
第42回富士見町陸上競技選手権大会                                                
(第10回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会代表候補選手選考会)                    
主催：富士見町教育委員会、NPO法人富士見町体育協会                               
主管：NPO法人富士見町体育協会・陸上競技部                                       

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
06/22 50歳以上男子  +0.3 斉藤 忠守 16.38

100m 桜ヶ丘
06/22 斉藤 忠守 12,54

3km 桜ヶ丘
06/22 50歳未満男子 神崎 実 12,00 程田 正敏 13,25

3km 塚平 塚平
06/22 中学1年男子  +0.3 雨宮 海斗(1) 14.18 名取 大輔(1) 14.38

100m 新田･富士見中 上蔦木･富士見中
06/22 小林 竜也(1) 4,58.87

1500m 神戸･富士見中
06/22 中学2.3年男  +0.3 藤澤 祐哉(3) 11.97 渡邉 賢人(3) 12.29 内藤 駿介(3) 12.51 五味 凌介(3) 12.57 小林 幹(3) 12.83 名取 河(3) 12.90

100m 富士見･富士見中 立沢･富士見中 大平･富士見中 瀬沢新田･富士見中 富里･富士見中 瀬沢新田･富士見中
06/22 小林 啓介(3) 4,36.09 植松 徹志(3) 4,38.21 清水 大希(2) 4,40.95 三井 洪太(2) 4,59.38 森山 泰嗣(3) 5,02.34

1500m 葛窪･富士見中 立沢･富士見中 富里･富士見中 桜ヶ丘･富士見中 神代･富士見中
06/22 近藤 大地(2) 8.31

砲丸投 瀬沢新田･富士見中
06/22 中学共通男子  +0.8 藤澤 祐哉(3) 24.51 小林 幹(3) 25.24 渡邉 賢人(3) 25.59 内藤 駿介(3) 25.70 名取 河(3) 25.83 雨宮 海斗(1) 29.81

200m 富士見･富士見中 富里･富士見中 立沢･富士見中 大平･富士見中 瀬沢新田･富士見中 新田･富士見中
06/22 小林 凌(2) 1.50

走高跳 高森･富士見中
06/22 馬場 将之介(3) 5.64(0.0) 五味 凌介(3) 5.58(0.0) 須藤 要(3) 5.56(0.0) 名取 大輔(1) 4.31(-0.1) 中野 颯己(2) 4.10(-0.1)

走幅跳 塚平･富士見中 瀬沢新田･富士見中 上蔦木･富士見中 上蔦木･富士見中 富士見･富士見中
06/22 中野 颯己(2) 34.21 三井 健太郎(2) 25.41

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 富士見･富士見中 大平･富士見中
06/22 富士見中(A)       47.53 富士見中(B)       48.59 富士見中(D)       54.15

4x100mR 内藤 駿介(3) 小林 幹(3) 雨宮 海斗(1)
渡邉 賢人(3) 須藤 要(3) 小林 凌(2)
名取 河(3) 馬場 将之介(3) 中野 颯己(2)
藤澤 祐哉(3) 五味 凌介(3) 三井 洪太(2)

06/22 森山 泰嗣(3) 11,47
3km 神代･富士見中

06/22 小学1年男子  +0.2 石原 浬(1) 11.62 小林 裕太郎(1) 11.68 小林 勇翔(1) 11.93 小林 凰雅(1) 12.44 平出 光晟(1) 12.70 植松 太一(1) 13.40
60m 富里･富士見小 先達･境小 栗生･富士見小 南原山･富士見小 信濃境･境小 立沢･本郷小

06/22 小学2年男子 太田 凌雅(2) 10.22 木次 夏雪(2) 10.86 窪田 怜真(2) 11.06 三井 颯也(2) 乙事･本郷小 11.10 名取 柊真(2) 11.14 平出 大生(2) 11.21 矢沢 敬大(2) 11.34
60m 富士見･富士見小 GR 烏帽子･境小 桜ヶ丘･本郷小 佐久 亮太(2) 乙事･本郷小 新田･本郷小 池袋･境小 新田･本郷小

06/22 小学3年男子  -1.2 窪田翔真(3) 16.85 遠藤爽磨(3) 16.99 内藤壮哉(3) 17.10 小松原 快仁(3) 17.60 江口  樹(3) 17.87 名取 壮也(3) 17.97 長尾 嘉成(3) 18.18 金澤 梁(3) 18.19
100m 塚平･富士見小 塚平･富士見小 希望ヶ丘･富士見小 桜ヶ丘･本郷小 富里･富士見小 新田･本郷小 富里･富士見小 富士見台･富士見小

06/22 富士見小     1,08.53 本郷小(A)     1,10.15 本郷小(B)     1,17.46
4×100mR 江口  樹(3) GR 田所 夢太郎(3) 金井 春樹(3)

窪田翔真(3) 馬場 直喜(3) 名取 一樹(3)
内藤壮哉(3) 小松原 快仁(3) 小池 輝羅(3)
遠藤爽磨(3) 名取 壮也(3) 太目 雅斗(3)

06/22 長尾 嘉成(3) 13,44 小松原 快仁(3) 13,46 田所 夢太郎(3) 14,03 馬場 直喜(3) 14,58 久保結貴(3) 15,00 金井 春樹(3) 15,14 名取 壮也(3) 15,48 香川 稜太(3) 16,00
3km 富里･富士見小 桜ヶ丘･本郷小 立沢･本郷小 乙事･本郷小 富士見台･富士見小 新田･本郷小 新田･本郷小 富士見･富士見小

06/22 小学4年男子  -0.8 井内 琉泰(4) 15.99 名取 将輝(4) 16.04 河角 公太(4) 16.49 太田 悠斗(4) 16.71 有賀 楓人(4) 16.97 百瀬 友登(4) 17.08 加々見 勇輝(4) 17.51
100m 乙事･本郷小 富里･富士見小 松目･富士見小 富士見･富士見小 富士見･富士見小 南原山･富士見小 葛窪･境小

06/22 太田 悠斗(4) 3.30(+0.1) 井内 琉泰(4) 3.25(0.0) 野中 大地(4) 2.88(0.0) 小林 海(4) 2.85(+0.1) 植松 佑斗(4) 2.74(-0.1) 矢沢 凌我(4) 1.53(0.0)
走幅跳 富士見･富士見小 乙事･本郷小 新田･本郷小 高森･境小 立沢･本郷小 立沢･本郷小



第42回富士見町陸上競技選手権大会                                                
(第10回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会代表候補選手選考会)                    
主催：富士見町教育委員会、NPO法人富士見町体育協会                               
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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
06/22 富士見小     1,06.70 本郷小     1,12.97

4×100mR 太田 悠斗(4) 野中 大地(4)
有賀 楓人(4) 矢沢 凌我(4)
河角 公太(4) 植松 佑斗(4)
名取 将輝(4) 井内 琉泰(4)

06/22 太田 悠斗(4) 13,14 植松 佑斗(4) 14,11 名取 将輝(4) 14,52 野中 大地(4) 16,10
3km 富士見･富士見小 立沢･本郷小 富里･富士見小 新田･本郷小

06/22 小学5年男子   0.0 平島 春輝(5) 14.51 小川 達也(5) 14.75 植松 孝太(5) 15.82 細川 賢太郎(5) 16.13 駒沢 祐大(5) 16.68 植松 朋己(5) 17.24 鈴木 健士(5) 17.62 佐藤 佑太(5) 18.00
100m 立沢･本郷小 富士見･富士見小 立沢･本郷小 富士見･富士見小 立沢･本郷小 立沢･本郷小 御射山神戸･富士見小 原の茶屋･富士見小

06/22 小川 達也(5) 3.61(0.0) 平島 春輝(5) 3.60(0.0) 細川 賢太郎(5) 3.42(0.0) 佐藤 佑太(5) 3.17(0.0) 植松 孝太(5) 3.04(0.0) 小池 心(5) 3.01(0.0) 鈴木 健士(5) 2.99(-0.1) 植松 朋己(5) 2.94(0.0)
走幅跳 富士見･富士見小 立沢･本郷小 富士見･富士見小 原の茶屋･富士見小 立沢･本郷小 立沢･本郷小 御射山神戸･富士見小 立沢･本郷小

06/22 本郷小     1,02.95 富士見小     1,04.01
4×100mR 小池 心(5) 當銘  岳(5)

駒沢 祐大(5) 佐藤 佑太(5)
植松 孝太(5) 細川 賢太郎(5)
平島 春輝(5) 小川 達也(5)

06/22 植松 孝太(5) 12,41 駒沢 祐大(5) 12,45 小川 達也(5) 12,47 小池 心(5) 13,01 平島 春輝(5) 13,10 當銘  岳(5) 13,13 細川 賢太郎(5) 13,44
3km 立沢･本郷小 立沢･本郷小 富士見･富士見小 立沢･本郷小 立沢･本郷小 南原山･富士見小 富士見･富士見小

06/22 小学6年男子  +0.4 小林 優真(6) 14.52 名取 裕基(6) 14.54 三井 官弥(6) 16.36 小林 玄(6) 16.40
100m 田端･境小 新田･本郷小 桜ヶ丘･本郷小 葛窪･境小

06/22 小林 優真(6) 3.98(0.0) 小林 勇飛(6) 3.54(0.0)
走幅跳 田端･境小 高森･境小

06/22 境小(A)     1,01.67 本郷小     1,05.01
4×100mR 小林 知弥(6) 植松 朋己(5)

小林 玄(6) 三井 官弥(6)
小林 勇飛(6) 小池 優羅(5)
小林 優真(6) 名取 裕基(6)

06/22 小林 優真(6) 12,33 小林 玄(6) 12,45 桑野 杏梧(6) 12,57 程田 圭祐(6) 13,00 細川 隼(6) 13,40
3km 田端･境小 葛窪･境小 富里･富士見小 塚平･富士見小 塚平･富士見小



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第42回富士見町陸上競技選手権大会                                                ｺｰﾄﾞ  [13200558]

競技場名 茅野市運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203100]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
50歳以上男子 06/22 +0.3  1 斉藤 忠守    16.38

桜ヶ丘
50歳以上男子 06/22  1 斉藤 忠守    12,54

桜ヶ丘
50歳未満男子 06/22  1 神崎 実    12,00  2 程田 正敏    13,25

塚平 塚平
中学1年男子 06/22 +0.3  1 雨宮 海斗(1) 新田    14.18  2 名取 大輔(1) 上蔦木    14.38

富士見中 富士見中
中学1年男子 06/22  1 小林 竜也(1) 神戸  4,58.87

富士見中
中学2.3年男子 06/22 +0.3  1 藤澤 祐哉(3) 富士見    11.97  2 渡邉 賢人(3) 立沢    12.29  3 内藤 駿介(3) 大平    12.51  4 五味 凌介(3) 瀬沢新田    12.57

富士見中 富士見中 富士見中 富士見中
 5 小林 幹(3) 富里    12.83  6 名取 河(3) 瀬沢新田    12.90

富士見中 富士見中
中学2.3年男子 06/22  1 小林 啓介(3) 葛窪  4,36.09  2 植松 徹志(3) 立沢  4,38.21  3 清水 大希(2) 富里  4,40.95  4 三井 洪太(2) 桜ヶ丘  4,59.38

富士見中 富士見中 富士見中 富士見中
 5 森山 泰嗣(3) 神代  5,02.34

富士見中  

中学共通男子 06/22 +0.8  1 藤澤 祐哉(3) 富士見    24.51  2 小林 幹(3) 富里    25.24  3 渡邉 賢人(3) 立沢    25.59  4 内藤 駿介(3) 大平    25.70
富士見中 富士見中 富士見中 富士見中

 5 名取 河(3) 瀬沢新田    25.83  6 雨宮 海斗(1) 新田    29.81
富士見中 富士見中

中学共通男子 06/22  1 森山 泰嗣(3) 神代    11,47
富士見中

小学1年男子 06/22 +0.2  1 石原 浬(1) 富里    11.62  2 小林 裕太郎(1) 先達    11.68  3 小林 勇翔(1) 栗生    11.93  4 小林 凰雅(1) 南原山    12.44
富士見小 境小 富士見小 富士見小

 5 平出 光晟(1) 信濃境    12.70  6 植松 太一(1) 立沢    13.40
境小 本郷小

小学2年男子 06/22  1組 +1.2  1 太田 凌雅(2) 富士見    10.22  2 木次 夏雪(2) 烏帽子    10.86  3 窪田 怜真(2) 桜ヶ丘    11.06  4 佐久 亮太(2) 乙事    11.10
富士見小 境小 本郷小 本郷小

 5 名取 柊真(2) 新田    11.14  6 功刀 碧唯(2) 池袋    11.70  7 野中 大河(2) 新田    12.17
本郷小 境小 本郷小

 2組 +1.2  1 三井 颯也(2) 乙事    11.10  2 平出 大生(2) 池袋    11.21  3 矢沢 敬大(2) 新田    11.34  4 小池 天(2) 立沢    11.84
本郷小 境小 本郷小 本郷小

 5 松浦 蒼空(2) 富里    11.92  6 植松 幸弥(2) 立沢    11.93  7 平島 白櫂(2) 立沢    12.07
富士見小 本郷小 本郷小

小学3年男子 06/22 -1.2  1 窪田翔真(3) 塚平    16.85  2 遠藤爽磨(3) 塚平    16.99  3 内藤壮哉(3) 希望ヶ丘    17.10  4 小松原 快仁(3) 桜ヶ丘    17.60
富士見小 富士見小 富士見小 本郷小

 5 江口  樹(3) 富里    17.87  6 名取 壮也(3) 新田    17.97  7 長尾 嘉成(3) 富里    18.18  8 金澤 梁(3) 富士見台    18.19
富士見小 本郷小 富士見小 富士見小

小学3年男子 06/22  1 長尾 嘉成(3) 富里    13,44  2 小松原 快仁(3) 桜ヶ丘    13,46  3 田所 夢太郎(3) 立沢    14,03  4 馬場 直喜(3) 乙事    14,58
富士見小 本郷小 本郷小 本郷小

 5 久保結貴(3) 富士見台    15,00  6 金井 春樹(3) 新田    15,14  7 名取 壮也(3) 新田    15,48  8 香川 稜太(3) 富士見    16,00
富士見小 本郷小 本郷小 富士見小

 9 井出駿介(3) 富士見    16,20 10 小林 海椰(3) 池袋    17,26 11 名取 一樹(3) 新田    18,12 12 平島 冬雅(3) 立沢    20,30
富士見小 境小 本郷小 本郷小
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トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第42回富士見町陸上競技選手権大会                                                ｺｰﾄﾞ  [13200558]

競技場名 茅野市運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203100]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

小学4年男子 06/22 -0.8  1 井内 琉泰(4) 乙事    15.99  2 名取 将輝(4) 富里    16.04  3 河角 公太(4) 松目    16.49  4 太田 悠斗(4) 富士見    16.71
本郷小 富士見小 富士見小 富士見小

 5 有賀 楓人(4) 富士見    16.97  6 百瀬 友登(4) 南原山    17.08  7 加々見 勇輝(4) 葛窪    17.51
富士見小 富士見小 境小

小学4年男子 06/22  1 太田 悠斗(4) 富士見    13,14  2 植松 佑斗(4) 立沢    14,11  3 名取 将輝(4) 富里    14,52  4 野中 大地(4) 新田    16,10
富士見小 本郷小 富士見小 本郷小

神崎 恵土(4) 塚平 欠場    百瀬 友登(4) 南原山 欠場    
富士見小 富士見小

小学5年男子 06/22 0.0  1 平島 春輝(5) 立沢    14.51  2 小川 達也(5) 富士見    14.75  3 植松 孝太(5) 立沢    15.82  4 細川 賢太郎(5) 富士見    16.13
本郷小 富士見小 本郷小 富士見小

 5 駒沢 祐大(5) 立沢    16.68  6 植松 朋己(5) 立沢    17.24  7 鈴木 健士(5) 御射山神戸    17.62  8 佐藤 佑太(5) 原の茶屋    18.00
本郷小 本郷小 富士見小 富士見小

小学5年男子 06/22  1 植松 孝太(5) 立沢    12,41  2 駒沢 祐大(5) 立沢    12,45  3 小川 達也(5) 富士見    12,47  4 小池 心(5) 立沢    13,01
本郷小 本郷小 富士見小 本郷小

 5 平島 春輝(5) 立沢    13,10  6 當銘  岳(5) 南原山    13,13  7 細川 賢太郎(5) 富士見    13,44
本郷小 富士見小 富士見小

小学6年男子 06/22 +0.4  1 小林 優真(6) 田端    14.52  2 名取 裕基(6) 新田    14.54  3 三井 官弥(6) 桜ヶ丘    16.36  4 小林 玄(6) 葛窪    16.40
境小 本郷小 本郷小 境小

小学6年男子 06/22  1 小林 優真(6) 田端    12,33  2 小林 玄(6) 葛窪    12,45  3 桑野 杏梧(6) 富里    12,57  4 程田 圭祐(6) 塚平    13,00
境小 境小 富士見小 富士見小

 5 細川 隼(6) 塚平    13,40
富士見小

100m

3km

100m

3km

100m

3km



トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 第42回富士見町陸上競技選手権大会                                                ｺｰﾄﾞ  [13200558]

競技場名 茅野市運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203100]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
小学3年男子 06/22  1組 +0.1  1 遠藤爽磨(3) 塚平    17.15  2 小松原 快仁(3) 桜ヶ丘    17.59  3 長尾 嘉成(3) 富里    17.71  4 江口  樹(3) 富里    17.74

富士見小 本郷小 富士見小 富士見小
 5 名取 壮也(3) 新田    17.87  6 小林 海椰(3) 池袋    18.55  7 名取 一樹(3) 新田    18.85 名取 勇人(3) 南原山 欠場    

本郷小 境小 本郷小 富士見小
 2組 -0.1  1 窪田翔真(3) 塚平    16.77  2 内藤壮哉(3) 希望ヶ丘    17.02  3 金澤 梁(3) 富士見台    18.08  4 太目 雅斗(3) 新田    18.36

富士見小 富士見小 富士見小 本郷小
 5 金井 春樹(3) 新田    18.44  6 久保結貴(3) 富士見台    18.89  7 井出駿介(3) 富士見    19.42  8 矢澤 裕翔(3) 新田    20.06

本郷小 富士見小 富士見小 本郷小
 9 平島 冬雅(3) 立沢    20.36

本郷小
小学4年男子 06/22  1組 +0.8  1 名取 将輝(4) 富里    15.92  2 井内 琉泰(4) 乙事    16.07  3 河角 公太(4) 松目    16.18  4 植松 佑斗(4) 立沢    17.93

富士見小 本郷小 富士見小 本郷小
 5 矢沢 凌我(4) 立沢    20.30

本郷小
 2組 +0.4  1 太田 悠斗(4) 富士見    16.70  2 百瀬 友登(4) 南原山    16.88  3 有賀 楓人(4) 富士見    17.00  4 加々見 勇輝(4) 葛窪    17.53

富士見小 富士見小 富士見小 境小
 5 野中 大地(4) 新田    17.87

本郷小

順
位

順
位

100m

100m

順
位

順
位



決勝 6月22日 10:30

大会新  (GR )        1.70

小林 凌(2) 高森
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 富士見中

決勝 6月22日  9:00

大会新  (GR )        5.95

馬場 将之介(3) 塚平    X    X   5.64    5.64 
ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾉｽｹ 富士見中    0.0     0.0
五味 凌介(3) 瀬沢新田   5.58   5.46    X    5.58 
ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 富士見中    0.0   -0.1     0.0
須藤 要(3) 上蔦木   5.48   5.56   5.45    5.56 
ｽﾄﾞｳ ｶﾅﾒ 富士見中    0.0    0.0    0.0     0.0
名取 大輔(1) 上蔦木   3.88   4.11   4.31    4.31 
ﾅﾄﾘﾀﾞ ｲｽｹ 富士見中    0.0   -0.1   -0.1    -0.1
中野 颯己(2) 富士見   4.04   4.10   3.99    4.10 
ﾅｶﾉ ｿｳｷ 富士見中   +0.1   -0.1   -0.1    -0.1

決勝 6月22日  9:00

大会新  (GR )        4.44

小林 優真(6) 田端   3.98   3.91   3.93    3.98 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 境小    0.0   -0.1    0.0     0.0
小林 勇飛(6) 高森   3.19   3.54   3.43    3.54 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾋ 境小   -0.1    0.0   -0.1     0.0

決勝 6月22日  9:00

大会新  (GR )        4.13

小川 達也(5) 富士見   3.61   3.34   3.26    3.61 
ｵｶﾞﾜ ﾀﾂﾔ 富士見小    0.0    0.0    0.0     0.0
平島 春輝(5) 立沢   3.60    X   3.52    3.60 
ﾋﾗｼﾏ ﾊﾙｷ 本郷小    0.0    0.0     0.0
細川 賢太郎(5) 富士見   3.42   2.94   3.33    3.42 
ﾎｿｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 富士見小    0.0    0.0    0.0     0.0
佐藤 佑太(5) 原の茶屋   3.15   3.17   2.92    3.17 
ｻﾄｳ ﾕｳﾀ 富士見小    0.0    0.0   -0.1     0.0
植松 孝太(5) 立沢   3.01   3.04   3.03    3.04 
ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 本郷小    0.0    0.0   -0.1     0.0
小池 心(5) 立沢   2.89   2.93   3.01    3.01 
ｺｲｹ ｼﾝ 本郷小   -0.1    0.0    0.0     0.0
鈴木 健士(5) 御射山神戸   2.99   2.88    X    2.99 
ｽｽﾞｷ ｹﾝｼ 富士見小   -0.1   -0.1    -0.1
植松 朋己(5) 立沢   2.54   2.82   2.94    2.94 
ｳｴﾏﾂ ﾄﾓｷ 本郷小    0.0    0.0    0.0     0.0

 1.50XXX
1 1   131

O O O O XO

記録 備考1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55

中学共通男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

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- -2- 記録 備考
1 1   151

-3- -4- -5- -6-

2 2   117

3 3   137

所属名 -1- -2-

4 4   155

5 5   141

-4- -5- -6-

小学6年男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

2 1    23

小学5年男子

記録 備考
1 2    22

-3-

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 備考
1 5    66

-4- -5- -6- 記録

2 2   198

3 7    60

4 1    58

5 4   182

8 8   185

6 6   177

7 3   105



決勝 6月22日  9:00

大会新  (GR )        3.87

太田 悠斗(4) 富士見   3.21   3.30   3.15    3.30 
ｵｵﾀ ﾕｳﾄ 富士見小    0.0   +0.1    0.0    +0.1
井内 琉泰(4) 乙事   3.25    X   3.09    3.25 
ｲｳﾁ ﾘｭｳﾀﾞｲ 本郷小    0.0   -0.1     0.0
野中 大地(4) 新田    X   2.88   2.47    2.88 
ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 本郷小    0.0   -0.1     0.0
小林 海(4) 高森   2.40   2.85    X    2.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 境小   -0.1   +0.1    +0.1
植松 佑斗(4) 立沢   2.74   2.70    X    2.74 
ｳｴﾏﾂ ﾕｳﾄ 本郷小   -0.1   +0.1    -0.1
矢沢 凌我(4) 立沢    X    X   1.53    1.53 
ﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳｶﾞ 本郷小    0.0     0.0
百瀬 友登(4) 南原山 欠場
ﾓﾓｾ ﾕｳﾄ 富士見小

決勝 6月22日 10:30

大会新  (GR )       11.92

近藤 大地(2) 瀬沢新田
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 富士見中

決勝 6月22日 11:00

中野 颯己(2) 富士見
ﾅｶﾉ ｿｳｷ 富士見中
三井 健太郎(2) 大平
ﾐﾂｲ ｹﾝﾀﾛｳ 富士見中

小学4年男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 備考
1 2    83

-4- -5- -6- 記録

2 3   160

3 5   209

4 6    13

5 1   186

氏  名 所属名 -1- -2-

6 7   211

4    91

-3- -4- -5- -6-

中学2.3年男子

砲丸投(5.000kg)     

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  8.31 

中学共通男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

記録 備考
1 1   114

 8.00  7.61

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

 8.31

-4- -5- -6- 記録所属名 -1- -2- -3- 備考
1 1   141

  X 34.21   O

 25.41 

 34.21 

2 2   121
  O 25.41   O
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