
平成２５年度第３２回諏訪ジュニア陸上競技大会 
兼 第３０回長野県小学生陸上競技大会・諏訪地区選考会 

（大会コード：13200504） 

 

 

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・諏訪中学校体育連盟 
諏訪小中学校校長会・諏訪陸上競技協会 

後  援：長野陸上競技協会 
主  管：諏訪陸上競技協会 
日  時：平成２５年５月１９日（日） 
会  場：茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：203100） 
審判長 堀  晃   記録主任 中島 公徳 

 
◆気象状況 

時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速 

 8:45 晴れ  18.5  42.0 西   1.2m/sec. 

 9:00 晴れ  20.0  40.0 東北東   1.8m/sec. 

10:00 曇り  19.5  42.0 東北東   1.0m/sec. 

11:00 曇り  19.5  46.0 東   1.9m/sec. 

12:00 曇り  20.5  36.0 北北西   2.1m/sec. 

13:00 曇り  20.5  32.0 北北東   2.6m/sec. 

14:00 曇り  20.0  32.0 東北東   4.0m/sec. 

15:00 雨  20.0  36.0 北北東   1.8m/sec. 

16:00 雨  17.0  65.0 東北東   1.1m/sec. 

 



◆この大会で樹立された記録 

項 目 ｸﾗｽ／種目 ラウンド 記 録 氏 名 
所 属(学年) 

※リレーはオーダー 
従来の記録 

大会新 
小学女子共通 
走高跳 

予選 1m25 倉品 愛美 岡谷小6年 1m22

大会新 
中学1年女子 
100ｍ 

予選     13秒53 徳 竹  美 友 下諏訪中 13秒70

大会新 
中学共通女子 
4×100ｍR 

予選     52秒01

岡谷東部中 
宮 坂 桃 夏 
山 田 彩 加 
山 田 花 菜 
中 島 夏 美 

岡谷東部中 52秒09

大会新 
中学共通男子 
4×100ｍR 

予選     46秒79

岡谷東部中 
鳴 海  祐 斗 
荻 原  勇 吹 
浦 野  博 登 
船 城  聡 史 

岡谷東部中 47秒29

大会新 中学共通女子 
800m 

決勝 2分26秒61 田中 杏子 永明中 2分28秒83

 同上 同上 2分27秒89 今 井  萌 岡谷東部中 同上

大会新 
ジャベリックス

ロー 
決勝 28m38 久島 奈々子 長峰中 27m53

大会新 中学1年男子 
1500m 

決勝 4分50秒60 松木 悠司 諏訪西中 4分51秒50

大会新 中学2･3年男子

1500m 
決勝 4分13秒37 名取 燎太 富士見中 4分18秒87

大会新 
中学1年女子 
100ｍ 

決勝     13秒52 徳 竹  美 友 下諏訪中 13秒70

 
 ※当初中学男子4ｘ100ｍRを大会新と記載していたのは間違いです。お詫びし訂正します。 

  （参考）従来の記録 2012年・岡谷東部中 46秒71 



平成25年度第32回諏訪地方ジュニア陸上競技大会                                    
兼第30回長野県小学生陸上競技大会諏訪地区選考会                                  
主催：茅野市教育委員会,（特）茅野市体育協会,諏訪中学校体育連盟,諏訪陸上競技協   

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 男  子 【競技場】203100  茅野市運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
05/19 小学５年男子  -0.3 佐野 希汐(5) 14.62 矢澤 雄太(5) 14.97 伊倉 大哉(5) 15.19 戸島 輝人(5) 15.23 武居 蒼大(5) 15.35 宮澤 喬佑(5) 15.35 平島 春輝(5) 15.35 早川 宏平(5) 15.51

100m 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･中洲小 小学生･下諏訪南小 小学生･湖東小 小学生･下諏訪南小 小学生･長地小 小学生･富士見本郷小 小学生･北山小
05/19 小学６年男子  +1.1 高木 厚徳(6) 13.75 笠原 康平(6) 14.21 志茂日出斗(6) 14.38 角田 丈(6) 14.75 古田 大貴(6) 14.83 木村 亮太(6) 14.91 名取 裕基(6) 15.00 高橋 祐哉(6) 15.32

100m 小学生･下諏訪南小 小学生･四賀小 小学生･四賀小 小学生･四賀小 小学生･下諏訪北小 小学生･中洲小 小学生･富士見本郷小 小学生･神明小
05/19 小学共通男子 中澤 翔太(6) 3,18.60 白木 貴也(6) 3,18.85 小林 亮太(6) 3,22.20 中山 唯斗(6) 3,24.85 柳澤 光(6) 3,27.02 宮澤 薫(6) 3,27.69 原 弘務(6) 3,28.75 笠原 陵汰(6) 3,29.64

1000m 小学生･豊田小 小学生･岡谷小 小学生･富士見小 小学生･下諏訪南小 小学生･高島小 小学生･川岸小 小学生･中洲小 小学生･境小
05/19 清水 康哉(6) 16.40 日向  蓮(6) 16.54 坂井 拓海(5) 17.37 山本 慶汰(5) 17.92 小松 謙太(6) 18.07 滝澤 光基(6) 18.20 斉藤 理央(6) 19.03

80mH(0.700m) 小学生･下諏訪南小 小学生･湖東小 小学生･下諏訪南小 小学生･湖東小 小学生･長地小 小学生･豊田小 小学生･下諏訪南小
05/19 丸山 裕太(6) 4.14(+0.6) 小林 優真(6) 3.84(0.0) 小川 音央(6) 3.80(+2.2) 小林 蓮(6) 3.77(+0.3) 金子 翔依(6) 3.70(-0.9) 大野 杏輔(6) 3.62(+0.6) 栁澤 賢心(5) 3.44(+1.8) 三浦 志音(5) 3.25(+1.0)

走幅跳 小学生･小井川小 小学生･境小 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･永明小 小学生･永明小
05/19 小池 龍(6) 51.62 行田 豊武(6) 50.23 金子 歩生(5) 47.72 萩田 栄司(5) 45.16 柞山 浩一朗(6) 42.92 松田 航翔(5) 42.64 日野原 賢(5) 37.59 五味 俊二(5) 33.94

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号) 小学生･四賀小 小学生･原小 小学生･湖南小 小学生･城南小 小学生･田中小 小学生･湖東小 小学生･城南小 小学生･湖東小
05/19 高島小       59.71 豊田小(A)     1,01.20 下諏訪南小     1,01.73 城南小     1,02.93

4x100m 中村 貴士(6) 前川 巧(6) 両角 誠士郎(6) 笠原 優星(5)
小口 和正(6) 小林 勇貴(6) 井出 駿汰(6) 中原 海利(5)
藤原 快都(6) 松澤 優太郎(6) 中平 彰伸(6) 清水 昭吾(5)
藤森 風河(6) 笠原 誠矢(6) 小島 直輝(6) 瀧澤 我玖(5)

05/19 中学１年男子  -0.4 宮坂 学(1) 13.38 安藤 賢博(1) 13.62 中川 祐岐(1) 13.65 菊池 岳仁(1) 13.89 藤森 暖生(1) 13.91 宮下 恒輝(1) 14.04 藤森 将斗(1) 14.40 井出 純一朗(1) 14.62
100m 中学生･岡谷北部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷南部中 中学生･原中 中学生･諏訪西中 中学生･岡谷北部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中

05/19 松木 悠司(1) 4,50.60 伊藤 輝(1) 4,59.14 小林 竜也(1) 5,04.17 小松 翔(1) 5,10.12 佐藤 龍我(1) 5,15.55 両角 睦紀(1) 5,22.01 清水 崚平(1) 5,23.89 浅川 雄太(1) 5,24.55
1500m 中学生･諏訪西中 GR 中学生･茅野東部中 中学生･富士見中 中学生･茅野北部中 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷東部中 中学生･原中 中学生･岡谷東部中

05/19 中学２年男子  -0.2 中林 嵩弥(2) 12.16 船城 聡史(2) 12.35 鳴海 裕斗(2) 12.36 小山 竜司(2) 12.45 中村 謙士(2) 13.14 野田 大夢(2) 13.16 白井 裕介(2) 13.30 小口 優希(2) 13.34
100ｍ 中学生･茅野北部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･上諏訪中 中学生･長峰中 中学生･上諏訪中 中学生･岡谷南部中

05/19 中学３年男子  +0.4 藤澤 祐哉(3) 12.17 宮坂 智史(3) 12.29 荒道 飛翔(3) 12.31 渡邉 賢人(3) 12.54 五味 凌介(3) 12.57 内藤 駿介(3) 12.61 馬場 将之介(3) 12.76 伊藤 大起(3) 12.77
100m 中学生･富士見中 中学生･上諏訪中 中学生･茅野北部中 中学生･富士見中 中学生･富士見中 中学生･富士見中 中学生･富士見中 中学生･永明中

05/19 中学共通男子  -0.9 宮坂 智史(3) 24.56 藤澤 祐哉(3) 24.80 辛 直輝(3) 25.40 内藤 駿介(3) 25.52 三井 雄汰郎(3) 25.65 小平 祐貴(3) 25.65
200m 中学生･上諏訪中 中学生･富士見中 中学生･岡谷南部中 中学生･富士見中 中学生･茅野北部中 中学生･長峰中

05/19 小林 幹(3) 55.58 金子 英輝(3) 58.23 辛山 圭太(3) 1,00.40 矢島 稜梧(3) 1,00.92 佐々木 健(3) 1,01.20 伊藤 真苑(3) 1,03.32 山口 皓輝(3) 1,05.03 立石 瑞生(3) 1,07.31
400m 中学生･富士見中 中学生･諏訪南中 中学生･岡谷北部中 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷東部中 中学生･永明中

05/19 金子 英輝(3) 2,09.00 植松 徹志(3) 2,12.05 林 祥平(3) 2,14.41 三井 洪太(2) 2,17.81 近藤 大地(2) 2,17.86 辛山 圭太(3) 2,18.98 小口 優希(2) 2,22.67 井口 晃輔(2) 2,24.14
800m 中学生･諏訪南中 中学生･富士見中 中学生･岡谷南部中 中学生･富士見中 中学生･富士見中 中学生･岡谷北部中 中学生･岡谷南部中 中学生･下諏訪中

05/19 矢島 洸一(2) 9,38.56 清水 大希(2) 9,44.03 前島 陸哉(2) 10,00.52 小林 裕幸(3) 10,20.88 關 凱人(2) 10,39.83 河野 明仁(2) 11,08.46 五味 拓実(3) 11,21.61 山口 涼平(3) 12,34.69
3000m 中学生･長峰中 中学生･富士見中 中学生･永明中 中学生･下諏訪社中 中学生･茅野東部中 中学生･永明中 中学生･長峰中 中学生･茅野北部中

05/19  -1.5 荻原 勇吹(3) 15.79 伊藤 来夢(3) 16.90 渡部 翔太(2) 18.08 笠原 悠生(3) 19.50 中村 謙士(2) 20.24 澁谷 拓見(2) 20.28 伊藤 駿(2) 20.52
110mH(0.914m) 中学生･岡谷東部中 中学生･長峰中 中学生･諏訪南中 中学生･永明中 中学生･上諏訪中 中学生･岡谷東部中 中学生･上諏訪中

05/19 荻原 勇吹(3) 1.70 宮坂 駿吾(3) 1.65 小林 凌(2) 1.45 宮坂 夏輝(1) 1.20
走高跳 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･富士見中 中学生･茅野東部中

05/19 伊藤 大起(3) 3.50 鎌倉 慎太郎(1) 1.90 小池 嶺(1) 1.90
棒高跳 中学生･永明中 中学生･原中 中学生･原中

05/19 浦野 博登(3) 5.85(+0.4) 馬場 将之介(3)5.79(-2.3) 須藤 要(3) 5.59(+0.9) 五味 凌介(3) 5.58(-0.2) 小平 祐貴(3) 5.50(-1.7) 丹羽 南樹(3) 5.30(-2.1) 向山 峻平(3) 5.10(0.0) 新海 伊織(3) 4.94(+2.7)
走幅跳 中学生･岡谷東部中 中学生･富士見中 中学生･富士見中 中学生･富士見中 中学生･長峰中 中学生･茅野北部中 中学生･岡谷南部中 中学生･諏訪南中

05/19 近藤 大地(2) 8.02 勝野 真信(3) 8.00 鮎澤 雅尚(3) 7.62 佐々木 健(3) 7.01 鮎澤 雅人(3) 6.08 五味 駿太(2) 6.01 久保田 光胤(3) 5.66 宮坂 岳志(1) 5.51
砲丸投 中学生･富士見中 中学生･茅野北部中 中学生･岡谷西部中 中学生･長峰中 中学生･茅野北部中 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･茅野北部中

05/19 岡谷東部中(A)      46.87 茅野北部中(A)      47.88 富士見中(A)       48.36 長峰中(A)       48.50 上諏訪中(A)       48.84 富士見中(B)       49.30 諏訪南中       50.25
4x100m 鳴海 裕斗(2) 三井 雄汰郎(3) 内藤 駿介(3) 鮎澤 敬介(3) 伊藤 駿(2) 須藤 要(3) 三井 嘉希(3)

荻原 勇吹(3) 荒道 飛翔(3) 渡邉 賢人(3) 伊藤 来夢(3) 宮坂 智史(3) 三井 洪太(2) 赤羽 尚輝(2)
浦野 博登(3) 丹羽 南樹(3) 名取 河(3) 佐々木 健(3) 白井 裕介(2) 五味 凌介(3) 新海 伊織(3)
船城 聡史(2) 中林 嵩弥(2) 藤澤 祐哉(3) 小平 祐貴(3) 中村 謙士(2) 馬場 将之介(3) 渡部 翔太(2)

05/19 中学2.3年男 名取 燎太(3) 4,13.37 中谷 雄飛(2) 4,30.81 児玉 拓矢(2) 4,36.43 小林 啓介(3) 4,38.79 中村 駿吾(2) 4,40.52 小林 裕幸(3) 4,42.16 北村 駿弥(3) 4,42.49 伊藤 健留(3) 4,47.07
1500m 中学生･富士見中 GR 中学生･下諏訪中 中学生･上諏訪中 中学生･富士見中 中学生･岡谷東部中 中学生･下諏訪社中 中学生･岡谷北部中 中学生･岡谷南部中

05/19 野田 大夢(2) 42.11 伊藤 来夢(3) 39.71 中澤 隆良(2) 中学生･長峰中 36.69 井口 晃輔(2) 36.55 立石 瑞生(3) 32.28 牛山 英駿(2) 31.97 松田 剛(2) 31.82
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･長峰中 中学生･長峰中 関 悠登(3) 中学生･長峰中 中学生･下諏訪中 中学生･永明中 中学生･茅野東部中 中学生･永明中



平成25年度第32回諏訪地方ジュニア陸上競技大会                                    
兼第30回長野県小学生陸上競技大会諏訪地区選考会                                  
主催：茅野市教育委員会,（特）茅野市体育協会,諏訪中学校体育連盟,諏訪陸上競技協   

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 男  子 【競技場】203100  茅野市運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
05/19 ｵｰﾌﾟﾝ小学男  +1.7 大野 祐介(6) 15.31 白井 亮太(6) 16.49 梨本 陸央(4) 16.66 河西 歩夢(5) 16.68 北原 和哉(4) 16.96 笠原 淳平(4) 17.10 宮阪 康希(4) 17.11

100m 小学生･下諏訪南小 小学生･高島小 小学生･永明小 小学生･四賀小 小学生･永明小 小学生･小井川小 小学生･諏訪FA



予選 5月19日 12:00
決勝 5月19日 15:00

諏訪記録(SR)        13.32
大会新(GR)          14.22

[ 1組] 風速 -1.4 [ 2組] 風速 +2.0

 1 伊倉 大哉(5) 小学生    15.49 q 1 佐野 希汐(5) 小学生    14.29 q
ｲｸﾗ ﾋﾛﾔ 下諏訪南小 ｻﾉ ｷｾｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 早川 宏平(5) 小学生    15.72 q 2 戸島 輝人(5) 小学生    15.54 q
ﾊﾔｶﾜ ｺｳﾍｲ 北山小 ﾄｼﾏ ﾃﾙﾄ 湖東小

 3 花岡 歩樹(5) 小学生    15.83 3 小口 皓正(5) 小学生    15.90 
ﾊﾅｵｶ ｱﾕｷ 長地小 ｵｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 長地小

 4 北原 夢都(5) 小学生    17.09 4 小穴 隼也(5) 小学生    15.92 
ｷﾀﾊﾗ ﾕﾒﾄ 泉野小 ｵｱﾅ ｼﾞｭﾝﾔ 中洲小

 5 高山 翔平(5) 小学生    17.12 5 平本 夏輝(5) 小学生    16.01 
ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 湖南小 ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂｷ 長地小

 6 鈴木 颯太(5) 小学生    19.09 6 山田 和弥(5) 小学生    16.41 
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 川岸小

 7 五味 未来矢(5) 小学生    19.26 7 武井 信頼(5) 小学生    19.25 
ｺﾞﾐ ﾐｷﾔ 豊平小 ﾀｹｲ ｼﾝﾗｲ 下諏訪南小

[ 3組] 風速 -1.1

 1 矢澤 雄太(5) 小学生    15.02 q
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 中洲小

 2 平島 春輝(5) 小学生    15.11 q
ﾋﾗｼﾏ ﾊﾙｷ 富士見本郷小

 3 武居 蒼大(5) 小学生    15.26 q
ﾀｹｲ ｿｳﾀ 下諏訪南小

 4 宮澤 喬佑(5) 小学生    15.60 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 長地小

 5 金子 拓視(5) 小学生    16.41 
ｶﾈｺ ﾀｸﾐ 湖南小
細川 賢太郎(5) 小学生
ﾎｿｶﾜｹﾝﾀﾛｳ 富士見小

風速 -0.3

 1 佐野 希汐(5) 小学生    14.62 
ｻﾉ ｷｾｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 矢澤 雄太(5) 小学生    14.97 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 中洲小

 3 伊倉 大哉(5) 小学生    15.19 
ｲｸﾗ ﾋﾛﾔ 下諏訪南小

 4 戸島 輝人(5) 小学生    15.23 
ﾄｼﾏ ﾃﾙﾄ 湖東小

 5 武居 蒼大(5) 小学生    15.35 
ﾀｹｲ ｿｳﾀ 下諏訪南小

 6 宮澤 喬佑(5) 小学生    15.35 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 長地小

 7 平島 春輝(5) 小学生    15.35 
ﾋﾗｼﾏ ﾊﾙｷ 富士見本郷小

 8 早川 宏平(5) 小学生    15.51 
ﾊﾔｶﾜ ｺｳﾍｲ 北山小

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    47

4   274

2    63

3   230

8   198

6   268

順 ﾚｰﾝ

7   119

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    60

3   116

8   221

4   205

2   214

7   196

6    27

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   200

7   253

4    26

2   227

5   121

6   248
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    60

4   200

8    47

7   116

6    26

1   227

3   253

2   274



予選 5月19日 11:40
決勝 5月19日 14:50

諏訪記録(SR)        12.63
大会新(GR)          13.30

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -0.8

 1 志茂日出斗(6) 小学生    14.14 q 1 高木 厚徳(6) 小学生    13.98 q
ｼﾓ ﾋﾃﾞﾄ 四賀小 ﾀｶｷﾞ ｱﾂﾉﾘ 下諏訪南小

 2 角田 丈(6) 小学生    14.46 q 2 笠原 康平(6) 小学生    14.31 q
ｶｸﾀ ｼﾞｮｳ 四賀小 ｶｻﾊﾗ ｺｳﾍｲ 四賀小

 3 木村 亮太(6) 小学生    14.74 q 3 古田 大貴(6) 小学生    14.84 q
ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 中洲小 ﾌﾙﾀ ﾋﾛｷ 下諏訪北小

 4 名取 裕基(6) 小学生    15.19 q 4 高橋 祐哉(6) 小学生    15.04 q
ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 富士見本郷小 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 神明小

 5 中澤 青空(6) 小学生    15.49 5 中村 綾弥斗(6) 小学生    15.73 
ﾅｶｻﾞﾜ ｾｲﾗ 高島小 ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾄ 神明小

 6 斎藤 祐吾(6) 小学生    15.51 6 高木 裕太(6) 小学生    16.79 
ｻｲﾄｳ ﾕｳｺﾞ 下諏訪南小 ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾀ 下諏訪南小

 7 中野 光輝(6) 小学生    15.76 7 今井 諒(6) 小学生    17.61 
ﾅｶﾉ ｺｳｷ 神明小 ｲﾏｲ ﾘｮｳ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 髙木 大(6) 小学生    16.13 稲葉 拓(6) 小学生
ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾙ 四賀小 ｲﾅﾊﾞ ﾀｸ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 9 増澤 一輝(6) 小学生    16.54 
ﾏｽｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

風速 +1.1

 1 高木 厚徳(6) 小学生    13.75 
ﾀｶｷﾞ ｱﾂﾉﾘ 下諏訪南小

 2 笠原 康平(6) 小学生    14.21 
ｶｻﾊﾗ ｺｳﾍｲ 四賀小

 3 志茂日出斗(6) 小学生    14.38 
ｼﾓ ﾋﾃﾞﾄ 四賀小

 4 角田 丈(6) 小学生    14.75 
ｶｸﾀ ｼﾞｮｳ 四賀小

 5 古田 大貴(6) 小学生    14.83 
ﾌﾙﾀ ﾋﾛｷ 下諏訪北小

 6 木村 亮太(6) 小学生    14.91 
ｷﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 中洲小

 7 名取 裕基(6) 小学生    15.00 
ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 富士見本郷小

 8 高橋 祐哉(6) 小学生    15.32 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 神明小

小学６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 記録／備考
3   142

7   149

1   201

8   252

5   136

4   128

6    41

9    65

順 ﾚｰﾝ

2   180

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    43

7   147

2    55

5   183

9   181

4    42

3    68

8    62
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    43

6   147

5   142

3   149

7    55

8   201

1   252

2   183



予選 5月19日 10:10
決勝 5月19日 16:10

諏訪記録(SR)        12.07
大会新(GR)          12.40

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 +0.1

 1 菊池 岳仁(1) 中学生    13.88 q 1 安藤 賢博(1) 中学生    13.97 q
ｷｸﾁ ﾀｹﾄ 原中 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 岡谷東部中

 2 土屋 哲平(1) 中学生    14.20 2 井出 純一朗(1) 中学生    14.16 q
ﾂﾁﾔ ﾃｯﾍﾟｲ 茅野東部中 ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岡谷西部中

 3 前田 陸(1) 中学生    15.03 3 名取 大輔(1) 中学生    14.78 
ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ 上諏訪中 ﾅﾄﾘﾀﾞ ｲｽｹ 富士見中

 4 渡辺 慎(1) 中学生    15.08 4 吉山 廉心(1) 中学生    15.21 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 岡谷東部中 ﾖｼﾔﾏ ﾚﾝ 諏訪西中

 5 野々村 一人(1) 中学生    15.17 5 杉野 翔太(1) 中学生    16.15 
ﾉﾉﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 原中 ｽｷﾞﾉ ｼｮｳﾀ 茅野東部中

 6 松本 萌甫(1) 中学生    15.33 6 藤森 友士(1) 中学生    16.18 
ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴﾄｼ 長峰中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｼ 上諏訪中

 7 浜 琉斗(1) 中学生    16.06 7 小池 嶺(1) 中学生    16.38 
ﾊﾏ ﾘｭｳﾄ 岡谷北部中 ｺｲｹ ﾘｮｳ 原中

 8 高橋 和真(1) 中学生    17.37 8 尾台 裕季(1) 中学生    17.56 
ﾀｶﾊｼｶｽﾞﾏ 諏訪南中 ｵﾀﾞｲ ﾕｳｷ 永明中

 9 清水 崚央(1) 中学生    17.96 9 今井 大輔(1) 中学生    17.99 
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ 永明中 ｲﾏｲ ﾀﾞｲｽｹ 長峰中

[ 3組] 風速 +0.1 [ 4組] 風速 +0.3

 1 宮坂 学(1) 中学生    13.36 q 1 中川 祐岐(1) 中学生    13.81 q
ﾐﾔｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 岡谷北部中 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 岡谷南部中

 2 藤森 暖生(1) 中学生    13.89 q 2 宮下 恒輝(1) 中学生    13.99 q
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｷ 諏訪西中 ﾐﾔｼﾀ ｺｳｷ 岡谷北部中

 3 藤森 将斗(1) 中学生    14.05 q 3 小池 隆也(1) 中学生    14.36 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏｻﾄ 岡谷東部中 ｺｲｹ ﾀｶﾔ 茅野東部中

 4 田中 龍宗(1) 中学生    14.54 4 鎌倉 慎太郎(1) 中学生    15.01 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼｭｳ 茅野東部中 ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 原中

 5 眞道 大志(1) 中学生    14.78 5 阿部 和真(1) 中学生    15.41 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ 原中 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾏ 岡谷東部中

 6 石山 征雅(1) 中学生    15.14 6 水野 雄斗(1) 中学生    15.92 
ｲｼﾔﾏ ｾｲｶﾞ 茅野北部中 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ 長峰中

 7 小口 功紀(1) 中学生    15.44 7 小沢 直希(1) 中学生    15.99 
ｵｸﾞﾁ ｺｳｷ 岡谷東部中 ｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 上諏訪中

 8 小沢 拓也(1) 中学生    15.94 8 矢野 峻太郎(1) 中学生    16.91 
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 長峰中 ﾔﾉｼｭﾝ ﾀﾛｳ 永明中

 9 赤羽 龍希(1) 中学生    16.61 
ｱｶﾊ ﾘｭｳｷ 上諏訪中

[ 5組] 風速 +0.1

 1 雨宮 海斗(1) 中学生    14.35 
ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ 富士見中

 2 松本 陸(1) 中学生    14.55 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 上諏訪中

 3 有本 友哉(1) 中学生    14.77 
ｱﾘﾓﾄ ﾄﾓﾔ 岡谷東部中

 4 湯田坂 友哉(1) 中学生    15.03 
ﾕﾀﾞｻｶ ﾄﾓﾔ 永明中

 5 宮坂 空(1) 中学生    15.13 
ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 茅野北部中

 6 清水 崚平(1) 中学生    15.43 
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾍｲ 原中

 7 伊東 悠磨(1) 中学生    15.72 
ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 茅野東部中

 8 両角 涼芽(1) 中学生    15.77 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｮｳｶﾞ 永明中

 9 西澤 裕斗(1) 中学生    17.52 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 上諏訪中

中学１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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   534

6   469

4   546

3   363

1   592

9   525

8   617

7   316

順 ﾚｰﾝ

2   420

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   401

5   347

3   643

4   576

7   474

2   539

8   530

1   309

9   627

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
8   433

3   568

7   362

5   470

4   621

2   524

6   503

1   547

順 ﾚｰﾝ No.
7   407

9   378

3   432

6   478

4   537

5   402

2   613

9   552

8   304

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   689

6   550

5   354

1   311

4   518

3   527

9   488

8   301

2   548



風速 -0.4

 1 宮坂 学(1) 中学生    13.38 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 岡谷北部中

 2 安藤 賢博(1) 中学生    13.62 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 岡谷東部中

 3 中川 祐岐(1) 中学生    13.65 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 岡谷南部中

 4 菊池 岳仁(1) 中学生    13.89 
ｷｸﾁ ﾀｹﾄ 原中

 5 藤森 暖生(1) 中学生    13.91 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｷ 諏訪西中

 6 宮下 恒輝(1) 中学生    14.04 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｷ 岡谷北部中

 7 藤森 将斗(1) 中学生    14.40 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏｻﾄ 岡谷東部中

 8 井出 純一朗(1) 中学生    14.62 
ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岡谷西部中

中学１年男子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   433

7   401

5   407

3   534

6   568

8   432

1   362

2   347



予選 5月19日 9:40
決勝 5月19日 16:05

諏訪記録(SR)        11.64
大会新(GR)          11.94

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 +0.7

 1 鳴海 裕斗(2) 中学生    12.61 q 1 船城 聡史(2) 中学生    12.48 q
ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東部中 ﾌﾅｷ ｻﾄｼ 岡谷東部中

 2 野田 大夢(2) 中学生    13.00 q 2 中村 謙士(2) 中学生    12.93 q
ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾑ 長峰中 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 上諏訪中

 3 白井 裕介(2) 中学生    13.07 q 3 小口 優希(2) 中学生    13.32 q
ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ 上諏訪中 ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ 岡谷南部中

 4 伊東 奨真(2) 中学生    13.74 4 竹村 文貴(2) 中学生    15.09 
ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 諏訪南中 ﾀｹﾑﾗ ﾌﾐﾀｶ 上諏訪中

 5 児玉 拓矢(2) 中学生    14.26 田中 仁(2) 中学生
ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾔ 上諏訪中 ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 岡谷東部中

 6 五味 駿太(2) 中学生    14.51 浅井 威風(2) 中学生
ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ 長峰中 ｱｻｲ ｲﾌﾞｷ 長峰中

 7 両角 伊吹(2) 中学生    14.98 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｲﾌﾞｷ 永明中

[ 3組] 風速 +0.9

 1 中林 嵩弥(2) 中学生    12.44 q
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾔ 茅野北部中

 2 小山 竜司(2) 中学生    12.61 q
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 岡谷東部中

 3 伊藤 駿(2) 中学生    13.57 
ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 上諏訪中

 4 藤森 遥斗(2) 中学生    13.69 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ 長峰中

 5 安蒜 和樹(2) 中学生    13.81 
ｱﾝﾋﾞﾙ ｶｽﾞｷ 永明中

 6 若林 凌(2) 中学生    14.52 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 諏訪西中

風速 -0.2

 1 中林 嵩弥(2) 中学生    12.16 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾔ 茅野北部中

 2 船城 聡史(2) 中学生    12.35 
ﾌﾅｷ ｻﾄｼ 岡谷東部中

 3 鳴海 裕斗(2) 中学生    12.36 
ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東部中

 4 小山 竜司(2) 中学生    12.45 
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 岡谷東部中

 5 中村 謙士(2) 中学生    13.14 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 上諏訪中

 6 野田 大夢(2) 中学生    13.16 
ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾑ 長峰中

 7 白井 裕介(2) 中学生    13.30 
ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ 上諏訪中

 8 小口 優希(2) 中学生    13.34 
ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ 岡谷南部中

中学２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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   359

4   605

5   538

6   601

0

3   553

8   630

0

順 ﾚｰﾝ

2   302

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   370

3   544

5   412

7   545

2   364
欠場

6   611
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   497

5   376

3   564

6   607

2   329

7   571

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   497

4   370

3   359

6   376

7   544

8   605

2   538

1   412



予選 5月19日 9:20
決勝 5月19日 15:55

諏訪記録(SR)        10.85
大会新(GR)          11.05

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +0.6

 1 宮坂 智史(3) 中学生    12.36 q 1 伊藤 大起(3) 中学生    12.48 q
ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 上諏訪中 ｲﾄｳ ﾀｲｷ 永明中

 2 内藤 駿介(3) 中学生    12.44 q 2 馬場 将之介(3) 中学生    12.57 q
ﾅｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 富士見中 ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾉｽｹ 富士見中

 3 五味 凌介(3) 中学生    12.51 q 3 鮎澤 敬介(3) 中学生    13.20 
ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 富士見中 ｱｲｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 長峰中

 4 小池 岳(3) 中学生    12.83 4 小松 勇羽(3) 中学生    13.31 
ｺｲｹ ｶﾞｸ 岡谷西部中 ｺﾏﾂ ﾕｳ 下諏訪中

 5 三井 嘉希(3) 中学生    12.92 5 浜 健留(3) 中学生    14.00 
ﾐﾂｲﾖｼｷ 諏訪南中 ﾊﾏ ﾀｹﾙ 岡谷北部中

 6 前澤 凌(3) 中学生    13.72 丹羽 南樹(3) 中学生
ﾏｴｻﾞﾜ ﾘｮｳ 岡谷北部中 ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野北部中

 7 守屋 郁海(3) 中学生    15.01 藤森 翔弥(3) 中学生
ﾓﾘﾔ ｲｸﾐ 長峰中 ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｮｳﾔ 岡谷東部中
花岡 英一(3) 中学生
ﾊﾅｵｶ ｴｲｲﾁ 岡谷東部中

[ 3組] 風速 -2.6 [ 4組] 風速 -1.6

 1 藤澤 祐哉(3) 中学生    12.28 q 1 荒道 飛翔(3) 中学生    12.45 q
ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾔ 富士見中 ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ 茅野北部中

 2 渡邉 賢人(3) 中学生    12.65 q 2 須藤 要(3) 中学生    12.72 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ 富士見中 ｽﾄﾞｳ ｶﾅﾒ 富士見中

 3 辛 直輝(3) 中学生    12.70 3 加藤 巧(3) 中学生    12.96 
ｼﾝ ﾅｵｷ 岡谷南部中 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 諏訪西中

 4 三井 雄汰郎(3) 中学生    12.77 4 名取 河(3) 中学生    13.07 
ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ 茅野北部中 ﾅﾄﾘ ｺｳ 富士見中

 5 今井 裕也(2) 中学生    13.21 5 北原 耀(3) 中学生    13.12 
ｲﾏｲ ﾕｳﾔ 岡谷北部中 ｷﾀﾊﾗ ﾋｶﾙ 岡谷北部中

 6 宮澤 拓也(3) 中学生    14.00 6 守屋 匠真(3) 中学生    13.64 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 上諏訪中 ﾓﾘﾔ ﾀｸﾏ 長峰中
新海 伊織(3) 中学生 倉品 裕介(3) 中学生
ｼﾝｶｲ ｲｵﾘ 諏訪南中 ｸﾗｼﾅ ﾕｳｽｹ 岡谷西部中

風速 +0.4

 1 藤澤 祐哉(3) 中学生    12.17 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾔ 富士見中

 2 宮坂 智史(3) 中学生    12.29 
ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 上諏訪中

 3 荒道 飛翔(3) 中学生    12.31 
ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ 茅野北部中

 4 渡邉 賢人(3) 中学生    12.54 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ 富士見中

 5 五味 凌介(3) 中学生    12.57 
ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 富士見中

 6 内藤 駿介(3) 中学生    12.61 
ﾅｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 富士見中

 7 馬場 将之介(3) 中学生    12.76 
ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾉｽｹ 富士見中

 8 伊藤 大起(3) 中学生    12.77 
ｲﾄｳ ﾀｲｷ 永明中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
7   561

6   648

中学３年男子

100m

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

  426

4   681

8   340

2   623

5   397

9   591

3

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
4   328

5   647

2   640

7   448

3   421

6   499
欠場

8   361
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   649

6   653

7   560

3   410

2   512

5   588
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

8   660

8   428

氏  名 所属名 記録／備考
6   514

3   577

4   644

7   418

2   622

5   334
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   649

6   561

3   514

2   653

7   681

5   648

1   647

8   328



予選 5月19日 11:00
決勝 5月19日 14:40

諏訪記録(SR)        21.92
大会新(GR)          23.09

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 -1.6

 1 藤澤 祐哉(3) 中学生    24.75 q 1 荒道 飛翔(3) 中学生    25.28 q
ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾔ 富士見中 ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ 茅野北部中

 2 三井 雄汰郎(3) 中学生    25.31 q 2 赤羽 尚輝(2) 中学生    27.06 
ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ 茅野北部中 ｱｶﾊﾈ ﾅｵｷ 諏訪南中

 3 小平 祐貴(3) 中学生    25.49 q 3 藤森 友士(1) 中学生    35.52 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 長峰中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｼ 上諏訪中

 4 雨宮 海斗(1) 中学生    30.15 4 本澤 悟(1) 中学生    36.95 
ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ 富士見中 ﾎﾝｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 永明中

 5 前田 陸(1) 中学生    31.49 名取 河(3) 中学生
ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ 上諏訪中 ﾅﾄﾘ ｺｳ 富士見中

 6 阿部 和真(1) 中学生    32.05 田中 仁(2) 中学生
ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾏ 岡谷東部中 ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 岡谷東部中

[ 3組] 風速 +2.1 [ 4組] 風速 +0.2

 1 宮坂 智史(3) 中学生    24.63 q 1 内藤 駿介(3) 中学生    25.07 q
ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 上諏訪中 ﾅｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 富士見中

 2 渡邉 賢人(3) 中学生    25.84 2 辛 直輝(3) 中学生    25.44 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ 富士見中 ｼﾝ ﾅｵｷ 岡谷南部中

 3 水上 健介(2) 中学生    28.14 3 花岡 英一(3) 中学生    25.83 q
ﾐｽﾞｶﾐ ｹﾝｽｹ 下諏訪中 ﾊﾅｵｶ ｴｲｲﾁ 岡谷東部中

 4 土屋 哲平(1) 中学生    29.90 4 白井 裕介(2) 中学生    26.15 
ﾂﾁﾔ ﾃｯﾍﾟｲ 茅野東部中 ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ 上諏訪中

 5 小沢 拓也(1) 中学生    34.71 5 血脇 悠斗(2) 中学生    32.46 
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 長峰中 ﾁﾜｷ ﾕｳﾄ 長峰中
鳴海 裕斗(2) 中学生 6 中村 源士(1) 中学生    34.99 
ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東部中 ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝｼﾞ 永明中

風速 -0.9

 1 宮坂 智史(3) 中学生    24.56 
ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 上諏訪中

 2 藤澤 祐哉(3) 中学生    24.80 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾔ 富士見中

 3 辛 直輝(3) 中学生    25.40 
ｼﾝ ﾅｵｷ 岡谷南部中

 4 内藤 駿介(3) 中学生    25.52 
ﾅｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 富士見中

 5 三井 雄汰郎(3) 中学生    25.65 
ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ 茅野北部中

 6 小平 祐貴(3) 中学生    25.65 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 長峰中
花岡 英一(3) 中学生
ﾊﾅｵｶ ｴｲｲﾁ 岡谷東部中
荒道 飛翔(3) 中学生
ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ 茅野北部中

中学共通男子

200m

予選 通過基準  4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

  689

記録／備考
6   649

5   512

2   546

3   402

4   619

7

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   514

5   586

6   539

7   307

2   644
欠場

3   364
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
5   561

4   653

7   446

2   469

3   621

6   359
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
5   648

3   410

7   397

4   538

6   631

2   313

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   561

5   649

7   410

4   648

8   512

1   619

2   397

欠場

欠場
3   514



予選 5月19日 9:10
決勝 5月19日 15:10

諏訪記録(SR)        50.53
大会新(GR)          54.21

[ 1組] [ 2組]

 1 金子 英輝(3) 中学生    57.30 q 1 小林 幹(3) 中学生    55.25 q
ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｷ 諏訪南中 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝ 富士見中

 2 辛山 圭太(3) 中学生    58.83 q 2 佐々木 健(3) 中学生  1,03.08 q
ｼﾝﾔﾏ ｹｲﾀ 岡谷北部中 ｻｻｷ ｹﾝ 長峰中

 3 矢島 稜梧(3) 中学生  1,01.25 q 3 山口 皓輝(3) 中学生  1,04.13 q
ﾔｼﾞﾏ ﾘｮｳｺﾞ 長峰中 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 岡谷東部中

 4 立石 瑞生(3) 中学生  1,04.60 q 4 伊藤 真苑(3) 中学生  1,04.25 q
ﾀﾃｲｼ ﾐｽﾞｷ 永明中 ｲﾄｳ ｼｵﾝ 岡谷西部中

 5 後藤 勇人(3) 中学生  1,05.44 松田 剛(2) 中学生
ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 上諏訪中 ﾏﾂﾀﾞ ﾂﾖｼ 永明中

 6 藤澤 雄大(1) 中学生  1,21.31 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 茅野東部中

 1 小林 幹(3) 中学生    55.58 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝ 富士見中

 2 金子 英輝(3) 中学生    58.23 
ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｷ 諏訪南中

 3 辛山 圭太(3) 中学生  1,00.40 
ｼﾝﾔﾏ ｹｲﾀ 岡谷北部中

 4 矢島 稜梧(3) 中学生  1,00.92 
ﾔｼﾞﾏ ﾘｮｳｺﾞ 長峰中

 5 佐々木 健(3) 中学生  1,01.20 
ｻｻｷ ｹﾝ 長峰中

 6 伊藤 真苑(3) 中学生  1,03.32 
ｲﾄｳ ｼｵﾝ 岡谷西部中

 7 山口 皓輝(3) 中学生  1,05.03 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 岡谷東部中

 8 立石 瑞生(3) 中学生  1,07.31 
ﾀﾃｲｼ ﾐｽﾞｷ 永明中

中学共通男子

400m

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 No. 氏  名 所属名

  303

記録／備考
4   595

5   427

2   556

7   468

3   604

6

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   670

6   626

3   385

2   348

5   320
欠場

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   670

5   595

6   427

3   604

2   626

1   348

7   385

8   303



決勝 5月19日 9:05

諏訪記録(SR)        13.72
大会新(GR)          13.99

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 -0.5

 1 日向  蓮(6) 小学生    16.54 1 清水 康哉(6) 小学生    16.40 
ﾋﾅﾀ ﾚﾝ 湖東小 ｼﾐｽﾞ ｺｳﾔ 下諏訪南小

 2 山本 慶汰(5) 小学生    17.92 2 坂井 拓海(5) 小学生    17.37 
ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ 湖東小 ｻｶｲ ﾀｸﾐ 下諏訪南小

 3 小松 謙太(6) 小学生    18.07 3 斉藤 理央(6) 小学生    19.03 
ｺﾏﾂ ｹﾝﾀ 長地小 ｻｲﾄｳ ﾘｵ 下諏訪南小

 4 滝澤 光基(6) 小学生    18.20 
ﾀｷｻﾞﾜ ｺｳｷ 豊田小

小学共通男子

80mH(0.700m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
4   108

2   114

3   220

5   258

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    35

2    40

4    34



   1 清水 康哉(6) 小学生 下諏訪南小    16.40 (-0.5)  2  1
   2 日向  蓮(6) 小学生 湖東小    16.54 (+0.1)  1  1
   3 坂井 拓海(5) 小学生 下諏訪南小    17.37 (-0.5)  2  2
   4 山本 慶汰(5) 小学生 湖東小    17.92 (+0.1)  1  2
   5 小松 謙太(6) 小学生 長地小    18.07 (+0.1)  1  3
   6 滝澤 光基(6) 小学生 豊田小    18.20 (+0.1)  1  4
   7 斉藤 理央(6) 小学生 下諏訪南小    19.03 (-0.5)  2  3

順位
   35
  108
   40

小学共通男子

80mH(0.700m)
タイムレース

順位 No.

   34

  114
  220
  258

備考 組氏  名 都道府県 所属名 記録（風）



決勝 5月19日 8:55

諏訪新(SR)          14.70
大会新(GR)          15.70

風速 -1.5

 1 荻原 勇吹(3) 中学生    15.79 
ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部中

 2 伊藤 来夢(3) 中学生    16.90 
ｲﾄｳ ﾗｲﾑ 長峰中

 3 渡部 翔太(2) 中学生    18.08 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 諏訪南中

 4 笠原 悠生(3) 中学生    19.50 
ｶｻﾊﾗ ﾕｳｷ 永明中

 5 中村 謙士(2) 中学生    20.24 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 上諏訪中

 6 澁谷 拓見(2) 中学生    20.28 
ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 岡谷東部中

 7 伊藤 駿(2) 中学生    20.52 
ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 上諏訪中
香川 朋輝(3) 中学生
ｶｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 富士見中

中学共通男子

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   399

5   638

6   583

7   325

9   544

8   351

3   564

2   679
欠場



決勝 5月19日 13:55

諏訪記録(SR)      1,59.01
大会新(GR)        2,04.24

[ 1組] [ 2組]

 1 小口 優希(2) 中学生  2,22.67 1 金子 英輝(3) 中学生  2,09.00 
ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ 岡谷南部中 ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｷ 諏訪南中

 2 井口 晃輔(2) 中学生  2,24.14 2 植松 徹志(3) 中学生  2,12.05 
ｲｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 下諏訪中 ｳｴﾏﾂ ﾃﾂｼ 富士見中

 3 小松 翔(1) 中学生  2,26.66 3 林 祥平(3) 中学生  2,14.41 
ｺﾏﾂ ｶｹﾙ 茅野北部中 ﾊﾔｼ ｼｮｳﾍｲ 岡谷南部中

 4 三井 健太郎(2) 中学生  2,31.29 4 三井 洪太(2) 中学生  2,17.81 
ﾐﾂｲ ｹﾝﾀﾛｳ 富士見中 ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 富士見中

 5 伊藤 真苑(3) 中学生  2,32.86 5 近藤 大地(2) 中学生  2,17.86 
ｲﾄｳ ｼｵﾝ 岡谷西部中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 富士見中

 6 小松 宗平(2) 中学生  2,34.71 6 辛山 圭太(3) 中学生  2,18.98 
ｺﾏﾂ ｼｭｳﾍｲ 岡谷南部中 ｼﾝﾔﾏ ｹｲﾀ 岡谷北部中

 7 関 悠登(3) 中学生  2,50.03 7 鮎澤 雅尚(3) 中学生  2,24.90 
ｾｷ ﾕｳﾄ 長峰中 ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻﾅｵ 岡谷西部中

 8 利根川 大悟(1) 中学生  3,06.75 8 間瀬 智祐(3) 中学生  2,25.94 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 茅野東部中 ﾏｾ ﾁﾋﾛ 岡谷東部中

 9 矢崎 雄大(1) 中学生  3,11.57 
ﾔｻﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 永明中

中学共通男子

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
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   1 金子 英輝(3) 中学生 諏訪南中    2,09.00  2  1
   2 植松 徹志(3) 中学生 富士見中    2,12.05  2  2
   3 林 祥平(3) 中学生 岡谷南部中    2,14.41  2  3
   4 三井 洪太(2) 中学生 富士見中    2,17.81  2  4
   5 近藤 大地(2) 中学生 富士見中    2,17.86  2  5
   6 辛山 圭太(3) 中学生 岡谷北部中    2,18.98  2  6
   7 小口 優希(2) 中学生 岡谷南部中    2,22.67  1  1
   8 井口 晃輔(2) 中学生 下諏訪中    2,24.14  1  2
   9 鮎澤 雅尚(3) 中学生 岡谷西部中    2,24.90  2  7
  10 間瀬 智祐(3) 中学生 岡谷東部中    2,25.94  2  8
  11 小松 翔(1) 中学生 茅野北部中    2,26.66  1  3
  12 三井 健太郎(2) 中学生 富士見中    2,31.29  1  4
  13 伊藤 真苑(3) 中学生 岡谷西部中    2,32.86  1  5
  14 小松 宗平(2) 中学生 岡谷南部中    2,34.71  1  6
  15 関 悠登(3) 中学生 長峰中    2,50.03  1  7
  16 利根川 大悟(1) 中学生 茅野東部中    3,06.75  1  8
  17 矢崎 雄大(1) 中学生 永明中    3,11.57  1  9

中学共通男子
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決勝 5月19日 14:20

諏訪記録(SR)      3,01.51
大会新(GR)        3,12.60

[ 1組] [ 2組]

 1 白木 貴也(6) 小学生  3,18.85 1 中澤 翔太(6) 小学生  3,18.60 
ｼﾗｷ ﾀｶﾔ 岡谷小 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 豊田小

 2 小林 亮太(6) 小学生  3,22.20 2 中山 唯斗(6) 小学生  3,24.85 
ｺﾊﾞﾔｼﾘｮｳﾀ 富士見小 ﾅｶﾔﾏ ﾕｲﾄ 下諏訪南小

 3 宮澤 薫(6) 小学生  3,27.69 3 柳澤 光(6) 小学生  3,27.02 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｵﾙ 川岸小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 高島小

 4 笠原 陵汰(6) 小学生  3,29.64 4 原 弘務(6) 小学生  3,28.75 
ｶｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 境小 ﾊﾗ ﾋﾛﾑ 中洲小

 5 笠原 武流(5) 小学生  3,37.89 5 土屋 裕希(6) 小学生  3,33.82 
ｶｻﾊﾗ ﾀｹﾙ 城南小 ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 下諏訪南小

 6 児玉 光輝(5) 小学生  3,39.67 6 横内 亮太(6) 小学生  3,35.25 
ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ 城南小 ﾖｺｳﾁ ﾘｮｳﾀ 原PCｼﾞｭﾆｱ

 7 今井 純也(5) 小学生  3,43.45 7 伊藤 聖真(6) 小学生  3,38.19 
ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾔ 豊平小 ｲﾄｳ ｾｲﾏ 原PCｼﾞｭﾆｱ

 8 植松 孝太(5) 小学生  3,44.37 8 笠原 康行(6) 小学生  3,38.43 
ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 富士見本郷小 ｶｻﾊﾗ ﾔｽﾕｷ 岡谷小

 9 桑野 杏梧(6) 小学生  3,46.66 9 伊藤 瑠真(6) 小学生  3,40.11 
ｸﾜﾉｷｮｳｺﾞ 富士見小 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾏ 原PCｼﾞｭﾆｱ

10 鈴木 駿介(5) 小学生  3,50.27 10 三井 晃太(5) 小学生  3,40.97 
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 岡谷小 ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 城北小

11 當銘 岳(5) 小学生  3,53.93 11 小林 兵吾(6) 小学生  3,45.37 
ﾄｳﾒｶﾞｸ 富士見小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋｮｳｺﾞ 原小

12 林 翔大(5) 小学生  3,54.97 12 林 航輝(5) 小学生  3,46.36 
ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ 川岸小 ﾊﾔｼ ｺｳｷ 川岸小

13 伊藤 怜央馬(5) 小学生  3,56.61 13 菊池 樹輝(6) 小学生  3,50.60 
ｲﾄｳ ﾚｵﾏ 宮川小 ｷｸﾁ ｲﾂｷ 原小

14 篠原 琉佑(6) 小学生  4,03.62 14 西澤 駿(5) 小学生  4,11.44 
ｼﾉﾊﾗ ﾘｭｳｽｹ 宮川小 ﾆｼｻﾞﾜ ｼｭﾝ 高島小

15 矢﨑 智大(5) 小学生  4,28.20 15 荒川 タカシ(5) 小学生  4,46.63 
ﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 永明小 ｱﾗｶﾜ ﾀｶｼ 田中小

16 桜田 心有(6) 小学生  4,30.20 矢崎 琉晟(5) 小学生
ｻｸﾗﾀﾞ ｼｲﾅ 宮川小 ﾔｻﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 下諏訪南小

小学共通男子
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   1 中澤 翔太(6) 小学生 豊田小    3,18.60  2  1
   2 白木 貴也(6) 小学生 岡谷小    3,18.85  1  1
   3 小林 亮太(6) 小学生 富士見小    3,22.20  1  2
   4 中山 唯斗(6) 小学生 下諏訪南小    3,24.85  2  2
   5 柳澤 光(6) 小学生 高島小    3,27.02  2  3
   6 宮澤 薫(6) 小学生 川岸小    3,27.69  1  3
   7 原 弘務(6) 小学生 中洲小    3,28.75  2  4
   8 笠原 陵汰(6) 小学生 境小    3,29.64  1  4
   9 土屋 裕希(6) 小学生 下諏訪南小    3,33.82  2  5
  10 横内 亮太(6) 小学生 原PCｼﾞｭﾆｱ    3,35.25  2  6
  11 笠原 武流(5) 小学生 城南小    3,37.89  1  5
  12 伊藤 聖真(6) 小学生 原PCｼﾞｭﾆｱ    3,38.19  2  7
  13 笠原 康行(6) 小学生 岡谷小    3,38.43  2  8
  14 児玉 光輝(5) 小学生 城南小    3,39.67  1  6
  15 伊藤 瑠真(6) 小学生 原PCｼﾞｭﾆｱ    3,40.11  2  9
  16 三井 晃太(5) 小学生 城北小    3,40.97  2 10
  17 今井 純也(5) 小学生 豊平小    3,43.45  1  7
  18 植松 孝太(5) 小学生 富士見本郷小    3,44.37  1  8
  19 小林 兵吾(6) 小学生 原小    3,45.37  2 11
  20 林 航輝(5) 小学生 川岸小    3,46.36  2 12
  21 桑野 杏梧(6) 小学生 富士見小    3,46.66  1  9
  22 鈴木 駿介(5) 小学生 岡谷小    3,50.27  1 10
  23 菊池 樹輝(6) 小学生 原小    3,50.60  2 13
  24 當銘 岳(5) 小学生 富士見小    3,53.93  1 11
  25 林 翔大(5) 小学生 川岸小    3,54.97  1 12
  26 伊藤 怜央馬(5) 小学生 宮川小    3,56.61  1 13
  27 篠原 琉佑(6) 小学生 宮川小    4,03.62  1 14
  28 西澤 駿(5) 小学生 高島小    4,11.44  2 14
  29 矢﨑 智大(5) 小学生 永明小    4,28.20  1 15
  30 桜田 心有(6) 小学生 宮川小    4,30.20  1 16
  31 荒川 タカシ(5) 小学生 田中小    4,46.63  2 15

小学共通男子
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決勝 5月19日 15:15

諏訪記録(SR)      4,31.16
大会新(GR)        4,51.50

[ 1組] [ 2組]

 1 清水 崚平(1) 中学生  5,23.89 1 松木 悠司(1) 中学生  4,50.60 
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾍｲ 原中 ﾏﾂｷ ﾁｶｼ 諏訪西中

 2 清水 冬威(1) 中学生  5,39.28 2 伊藤 輝(1) 中学生  4,59.14 
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｲ 茅野東部中 ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 茅野東部中

 3 遠藤 隼也(1) 中学生  5,57.99 3 小林 竜也(1) 中学生  5,04.17 
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ 諏訪西中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 富士見中

 4 小沢 直希(1) 中学生  5,58.22 4 小松 翔(1) 中学生  5,10.12 
ｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 上諏訪中 ｺﾏﾂ ｶｹﾙ 茅野北部中

 5 水野 雄斗(1) 中学生  5,58.99 5 佐藤 龍我(1) 中学生  5,15.55 
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ 長峰中 ｻﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 岡谷南部中

 6 竹村 啓哉(1) 中学生  6,02.98 6 両角 睦紀(1) 中学生  5,22.01 
ﾀｹﾑﾗ ｹｲﾔ 永明中 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾑﾂｷ 岡谷東部中

 7 赤羽 龍希(1) 中学生  6,19.29 7 浅川 雄太(1) 中学生  5,24.55 
ｱｶﾊ ﾘｭｳｷ 上諏訪中 ｱｻｶﾜ ﾕｳﾀ 岡谷東部中

 8 西澤 裕斗(1) 中学生  6,20.24 8 池田 真之介(1) 中学生  5,41.51 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 上諏訪中 ｲｹﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 岡谷南部中

 9 牛山 幸光(1) 中学生  6,41.24 9 望月 怜音(1) 中学生  5,46.18 
ｳｼﾔﾏ ﾕｷﾐﾂ 永明中 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｵﾝ 茅野東部中

10 高橋 唯(1) 中学生  6,52.52 10 武井 翔太郎(1) 中学生  5,49.08 
ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 茅野北部中 ﾀｹｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 岡谷南部中

11 加納 光(1) 中学生  6,57.41 
ｶﾉｳ ﾋｶﾙ 下諏訪中

中学１年男子
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   1 松木 悠司(1) 中学生 諏訪西中    4,50.60 大会新  2  1
   2 伊藤 輝(1) 中学生 茅野東部中    4,59.14  2  2
   3 小林 竜也(1) 中学生 富士見中    5,04.17  2  3
   4 小松 翔(1) 中学生 茅野北部中    5,10.12  2  4
   5 佐藤 龍我(1) 中学生 岡谷南部中    5,15.55  2  5
   6 両角 睦紀(1) 中学生 岡谷東部中    5,22.01  2  6
   7 清水 崚平(1) 中学生 原中    5,23.89  1  1
   8 浅川 雄太(1) 中学生 岡谷東部中    5,24.55  2  7
   9 清水 冬威(1) 中学生 茅野東部中    5,39.28  1  2
  10 池田 真之介(1) 中学生 岡谷南部中    5,41.51  2  8
  11 望月 怜音(1) 中学生 茅野東部中    5,46.18  2  9
  12 武井 翔太郎(1) 中学生 岡谷南部中    5,49.08  2 10
  13 遠藤 隼也(1) 中学生 諏訪西中    5,57.99  1  3
  14 小沢 直希(1) 中学生 上諏訪中    5,58.22  1  4
  15 水野 雄斗(1) 中学生 長峰中    5,58.99  1  5
  16 竹村 啓哉(1) 中学生 永明中    6,02.98  1  6
  17 赤羽 龍希(1) 中学生 上諏訪中    6,19.29  1  7
  18 西澤 裕斗(1) 中学生 上諏訪中    6,20.24  1  8
  19 牛山 幸光(1) 中学生 永明中    6,41.24  1  9
  20 高橋 唯(1) 中学生 茅野北部中    6,52.52  1 10
  21 加納 光(1) 中学生 下諏訪中    6,57.41  1 11
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決勝 5月19日 15:30

諏訪記録(SR)      4,06.11
大会新(GR)        4,18.87

[ 1組] [ 2組]

 1 大滝 一輝(2) 中学生  4,59.58 1 名取 燎太(3) 中学生  4,13.37 
ｵｵﾀｷ ｶｽﾞｷ 下諏訪中 ﾅﾄﾘ ﾘｮｳﾀ 富士見中

 2 牛山 勇(3) 中学生  5,03.03 2 中谷 雄飛(2) 中学生  4,30.81 
ｳｼﾔﾏ ｲｻﾑ 下諏訪中 ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ 下諏訪中

 3 森山 泰嗣(3) 中学生  5,03.64 3 児玉 拓矢(2) 中学生  4,36.43 
ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｼ 富士見中 ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾔ 上諏訪中

 4 水上 健介(2) 中学生  5,04.15 4 小林 啓介(3) 中学生  4,38.79 
ﾐｽﾞｶﾐ ｹﾝｽｹ 下諏訪中 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 富士見中

 5 備前 宥雅(3) 中学生  5,05.43 5 中村 駿吾(2) 中学生  4,40.52 
ﾋﾞｾﾞﾝ ﾕｳｶﾞ 永明中 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部中

 6 山中 智貴(3) 中学生  5,06.84 6 小林 裕幸(3) 中学生  4,42.16 
ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｷ 岡谷東部中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾕｷ 下諏訪社中

 7 石山 凌雅(3) 中学生  5,08.03 7 北村 駿弥(3) 中学生  4,42.49 
ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ 茅野北部中 ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 岡谷北部中

 8 中村 宙(2) 中学生  5,08.91 8 伊藤 健留(3) 中学生  4,47.07 
ﾅｶﾑﾗ ｿﾗ 下諏訪中 ｲﾄｳ ﾀｹﾙ 岡谷南部中

 9 牛山 英駿(2) 中学生  5,09.52 9 米山 幸伸(3) 中学生  4,47.42 
ｳｼﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 茅野東部中 ﾖﾈﾔﾏ ﾕｷﾉﾌﾞ 岡谷北部中

10 今井 裕也(2) 中学生  5,12.29 10 吉田 渓悟(3) 中学生  4,56.47 
ｲﾏｲ ﾕｳﾔ 岡谷北部中 ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 永明中

11 小松 宗平(2) 中学生  5,14.23 11 矢島 稜梧(3) 中学生  4,57.68 
ｺﾏﾂ ｼｭｳﾍｲ 岡谷南部中 ﾔｼﾞﾏ ﾘｮｳｺﾞ 長峰中

12 小池 勇次(2) 中学生  5,15.41 12 藤森 敦也(3) 中学生  4,57.69 
ｺｲｹ ﾕｳｼﾞ 諏訪南中 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾂﾔ 諏訪西中

13 後藤 勇人(3) 中学生  5,15.86 13 宮坂 翔太(3) 中学生  5,03.17 
ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 上諏訪中 ﾐﾔｻｶ ｼｮｳﾀ 長峰中

14 血脇 悠斗(2) 中学生  5,23.43 14 林 直希(3) 中学生  5,15.22 
ﾁﾜｷ ﾕｳﾄ 長峰中 ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 岡谷南部中

15 原 賢人(2) 中学生  5,23.58 植松 徹志(3) 中学生
ﾊﾗ ｹﾝﾄ 諏訪南中 ｳｴﾏﾂ ﾃﾂｼ 富士見中

16 曽原 隼太郎(2) 中学生  5,24.46 佐々 光一郎(3) 中学生
ｿﾊﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岡谷南部中 ｻｻ ｺｳｲﾁﾛｳ 岡谷南部中

17 坂井 結音(2) 中学生  5,28.84 小口 魁斗(3) 中学生
ｻｶｲ ﾕｲﾝ 上諏訪中 ｵｸﾞﾁ ｶｲﾄ 下諏訪中

18 小口 拓哉(3) 中学生  5,32.16 
ｵｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 下諏訪中

中学2.3年男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
11   445

7   454

6   663

3   446

10   310

5   384

4   502

15   442

17   481

9   428

14   411

2   590

12   556

13   631

8   594

18   409

16   555

1   449

No. 氏  名 所属名 記録／備考
9   642

大会新
11   441

6   553

7   669

4   368

14   437

17   417

10   416

3   419

15   324

16   604

1   567

2   633

8   404

5   664
欠場

12   414
欠場

13   452
欠場



   1 名取 燎太(3) 中学生 富士見中    4,13.37 大会新  2  1
   2 中谷 雄飛(2) 中学生 下諏訪中    4,30.81  2  2
   3 児玉 拓矢(2) 中学生 上諏訪中    4,36.43  2  3
   4 小林 啓介(3) 中学生 富士見中    4,38.79  2  4
   5 中村 駿吾(2) 中学生 岡谷東部中    4,40.52  2  5
   6 小林 裕幸(3) 中学生 下諏訪社中    4,42.16  2  6
   7 北村 駿弥(3) 中学生 岡谷北部中    4,42.49  2  7
   8 伊藤 健留(3) 中学生 岡谷南部中    4,47.07  2  8
   9 米山 幸伸(3) 中学生 岡谷北部中    4,47.42  2  9
  10 吉田 渓悟(3) 中学生 永明中    4,56.47  2 10
  11 矢島 稜梧(3) 中学生 長峰中    4,57.68  2 11
  12 藤森 敦也(3) 中学生 諏訪西中    4,57.69  2 12
  13 大滝 一輝(2) 中学生 下諏訪中    4,59.58  1  1
  14 牛山 勇(3) 中学生 下諏訪中    5,03.03  1  2
  15 宮坂 翔太(3) 中学生 長峰中    5,03.17  2 13
  16 森山 泰嗣(3) 中学生 富士見中    5,03.64  1  3
  17 水上 健介(2) 中学生 下諏訪中    5,04.15  1  4
  18 備前 宥雅(3) 中学生 永明中    5,05.43  1  5
  19 山中 智貴(3) 中学生 岡谷東部中    5,06.84  1  6
  20 石山 凌雅(3) 中学生 茅野北部中    5,08.03  1  7
  21 中村 宙(2) 中学生 下諏訪中    5,08.91  1  8
  22 牛山 英駿(2) 中学生 茅野東部中    5,09.52  1  9
  23 今井 裕也(2) 中学生 岡谷北部中    5,12.29  1 10
  24 小松 宗平(2) 中学生 岡谷南部中    5,14.23  1 11
  25 林 直希(3) 中学生 岡谷南部中    5,15.22  2 14
  26 小池 勇次(2) 中学生 諏訪南中    5,15.41  1 12
  27 後藤 勇人(3) 中学生 上諏訪中    5,15.86  1 13
  28 血脇 悠斗(2) 中学生 長峰中    5,23.43  1 14
  29 原 賢人(2) 中学生 諏訪南中    5,23.58  1 15
  30 曽原 隼太郎(2) 中学生 岡谷南部中    5,24.46  1 16
  31 坂井 結音(2) 中学生 上諏訪中    5,28.84  1 17
  32 小口 拓哉(3) 中学生 下諏訪中    5,32.16  1 18

中学2.3年男子

1500m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
  642
  441
  553
  669
  368
  437
  417
  416
  419
  324
  604
  567
  445
  454
  633

  556

  663
  446
  310
  384
  502
  442

  555
  449

  631
  594
  409

  481
  428
  411
  404
  590



決勝 5月19日 16:20

諏訪新(SR)        8,33.96
大会新(GR)        9,24.39

 1 矢島 洸一(2) 中学生  9,38.56 
ﾔｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 長峰中

 2 清水 大希(2) 中学生  9,44.03 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ 富士見中

 3 前島 陸哉(2) 中学生 10,00.52 
ﾏｴｼﾏ ﾘｸﾔ 永明中

 4 小林 裕幸(3) 中学生 10,20.88 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾕｷ 下諏訪社中

 5 關 凱人(2) 中学生 10,39.83 
ｾｷ ｶｲﾄ 茅野東部中

 6 河野 明仁(2) 中学生 11,08.46 
ｶﾜﾉ ｱｷﾄ 永明中

 7 五味 拓実(3) 中学生 11,21.61 
ｺﾞﾐ ﾀｸﾐ 長峰中

 8 山口 涼平(3) 中学生 12,34.69 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 茅野北部中
米山 幸伸(3) 中学生
ﾖﾈﾔﾏ ﾕｷﾉﾌﾞ 岡谷北部中
松木 悠司(1) 中学生
ﾏﾂｷ ﾁｶｼ 諏訪西中
林 直希(3) 中学生
ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 岡谷南部中
中村 駿吾(2) 中学生
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部中

中学共通男子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   603

8   659

7   315

11   437

10   462

3   326

2   629

12   511

1   419
欠場

4   569
欠場

5   404
欠場

9   368
欠場



決勝 5月19日 13:25

諏訪新(SR)          51.61
大会新(GR)          54.90

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 高島小   129 中村 貴士(6)    59.71 

ﾀｶｼﾏｼｮｳ ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ
  132 小口 和正(6)

ｵｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏｻ
  127 藤原 快都(6)

ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｲﾄ
  126 藤森 風河(6)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾌｳｶﾞ
 2   4 豊田小(A)   260 前川 巧(6)  1,01.20 

ﾄﾖﾀﾞｼｮｳA ﾏｴｶﾜ ﾀｸﾐ
  262 小林 勇貴(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ
  261 松澤 優太郎(6)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾛｳ
  265 笠原 誠矢(6)

ｶｻﾊﾗ ｾｲﾔ
 3   5 下諏訪南小    24 両角 誠士郎(6)  1,01.73 

ｼﾓｽﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ﾓﾛｽﾞﾐ ｾｲｼﾛｳ
   46 井出 駿汰(6)

ｲﾃﾞ ｼｭﾝﾀ
   31 中平 彰伸(6)

ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｱｷﾉﾌﾞ
   36 小島 直輝(6)

ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ
 4   3 城南小   173 笠原 優星(5)  1,02.93 

ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ ｶｻﾊﾗ ﾕｳｾｲ
  166 中原 海利(5)

ﾅｶﾊﾗ ｶｲﾄ
  168 清水 昭吾(5)

ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｺﾞ
  167 瀧澤 我玖(5)

ﾀｷｻﾞﾜ ｶﾞｸ

小学共通男子

4x100m

決勝



予選 5月19日 12:55
決勝 5月19日 16:40

諏訪記録(SR)        45.59
大会新(GR)          47.29

[ 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   3 茅野北部中(A)   512 三井 雄汰郎(3)    47.98 q 1  5 富士見中(A)  648 内藤 駿介(3)    48.34 q

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳA ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ ﾌｼﾞﾐﾁｭｳA ﾅｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ
  514 荒道 飛翔(3)  653 渡邉 賢人(3)

ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ
  499 丹羽 南樹(3)  644 名取 河(3)

ﾆﾜ ﾅﾐｷ ﾅﾄﾘ ｺｳ
  497 中林 嵩弥(2)  649 藤澤 祐哉(3)

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾔ ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾔ
 2   2 富士見中(B)   660 須藤 要(3)    48.62 q 2  3 上諏訪中(A)  564 伊藤 駿(2)    48.62 q

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳB ｽﾄﾞｳ ｶﾅﾒ ｶﾐｽﾜﾁｭｳA ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ
  675 三井 洪太(2)  561 宮坂 智史(3)

ﾐﾂｲ ｺｳﾀ ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ
  681 五味 凌介(3)  538 白井 裕介(2)

ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ
  647 馬場 将之介(3)  544 中村 謙士(2)

ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾉｽｹ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ
 3   7 岡谷北部中   417 北村 駿弥(3)    51.09 q 3  4 岡谷東部中(B)  362 藤森 将斗(1)    51.67 

ｵｶﾔﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾔ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ﾌｼﾞﾓﾘ ﾏｻﾄ
  428 今井 裕也(2)  351 澁谷 拓見(2)

ｲﾏｲ ﾕｳﾔ ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ
  426 前澤 凌(3)  401 安藤 賢博(1)

ﾏｴｻﾞﾜ ﾘｮｳ ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ
  418 北原 耀(3)  376 小山 竜司(2)

ｷﾀﾊﾗ ﾋｶﾙ ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ
 4   4 諏訪南中   601 伊東 奨真(2)    51.36 q 4  2 諏訪西中  577 加藤 巧(3)    54.19 

ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ｶﾄｳ ﾀｸﾐ
  586 赤羽 尚輝(2)  571 若林 凌(2)

ｱｶﾊﾈ ﾅｵｷ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ
  588 新海 伊織(3)  568 藤森 暖生(1)

ｼﾝｶｲ ｲｵﾘ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｷ
  583 渡部 翔太(2)  576 吉山 廉心(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ ﾖｼﾔﾏ ﾚﾝ
 5   6 長峰中(B)   609 中澤 隆良(2)    52.59 5  7 原中  527 清水 崚平(1)    56.57 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳB ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶﾗ ﾊﾗﾁｭｳ ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾍｲ
  605 野田 大夢(2)  537 鎌倉 慎太郎(1)

ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾑ ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ
  630 五味 駿太(2)  524 眞道 大志(1)

ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ
  607 藤森 遥斗(2)  534 菊池 岳仁(1)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ ｷｸﾁ ﾀｹﾄ
 6   5 上諏訪中(B)   545 竹村 文貴(2)    56.98 6  6 永明中  313 中村 源士(1)  1,08.72 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳB ﾀｹﾑﾗ ﾌﾐﾀｶ ｴｲﾒｲﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝｼﾞ
  553 児玉 拓矢(2)  304 矢野 峻太郎(1)

ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾔ ﾔﾉｼｭﾝ ﾀﾛｳ
  550 松本 陸(1)  316 清水 崚央(1)

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ
  546 前田 陸(1)  309 尾台 裕季(1)

ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ ｵﾀﾞｲ ﾕｳｷ

中学共通男子

4x100m

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組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 岡谷東部中(A)   359 鳴海 裕斗(2)    46.79 q

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ
  399 荻原 勇吹(3)

ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ
  400 浦野 博登(3)

ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ
  370 船城 聡史(2)

ﾌﾅｷ ｻﾄｼ
 2   2 長峰中(A)   640 鮎澤 敬介(3)    48.59 q

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳA ｱｲｻﾞﾜ ｹｲｽｹ
  638 伊藤 来夢(3)

ｲﾄｳ ﾗｲﾑ
  626 佐々木 健(3)

ｻｻｷ ｹﾝ
  619 小平 祐貴(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ
 3   5 岡谷西部中   349 鮎澤 雅尚(3)    52.18 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻﾅｵ
  340 小池 岳(3)

ｺｲｹ ｶﾞｸ
  348 伊藤 真苑(3)

ｲﾄｳ ｼｵﾝ
  347 井出 純一朗(1)

ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ
 4   4 茅野北部中(B)   523 鮎澤 雅人(3)    52.76 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳB ｱﾕｻﾜ ﾏｻﾄ
  503 石山 征雅(1)

ｲｼﾔﾏ ｾｲｶﾞ
  509 勝野 真信(3)

ｶﾂﾉ ﾏｻﾉﾌﾞ
  498 竹村 真実(3)

ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾐ
 5   6 茅野東部中   470 田中 龍宗(1)    57.67 

ﾁﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼｭｳ
  478 小池 隆也(1)

ｺｲｹ ﾀｶﾔ
  488 伊東 悠磨(1)

ｲﾄｳ ﾕｳﾏ
  469 土屋 哲平(1)

ﾂﾁﾔ ﾃｯﾍﾟｲ

中学共通男子

4x100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 岡谷東部中(A)   359 鳴海 裕斗(2)    46.87 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 大会新
  399 荻原 勇吹(3)

ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ
  400 浦野 博登(3)

ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ
  370 船城 聡史(2)

ﾌﾅｷ ｻﾄｼ
 2   3 茅野北部中(A)   512 三井 雄汰郎(3)    47.88 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳA ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ
  514 荒道 飛翔(3)

ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ
  499 丹羽 南樹(3)

ﾆﾜ ﾅﾐｷ
  497 中林 嵩弥(2)

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾔ
 3   4 富士見中(A)   648 内藤 駿介(3)    48.36 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳA ﾅｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ
  653 渡邉 賢人(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ
  644 名取 河(3)

ﾅﾄﾘ ｺｳ
  649 藤澤 祐哉(3)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾔ
 4   5 長峰中(A)   640 鮎澤 敬介(3)    48.50 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳA ｱｲｻﾞﾜ ｹｲｽｹ
  638 伊藤 来夢(3)

ｲﾄｳ ﾗｲﾑ
  626 佐々木 健(3)

ｻｻｷ ｹﾝ
  619 小平 祐貴(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ
 5   7 上諏訪中(A)   564 伊藤 駿(2)    48.84 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳA ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ
  561 宮坂 智史(3)

ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ
  538 白井 裕介(2)

ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ
  544 中村 謙士(2)

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ
 6   8 富士見中(B)   660 須藤 要(3)    49.30 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳB ｽﾄﾞｳ ｶﾅﾒ
  675 三井 洪太(2)

ﾐﾂｲ ｺｳﾀ
  681 五味 凌介(3)

ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ
  647 馬場 将之介(3)

ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾉｽｹ
 7   1 諏訪南中   591 三井 嘉希(3)    50.25 

ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ﾐﾂｲﾖｼｷ
  586 赤羽 尚輝(2)

ｱｶﾊﾈ ﾅｵｷ
  588 新海 伊織(3)

ｼﾝｶｲ ｲｵﾘ
  583 渡部 翔太(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ
  2 岡谷北部中   417 北村 駿弥(3)

ｵｶﾔﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 欠場
  428 今井 裕也(2)

ｲﾏｲ ﾕｳﾔ
  426 前澤 凌(3)

ﾏｴｻﾞﾜ ﾘｮｳ
  418 北原 耀(3)

ｷﾀﾊﾗ ﾋｶﾙ

4x100m
決勝

中学共通男子



決勝 5月19日 9:30

諏訪記録(SR)         1.89
大会新(GR)           1.80

1m70 1m75
荻原 勇吹(3) 中学生 - - - - - - - O O XXO
ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部中 XO XXX
宮坂 駿吾(3) 中学生 - - - - - - - O O XXO
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部中 XXX
小林 凌(2) 中学生 - - O O O O XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 富士見中
宮坂 夏輝(1) 中学生 O XXX
ﾐﾔｻｶ ﾅﾂｷ 茅野東部中
北原 耀(3) 中学生 欠場
ｷﾀﾊﾗ ﾋｶﾙ 岡谷北部中
佐伯 宗政(3) 中学生 欠場
ｻｴｷ ﾀｶﾏｻ 永明中

決勝 5月19日 9:30

諏訪記録(SR)         4.10
大会新(GR)           3.70

伊藤 大起(3) 中学生
ｲﾄｳ ﾀｲｷ 永明中
鎌倉 慎太郎(1) 中学生
ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 原中
小池 嶺(1) 中学生
ｺｲｹ ﾘｮｳ 原中

44   322  322

22   418  418

 1.45 1.45

44 11   482  482
 1.20 1.20

33 33   666  666

 1.70 1.70

22 66   394  394
 1.65 1.65

11 55   399  399

1m601m601m60 1m651m651m651m501m501m50 1m551m551m551m35 1m401m401m40 1m451m451m45
備考備考備考

1m201m201m20 1m251m251m25 1m30
所属名所属名所属名 記録記録記録

1m301m30 1m351m35
ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名順位順位順位 試技試技試技

中学共通男子

走高跳走高跳

決勝決勝決勝

 1.90

 1.90

3 2   530
O O O XXO XXX

O XXX
2 1   537

O O O

O O XXX  3.50
1 3   328

- - - - -

記録1m80 1m90 備考1m60 1m70 2m00 3m40 3m50 3m60

中学共通男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月19日 9:00

諏訪記録(SR)         5.35
大会新(GR)           4.89

丸山 裕太(6) 小学生  4.14  3.87  3.88    4.14 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 小井川小  +0.6  +1.4  -0.6    +0.6
小林 優真(6) 小学生  3.84  3.72  3.54    3.84 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 境小   0.0  +0.1  -0.9     0.0
小川 音央(6) 小学生  3.72  3.80  3.71    3.80 
ｵｶﾞﾜ ﾈｵ 四賀小  +1.1  +2.2  -1.4    +2.2
小林 蓮(6) 小学生  3.50  3.77   X    3.77 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 湖南小  -1.6  +0.3    +0.3
金子 翔依(6) 小学生  3.62   X  3.70    3.70 
ｶﾈｺ ｼｮｳｲ 中洲小  -1.5  -0.9    -0.9
大野 杏輔(6) 小学生  3.62  3.41  3.26    3.62 
ｵｵﾉ ｷｮｳｽｹ 豊田小  +0.6  +1.8  -2.1    +0.6
栁澤 賢心(5) 小学生  3.41  3.44   X    3.44 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹﾝｼﾝ 永明小  +0.2  +1.8    +1.8
三浦 志音(5) 小学生  3.25  3.23   X    3.25 
ﾐｳﾗ ｼｵﾝ 永明小  +1.0  +1.9    +1.0
五味 暉享(6) 小学生  3.09  3.11  3.19    3.19 
ｺﾞﾐ ｷｷｮｳ 岡谷小   0.0  -0.1  +0.4    +0.4
小磯 秀人(5) 小学生  3.14  2.92  3.18    3.18 
ｺｲｿ ｼｭｳﾄ 川岸小  +0.5  -0.6   0.0     0.0
原田 來武(6) 小学生  2.92  3.05  2.95    3.05 
ﾊﾗﾀﾞ ﾗｲﾑ 豊平小  -3.7   0.0  +0.7     0.0
鈴木 健士(5) 小学生  2.79  2.75  2.82    2.82 
ｽｽﾞｷｹﾝｼ 富士見小  -0.4   0.0  +1.9    +1.9

小学共通男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 9   159

-5-

2 5    77

3 7   141

4 10   118

5 11   207

6 6   259

7 8     1

8 1     9

9 3    19

10 2   195

11 12   269

12 4   242



決勝 5月19日 14:00

諏訪記録(SR)        65.66
大会新(GR)          61.22

小池 龍(6) 小学生
ｺｲｹ ﾘｭｳ 四賀小
行田 豊武(6) 小学生
ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾎｳﾑ 原小
金子 歩生(5) 小学生
ｶﾈｺ ｱﾕｷ 湖南小
萩田 栄司(5) 小学生
ﾊｷﾞﾀ ｴｲｼﾞ 城南小
柞山 浩一朗(6) 小学生
ﾎｻﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 田中小
松田 航翔(5) 小学生
ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 湖東小
日野原 賢(5) 小学生
ﾋﾉﾊﾗ ｻﾄｼ 城南小
五味 俊二(5) 小学生
ｺﾞﾐ ｼｭﾝｼﾞ 湖東小
中澤 陸人(5) 小学生
ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｸﾄ 豊田小

小学共通男子

ソフトボール投(1号)

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
1 4   140

  O   O 51.62  51.62 

2 7    99
  O   O 50.23  50.23 

3 2   120
  O 47.72   O  47.72 

4 8   162
  O   X 45.16  45.16 

5 9   235
  O   O 42.92  42.92 

6 6   110
  O 42.64   O  42.64 

7 1   164
  O   O 37.59  37.59 

8 5   115
  O   O 33.94

9 3   257
  O 33.70   O  33.70 

 33.94 



決勝 5月19日 12:30

諏訪記録(SR)         6.86
大会新(GR)           6.22

浦野 博登(3) 中学生   X  5.31   X  5.85  5.74    X    5.85 
ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ 岡谷東部中  +1.1  +0.4  +0.5    +0.4
馬場 将之介(3) 中学生  5.51   X  5.61  4.57   X   5.79    5.79 
ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾉｽｹ 富士見中  -0.5  +0.4  -0.1   -2.3    -2.3
須藤 要(3) 中学生  5.24   X  5.21  5.49  5.55   5.59    5.59 
ｽﾄﾞｳ ｶﾅﾒ 富士見中  -0.6  +0.4  +1.5   0.0   +0.9    +0.9
五味 凌介(3) 中学生   X  5.32   X  5.39  5.58    X    5.58 
ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 富士見中  -0.2  +0.3  -0.2    -0.2
小平 祐貴(3) 中学生   X  5.32  5.40  5.37  5.50   5.37    5.50 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 長峰中  -1.5  +1.3  +2.1  -1.7   -0.6    -1.7
丹羽 南樹(3) 中学生   X  5.25  5.30  5.04   X   5.16    5.30 
ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野北部中  -0.9  -2.1  +0.1   +2.5    -2.1
向山 峻平(3) 中学生   X  5.03  5.00   X  5.02   5.10    5.10 
ﾑｶｲﾔﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ 岡谷南部中  +0.3  -1.6  +1.6    0.0     0.0
新海 伊織(3) 中学生  4.69   X  4.32  4.94  4.67   4.84    4.94 
ｼﾝｶｲ ｲｵﾘ 諏訪南中  +1.3  -0.6  +2.7   0.0   +1.1    +2.7
竹村 真実(3) 中学生   X  4.66   X    4.66 
ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾐ 茅野北部中  -0.5    -0.5
菊池 岳仁(1) 中学生  4.42  4.58  4.63    4.63 
ｷｸﾁ ﾀｹﾄ 原中  -1.0  +1.8  -0.6    -0.6
中澤 隆良(2) 中学生  4.58   -  4.61    4.61 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶﾗ 長峰中  -0.6  +0.3    +0.3
桐生 仁司(3) 中学生  4.61   X  4.35    4.61 
ｷﾘｭｳ ﾋﾄｼ 下諏訪中  -0.4  +0.8    -0.4
増澤 佑紀(3) 中学生  4.56  4.41  3.62    4.56 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｳｷ 岡谷北部中  -1.5  -0.8  +1.9    -1.5
松本 陸(1) 中学生  4.54  4.24  4.25    4.54 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 上諏訪中  +3.0  -0.9  +0.3    +3.0
小池 隆也(1) 中学生  4.26  4.22  4.24    4.26 
ｺｲｹ ﾀｶﾔ 茅野東部中  -1.9  +0.4  -0.7    -1.9
田中 龍宗(1) 中学生  4.06  3.54  3.99    4.06 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼｭｳ 茅野東部中  +0.1  +0.8  +0.2    +0.1
高部 三成(3) 中学生  3.86  3.99   X    3.99 
ﾀｶﾍﾞ ﾐﾂﾅﾘ 茅野東部中  -0.8  -0.5    -0.5
竹村 文貴(2) 中学生  3.84   X  3.99    3.99 
ﾀｹﾑﾗ ﾌﾐﾀｶ 上諏訪中  -1.0  +0.6    +0.6
名取 大輔(1) 中学生   X  3.97  3.78    3.97 
ﾅﾄﾘﾀﾞ ｲｽｹ 富士見中  +1.6  +2.3    +1.6
眞道 大志(1) 中学生   X  3.96  3.54    3.96 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ 原中  +0.7  +0.1    +0.7
中野 颯己(2) 中学生  3.71  3.83   X    3.83 
ﾅｶﾉ ｿｳｷ 富士見中  -0.1  +0.9    +0.9
野々村 一人(1) 中学生   X  3.79  3.31    3.79 
ﾉﾉﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 原中  +0.2  +0.2    +0.2
矢沢 佑馬(1) 中学生  3.19  3.66  3.41    3.66 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 岡谷東部中  +0.5  -0.2  +0.1    -0.2
宮坂 空(1) 中学生  3.33  3.15  3.28    3.33 
ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 茅野北部中   0.0  +1.3   0.0     0.0
小口 功紀(1) 中学生  2.85  3.08   X    3.08 
ｵｸﾞﾁ ｺｳｷ 岡谷東部中  +0.6  -1.8    -1.8
小山 竜司(2) 中学生   X   X   X 記録なし
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 岡谷東部中
小林 蒼泉(3) 中学生 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 茅野東部中

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- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 26   400

-5-

2 24   647

3 22   660

4 20   681

5 21   619

6 23   499

7 17   415

8 18   588

9 6   498

10 14   534

11 8   609

12 16   453

13 25   425

14 10   550

15 5   478

16 15   470

17 2   479

18 13   545

19 12   643

20 4   524

21 11   657

22 3   525

23 9   356

24 1   518

19   477

25 7   378

27   376



決勝 5月19日 9:00

諏訪記録(SR)        11.84
大会新(GR)          11.13

近藤 大地(2) 中学生
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 富士見中
勝野 真信(3) 中学生
ｶﾂﾉ ﾏｻﾉﾌﾞ 茅野北部中
鮎澤 雅尚(3) 中学生
ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻﾅｵ 岡谷西部中
佐々木 健(3) 中学生
ｻｻｷ ｹﾝ 長峰中
鮎澤 雅人(3) 中学生
ｱﾕｻﾜ ﾏｻﾄ 茅野北部中
五味 駿太(2) 中学生
ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ 長峰中
久保田 光胤(3) 中学生
ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾂｸﾞ 長峰中
宮坂 岳志(1) 中学生
ﾐﾔｻｶ ﾀｹｼ 茅野北部中
小口 巧(1) 中学生
ｵｸﾞﾁ ﾀｸ 茅野北部中
金子 聖也(1) 中学生
ｶﾈｺ ｾｲﾔ 諏訪西中
宮澤 拓也(3) 中学生 欠場
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 上諏訪中
神林 朱理(3) 中学生 欠場
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｼｭﾘ 永明中

中学共通男子

砲丸投(5.000kg)

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
1 10   685

 6.52  7.46  7.72  6.87  8.02  7.95   8.02 

2 12   509
 7.81  7.79  7.28  7.97  7.39  8.00   8.00 

3 11   349
 7.13  7.27  7.34  7.54  7.33  7.62   7.62 

4 6   626
  -  6.79   -  6.41  7.01  6.92   7.01 

5 4   523
 6.02  6.03  5.53  6.08  6.03  5.91   6.08 

6 3   630
 6.01   X  5.61   -   -   -   6.01 

7 7   634
 5.31  5.40  5.35  5.66  5.55  5.42   5.66 

8 2   519
 5.32  5.09  5.51  4.50  5.35  5.07   5.51 

9 5   507
 4.02  3.73  3.65   4.02 

10 1   574
 3.24   X  2.90   3.24 

8   560

9   317



決勝 5月19日 11:00

諏訪記録(SR)        52.01
大会新(GR)          43.29

野田 大夢(2) 中学生
ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾑ 長峰中
伊藤 来夢(3) 中学生
ｲﾄｳ ﾗｲﾑ 長峰中
中澤 隆良(2) 中学生
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶﾗ 長峰中
関 悠登(3) 中学生
ｾｷ ﾕｳﾄ 長峰中
井口 晃輔(2) 中学生
ｲｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 下諏訪中
立石 瑞生(3) 中学生
ﾀﾃｲｼ ﾐｽﾞｷ 永明中
牛山 英駿(2) 中学生
ｳｼﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 茅野東部中
松田 剛(2) 中学生
ﾏﾂﾀﾞ ﾂﾖｼ 永明中
中谷 雄飛(2) 中学生
ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ 下諏訪中
中野 颯己(2) 中学生
ﾅｶﾉ ｿｳｷ 富士見中
安蒜 和樹(2) 中学生
ｱﾝﾋﾞﾙ ｶｽﾞｷ 永明中
澁谷 拓見(2) 中学生
ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 岡谷東部中
坂井 結音(2) 中学生
ｻｶｲ ﾕｲﾝ 上諏訪中
三井 健太郎(2) 中学生
ﾐﾂｲ ｹﾝﾀﾛｳ 富士見中
北原 大聖(2) 中学生
ｷﾀﾊﾗ ﾋﾛﾏｻ 下諏訪中
神林 朱理(3) 中学生 欠場
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｼｭﾘ 永明中
浅井 威風(2) 中学生 欠場
ｱｻｲ ｲﾌﾞｷ 長峰中

中学2.3年男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

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
1 9   605

  O   O 42.11  42.11 

2 17   638
39.71   O   O  39.71 

3 10   609
36.69   O   O  36.69 

3 15   636
  O 36.69   O  36.69 

5 2   460
36.55   O   O  36.55 

6 12   303
  X   O 32.28  32.28 

7 5   481
  O   O 31.97  31.97 

8 13   320
  O   O 31.82  31.82 

9 3   441
31.00   O   O  31.00 

10 8   657
  O   X 26.43  26.43 

11 11   329
  O 25.20   O  25.20 

12 6   351
  O 24.96   O  24.96 

13 4   555
23.34   O   O  23.34 

14 7   676
  O 22.79   O  22.79 

15 1   438
18.62   O   O  18.62 

14   317

16   611
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