
決勝記録一覧表
(GT:大会タイ,GR:大会新  ) 男  子 【競技場】204040  岡谷市営陸上競技場

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
05/12 中学男子1年  +1.8安藤 賢博(1) 14.02 中川 祐岐(1) 14.14 井出 純一朗(1) 14.16 百瀬 亮太(1) 14.49 有本 友哉(1) 15.28 渡辺 愼(1) 15.55 阿部 和真(1) 15.90

100m 岡谷東部中 岡谷南部中 岡谷西部中 才教学園中 岡谷東部中(B) 岡谷東部中 岡谷東部中(B)
05/12  +2.3百瀬 亮太(1) 30.95 井出 純一朗(1) 31.89 阿部 和真(1) 33.20

200m 才教学園中 岡谷西部中 岡谷東部中(B)
05/12 佐藤 龍我(1) 5,32.89 浅川 雄太(1) 5,43.77 亀田 歩夢(1) 岡谷西部中 5,54.56 池田 真之介(1) 5,55.08 矢沢 佑馬(1) 6,16.01 武井 翔太郎(1) 6,18.16

1500m 岡谷南部中 岡谷東部中 山﨑 萌生(1) 岡谷西部中 岡谷南部中 岡谷東部中 岡谷南部中
05/12 小口 功紀(1) 2.93(+1.5)

走幅跳 岡谷東部中
05/12 中学男子2年  +1.3鳴海 裕斗(2) 12.72 小山 竜司(2) 12.73 船城聡史(2) 12.82 小口 優希(2) 13.54 田中 仁(2) 13.62

100m 岡谷東部中 岡谷東部中(B) 岡谷東部中(A) 岡谷南部中 岡谷東部中(B)
05/12  +2.3鳴海 裕斗(2) 26.37

200m 岡谷東部中
05/12 中村 駿吾(2) 4,53.10 小口 優希(2) 5,10.41 小松 宗平(2) 5,31.74 曽原 隼太朗(2) 5,42.15

1500m 岡谷東部中 岡谷南部中 岡谷南部中 岡谷南部中
05/12 中学男子3年  -0.2荻原 勇吹(3) 12.37 小池 岳(3) 12.99 辛 直輝(3) 13.18 北原 耀(3) 13.19 倉品 裕介(3) 13.44 辛山 圭太(3) 13.49 今井 裕也(3) 13.52

100m 岡谷東部中(A) 岡谷西部中 岡谷南部中 岡谷北部中 岡谷西部中 岡谷北部中 岡谷北部中
05/12  +2.3倉品 裕介(3) 27.72 小池 岳(3) 27.92 高橋 琉夏(3) 29.95

200m 岡谷西部中 岡谷西部中 岡谷西部中
05/12 辛山 圭太(3) 1,02.43 伊藤 真苑(3) 1,07.03

400m 岡谷北部中 岡谷西部中
05/12 米山 幸伸(3) 4,53.24 北村 駿也(3) 4,58.84 伊藤 健留(3) 5,02.67 林 祥平(3) 5,08.15 鮎沢雅尚(3) 5,11.07 林 直希(3) 5,18.88 間瀬 智祐(3) 5,19.95 山中 智貴(3) 5,20.93

1500m 岡谷北部中 岡谷北部中 岡谷南部中 岡谷南部中 岡谷西部中 岡谷南部中 岡谷東部中 岡谷東部中
05/12 荻原 勇吹(3) 1.75 宮坂 駿吾(3) 1.60

走高跳 岡谷東部中(A) GT 岡谷東部中(A)
05/12 浦野 博登(3) 6.05(+1.5) 向山 峻平(3) 4.90(+1.5) 高橋 琉夏(3) 3.95(+1.0)

走幅跳 岡谷東部中(A) 岡谷南部中 岡谷西部中
05/12 小学男子1･2  +3.5山岡 陸兎(2) 11.07 菊池 啓人(2) 11.25 中島 健登(2) 11.26 鈴木 孝介(2) 11.63 関 温真(2) 11.75 松野 結太(2) 11.87 小口 依吹(2) 11.91

60m 田中小 田中小 川岸小 岡谷小 川岸小 上の原小 田中小
05/12 武井 慶次郎(2) 2,27.33 今井 翔介(2) 2,32.45 村瀬 貴哉(2) 2,32.97 宮坂 志一(2) 2,33.27 笠原 佑斗(2) 2,38.13 諏訪 太星(2) 2,40.91 関 皆人(2) 2,41.21 宮澤 真成(1) 2,47.74

600m 田中小 上の原小 岡谷小 小井川小 岡谷小 田中小 神明小 神明小
05/12 小学男子3･4  +1.1河野 統徳(4) 16.00 今井 晴基(4) 16.15 星野 光太(4) 16.31 高橋 佳(4) 16.51 小口 晴永(4) 16.78 池田 太陽(3) 16.80 白木 洸成(4) 16.85

100m 才教学園 神明小(A) 長地小 長地小 長地小 田中小(B) 神明小(B)
05/12 宮坂 悠(4) 2,54.41 佐藤 直也(4) 2,55.28 竹村 宏太(4) 2,57.10 藤森 大斗(4) 3,11.78 横内 春哉(4) 3,13.90 川口 大希(4) 3,14.74 轟 潤人(3) 3,15.41 山田 泰樹(4) 3,16.39

800m 小井川小 GR 田中小(A) GR 田中小(A) 岡谷小 小井川小 小井川小 岡谷小 上の原小
05/12 神明小(A)     1,08.19 田中小(A)     1,09.01 川岸小     1,09.32 岡谷小(A)     1,11.08 小井川小     1,11.28 神明小(B)     1,12.51 岡谷小(B)     1,12.67 田中小(B)     1,12.68

4×100mR 今井 康介(4) 諏訪 有星(4) 小林 勇輝(4) 林 郁也(4) 笠原 淳平(4) 濱 忍斗(4) 味澤 拓未(3) 小口 航生(3)
今井 晴基(4) 佐藤 智也(4) 矢野 宏典(4) 木下 貴晴(4) 青柳 匠真(3) 後藤 蒼巳(4) 伊藤 晴希(3) 武田 玲雄(3)
西山 晃生(4) 佐藤 直也(4) 宮坂 樹(4) 藤森 大斗(4) 川口 大希(4) 吉田 悠雅(4) 大場 遥友(3) 小口 太一(3)
小口 和真(4) 竹村 宏太(4) 唐澤 徹(4) 早川 開土(4) 横内 春哉(4) 白木 洸成(4) 轟 潤人(3) 池田 太陽(3)

05/12 小学男子5年  +1.8杉田 伊吹(5) 15.62 早川 彪馬(5) 15.76 花岡 歩樹(5) 15.82 宮澤 喬佑(5) 15.98 小澤 優輝(5) 15.99 平本 夏輝(5) 16.07 松下 海斗(5) 16.18
100m 小井川小 神明小 長地小 長地小 川岸小 長地小 上の原小

05/12 皆川遼太(5) 3,48.00 鈴木 駿介(5) 3,54.18 林 航輝(5) 3,57.69 金子 幹哉(5) 4,00.51 林 翔大(5) 4,01.26 武田 元樹(5) 4,38.14
1000m 神明小 岡谷小 川岸小 長地小 川岸小 岡谷小

05/12 森 大樹(5) 3.69(+1.5) 伊澤 駿希(5) 3.34(+1.0) 松田 朋也(5) 3.14(+1.0)
走幅跳 小井川小 神明小 小井川小

05/12 長地小     1,02.80 小井川小     1,04.59 神明小     1,07.23 川岸小     1,07.79
4×100mR 花岡 歩樹(5) 杉田 伊吹(5) 皆川遼太(5) 林 翔大(5)

平本 夏輝(5) 小口 悠貴(5) 保科 健照(5) 小磯 秀人(5)
小口 皓正(5) 増澤 竜之介(5) 伊澤 駿希(5) 小澤 優輝(5)
宮澤 喬佑(5) 森 大樹(5) 早川 彪馬(5) 林 航輝(5)

05/12 小学男子6年  +1.4武井 孝史朗(6) 15.09 平沼 玄輝(6) 15.10 白木 貴也(6) 15.22 花岡 秀哉(6) 15.40 高橋 祐哉(6) 15.50 増沢 竜士(6) 15.85 宮坂 拓海(6) 15.96
100m 川岸小 田中小 岡谷小 上の原小 神明小 小井川小 小井川小



決勝記録一覧表
(GT:大会タイ,GR:大会新  ) 男  子 【競技場】204040  岡谷市営陸上競技場

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
05/12 宮澤 薫(6) 3,33.38 山田 圭亮(6) 3,39.47 笠原 康行(6) 3,42.07 笠原 泰三(6) 3,45.84 名和 宗谷(6) 3,51.55 武田 陸(6) 4,00.85 西山 凌世(6) 4,02.70 小松 謙太(6) 4,03.94

1000m 川岸小 上の原小 岡谷小 小井川小 岡谷小 田中小 神明小 長地小
05/12 丸山 裕太(6) 4.07(+2.0) 村山 達哉(6) 3.21(+1.0) 五味 暉享(6) 3.00(+1.5)

走幅跳 小井川小 長地小 岡谷小
05/12 神明小       62.95

4×100mR 中野 光輝(6)
西山 凌世(6)
中村 綾弥斗(6)
高橋 祐哉(6)

05/12 中学男子共通 岡谷東部中(A)      50.17 岡谷西部中       53.89 岡谷東部中(B)      56.62
4×100mR 鳴海 裕斗(2) 高橋 琉夏(3) 有本 友哉(1)

荻原 勇吹(3) 小池 岳(3) 田中 仁(2)
浦野 博登(3) 伊藤 真苑(3) 安藤 賢博(1)
船城聡史(2) 倉品 裕介(3) 小山 竜司(2)



予選 5月12日  9:20
決勝 5月12日 12:40

大会記録          13.08

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +0.5

 1 中川 祐岐(1)     14.47 q  1 安藤 賢博(1)     14.16 q
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 岡谷南部中 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ 岡谷東部中

 2 渡辺 愼(1)     15.30 q  2 井出 純一朗(1)     14.42 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 岡谷東部中 ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岡谷西部中

 3 阿部 和真(1)     15.79 q  3 百瀬 亮太(1)     14.54 q
ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾏ 岡谷東部中(B) ﾓﾓｾ ﾘｮｳﾀ 才教学園中

 4 小口 功紀(1)     15.93  4 有本 友哉(1)     15.26 q
ｵｸﾞﾁ ｺｳｷ 岡谷東部中 ｱﾘﾓﾄ ﾄﾓﾔ 岡谷東部中(B)

風速 +1.8

 1 安藤 賢博(1)     14.02 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ 岡谷東部中

 2 中川 祐岐(1)     14.14 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 岡谷南部中

 3 井出 純一朗(1)     14.16 
ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岡谷西部中

 4 百瀬 亮太(1)     14.49 
ﾓﾓｾ ﾘｮｳﾀ 才教学園中

 5 有本 友哉(1)     15.28 
ｱﾘﾓﾄ ﾄﾓﾔ 岡谷東部中(B)

 6 渡辺 愼(1)     15.55 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 岡谷東部中

 7 阿部 和真(1)     15.90 
ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾏ 岡谷東部中(B)

決勝 5月12日 14:20

大会記録          26.09

風速 +2.3

 1 百瀬 亮太(1)     30.95 
ﾓﾓｾ ﾘｮｳﾀ 才教学園中

 2 井出 純一朗(1)     31.89 
ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岡谷西部中

 3 阿部 和真(1)     33.20 
ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾏ 岡谷東部中(B)

決勝 5月12日 15:10

大会記録        5,02.48

 1 佐藤 龍我(1)   5,32.89 
ｻﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 岡谷南部中

 2 浅川 雄太(1)   5,43.77 
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾀ 岡谷東部中

 3 亀田 歩夢(1)   5,54.56 
ｶﾒﾀ ｱﾕﾑ 岡谷西部中

 3 山﨑 萌生(1)   5,54.56 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓｴｷ 岡谷西部中

 5 池田 真之介(1)   5,55.08 
ｲｹﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 岡谷南部中

 6 矢沢 佑馬(1)   6,16.01 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 岡谷東部中

 7 武井 翔太郎(1)   6,18.16 
ﾀｹｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 岡谷南部中
両角 睦紀(1)
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾑﾂｷ 岡谷東部中

決勝 5月12日 13:00

大会記録           4.92

小口 功紀(1)   2.90    X   2.93    2.93 
ｵｸﾞﾁ ｺｳｷ 岡谷東部中   +1.0   +1.5    +1.5
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11    74   74

22    65   65
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55    59   59

33   119  119

氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44   113  113

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名
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22    59   59
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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.

22    90   90

55   114  114

33    74   74

44   119  119
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1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

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   114

1500m

決勝

3   142

2    59

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   126

2    83

5    57

7    53

8   121

6    67

3   118

4    64
欠場

-6- 記録 備考

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1 1    90

-3- -4- -5--1- -2-



決勝 5月12日 12:45

大会記録          12.30

風速 +1.3

 1 鳴海 裕斗(2)     12.72 
ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東部中

 2 小山 竜司(2)     12.73 
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 岡谷東部中(B)

 3 船城聡史(2)     12.82 
ﾌﾅｷ ｻﾄｼ 岡谷東部中(A)

 4 小口 優希(2)     13.54 
ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ 岡谷南部中

 5 田中 仁(2)     13.62 
ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 岡谷東部中(B)

決勝 5月12日 14:20

大会記録         25.20

風速 +2.3

 1 鳴海 裕斗(2)     26.37 
ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東部中
田中 仁(2)
ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 岡谷東部中(B)

決勝 5月12日 15:20

大会記録        4,42.47

 1 中村 駿吾(2)   4,53.10 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部中

 2 小口 優希(2)   5,10.41 
ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ 岡谷南部中

 3 小松 宗平(2)   5,31.74 
ｺﾏﾂ ｼｭｳﾍｲ 岡谷南部中

 4 曽原 隼太朗(2)   5,42.15 
ｿﾊﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岡谷南部中
竹村 太一(2)
ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ 岡谷南部中

決勝 5月12日 13:00

大会記録           5.55

小山 竜司(2)    X    X   5.58    5.58 大会新
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 岡谷東部中(B)   +1.5    +1.5

中学男子2年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    70

4    88

6    75

200m

決勝

3    82

5   125

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    70

6    75
欠場

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    79

4   125

5   120
欠場

走幅跳

決勝

3   124

1   122

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考
1 1    88

-2- -3- -4- -5- -6- 記録



予選 5月12日  9:30
決勝 5月12日 12:50

大会記録          11.43

[ 1組] 風速 +2.7 [ 2組] 風速 +1.2

 1 荻原 勇吹(3)     12.34 q  1 倉品 裕介(3)     13.02 q
ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部中(A) ｸﾗｼﾅ ﾕｳｽｹ 岡谷西部中

 2 小池 岳(3)     13.06 q  2 辛 直輝(3)     13.11 q
ｺｲｹ ｶﾞｸ 岡谷西部中 ｼﾝ ﾅｵｷ 岡谷南部中

 3 北原 耀(3)     13.16 q  3 辛山 圭太(3)     13.38 q
ｷﾀﾊﾗ ﾋｶﾙ 岡谷北部中 ｼﾝﾔﾏ ｹｲﾀ 岡谷北部中

 4 今井 裕也(3)     13.35 q 花岡 英一(3)
ｲﾏｲ ﾕｳﾔ 岡谷北部中 ﾊﾅｵｶ ｴｲｲﾁ 岡谷東部中(A)

 5 山口 皓輝(3)     14.12 藤森 翔弥(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 岡谷東部中(A) ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｮｳﾔ 岡谷東部中
浜 健留(3)
ﾊﾏ ﾀｹﾙ 岡谷北部中

風速 -0.2

 1 荻原 勇吹(3)     12.37 
ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部中(A)

 2 小池 岳(3)     12.99 
ｺｲｹ ｶﾞｸ 岡谷西部中

 3 辛 直輝(3)     13.18 
ｼﾝ ﾅｵｷ 岡谷南部中

 4 北原 耀(3)     13.19 
ｷﾀﾊﾗ ﾋｶﾙ 岡谷北部中

 5 倉品 裕介(3)     13.44 
ｸﾗｼﾅ ﾕｳｽｹ 岡谷西部中

 6 辛山 圭太(3)     13.49 
ｼﾝﾔﾏ ｹｲﾀ 岡谷北部中

 7 今井 裕也(3)     13.52 
ｲﾏｲ ﾕｳﾔ 岡谷北部中

決勝 5月12日 14:25

大会記録          23.66

風速 +2.3

 1 倉品 裕介(3)     27.72 
ｸﾗｼﾅ ﾕｳｽｹ 岡谷西部中

 2 小池 岳(3)     27.92 
ｺｲｹ ｶﾞｸ 岡谷西部中

 3 高橋 琉夏(3)     29.95 
ﾀｶﾊｼ ﾙｶ 岡谷西部中
花岡 英一(3)
ﾊﾅｵｶ ｴｲｲﾁ 岡谷東部中(A)

決勝 5月12日 10:30

大会記録          54.50

 1 辛山 圭太(3)   1,02.43 
ｼﾝﾔﾏ ｹｲﾀ 岡谷北部中

 2 伊藤 真苑(3)   1,07.03 
ｲﾄｳ ｼｵﾝ 岡谷西部中

中学男子3年

100m

予選 通過基準  2組  0着 + 7 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
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決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   135

3    60



決勝 5月12日 15:30

大会記録        4,32.92

 1 米山 幸伸(3)   4,53.24 
ﾖﾈﾔﾏ ﾕｷﾉﾌﾞ 岡谷北部中

 2 北村 駿也(3)   4,58.84 
ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 岡谷北部中

 3 伊藤 健留(3)   5,02.67 
ｲﾄｳ ﾀｹﾙ 岡谷南部中

 4 林 祥平(3)   5,08.15 
ﾊﾔｼ ｼｮｳﾍｲ 岡谷南部中

 5 鮎沢雅尚(3)   5,11.07 
ｱﾕｻﾞﾜ ﾏｻﾅｵ 岡谷西部中

 6 林 直希(3)   5,18.88 
ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 岡谷南部中

 7 間瀬 智祐(3)   5,19.95 
ﾏｾ ﾁﾋﾛ 岡谷東部中

 8 山中 智貴(3)   5,20.93 
ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｷ 岡谷東部中

 9 今井 裕也(3)   5,32.28 
ｲﾏｲ ﾕｳﾔ 岡谷北部中

10 伊藤 真苑(3)   5,39.18 
ｲﾄｳ ｼｵﾝ 岡谷西部中

11 佐々 光一郎(3)   6,00.49 
ｻｻ ｺｳｲﾁﾛｳ 岡谷南部中

決勝 5月12日 11:00

大会記録           1.75

荻原 勇吹(3) 大会タイ
ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部中(A)
宮坂 駿吾(3)
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部中(A)

決勝 5月12日 13:00

大会記録           6.64

浦野 博登(3)    X    X   6.05    6.05 
ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ 岡谷東部中(A)   +1.5    +1.5
向山 峻平(3)    X    X   4.90    4.90 
ﾑｶｲﾔﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ 岡谷南部中   +1.5    +1.5
高橋 琉夏(3)    X   3.95    X    3.95 
ﾀｶﾊｼ ﾙｶ 岡谷西部中   +1.0    +1.0

中学男子3年

1500m

決勝
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予選 5月12日 10:05
決勝 5月12日 12:10

大会記録          10.60

[ 1組] 風速 +2.6 [ 2組] 風速 +2.2

 1 早出 拓(2)     11.75  1 関 温真(2)     11.35 q
ｿｳﾃﾞ ﾀｸ 神明小 ｾｷ ﾊﾙﾏ 川岸小

 2 原 和真(2)     11.85  2 鈴木 孝介(2)     11.42 q
ﾊﾗ  ｶｽﾞﾏ 田中小 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 岡谷小

 3 井口 蓮(1)     12.51  3 松野 結太(2)     11.50 q
ｲｸﾞﾁ ﾚﾝ 岡谷小 ﾏﾂﾉ ﾕｳﾀ 上の原小

 4 茅野 緑杜(2)     12.71  4 小口 依吹(2)     11.65 q
ﾁﾉ ﾘｮｸﾄ 川岸小 ｵｸﾞﾁ  ｲﾌﾞｷ 田中小

 5 常盤 慶(2)     12.99  5 池田 大地(2)     11.74 
ﾄｷﾜ ｹｲ 上の原小 ｲｹﾀﾞ  ﾀﾞｲﾁ 田中小

 6 中田 晴斗(2)     13.30  6 奥野 潤平(2)     12.79 
ﾅｶﾀ ﾊﾙﾄ 神明小 ｵｸﾉ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 神明小
濵 愛十(2)  7 吉田 蓮(1)     12.96 
ﾊﾏ	ｱｲﾄ 田中小 ﾖｼﾀﾞ ﾚﾝ 田中小

[ 3組] 風速 +1.8 [ 4組] 風速 -0.2

 1 中島 健登(2)     11.66 q  1 山岡 陸兎(2)     11.27 q
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾄ 川岸小 ﾔﾏｵｶ  ﾘｸﾄ 田中小

 2 伊藤 和輝(1)     12.08  2 宮坂 大翔(2)     12.08 
ｲﾄｳ  ｶｽﾞｷ 田中小 ﾐﾔｻｶ ﾀﾞｲﾄ 神明小

 3 宮下 颯(2)     12.20  3 大池 慎太郎(2)     12.10 
ﾐﾔｼﾀ ｿｳ 上の原小 ｵｵｲｹ ｼﾝﾀﾛｳ 岡谷小

 4 津田 和樹(1)     12.53  4 小島 蒼葉(1)     12.20 
ﾂﾀﾞ ｶｽﾞｷ 神明小 ｺｼﾞﾏ ｱｵﾊﾞ 神明小

 5 早川 隼斗(1)     12.55  5 田村 陽介(1)     13.74 
ﾊﾔｶﾜ ﾊﾔﾄ 神明小 ﾀﾑﾗ ﾖｳｽｹ 上の原小

 6 網倉 賛士(2)     17.50 本間 大誠(2)
ｱﾐｸﾗ ｻﾝｼﾞ 神明小 ﾎﾝﾏ  ﾀｲｾｲ 田中小
藤森 星士琉(2)
ﾌｼﾞﾓﾘ  ｾｼﾙ 田中小

[ 5組] 風速 +0.5 [ 6組] 風速 +1.9

 1 菊池 啓人(2)     11.26 q  1 森 悠人(1)     11.83 
ｷｸﾁ  ｹｲﾄ 田中小 ﾓﾘ ﾕｳﾄ 小井川小

 2 林 峻矢(1)     12.37  2 小口 倭(2)     11.88 
ﾊﾔｼ ｼｭﾝﾔ 岡谷小 ｵｸﾞﾁ  ﾔﾏﾄ 田中小

 3 小口 暁(2)     12.39  3 日室 佑輔(1)     11.93 
ｵｸﾞﾁ ｱｷﾗ 小井川小 ﾋﾑﾛ ﾕｳｽｹ 神明小

 4 中越 歩(1)     12.60  4 脇坂 練矢(4)     12.50 
ﾅｶｺﾞｼ ｱﾕﾑ 神明小 ﾜｷｻｶ ﾚﾝﾔ 川岸小

 5 落合 秀人(1)     12.66  5 上條 晴瑠(1)     13.22 
ｵﾁｱｲ ｼｭｳﾄ 上の原小 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊﾙ 上の原小
藤森 玲於奈(1) 八幡 昂樹(2)
ﾌｼﾞﾓﾘ  ﾚｵﾅ 田中小 ﾔﾊﾀ  ｺｳｷ 田中小

風速 +3.5

 1 山岡 陸兎(2)     11.07 
ﾔﾏｵｶ  ﾘｸﾄ 田中小

 2 菊池 啓人(2)     11.25 
ｷｸﾁ  ｹｲﾄ 田中小

 3 中島 健登(2)     11.26 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾄ 川岸小

 4 鈴木 孝介(2)     11.63 
ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 岡谷小

 5 関 温真(2)     11.75 
ｾｷ ﾊﾙﾏ 川岸小

 6 松野 結太(2)     11.87 
ﾏﾂﾉ ﾕｳﾀ 上の原小

 7 小口 依吹(2)     11.91 
ｵｸﾞﾁ  ｲﾌﾞｷ 田中小

小学男子1･2年

60m

予選 通過基準  6組  0着 + 7 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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決勝 5月12日 12:20

大会記録        2,23.60

 1 武井 慶次郎(2)   2,27.33 
ﾀｹｲ  ｹｲｼﾞﾛｳ 田中小

 2 今井 翔介(2)   2,32.45 
ｲﾏｲ ｼｮｳｽｹ 上の原小

 3 村瀬 貴哉(2)   2,32.97 
ﾑﾗｾ ﾀｶﾔ 岡谷小

 4 宮坂 志一(2)   2,33.27 
ﾐﾔｻｶ ｼﾝｲﾁ 小井川小

 5 笠原 佑斗(2)   2,38.13 
ｶｻﾊﾗ ﾕｳﾄ 岡谷小

 6 諏訪 太星(2)   2,40.91 
ｽﾜ ﾀｲｾｲ 田中小

 7 関 皆人(2)   2,41.21 
ｾｷ ﾐﾅﾄ 神明小

 8 宮澤 真成(1)   2,47.74 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ 神明小

 9 長田 知樹(2)   2,47.95 
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓｷ 上の原小

10 河西 岳人(2)   2,52.75 
ｶｻｲ  ｶﾞｸﾄ 田中小

11 田中 友梧(1)   2,52.90 
ﾀﾅｶ  ﾕｳｺﾞ 田中小

12 今井 太惺(1)   3,31.32 
ｲﾏｲ ﾀｲｾｲ 小井川小

13 濱 隆貴(2)   3,35.14 
ﾊﾏ ﾘｭｳｷ 神明小

小学男子1･2年

600m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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予選 5月12日 10:55
決勝 5月12日 13:00

大会記録          14.71

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 +0.8

 1 星野 光太(4)     16.51 q  1 高橋 佳(4)     16.49 q
ﾎｼﾉ ｺｳﾀ 長地小 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 長地小

 2 今井 康介(4)     17.17  2 小口 和真(4)     17.17 
ｲﾏｲ ｺｳｽｹ 神明小(A) ｵｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 神明小(A)

 3 笠原 淳平(4)     17.19  3 柄澤 兼二郎(3)     17.77 
ｶｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小井川小 ｶﾗｻﾜ ｹﾝｼﾞﾛｳ 神明小

 4 青柳 匠真(3)     18.00  4 浅川 優希(4)     18.17 
ｱｵﾔｷﾞ ﾀｸﾏ 小井川小 ｱｻｶﾜ ﾕｳｷ 小井川小

 5 味澤 拓未(3)     18.05  5 大場 遥友(3)     18.41 
ｱｼﾞｻﾜ ﾀｸﾐ 岡谷小 ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾄ 岡谷小

 6 辛 広輝(3)     18.80  6 佐々木 晄(3)     18.43 
ｼﾝ  ﾋﾛｷ 田中小(B) ｻｻｷ ｺｳ 上の原小

 7 皆川 心輝(3)     20.86  7 梅垣 貴俊(3)     18.91 
ﾐﾅｶﾞﾜ  ｼｷ 神明小 ｳﾒｶﾞｷ  ﾀｶﾄｼ 田中小(B)

[ 3組] 風速 +1.2 [ 4組] 風速 +2.6

 1 小口 晴永(4)     16.87 q  1 白木 洸成(4)     16.98 q
ｵｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 長地小 ｼﾛｷ ｺｳｾｲ 神明小(B)

 2 佐藤 智也(4)     17.02  2 小口 伸太郎(4)     18.14 
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 田中小(A) ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 長地小

 3 矢野 宏典(4)     17.63  3 諏訪 有星(4)     18.68 
ﾔﾉ  ｺｳｽｹ 川岸小 ｽﾜ ﾕｳｾｲ 田中小(A)

 4 後藤 蒼巳(4)     18.63  4 寺澤 丞(4)     18.74 
ｺﾞﾄｳ ｱｵｲ 神明小(B) ﾃﾗｻﾜ ｼﾞｮｳ 小井川小

 5 栁澤 一晴(3)     18.93  5 金田 剛希(3)     19.35 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾊﾙ 小井川小 ｶﾈﾀﾞ ｺｳｷ 神明小

 6 林 郁也(4)     19.23  6 松村 颯(3)     19.47 
ﾊﾔｼ ｲｸﾔ 岡谷小 ﾏﾂﾑﾗ  ｿｳ 田中小

 7 佐藤 大地(3)     19.36 
ｻﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 神明小

[ 5組] 風速 +1.8 [ 6組] 風速 +1.8

 1 河野 統徳(4)     16.18 q  1 今井 晴基(4)     16.28 q
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園 ｲﾏｲ ﾊﾙｷ 神明小(A)

 2 池田 太陽(3)     16.86 q  2 唐澤 徹(4)     17.32 
ｲｹﾀﾞ  ﾀｲﾖｳ 田中小(B) ｶﾗｻﾜ ﾄｵﾙ 川岸小

 3 松山 佳嵩(3)     17.65  3 木下 貴晴(4)     17.33 
ﾏﾂﾔﾏ ｹｲｼｭｳ 小井川小 ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾊﾙ 岡谷小

 4 濱 忍斗(4)     17.68  4 小口 航生(3)     17.60 
ﾊﾏ ｼﾞﾝﾄ 神明小(B) ｵｸﾞﾁ  ｺｳｷ 田中小(B)

 5 西山 晃生(4)     18.12  5 中越 一也(3)     20.32 
ﾆｼﾔﾏ ｺｳｾｲ 神明小(A) ﾅｶｺﾞｼ ｶｽﾞﾔ 神明小

 6 小林 勇輝(4)     18.70 並木 磨楠(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 川岸小 ﾅﾐｷ ﾏｸｽ 小井川小

 7 前原 理(3)     19.60 
ﾏｴﾊﾗ ﾐﾁ 神明小

風速 +1.1

 1 河野 統徳(4)     16.00 
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園

 2 今井 晴基(4)     16.15 
ｲﾏｲ ﾊﾙｷ 神明小(A)

 3 星野 光太(4)     16.31 
ﾎｼﾉ ｺｳﾀ 長地小

 4 高橋 佳(4)     16.51 
ﾀｶﾊｼ ｹｲ 長地小

 5 小口 晴永(4)     16.78 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 長地小

 6 池田 太陽(3)     16.80 
ｲｹﾀﾞ  ﾀｲﾖｳ 田中小(B)

 7 白木 洸成(4)     16.85 
ｼﾛｷ ｺｳｾｲ 神明小(B)

小学男子3･4年

100m

予選 通過基準  6組  0着 + 7 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
4   342

3   273

5   395

2   189

6   164

7   288

順 ﾚｰﾝ

1    14

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   357

5   266

1   241

2   160

4    22

7   217

6   379

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
4   348

7   407

6     8

3   299

1   276

5   270

順 ﾚｰﾝ No.
5   242

2   145

2   349

4   393

1   175

7   278

6   397

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   141

6   388

4   170

3   234

7   261

5   312

順 ﾚｰﾝ No.

5   305

氏  名 所属名 記録／備考
2   271

3    11

1   402

6   254

4   149
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1   259

4   141

5   271

6   342

3   357

1   348

2   388

7   242



決勝 5月12日 13:35

大会記録        2,55.86

 1 宮坂 悠(4)   2,54.41 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳ 小井川小

 2 佐藤 直也(4)   2,55.28 
ｻﾄｳ ﾅｵﾔ 田中小(A)

 3 竹村 宏太(4)   2,57.10 
ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ 田中小(A)

 4 藤森 大斗(4)   3,11.78 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾞｲﾄ 岡谷小

 5 横内 春哉(4)   3,13.90 
ﾖｺｳﾁ ｼｭﾝﾔ 小井川小

 6 川口 大希(4)   3,14.74 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 小井川小

 7 轟 潤人(3)   3,15.41 
ﾄﾄﾞﾛｷ ｼﾞｭﾝﾄ 岡谷小

 8 山田 泰樹(4)   3,16.39 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 上の原小

 9 吉田 悠雅(4)   3,17.05 
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 神明小(B)

10 舩坂 柊斗(4)   3,18.65 
ﾌﾅｻｶ ｼｭｳﾄ 上の原小

11 曾根 凌駕(3)   3,20.00 
ｿﾈ ﾘｮｳｶﾞ 小井川小

12 濵 千博(4)   3,20.38 
ﾊﾏ ﾁﾋﾛ 岡谷小

13 伊藤 晴希(3)   3,26.67 
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 岡谷小

14 今井 大睦(3)   3,26.90 
ｲﾏｲ ﾋﾛﾑ 上の原小

15 松田 圭吾(3)   3,29.79 
ﾏﾂﾀﾞ ｹｲｺﾞ 小井川小
藤森 日向雅(4)
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋｳｶﾞ 田中小(A)

小学男子3･4年

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
16   181

大会新
7   406

大会新
1   386

3    18

14   191

8   162

15    31

4   214

13   283

2   194

12   159

11     1

5    41

6   221

10   169

9   381
欠場



決勝 5月12日 14:45

大会記録        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   5 田中小(A)   393 諏訪 有星(4)   1,09.01  1   2 神明小(A)   273 今井 康介(4)   1,08.19 

ｽﾜ ﾕｳｾｲ ｲﾏｲ ｺｳｽｹ
  407 佐藤 智也(4)   271 今井 晴基(4)

ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ ｲﾏｲ ﾊﾙｷ
  406 佐藤 直也(4)   261 西山 晃生(4)

ｻﾄｳ ﾅｵﾔ ﾆｼﾔﾏ ｺｳｾｲ
  386 竹村 宏太(4)   266 小口 和真(4)

ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ ｵｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ
 2   3 川岸小   312 小林 勇輝(4)   1,09.32  2   5 小井川小   189 笠原 淳平(4)   1,11.28 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ ｶｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
  299 矢野 宏典(4)   164 青柳 匠真(3)

ﾔﾉ  ｺｳｽｹ ｱｵﾔｷﾞ ﾀｸﾏ
  324 宮坂 樹(4)   162 川口 大希(4)

ﾐﾔｻｶ ｲﾂｷ ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｷ
  305 唐澤 徹(4)   191 横内 春哉(4)

ｶﾗｻﾜ ﾄｵﾙ ﾖｺｳﾁ ｼｭﾝﾔ
 3   2 岡谷小(A)     8 林 郁也(4)   1,11.08  3   3 岡谷小(B)    14 味澤 拓未(3)   1,12.67 

ﾊﾔｼ ｲｸﾔ ｱｼﾞｻﾜ ﾀｸﾐ
   11 木下 貴晴(4)    41 伊藤 晴希(3)

ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾊﾙ ｲﾄｳ ﾊﾙｷ
   18 藤森 大斗(4)    22 大場 遥友(3)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾞｲﾄ ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾄ
   26 早川 開土(4)    31 轟 潤人(3)

ﾊﾔｶﾜ ｶｲﾄ ﾄﾄﾞﾛｷ ｼﾞｭﾝﾄ
 4   4 神明小(B)   234 濱 忍斗(4)   1,12.51  4   4 田中小(B)   402 小口 航生(3)   1,12.68 

ﾊﾏ ｼﾞﾝﾄ ｵｸﾞﾁ  ｺｳｷ
  276 後藤 蒼巳(4)   375 武田 玲雄(3)

ｺﾞﾄｳ ｱｵｲ ﾀｹﾀﾞ  ﾚｵ
  283 吉田 悠雅(4)   400 小口 太一(3)

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｶﾞ ｵｸﾞﾁ  ﾀｲﾁ
  242 白木 洸成(4)   388 池田 太陽(3)

ｼﾛｷ ｺｳｾｲ ｲｹﾀﾞ  ﾀｲﾖｳ

   1 神明小(A)   1,08.19 今井 康介(4) 今井 晴基(4) 西山 晃生(4) 小口 和真(4)   2   1
   2 田中小(A)   1,09.01 諏訪 有星(4) 佐藤 智也(4) 佐藤 直也(4) 竹村 宏太(4)   1   1
   3 川岸小   1,09.32 小林 勇輝(4) 矢野 宏典(4) 宮坂 樹(4) 唐澤 徹(4)   1   2
   4 岡谷小(A)   1,11.08 林 郁也(4) 木下 貴晴(4) 藤森 大斗(4) 早川 開土(4)   1   3
   5 小井川小   1,11.28 笠原 淳平(4) 青柳 匠真(3) 川口 大希(4) 横内 春哉(4)   2   2
   6 神明小(B)   1,12.51 濱 忍斗(4) 後藤 蒼巳(4) 吉田 悠雅(4) 白木 洸成(4)   1   4
   7 岡谷小(B)   1,12.67 味澤 拓未(3) 伊藤 晴希(3) 大場 遥友(3) 轟 潤人(3)   2   3
   8 田中小(B)   1,12.68 小口 航生(3) 武田 玲雄(3) 小口 太一(3) 池田 太陽(3)   2   4

ｵｰﾀﾞｰ1

小学男子3･4年

4×100mR

決勝

タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位順位 所属名 都道府県 記録 備考



予選 5月12日 11:35
決勝 5月12日 13:10

大会記録          14.10

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 +1.3

 1 杉田 伊吹(5)     15.39 q  1 小澤 優輝(5)     16.01 q
ｽｷﾞﾀ ｲﾌﾞｷ 小井川小 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 川岸小

 2 宮澤 喬佑(5)     15.72 q  2 平本 夏輝(5)     16.14 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 長地小 ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂｷ 長地小

 3 花岡 歩樹(5)     15.72 q  3 増澤 竜之介(5)     16.31 
ﾊﾅｵｶ ｱﾕｷ 長地小 ﾏｽｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 小井川小

 4 山田 和弥(5)     16.72  4 永田 陸(5)     16.50 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 川岸小 ﾅｶﾞﾀ ﾘｸ 上の原小

 5 小磯 秀人(5)     16.80  5 沓掛 蒼大(5)     17.08 
ｺｲｿ ｼｭｳﾄ 川岸小 ｸﾂｶｹ ｿｳﾀﾞｲ 岡谷小

 6 濱 圭裕(5)     19.24  6 保科 健照(5)     17.21 
ﾊﾏ ｹｲｽｹ 神明小 ﾎｼﾅ ｹﾝｼｮｳ 神明小

[ 3組] 風速 +0.4

 1 早川 彪馬(5)     15.98 q
ﾊﾔｶﾜ ﾋｭｳﾏ 神明小

 2 松下 海斗(5)     16.31 
ﾏﾂｼﾀ ｶｲﾄ 上の原小

 3 小口 皓正(5)     16.36 
ｵｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 長地小

 4 小口 悠貴(5)     17.18 
ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ 小井川小

 5 武井 謙汰(5)     17.49 
ﾀｹｲ ｹﾝﾀ 川岸小

風速 +1.8

 1 杉田 伊吹(5)     15.62 
ｽｷﾞﾀ ｲﾌﾞｷ 小井川小

 2 早川 彪馬(5)     15.76 
ﾊﾔｶﾜ ﾋｭｳﾏ 神明小

 3 花岡 歩樹(5)     15.82 
ﾊﾅｵｶ ｱﾕｷ 長地小

 4 宮澤 喬佑(5)     15.98 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 長地小

 5 小澤 優輝(5)     15.99 
ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 川岸小

 6 平本 夏輝(5)     16.07 
ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂｷ 長地小

 7 松下 海斗(5)     16.18 
ﾏﾂｼﾀ ｶｲﾄ 上の原小

決勝 5月12日 14:05

大会記録        3,34.23

 1 皆川 遼太(5)   3,48.00 
ﾐﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 神明小

 2 鈴木 駿介(5)   3,54.18 
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 岡谷小

 3 林 航輝(5)   3,57.69 
ﾊﾔｼ ｺｳｷ 川岸小

 4 金子 幹哉(5)   4,00.51 
ｶﾈｺ ﾓﾄﾔ 長地小

 5 林 翔大(5)   4,01.26 
ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ 川岸小

 6 武田 元樹(5)   4,38.14 
ﾀｹﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 岡谷小
近藤 健太郎(5)
ｺﾝﾄﾞｳ ｹﾝﾀﾛｳ 川岸小
武井 智希(5)
ﾀｹｲ ﾄﾓｷ 川岸小
吉原 光紀(5)
ﾖｼﾊﾗ ﾐﾂｷ 川岸小

小学男子5年

100m

予選 通過基準  3組  0着 + 7 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

  317

記録／備考
5   165

1   359

2   315

6   235

3   365

4

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   310

6   335

5   155

3   230

4    33

2   238

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   256

1   210

4   347

3   172

2   304

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   165

6   256

3   365

5   359

2   310

1   335

7   210

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   287

2     3

1   297

6   358

3   295

8    15

5   319
欠場

7   301
欠場

9   325
欠場



決勝 5月12日 10:30

大会記録           4.14

森 大樹(5)    X   3.69   3.55    3.69 
ﾓﾘ ﾀｲｷ 小井川小   +1.5   +1.0    +1.5
伊澤 駿希(5)   3.34    X   2.83    3.34 
ｲｻﾜ ｼｭﾝｷ 神明小   +1.0   +0.1    +1.0
松田 朋也(5)    X   3.14   2.65    3.14 
ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾓﾔ 小井川小   +1.0   +0.1    +1.0

決勝 5月12日 14:55

大会記録        1,00.53

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 長地小   365 花岡 歩樹(5)   1,02.80 

ﾊﾅｵｶ ｱﾕｷ
  335 平本 夏輝(5)

ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂｷ
  347 小口 皓正(5)

ｵｸﾞﾁ ｺｳｾｲ
  359 宮澤 喬佑(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ
 2   5 小井川小   165 杉田 伊吹(5)   1,04.59 

ｽｷﾞﾀ ｲﾌﾞｷ
  172 小口 悠貴(5)

ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ
  155 増澤 竜之介(5)

ﾏｽｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ
  167 森 大樹(5)

ﾓﾘ ﾀｲｷ
 3   3 神明小   287 皆川 遼太(5)   1,07.23 

ﾐﾅｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ
  238 保科 健照(5)

ﾎｼﾅ ｹﾝｼｮｳ
  292 伊澤 駿希(5)

ｲｻﾜ ｼｭﾝｷ
  256 早川 彪馬(5)

ﾊﾔｶﾜ ﾋｭｳﾏ
 4   2 川岸小   295 林 翔大(5)   1,07.79 

ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ
  315 小磯 秀人(5)

ｺｲｿ ｼｭｳﾄ
  310 小澤 優輝(5)

ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ
  297 林 航輝(5)

ﾊﾔｼ ｺｳｷ

小学男子5年

走幅跳

決勝

-6- 記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

2   292

-2- -3- -4- -5-

3 1   168

4×100mR

決勝

備考
1 3   167

2



予選 5月12日 12:00
決勝 5月12日 13:20

大会記録          13.57

[ 1組] 風速 +2.0 [ 2組] 風速 +1.0

 1 平沼 玄輝(6)     14.75 q  1 白木 貴也(6)     15.17 q
ﾋﾗﾇﾏ ｹﾞﾝｷ 田中小 ｼﾗｷ ﾀｶﾔ 岡谷小

 2 武井 孝史朗(6)     14.76 q  2 高橋 祐哉(6)     15.42 q
ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ 川岸小 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 神明小

 3 増沢 竜士(6)     15.19 q  3 宮坂 拓海(6)     15.86 q
ﾏｽｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 小井川小 ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 小井川小

 4 花岡 秀哉(6)     15.21 q  4 巻渕 勇人(6)     16.17 
ﾊﾅｵｶ ｼｭｳﾔ 上の原小 ﾏｷﾌﾞﾁ ﾊﾔﾄ 田中小

 5 中村 綾弥斗(6)     15.92  5 石川 聖也(6)     16.44 
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾄ 神明小 ｲｼｶﾜ ﾏｻﾔ 上の原小

 6 中野 光輝(6)     16.54  6 柄澤 昇太郎(6)     16.48 
ﾅｶﾉ ｺｳｷ 神明小 ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 神明小

風速 +1.4

 1 武井 孝史朗(6)     15.09 
ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ 川岸小

 2 平沼 玄輝(6)     15.10 
ﾋﾗﾇﾏ ｹﾞﾝｷ 田中小

 3 白木 貴也(6)     15.22 
ｼﾗｷ ﾀｶﾔ 岡谷小

 4 花岡 秀哉(6)     15.40 
ﾊﾅｵｶ ｼｭｳﾔ 上の原小

 5 高橋 祐哉(6)     15.50 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 神明小

 6 増沢 竜士(6)     15.85 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 小井川小

 7 宮坂 拓海(6)     15.96 
ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 小井川小

決勝 5月12日 14:10

大会記録        3,21.34

 1 宮澤 薫(6)   3,33.38 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｵﾙ 川岸小

 2 山田 圭亮(6)   3,39.47 
ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 上の原小

 3 笠原 康行(6)   3,42.07 
ｶｻﾊﾗ ﾔｽﾕｷ 岡谷小

 4 笠原 泰三(6)   3,45.84 
ｶｻﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小井川小

 5 名和 宗谷(6)   3,51.55 
ﾅﾜ ｿｳﾔ 岡谷小

 6 武田 陸(6)   4,00.85 
ﾀｹﾀﾞ ﾘｸ 田中小

 7 西山 凌世(6)   4,02.70 
ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 神明小

 8 小松 謙太(6)   4,03.94 
ｺﾏﾂ ｹﾝﾀ 長地小

 9 宮坂 悠河(6)   4,04.71 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳｶﾞ 小井川小

10 増澤 慧(6)   4,28.06 
ﾏｽｻﾞﾜ ｹｲ 小井川小

小学男子6年

100m

予選 通過基準  2組  0着 + 7 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
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4    17
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1   240
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5   303

4   374

3    17

2   229
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決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   321

2   215

4    35

3   188

10    12

7   376

6   260

5   345

1   180

9   156
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大会記録           4.42

丸山 裕太(6)   3.87   3.80   4.07    4.07 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 小井川小   +1.5   +1.0   +2.0    +2.0
村山 達哉(6)   3.21   3.10    X    3.21 
ﾑﾗﾔﾏ ﾀﾂﾔ 長地小   +1.0   +0.5    +1.0
五味 暉享(6)   3.00   2.97   2.91    3.00 
ｺﾞﾐ ｷｷｮｳ 岡谷小   +1.5   +0.1   +1.0    +1.5

決勝 5月12日 14:55

大会記録          57.50

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 神明小   247 中野 光輝(6)   1,02.95 

ﾅｶﾉ ｺｳｷ
  260 西山 凌世(6)

ﾆｼﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ
  252 中村 綾弥斗(6)

ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾄ
  275 高橋 祐哉(6)

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ

備考

小学男子6年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

  340

-3- -4- -5- -6- 記録-2-

3 3    32

4×100mR
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1 1   187

2 2



決勝 5月12日 15:45

大会新(GR)          48.26

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 岡谷東部中(A)    70 鳴海 裕斗(2)     50.17 

ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ
  111 荻原 勇吹(3)

ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ
  112 浦野 博登(3)

ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ
   82 船城聡史(2)

ﾌﾅｷ ｻﾄｼ
 2   3 岡谷西部中    54 高橋 琉夏(3)     53.89 

ﾀｶﾊｼ ﾙｶ
   52 小池 岳(3)

ｺｲｹ ｶﾞｸ
   60 伊藤 真苑(3)

ｲﾄｳ ｼｵﾝ
   46 倉品 裕介(3)

ｸﾗｼﾅ ﾕｳｽｹ
 3   2 岡谷東部中(B)    65 有本 友哉(1)     56.62 

ｱﾘﾓﾄ ﾄﾓﾔ
   74 渡辺 愼(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ
  113 安藤 賢博(1)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ
   88 小山 竜司(2)

ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ

中学男子共通

4×100mR

決勝
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