 小学生     18.40  7 平澤 祐汰(3) 小学生     22.25 
ｶﾆｴ ﾕｳｾｲ 湖南小 ﾋﾗｻﾜ ﾕｳﾀ 高島小

 8 曲淵 晴人(3) 小学生     19.31 藤森 大輔(3) 小学生
ﾏｶﾞﾘﾌﾞﾁ ﾊﾙﾄ 四賀小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾞｲｽｹ 四賀小

[ 5組] 風速 +1.7

 1 有井 啓人(3) 小学生     16.45 
ｱﾘｲ ﾋﾛﾄ 湖南小

 2 伊藤 龍生(3) 小学生     16.51 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 中洲小

 3 田村 蓮(3) 小学生     16.85 
ﾀﾑﾗ ﾚﾝ 湖南小

 4 岡田 遥人(3) 小学生     17.50 
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 城南小

 5 藤原 陽登(3) 小学生     17.67 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙﾄ 高島小

 6 大澤 光(3) 小学生     18.95 
ｵｵｻﾜ ﾋｶﾙ 湖南小
今井 英寿(3) 小学生
ｲﾏｲ ﾋﾃﾞﾄｼ 四賀小
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   1 有井 啓人(3) 小学生 湖南小     16.45 (+1.7)   5   1
   2 吉岡 伶(3) 小学生 高島小     16.50 (+0.7)   3   1
   3 伊藤 龍生(3) 小学生 中洲小     16.51 (+1.7)   5   2
   4 鈴木 千紘(3) 小学生 湖南小     16.58 (0.0)   2   1
   5 山内 翔太(3) 小学生 城南小     16.69 (+0.7)   3   2
   6 田村 蓮(3) 小学生 湖南小     16.85 (+1.7)   5   3
   7 濱 崇史(3) 小学生 城南小     17.18 (0.0)   2   2
   8 茅野 泰樹(3) 小学生 才教学園     17.23 (+0.8)   1   1
   9 松井 蒼天(3) 小学生 湖南小     17.26 (+0.8)   1   2
  10 小松 遼南(3) 小学生 四賀小     17.33 (+0.7)   3   3
  11 岡田 遥人(3) 小学生 城南小     17.50 (+1.7)   5   4
  12 松田 臣二(3) 小学生 中洲小     17.52 (0.0)   2   3
  13 藤原 陽登(3) 小学生 高島小     17.67 (+1.7)   5   5
  14 金子 空翔(3) 小学生 中洲小     17.77 (+0.7)   3   4
  15 藤木 孔明(3) 小学生 四賀小     17.90 (+0.8)   1   3
  16 米山 琉矢(3) 小学生 高島小     17.91 (0.0)   2   4
  17 中原 蒼生(3) 小学生 高島小     18.00 (+0.8)   1   4
  18 増田 颯太(3) 小学生 中洲小     18.01 (-2.6)   4   1
  18 松崎 恭一朗(3) 小学生 湖南小     18.01 (+0.7)   3   5
  20 三輪 浩太郎(3) 小学生 湖南小     18.02 (0.0)   2   5
  21 鈴木 陽大(3) 小学生 中洲小     18.03 (-2.6)   4   2
  22 金箱 秀亮(3) 小学生 中洲小     18.15 (+0.8)   1   5
  22 木内 耀(3) 小学生 豊田小     18.15 (+0.7)   3   6
  24 桜田 玲也(3) 小学生 四賀小     18.19 (+0.8)   1   6
  25 金子 太紀(3) 小学生 湖南小     18.20 (+0.8)   1   7
  26 楜澤 風吹(3) 小学生 高島小     18.24 (+0.8)   1   8
  27 蟹江 優成(3) 小学生 湖南小     18.40 (+0.7)   3   7
  28 上原 朋也(3) 小学生 中洲小     18.51 (0.0)   2   6
  29 金子 竜久(3) 小学生 湖南小     18.83 (-2.6)   4   3
  30 大澤 光(3) 小学生 湖南小     18.95 (+1.7)   5   6
  31 木下 翔聖(3) 小学生 豊田小     19.10 (-2.6)   4   4
  32 曲淵 晴人(3) 小学生 四賀小     19.31 (+0.7)   3   8
  33 秋月 佑太(3) 小学生 湖南小     19.48 (-2.6)   4   5
  34 柳澤 敦(3) 小学生 高島小     20.37 (-2.6)   4   6
  35 藤森 大雅(3) 小学生 高島小     21.11 (0.0)   2   7
  36 平澤 祐汰(3) 小学生 高島小     22.25 (-2.6)   4   7
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決勝 9月30日  9:20

大会記録(GR)          15.38

[ 1組] 風速 -0.9 [ 2組] 風速 -0.4

 1 矢澤 雄太(4) 小学生     15.86  1 山崎 雷馬(4) 小学生     15.59 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 中洲小 ﾔﾏｻﾞｷ ﾗｲﾏ 四賀小

 2 小穴 隼也(4) 小学生     16.83  2 宮坂 純平(4) 小学生     16.36 
ｵｱﾅ ｼﾞｭﾝﾔ 中洲小 ﾐﾔｻｶ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 湖南小

 3 田中 駿裕(4) 小学生     17.13  3 伊藤 美月(4) 小学生     16.57 
ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 中洲小 ｲﾄｳ ﾐﾂﾞｷ 中洲小

 4 小澤 尚音(4) 小学生     17.63  4 森本 理人(4) 小学生     16.68 
ｵｻﾞﾜ ﾅｵﾄ 四賀小 ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾄ 四賀小

 5 清水 昭吾(4) 小学生     17.65  5 基山 琉(4) 小学生     16.98 
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｺﾞ 城南小 ﾓﾄﾔﾏ ﾘｭｳ 中洲小

 6 吉山 凌央(4) 小学生     18.56  6 髙山 翔平(4) 小学生     17.04 
ﾖｼﾔﾏ ﾘｮｳ 湖南小 ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 湖南小

 7 藤森 大斗(4) 小学生     18.74 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾄ 湖南小

   1 山崎 雷馬(4) 小学生 四賀小     15.59 (-0.4)   2   1
   2 矢澤 雄太(4) 小学生 中洲小     15.86 (-0.9)   1   1
   3 宮坂 純平(4) 小学生 湖南小     16.36 (-0.4)   2   2
   4 伊藤 美月(4) 小学生 中洲小     16.57 (-0.4)   2   3
   5 森本 理人(4) 小学生 四賀小     16.68 (-0.4)   2   4
   6 小穴 隼也(4) 小学生 中洲小     16.83 (-0.9)   1   2
   7 基山 琉(4) 小学生 中洲小     16.98 (-0.4)   2   5
   8 髙山 翔平(4) 小学生 湖南小     17.04 (-0.4)   2   6
   9 田中 駿裕(4) 小学生 中洲小     17.13 (-0.9)   1   3
  10 小澤 尚音(4) 小学生 四賀小     17.63 (-0.9)   1   4
  11 清水 昭吾(4) 小学生 城南小     17.65 (-0.9)   1   5
  12 吉山 凌央(4) 小学生 湖南小     18.56 (-0.9)   1   6
  13 藤森 大斗(4) 小学生 湖南小     18.74 (-0.9)   1   7   12

  121
  195
   54

  322
  118
  298
  312
    1
  275

備考 組 順位
  129
  267
   51

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

7

5   312

2     1

3   322

4   118

所属名 記録／備考
6   129

7    51

   12

順 ﾚｰﾝ No.

4   195

3    54

6   275

5   121

2   267

8   298

小学4年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



決勝 9月30日 11:00

大会記録(GR)          14.75

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 +0.1

 1 志茂 日出斗(5) 小学生     14.58  1 角田 丈(5) 小学生     15.04 
ｼﾓ ﾋﾃﾞﾄ 四賀小 ｶｸﾀ ｼﾞｮｳ 四賀小

 2 瀬川 優作(5) 小学生     14.94  2 中澤 青空(5) 小学生     15.38 
ｾｶﾞﾜ  ﾕｳｻｸ 城北小 ﾅｶｻﾞﾜ ｾｲﾗ 高島小

 3 小口 和正(5) 小学生     15.12  3 清水 勇弥(5) 小学生     15.54 
ｵｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏｻ 高島小 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾔ 城南小

 4 浜 涼翔(5) 小学生     15.19  4 伊東 稜真(5) 小学生     15.83 
ﾊﾏ ﾘｮｳﾄ 城南小 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 中洲小

 5 後藤 勇太(5) 小学生     16.26  5 中村 貴士(5) 小学生     16.06 
ｺﾞﾄｳ  ﾕｳﾀ 城北小 ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ 高島小

 6 白井 亮太(5) 小学生     16.68  6 柳平 諒(5) 小学生     16.17 
ｼﾗｲ ﾘｮｳﾀ 高島小 ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ   ﾘｮｳ 城北小

 7 山田 理貴(5) 小学生     20.16  7 田中 宗一郎(5) 小学生     16.17 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 豊田小 ﾀﾅｶ ｿｳｲﾁﾛｳ 城南小

[ 3組] 風速 -0.8

 1 木村 亮太(5) 小学生     14.90 
ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 中洲小

 2 藤森 風河(5) 小学生     15.24 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾌｳｶﾞ 高島小

 3 茅野 真太郎(5) 小学生     15.54 
ﾁﾉ     ｼﾝﾀﾛｳ 城北小

 4 滝澤 光基(5) 小学生     15.77 
ﾀｷｻﾞﾜ ｺｳｷ 豊田小

 5 藤原 快都(5) 小学生     15.88 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｲﾄ 高島小

 6 今井 海弥(5) 小学生     15.93 
ｲﾏｲ ｶｲﾔ 城南小

   1 志茂 日出斗(5) 小学生 四賀小     14.58 (-0.1) 大会新   1   1
   2 木村 亮太(5) 小学生 中洲小     14.90 (-0.8)   3   1
   3 瀬川 優作(5) 小学生 城北小     14.94 (-0.1)   1   2
   4 角田 丈(5) 小学生 四賀小     15.04 (+0.1)   2   1
   5 小口 和正(5) 小学生 高島小     15.12 (-0.1)   1   3
   6 浜 涼翔(5) 小学生 城南小     15.19 (-0.1)   1   4
   7 藤森 風河(5) 小学生 高島小     15.24 (-0.8)   3   2
   8 中澤 青空(5) 小学生 高島小     15.38 (+0.1)   2   2
   9 清水 勇弥(5) 小学生 城南小     15.54 (+0.1)   2   3
   9 茅野 真太郎(5) 小学生 城北小     15.54 (-0.8)   3   3
  11 滝澤 光基(5) 小学生 豊田小     15.77 (-0.8)   3   4
  12 伊東 稜真(5) 小学生 中洲小     15.83 (+0.1)   2   4
  13 藤原 快都(5) 小学生 高島小     15.88 (-0.8)   3   5
  14 今井 海弥(5) 小学生 城南小     15.93 (-0.8)   3   6
  15 中村 貴士(5) 小学生 高島小     16.06 (+0.1)   2   5
  16 柳平 諒(5) 小学生 城北小     16.17 (+0.1)   2   6
  16 田中 宗一郎(5) 小学生 城南小     16.17 (+0.1)   2   7
  18 後藤 勇太(5) 小学生 城北小     16.26 (-0.1)   1   5
  19 白井 亮太(5) 小学生 高島小     16.68 (-0.1)   1   6
  20 山田 理貴(5) 小学生 豊田小     20.16 (-0.1)   1   7

小学5年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
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大会新
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8    88
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3   343

順 ﾚｰﾝ No.
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所属名 記録／備考
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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4    74
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タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
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   80

   73



決勝 9月30日 11:25

大会記録(GR)          13.85

風速 -1.5

 1 鈴木 颯太(6) 小学生     14.07 
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 中洲小

 2 藤森 暖生(6) 小学生     14.56 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｷ 湖南小

 3 岩波 陸(6) 小学生     14.60 
ｲﾜﾅﾐ ﾘｸ 城南小

 4 栗林 幹太(6) 小学生     14.80 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ 湖南小

 5 菅沼 佑基(6) 小学生     15.09 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾕｳｷ 湖南小

 6 吉山 廉心(6) 小学生     15.28 
ﾖｼﾔﾏ ﾚﾝ 湖南小

 7 前田 陸(6) 小学生     15.33 
ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ 高島小

 8 浅井 裕貴(6) 小学生     15.38 
ｱｻｲ ﾕｳｷ 湖南小

8    85

2    23

7    25

3    53

4   210

9    44

5   263

6    10

小学6年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月30日 11:50

大会記録(GR)        3,18.61

 1 松木 悠司(6) 小学生   3,12.16 
ﾏﾂｷ ﾁｶｼ 湖南小

 2 近藤 純平(6) 小学生   3,47.32 
ｺﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 中洲小

 3 竹田 竜馬(6) 小学生   3,59.77 
ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 高島小

決勝 9月30日 11:50

 1 北河 潤也(5) 小学生   3,27.64 
ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 城南小

 2 中澤 翔太(5) 小学生   3,34.84 
ﾅｶｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 豊田小

 3 柳澤 光(5) 小学生   3,39.00 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 高島小

 4 岩間 涼大(5) 小学生   3,59.77 
ｲﾜﾏ ﾘｮｳﾀﾞｲ 城南小
濱 歩真(5) 小学生
ﾊﾏ ｱﾕﾏ 城南小

決勝 9月30日 11:50

 1 髙見 駿介(4) 小学生   3,38.67 
ﾀｶﾐ ｼｭﾝｽｹ 湖南小

 2 内藤 孔明(4) 小学生   3,50.70 
ﾅｲﾄｳ ｺｳﾒｲ 城南小

 3 金子 拓視(4) 小学生   3,51.01 
ｶﾈｺ ﾀｸﾐ 湖南小

 4 児玉 光輝(4) 小学生   3,51.07 
ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ 城南小
笠原 武流(4) 小学生
ｶｻﾊﾗ ﾀｹﾙ 城南小

13    83

14    29
大会新

12   309
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決勝 9月30日  9:40

大会記録(GR)          12.79

風速 +1.1

 1 白井 裕介(1) 中学生     13.07 
ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ 上諏訪中

 2 渡部 翔太(1) 中学生     13.62 
ﾜﾀﾅﾍﾞｼｮｳﾀ 諏訪南中

 3 中村 謙士(1) 中学生     13.63 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 上諏訪中

 4 伊藤 駿(1) 中学生     13.68 
ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 上諏訪中

 5 伊東 奨真(1) 中学生     14.07 
ｲﾄｳｼｮｳﾏ 諏訪南中

 6 赤羽 尚輝(1) 中学生     14.52 
ｱｶﾊﾈﾅｵｷ 諏訪南中

 7 若林 凌(1) 中学生     15.45 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 諏訪西中

 8 竹村 文貴(1) 中学生     15.55 
ﾀｹﾑﾗ ﾌﾐﾀｶ 上諏訪中
茅野 拓輝(1) 中学生
ﾁﾉﾋﾛｷ 諏訪南中

決勝 9月30日  9:45

大会記録(GR)          12.66

風速 +1.0

 1 宮坂 智史(2) 中学生     12.54 
ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 上諏訪中

 2 加藤 巧(2) 中学生     13.23 
ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 諏訪西中

 3 新海 伊織(2) 中学生     14.23 
ｼﾝｶｲｲｵﾘ 諏訪南中

決勝 9月30日  9:45

風速 +1.0

 1 河西 一星(3) 中学生     12.80 
ｶｻｲ ｲｯｾｲ 上諏訪中

 2 御子柴 尚(3) 中学生     13.33 
ﾐｺｼﾊﾞ ｼｮｳ 上諏訪中

 3 永平 章太(3) 中学生     13.44 
ﾅｶﾞﾋﾗｼｮｳﾀ 諏訪南中

6   259
欠場

1   239

9   151

4   261

2   251

5   150

7   167

3   145

8   248
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決勝 9月30日 11:40

大会記録(GR)          25.32

風速 +0.6

 1 宮坂 智史(2) 中学生     25.33 
ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 上諏訪中

 2 白井 裕介(1) 中学生     26.51 
ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ 上諏訪中

 3 伊藤 駿(1) 中学生     27.32 
ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 上諏訪中

 4 加藤 巧(2) 中学生     28.25 
ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 諏訪西中

 5 後藤 勇人(2) 中学生     29.94 
ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 上諏訪中

 6 若林 凌(1) 中学生     31.21 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 諏訪西中

決勝 9月30日 12:35

大会記録(GR)        4,43.62

 1 湯澤 亮太(3) 中学生   4,23.83 
ﾕｻﾞﾜﾘｮｳﾀ 諏訪南中

 2 児玉 拓矢(1) 中学生   4,43.67 
ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾔ 上諏訪中

 3 河西 一星(3) 中学生   4,50.28 
ｶｻｲ ｲｯｾｲ 上諏訪中

 4 藤森 敦也(2) 中学生   5,02.98 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾂﾔ 諏訪西中

 5 原 賢人(1) 中学生   5,13.41 
ﾊﾗｹﾝﾄ 諏訪南中

 6 後藤 勇人(2) 中学生   5,16.74 
ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 上諏訪中

 7 金子 英輝(2) 中学生   5,50.46 
ｶﾈｺﾋﾃﾞｷ 諏訪南中

 8 坂井 結音(1) 中学生   5,56.23 
ｻｶｲ ﾕｲﾝ 上諏訪中
小池 勇次(1) 中学生
ｺｲｹﾕｳｼﾞ 諏訪南中
宮森 蒼太(3) 中学生
ﾐﾔﾓﾘ ｿｳﾀ 諏訪西中
茅野 拓輝(1) 中学生
ﾁﾉﾋﾛｷ 諏訪南中
坂田 悠綺(2) 中学生
ｻｶﾀ ﾕｳｷ 上諏訪中

8   259
欠場

11   157
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6   254
欠場

7   242
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決勝 9月30日 13:10

大会記録(GR)          58.00

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 高島小    80 中村 貴士(5)   1,00.48 

ﾀｶｼﾏｼｮｳ ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ
   79 中澤 青空(5)

ﾅｶｻﾞﾜ ｾｲﾗ
   88 小口 和正(5)

ｵｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏｻ
   74 藤森 風河(5)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾌｳｶﾞ
 2   6 城南小(A)   178 藤森 理貴(5)   1,01.49 

ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳA ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｷ
  193 清水 勇弥(5)

ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾔ
  209 今井 海弥(5)

ｲﾏｲ ｶｲﾔ
  173 浜 涼翔(5)

ﾊﾏ ﾘｮｳﾄ
 3   4 城北小   232 茅野 真太郎(5)   1,02.92 

ｼﾞｮｳﾎｸｼｮｳ ﾁﾉ     ｼﾝﾀﾛｳ
  231 後藤 勇太(5)

ｺﾞﾄｳ  ﾕｳﾀ
  224 柳平 諒(5)

ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ   ﾘｮｳ
  227 瀬川 優作(5)

ｾｶﾞﾜ  ﾕｳｻｸ
 4   8 城南小(B)   190 石丸 翔太(5)   1,04.00 

ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳB ｲｼﾏﾙ ｼｮｳﾀ
  181 田中 宗一郎(5)

ﾀﾅｶ ｿｳｲﾁﾛｳ
  175 萩田 大樹(5)

ﾊｷﾞﾀ ﾀﾞｲｷ
  172 北河 潤也(5)

ｷﾀｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ
 5   7 豊田小(B)   335 前川 巧(5)   1,04.13 

ﾄﾖﾀﾞｼｮｳB ﾏｴｶﾜ ﾀｸﾐ
  333 大野 杏輔(5)

ｵｵﾉ ｷｮｳｽｹ
  332 滝澤 光基(5)

ﾀｷｻﾞﾜ ｺｳｷ
  331 竹松 慧(5)

ﾀｹﾏﾂ ｹｲ
 6   3 豊田小(A)   328 中澤 翔太(5)   1,09.01 

ﾄﾖﾀﾞｼｮｳA ﾅｶｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ
  343 山田 理貴(5)

ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻﾀｶ
  338 小泉 潤太(5)

ｺｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝﾀ
  347 笠原 誠矢(5)

ｶｻﾊﾗ ｾｲﾔ
  2 四賀小

ｼｶﾞｼｮｳ 欠場

小学5年男子

4x100m

決勝



決勝 9月30日 13:15

大会記録(GR)          56.55

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 中洲小   305 金子 翔依(5)     58.08 

ﾅｶｽｼｮｳ ｶﾈｺ ｼｮｳｲ
  263 鈴木 颯太(6)

ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ
  270 木村 亮太(5)

ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ
  323 伊東 稜真(5)

ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ
 2   5 湖南小(A)    23 浅井 裕貴(6)     58.42 

ｺﾅﾐｼｮｳA ｱｻｲ ﾕｳｷ
   44 栗林 幹太(6)

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ
   17 渡辺 京右(6)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳ
   10 藤森 暖生(6)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｷ
 3   3 湖南小(B)    33 松井 疾風(6)     58.47 

ｺﾅﾐｼｮｳB ﾏﾂｲ ﾊﾔﾃ
   25 菅沼 佑基(6)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾕｳｷ
   53 吉山 廉心(6)

ﾖｼﾔﾏ ﾚﾝ
   29 松木 悠司(6)

ﾏﾂｷ ﾁｶｼ

小学6年男子

4x100m

決勝



決勝 9月30日 13:25

大会記録(GR)          50.31

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 上諏訪中   150 中村 謙士(1)     49.87 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 大会新
  145 白井 裕介(1)

ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ
  162 宮坂 智史(2)

ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ
  167 伊藤 駿(1)

ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ
 2   5 諏訪南中(A)   248 渡部 翔太(1)     50.25 

ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳA ﾜﾀﾅﾍﾞｼｮｳﾀ 大会新
  257 金子 英輝(2)

ｶﾈｺﾋﾃﾞｷ
  260 永平 章太(3)

ﾅｶﾞﾋﾗｼｮｳﾀ
  247 湯澤 亮太(3)

ﾕｻﾞﾜﾘｮｳﾀ
 3   3 諏訪南中(B)   252 新海 伊織(2)     58.95 

ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳB ｼﾝｶｲｲｵﾘ
  261 伊東 奨真(1)

ｲﾄｳｼｮｳﾏ
  251 赤羽 尚輝(1)

ｱｶﾊﾈﾅｵｷ
  256 原 賢人(1)

ﾊﾗｹﾝﾄ

中学共通男子

4x100m

決勝



決勝 9月30日 12:35

大会記録(GR)        4,43.41

 1 井出竜也 一般   5,53.46 
ｲﾃﾞ ﾀﾂﾔ 四賀小教員

決勝 9月30日 12:35

大会記録(GR)        5,27.00

 1 加賀爪 利之 一般   6,09.05 
ｶｶﾞﾂﾞﾒ ﾄｼﾕｷ 諏訪市

決勝 9月30日 12:35

大会記録(GR)        5,06.06

 1 谷川 秀樹 一般   5,04.48 
ﾀﾆｶﾞﾜ ﾋﾃﾞｷ 諏訪市陸協

16～29歳男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   144

2   351

30～39歳男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   234
大会新

40～49歳男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月30日  9:00

大会記録(GR)           4.08

松本 陸(6) 小学生   4.01   4.04   4.14    4.14 大会新
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 城南小    0.0   +0.7   -0.5    -0.5
有井 悠人(6) 小学生    X   3.20   2.10    3.20 
ｱﾘｲ ﾕｳﾄ 湖南小   -1.3   +1.2    -1.3
渡辺 京右(6) 小学生   2.77   3.00   2.83    3.00 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳ 湖南小   -0.4   -0.6   -0.2    -0.6

大会記録(GR)           3.86

竹松 慧(5) 小学生   3.64    X   3.66    3.66 
ﾀｹﾏﾂ ｹｲ 豊田小   -0.7   +0.3    +0.3
小川 音央(5) 小学生    X   3.65    X    3.65 
ｵｶﾞﾜ ﾈｵ 四賀小   +0.7    +0.7
笠原 康平(5) 小学生   3.13   3.27   3.50    3.50 
ｶｻﾊﾗ ｺｳﾍｲ 四賀小   -0.2   +1.3   -2.3    -2.3
小松 奏太(5) 小学生   3.45   3.44   3.39    3.45 
ｺﾏﾂ ｶﾅﾀ 四賀小   +1.9   +0.6   -0.4    +1.9
小林 蓮(5) 小学生   3.42    X   3.30    3.42 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 湖南小   +0.8   -3.0    +0.8
金子 翔依(5) 小学生   3.23   3.16   3.39    3.39 
ｶﾈｺ ｼｮｳｲ 中洲小   -2.1   +0.9   +0.1    +0.1
大野 杏輔(5) 小学生   2.99   3.23   3.33    3.33 
ｵｵﾉ ｷｮｳｽｹ 豊田小    0.0   +1.3   +0.5    +0.5
清田 弦希(5) 小学生   3.04   3.17   3.27    3.27 
ｷﾖﾀ ｹﾞﾝｷ 城南小   +0.5   +0.2   +0.4    +0.4
中村 卓登(5) 小学生   3.09   3.02   3.02    3.09 
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ 城南小   +1.5   -0.6   -1.5    +1.5
小泉 潤太(5) 小学生   2.91   3.02   2.82    3.02 
ｺｲｽﾞﾐ ｼﾞｭﾝﾀ 豊田小   -2.4   +0.9   -0.1    +0.9
前川 巧(5) 小学生   2.60   2.87   3.01    3.01 
ﾏｴｶﾜ ﾀｸﾐ 豊田小   -1.0   -0.6   +0.8    +0.8

大会記録(GR)           3.48

萩田 栄司(4) 小学生   2.96   3.10    X    3.10 
ﾊｷﾞﾀ ｴｲｼﾞ 城南小    0.0   +1.4    +1.4
有賀 啓吾(4) 小学生   3.08   3.01   2.90    3.08 
ｱﾙｶﾞ ｹｲｺﾞ 中洲小   +2.7   +0.2   -0.4    +2.7
内田 匠(4) 小学生   2.91   2.64   2.83    2.91 
ｳﾁﾀ ﾞﾀｸﾐ 中洲小   +1.3   -2.3   -0.1    +1.3
中澤 陸人(4) 小学生   2.46   2.55   2.47    2.55 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｸﾄ 豊田小   -1.5   -0.1   +1.2    -0.1

大会記録(GR)           3.01

杉村 直俊(3) 小学生   3.38   3.31   3.21    3.38 大会新
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅｵﾄｼ 城南小   +0.2    0.0   +0.6    +0.2
花岡 凌一朗(3) 小学生   2.60   2.85   2.85    2.85 
ﾊﾅｵｶ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ 城南小   -0.8   +1.7   +1.1    +1.7
遠藤 雄斗(3) 小学生   2.59   2.42   2.71    2.71 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ 中洲小   -1.5   +0.7   +0.1    +0.1
赤羽 倫弥(3) 小学生    X   2.40   2.24    2.40 
ｱｶﾊﾈ ﾄﾓﾔ 湖南小   +1.2   -0.2    +1.2

3     6

記録-2-

3 1    17

備考
1 2   199

2

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

小学6年男子 走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

1 7   331

2 10   123

3 8   139

4 6   126

5 3    34

6 9   305

7 2   333

8 11   192

9 5   183

10 4   338

所属名 -1-

11 1   335

小学4年男子 走幅跳

決勝

記録-2-

1   265

-3- 備考

氏  名 所属名 -1- -2- -3-

氏  名順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

3 2   274

1 3   176

2

4 4   329

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- 記録-2- -3- 備考

記録

-3- 備考

小学5年男子 走幅跳

決勝

1 2   197

2 4   217

3 1   318

4 3    24



決勝 9月30日 11:30

大会記録(GR)           4.91

中村 龍士(3) 中学生   5.73   5.74   5.90   5.84   5.88   5.74    5.90 大会新
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 上諏訪中   -0.1   -0.3   +1.7   -1.1    0.0   +0.7    +1.7
御子柴 尚(3) 中学生   4.95   5.13   4.72   4.92   4.60   4.57    5.13 大会新
ﾐｺｼﾊﾞ ｼｮｳ 上諏訪中   +0.1   -0.6   -0.7   +0.2   +1.1   -0.7    -0.6
永平 章太(3) 中学生   4.87   4.73   4.74   4.98   4.88   4.75    4.98 大会新
ﾅｶﾞﾋﾗｼｮｳﾀ 諏訪南中   +0.9   -0.1   +0.3   +0.1   -0.1   +0.3    +0.1
竹村 文貴(1) 中学生    X   4.36   4.38   4.28    X   3.34    4.38 
ﾀｹﾑﾗ ﾌﾐﾀｶ 上諏訪中   +0.4   -0.3   +1.8   +0.6    -0.3
新海 伊織(2) 中学生   4.23   4.21    X   4.08   4.31   4.18    4.31 
ｼﾝｶｲｲｵﾘ 諏訪南中   -0.1   -0.3   +1.0   -0.1   -0.7    -0.1
赤羽 尚輝(1) 中学生   4.07   4.08   3.82   4.16   4.07    X    4.16 
ｱｶﾊﾈﾅｵｷ 諏訪南中   -1.4   -0.3   -0.4   +1.3   +1.1    +1.3
坂井 結音(1) 中学生    X   2.46    X   2.47    X    -    2.47 
ｻｶｲ ﾕｲﾝ 上諏訪中   -1.5   +0.2   -0.8    0.0     0.0
坂田 悠綺(2) 中学生 欠場
ｻｶﾀ ﾕｳｷ 上諏訪中

7 1   158

2   157

5 5   252

6 3   251

3 7   260

4 4   151

1 8   149
-5-

2 6   159

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

中学共通男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-
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