
第 60 回茅野市総合体育大会陸上競技会 

公 式 記 録 

（競技会コード：15200549） 

 

主催：茅野市、茅野市教育委員会、特定非営利活動法人茅野市体育協会 

共催：茅野市陸上競技協会 

主管：茅野市陸上競技協会 

期日：平成２７年７月２６日（日） 

場所：茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：203100） 

審判長：清水 元雄  記録主任：葛城 光一 

 

■この大会で樹立された記録 

項目 種   目 ﾗｳﾝﾄﾞ 氏名(学年) 所 属 記 録 従来の記録

大会新 中学女子 100mH 決勝 鈴木 菜々花(3) 永明中 16 秒 74 16 秒 77 

大会新 中学男子 110mH 決勝 小池 隆也(3) 茅野北部中 16 秒 07 16 秒 44 

大会新 小学女子 80mH 決勝 竹内 里桜(6) 永明小 14 秒 31 15 秒 23 

大会新 小学 3年女子 100m 決勝 太田 結衣(3) 永明小 16 秒 42 16 秒 73 

大会新 小学 6年女子 100m 決勝 五味 愛夏(6) 永明小 14 秒 26 14 秒 36 

大会新 中学男子 400m 決勝 宮坂 空(3) 茅野北部中 54 秒 25 55 秒 91 

大会新 中学男子 4x100mR 決勝 

小松翔(3) 

阿部勇希(2) 

原田恒太朗(2) 

宮坂 空(3) 

茅野北部

(A) 
46 秒 59 47 秒 78 

 

■グランドコンディション 

時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速 

9:00 晴れ 30.0 53.0 西北西 0.6 

10:00 晴れ 30.5 50.0 西 0.4 

11:00 晴れ 30.5 47.0 西北西 0.4 

12:00 晴れ 32.0 49.0 西北西 1.6 

13:00 晴れ 32.0 49.0 北 0.4 

14:00 晴れ 33.0 50.0 北 0.2 
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決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 男  子 【競技場】203100  茅野市総合運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
07/26 29歳以下男子 両角 優介(3) 3.10

棒高跳 国大陸同
07/26 井出竜也 8.81

砲丸投 金沢小
07/26 30歳以上男子 中村 雅哉 59.56

400m 茅野市陸協 GR 
07/26 中村 雅哉 2,13.92

800m 茅野市陸協
07/26  +0.4上島 司 5,13.72 小嶋 隆文 5,45.50

1500m 諏訪西中教員 塚原区
07/26 中学男子  +0.4門脇 大(3) 11.65 阿部 勇希(2) 11.73 小池 隆也(3) 12.00 田中 龍宗(3) 12.04 小林 尚矢(2) 12.21 原田 恒太朗(2) 12.33 石山 征雅(3) 12.62 立石 幸祐(2) 12.70

100m 茅野北部 茅野北部 茅野東部 茅野東部 長峰中 茅野北部 茅野北部 長峰中
07/26 宮坂 空(3) 54.25 小松 翔(3) 56.99 伊藤  輝(3) 57.99 高木 玲緒(2) 58.22 立石 幸祐(2) 58.96 小沢 拓也(3) 1,06.51 五味 春喜(1) 1,14.46

400m 茅野北部 GR 茅野北部 茅野東部 茅野東部 長峰中 長峰中 茅野東部
07/26 小松 翔(3) 2,10.18 清水 冬威(3) 2,12.25 黒澤 友哉(2) 2,17.36 二見 優輝(1) 2,21.93 利根川大悟(3) 2,31.44 鷹左右 侑生(2) 2,36.66 國谷 真ノ介(1) 2,40.99 村上 智哉(1) 2,57.68

800m 茅野北部 茅野東部 長峰中 永明中 茅野東部 永明中 長峰中 永明中
07/26  +0.2水野 雄斗(3) 10,28.09 嶋本 和磨(2) 11,40.52 小松 隼(2) 12,10.25 折井 優樹(2) 13,19.87

3000m 長峰中 茅野北部 茅野北部 永明中
07/26  +0.6小池 隆也(3) 16.07 笠原 智哉(2) 18.96 小林 城(3) 19.39 立石 幸祐(2) 19.41 門脇 大(3) 20.74 角丸 豊(2) 22.42

110mH(0.914m) 茅野東部 GR 永明中 茅野北部 長峰中 茅野北部 永明中
07/26 笠原 智哉(2) 1.50 今井 大輔(3) 1.40 立石 幸祐(2) 1.25 伊藤 浩樹(1) 1.15

走高跳 永明中 長峰中 長峰中 長峰中
07/26 両角 脩(1) 1.70

棒高跳 茅野北部
07/26 小池 隆也(3) 5.69(+0.5) 田中 龍宗(3) 5.45(+2.0) 松本 萌甫(3) 5.10(+0.3) 町田 恭佑(2) 4.74(+0.5) 佐野 希汐(1) 4.73(+0.2) 小沢 拓也(3) 4.65(+1.4) 小口 巧(3) 4.64(+1.2) 二見 優輝(1) 4.62(+0.4)

走幅跳 茅野東部 茅野東部 長峰中 永明中 茅野東部 長峰中 茅野北部 永明中
07/26 寺島 克起(2) 8.51 田中 龍宗(3) 7.85 望月 怜音(3) 7.68 田中 耀介(2) 7.18

砲丸投 永明中 茅野東部 茅野東部 長峰中
07/26 茅野北部(A)       46.59 茅野東部       47.96 長峰中(A)       49.41 茅野北部(B)       50.96 永明中(A)       51.88 永明中(B)       55.62 永明中(C)       56.32 長峰中(B)       56.45

4x100m 小松翔(3) GR 佐野 希汐(1) 立石 幸祐(2) 石山征雅(3) 笠原 智哉(2) 小松 琉聖(2) 山岸 稜(1) 北原 航生(1)
阿部勇希(2) 小池 隆也(3) 松本 萌甫(3) 川口祥延(1) 三石 剛(2) 竹村 直紀(2) 矢崎 智大(1) 田中 耀介(2)
原田恒太朗(2) 田中 龍宗(3) 地濃 郁人(2) 西郷鴻次朗(1) 青木 悠(2) 角丸 豊(2) 小池 勇輝(1) 伊藤 浩樹(1)
宮坂 空(3) 高木 玲緒(2) 小林 尚矢(2) 門脇大(3) 大淵 翔也(2) 鷹左右 侑生(2) 二見 優輝(1) 河西 優弥(2)

07/26 小学共通男子 由澤 汐七(6) 3,29.14 岩波 克飛(6) 3,30.37 小島星也(6) 3,35.68 熊谷 建人 3,53.26 上原 翔建(5) 3,56.06 両角 篤八(4) 4,05.70 伊藤 良真(4) 4,07.69 中野颯太(4) 4,08.91
1000m 宮川小 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 金沢小 宮川小 湖東小 北山小 宮川小 金沢小

07/26 北澤 弘都(6) 14.80 本多 悠渡(6) 15.03 両角 太一(6) 17.91 鷲尾飛鷹(5) 18.00 石山 純雅(6) 19.08
80mH(0.700m) 北山小 湖東小 北山小 金沢小 湖東小

07/26 野澤 比呂(4) 46.92 北澤 弘都(6) 44.57 水嶋 叶翔(5) 42.72 藤岡 佳秀(6) 42.32 橘 虎次郎(4) 33.52 石山 純雅(6) 31.85 鷲尾飛鷹(5) 29.98 柴 誠人(6) 29.80
ｳﾞｫｰﾃｯｸｽﾎﾞｰﾙ投 湖東小 北山小 玉川小 湖東小 湖東小 湖東小 金沢小 湖東小

07/26 玉川小(A)     1,00.76 北山小(A)     1,02.84 玉川小(B)     1,03.42 北山小(B)     1,07.30 湖東小(A)     1,08.53 湖東小(B)     1,09.24
4x100m 木村 望夢(6) 両角 太一(6) 矢島 壮野(5) 渡辺 向希(3) 橘 虎次郎(4) 宮下  煌(4)

宮下 龍之介(5) 天野 建治(6) 矢島 武流(5) 柳澤 海斗(4) 清水 雅矢(4) 牛山 拓海(4)
岩波 健太(5) 矢島 大誠(6) 金川 健登(5) 両角 篤八(4) 牛山 粋(4) 野澤 比呂(4)
水嶋 叶翔(5) 北澤 弘都(6) 牛山 凌(5) 中村 光(4) 伊藤 魁(4) 伊藤 響(4)

07/26 小学3年男子 多田 夏音(3) 16.64 河西 大地(3) 16.77 滝澤 陽哉(3) 16.86 渡辺 向希(3) 16.97 岡村 城嗣(3) 17.05 中込 奏太(3) 17.46 河合 倖芽(3) 17.49 平林龍友(3) 17.89
100m 湖東小 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 宮川小 北山小 玉川小 湖東小 湖東小 金沢小

07/26 中込 奏太(3) 3.03(+1.7) 平林龍友(3) 2.87(+0.8) 中山翔(3) 2.56(+1.1) 小平大翔(3) 2.54(0.0)
走幅跳 湖東小 金沢小 金沢小 金沢小

07/26 小学4年男子 柳澤 海斗(4) 15.22 中村 光(4) 16.25 細田 和生(4) 16.28 伊藤 良真(4) 16.40 矢島 楓紀(4) 16.49 伊藤 響(4) 17.03 伊藤 魁(4) 17.07 藤森寿馬(4) 17.53
100m 北山小 北山小 玉川小 宮川小 玉川小 湖東小 湖東小 金沢小

07/26 柳澤 海斗(4) 3.53(0.0) 中村 光(4) 3.10(+0.4) 牛山 粋(4) 3.02(+0.6)
走幅跳 北山小 北山小 湖東小
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1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
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07/26 小学5年男子  +2.5矢島 壮野(5) 14.98 関 太陽(5) 15.07 岩波 健太(5) 15.13 宮下 龍之介(5) 15.42 川崎 友徳(5) 15.91 佐藤 笙羽(5) 15.99 戸島 悠翔(5) 16.08 小沢晃大(5) 16.23

100m 玉川小 湖東小 玉川小 玉川小 湖東小 宮川小 湖東小 金沢小
07/26 関 太陽(5) 3.79(+1.1) 岩波 健太(5) 3.66(+0.8) 宮下 龍之介(5)3.62(+0.5) 川崎 友徳(5) 3.42(+0.3) 金川 健登(5) 3.29(+0.8) 矢島 武流(5) 3.25(+0.2) 宮原 有輝(5) 3.06(+0.7) 鷲尾飛鷹(5) 2.94(+1.5)

走幅跳 湖東小 玉川小 玉川小 湖東小 玉川小 玉川小 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 金沢小
07/26 小学6年男子 伊東 慶人(6) 14.16 岩波 克飛(6) 14.20 藤木 敬士(6) 14.29 小平将斗(6) 14.59 北澤 弘都(6) 14.92 天野 建治(6) 15.08 木村 望夢(6) 15.37 小平 威吹(6) 15.40

100m 泉野小 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 湖東小 金沢小 北山小 北山小 玉川小 湖東小
07/26 宮坂 仁史(6) 4.36(+0.7) 奥谷 祐斗(6) 4.13(+1.3) 小平将斗(6) 3.80(+0.8) 柴 誠人(6) 3.70(+1.7) 天野 建治(6) 3.43(+1.5) 藤岡 佳秀(6) 3.34(+0.2) 矢島 大誠(6) 3.14(+2.2)

走幅跳 宮川小 湖東小 金沢小 湖東小 北山小 湖東小 北山小
07/26 小学男子ｵｰﾌﾟ 岡戸 獅門(1) 11.73 窪田 琉真(2) 11.91

60m 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
07/26  +0.5岡田 遥人(6) 14.53 窪田 翔真(5) 15.50

100m 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
07/26 岡戸 優虎(4) 3,39.38

1000m 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
07/26 窪田 翔真(5) 39.10

ｳﾞｫｰﾃｯｸｽﾎﾞｰﾙ投 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
07/26 小学1年男子  +0.1清水碧斗 11.64 池田 仁(1) 11.67 中込 亮太(1) 11.74 長田 航(1) 12.06 熱田 空翠(1) 12.14 小林圭(1) 12.16 宮下 太陽(1) 12.18 牧 慶貴(1) 12.23

60m 金沢小 玉川小 湖東小 永明小 湖東小 金沢小 宮川小 玉川小
07/26 小学2年男子 三浦 那津(2) 10.54 宮下 海斗(2) 10.89 小山 航志郎(2) 11.08 越田 歩夢(2) 11.26 大里 生蕗(2) 11.32 宮之尾 駿(2) 永明小 11.36 牛山 海斗(2) 11.37

60m 玉川小 玉川小 玉川小 豊平小 永明小 佐藤 健眞(2) 湖東小 湖東小



決勝 7月26日 11:45

風速 +0.1

 1 清水碧斗 小学生     11.64 
ｼﾐｽﾞｱｵﾄ 金沢小

 2 池田 仁(1) 小学生     11.67 
ｲｹﾀ ﾞﾋﾄｼ 玉川小

 3 中込 亮太(1) 小学生     11.74 
ﾅｶｺﾞﾐ ﾘｮｳﾀ 湖東小

 4 長田 航(1) 小学生     12.06 
ﾅｶﾞﾀ ﾜﾀﾙ 永明小

 5 熱田 空翠(1) 小学生     12.14 
ｱﾂﾀ ｸｳｽｲ 湖東小

 6 小林圭(1) 小学生     12.16 
ｺﾊﾞﾔｼｹｲ 金沢小

 7 宮下 太陽(1) 小学生     12.18 
ﾐﾔｼﾀ ﾀｲﾖｳ 宮川小

 8 牧 慶貴(1) 小学生     12.23 
ﾏｷ ﾖｼﾀｶ 玉川小

 9 中野 虎治(1) 小学生     14.41 
ﾅｶﾉ ﾄﾗｼﾞ 玉川小

決勝 7月26日 12:05

[ 1組] 風速 +1.6 [ 2組] 風速  0.0

 1 三浦 那津(2) 小学生     10.54  1 小山 航志郎(2) 小学生     11.08 
ﾐｳﾗ ﾅﾂ 玉川小 ｺﾔﾏ ｺｳｼﾛｳ 玉川小

 2 宮下 海斗(2) 小学生     10.89  2 大里 生蕗(2) 小学生     11.32 
ﾐﾔｼﾀ ｶｲﾄ 玉川小 ｵｵｻﾄ ｲﾌﾞｷ 永明小

 3 越田 歩夢(2) 小学生     11.26  3 宮之尾 駿(2) 小学生     11.36 
ｺｼﾀﾞ ｱﾕﾑ 豊平小 ﾐﾔﾉｵ ｼｭﾝ 永明小

 4 牛山 海斗(2) 小学生     11.37  4 佐藤 健眞(2) 小学生     11.36 
ｳｼﾔﾏ ｶｲﾄ 湖東小 ｻﾄｳ ｹﾝｼﾝ 湖東小

 5 伏見 光生(2) 小学生     11.42  5 鷲尾清龍(3) 小学生     11.54 
ﾌｼﾐ ｺｳｾｲ 永明小 ﾜｼｵｼﾘｭｳ 金沢小

 6 清水 瑠悟(2) 小学生     11.46  6 山本 一輝(2) 小学生     11.61 
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｺﾞ 湖東小 ﾔﾏﾓﾄ ｲｯｷ 玉川小

 7 竹村 悠(2) 小学生     11.69  7 小平 陸斗(2) 小学生     11.97 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｳ 永明小 ｺﾀﾞｲﾗ ﾘｸﾄ 湖東小

 9 田島 雅也(2) 小学生     13.10  8 荻原 陽樹(2) 小学生     13.23 
ﾀｼﾞﾏ ﾏｻﾔ 玉川小 ｵｷﾞﾊﾗ ﾊﾙｷ 永明小

   1 三浦 那津(2) 小学生 玉川小     10.54 (+1.6)   1   1
   2 宮下 海斗(2) 小学生 玉川小     10.89 (+1.6)   1   2
   3 小山 航志郎(2) 小学生 玉川小     11.08 (0.0)   2   1
   4 越田 歩夢(2) 小学生 豊平小     11.26 (+1.6)   1   3
   5 大里 生蕗(2) 小学生 永明小     11.32 (0.0)   2   2
   6 宮之尾 駿(2) 小学生 永明小     11.36 (0.0)   2   3
   6 佐藤 健眞(2) 小学生 湖東小     11.36 (0.0)   2   4
   8 牛山 海斗(2) 小学生 湖東小     11.37 (+1.6)   1   4
   9 伏見 光生(2) 小学生 永明小     11.42 (+1.6)   1   5
  10 清水 瑠悟(2) 小学生 湖東小     11.46 (+1.6)   1   6
  11 鷲尾清龍(3) 小学生 金沢小     11.54 (0.0)   2   5
  12 山本 一輝(2) 小学生 玉川小     11.61 (0.0)   2   6
  13 竹村 悠(2) 小学生 永明小     11.69 (+1.6)   1   7
  14 小平 陸斗(2) 小学生 湖東小     11.97 (0.0)   2   7
  15 田島 雅也(2) 小学生 玉川小     13.10 (+1.6)   1   9
  16 荻原 陽樹(2) 小学生 永明小     13.23 (0.0)   2   8

決勝 7月26日 12:05

   1 岡戸 獅門(1) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     11.73 (+1.6)   1
   2 窪田 琉真(2) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     11.91 (0.0)   2   1
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順位 No. 氏  名



決勝 7月26日 10:25

大会新(GR)          16.36

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +1.5

 1 多田 夏音(3) 小学生     16.64  1 河西 大地(3) 小学生     16.77 
ﾀﾀﾞ ｶｵﾄ 湖東小 ｶｻｲ ﾀﾞｲﾁ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 中込 奏太(3) 小学生     17.46  2 滝澤 陽哉(3) 小学生     16.86 
ﾅｶｺﾞﾐ ｿｳﾀ 湖東小 ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙﾔ 宮川小

 3 河合 倖芽(3) 小学生     17.49  3 渡辺 向希(3) 小学生     16.97 
ｶﾜｲ ｸｳｶﾞ 湖東小 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 北山小

 4 平林龍友(3) 小学生     17.89  4 岡村 城嗣(3) 小学生     17.05 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼﾘｭｳ 金沢小 ｵｶﾑﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ 玉川小

 5 小平大翔(3) 小学生     17.90  5 渡辺 映多(3) 小学生     18.19 
ｺﾀﾞｲﾗﾊﾙﾄ 金沢小 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲﾀ 北山小

 6 朝倉 万優(3) 小学生     18.59  6 伊藤 雪哉(3) 小学生     18.41 
ｱｻｸﾗ ﾏﾋﾛ 北山小 ｲﾄｳ ﾕｷﾔ 宮川小

 7 長田 遼哉(3) 小学生     18.70  7 平田 勝梧(3) 小学生     18.72 
ﾅｶﾞﾀ ﾘｮｳﾔ 永明小 ﾋﾗﾀ ｼｮｳｺﾞ 永明小

 8 中山翔(3) 小学生     19.09 
ﾅｶﾔﾏｼｮｳ 金沢小

   1 多田 夏音(3) 小学生 湖東小     16.64 (+0.5)   1   1
   2 河西 大地(3) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     16.77 (+1.5)   2   1
   3 滝澤 陽哉(3) 小学生 宮川小     16.86 (+1.5)   2   2
   4 渡辺 向希(3) 小学生 北山小     16.97 (+1.5)   2   3
   5 岡村 城嗣(3) 小学生 玉川小     17.05 (+1.5)   2   4
   6 中込 奏太(3) 小学生 湖東小     17.46 (+0.5)   1   2
   7 河合 倖芽(3) 小学生 湖東小     17.49 (+0.5)   1   3
   8 平林龍友(3) 小学生 金沢小     17.89 (+0.5)   1   4
   9 小平大翔(3) 小学生 金沢小     17.90 (+0.5)   1   5
  10 渡辺 映多(3) 小学生 北山小     18.19 (+1.5)   2   5
  11 伊藤 雪哉(3) 小学生 宮川小     18.41 (+1.5)   2   6
  12 朝倉 万優(3) 小学生 北山小     18.59 (+0.5)   1   6
  13 長田 遼哉(3) 小学生 永明小     18.70 (+0.5)   1   7
  14 平田 勝梧(3) 小学生 永明小     18.72 (+1.5)   2   7
  15 中山翔(3) 小学生 金沢小     19.09 (+0.5)   1   8
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決勝 7月26日 10:45

大会新(GR)          14.60

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 -0.1

 1 矢島 楓紀(4) 小学生     16.49  1 柳澤 海斗(4) 小学生     15.22 
ﾔｼﾞﾏ ﾌｳｷ 玉川小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｲﾄ 北山小

 2 伊藤 響(4) 小学生     17.03  2 中村 光(4) 小学生     16.25 
ｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 湖東小 ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾙ 北山小

 3 伊藤 魁(4) 小学生     17.07  3 細田 和生(4) 小学生     16.28 
ｲﾄｳ ｶｲ 湖東小 ﾎｿﾀ ﾞｶｽﾞｷ 玉川小

 4 藤森寿馬(4) 小学生     17.53  4 伊藤 良真(4) 小学生     16.40 
ﾌｼﾞﾓﾘｶｽﾞﾏ 金沢小 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 宮川小

 5 宮下  煌(4) 小学生     17.85  5 牛山 陽仁(4) 小学生     17.76 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳ 湖東小 ｳｼﾔﾏ ｱｷﾄ 豊平小
利根川 俊哉(4) 小学生
ﾄﾈｶﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 玉川小

   1 柳澤 海斗(4) 小学生 北山小     15.22 (-0.1)   2   1
   2 中村 光(4) 小学生 北山小     16.25 (-0.1)   2   2
   3 細田 和生(4) 小学生 玉川小     16.28 (-0.1)   2   3
   4 伊藤 良真(4) 小学生 宮川小     16.40 (-0.1)   2   4
   5 矢島 楓紀(4) 小学生 玉川小     16.49 (+0.9)   1   1
   6 伊藤 響(4) 小学生 湖東小     17.03 (+0.9)   1   2
   7 伊藤 魁(4) 小学生 湖東小     17.07 (+0.9)   1   3
   8 藤森寿馬(4) 小学生 金沢小     17.53 (+0.9)   1   4
   9 牛山 陽仁(4) 小学生 豊平小     17.76 (-0.1)   2   5
  10 宮下  煌(4) 小学生 湖東小     17.85 (+0.9)   1   5
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決勝 7月26日 11:05

大会新(GR)          14.10

風速 +2.5

 1 矢島 壮野(5) 小学生     14.98 
ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 玉川小

 2 関 太陽(5) 小学生     15.07 
ｾｷ ﾀｲﾖｳ 湖東小

 3 岩波 健太(5) 小学生     15.13 
ｲﾜﾅﾐ ｹﾝﾀ 玉川小

 4 宮下 龍之介(5) 小学生     15.42 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 玉川小

 5 川崎 友徳(5) 小学生     15.91 
ｶﾜｻｷ ﾄﾓﾉﾘ 湖東小

 6 佐藤 笙羽(5) 小学生     15.99 
ｻﾄｳ ｼｮｳﾊ 宮川小

 7 戸島 悠翔(5) 小学生     16.08 
ﾄｼﾏ ﾕｳﾄ 湖東小

 8 小沢晃大(5) 小学生     16.23 
ｵｻﾞﾜｺｳﾀﾞｲ 金沢小

 9 増田光月(5) 小学生     16.25 
ﾏｽﾀﾞｺｳｷ 金沢小
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決勝 7月26日 11:25

大会新(GR)          13.35

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +0.5

 1 藤木 敬士(6) 小学生     14.29  1 伊東 慶人(6) 小学生     14.16 
ﾌｼﾞｷ ｹｲｼ 湖東小 ｲﾄｳ ｹｲﾄ 泉野小

 2 小平 威吹(6) 小学生     15.40  2 岩波 克飛(6) 小学生     14.20 
ｺﾀﾞｲﾗ ｲﾌﾞｷ 湖東小 ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 3 今泉 尊(6) 小学生     16.19  3 小平将斗(6) 小学生     14.59 
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｹﾙ 宮川小 ｺﾀﾞｲﾗﾏｻﾄ 金沢小

 4 河合 生稀(6) 小学生     16.20  4 北澤 弘都(6) 小学生     14.92 
ｶﾜｲ ｲﾌﾞｷ 湖東小 ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 北山小

 5 五味 瑞輝(6) 小学生     16.58  5 天野 建治(6) 小学生     15.08 
ｺﾞﾐ ﾐｽﾞｷ 宮川小 ｱﾏﾉ ｹﾝｼﾞ 北山小

 6 宮下 渉(6) 小学生     17.06  6 木村 望夢(6) 小学生     15.37 
ﾐﾔｼﾀ ﾜﾀﾙ 湖東小 ｷﾑﾗ ﾉｿﾞﾑ 玉川小

   1 伊東 慶人(6) 小学生 泉野小     14.16 (+0.5)   2   1
   2 岩波 克飛(6) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     14.20 (+0.5)   2   2
   3 藤木 敬士(6) 小学生 湖東小     14.29 (+1.2)   1   1
   4 小平将斗(6) 小学生 金沢小     14.59 (+0.5)   2   3
   5 北澤 弘都(6) 小学生 北山小     14.92 (+0.5)   2   4
   6 天野 建治(6) 小学生 北山小     15.08 (+0.5)   2   5
   7 木村 望夢(6) 小学生 玉川小     15.37 (+0.5)   2   6
   8 小平 威吹(6) 小学生 湖東小     15.40 (+1.2)   1   2
   9 今泉 尊(6) 小学生 宮川小     16.19 (+1.2)   1   3
  10 河合 生稀(6) 小学生 湖東小     16.20 (+1.2)   1   4
  11 五味 瑞輝(6) 小学生 宮川小     16.58 (+1.2)   1   5
  12 宮下 渉(6) 小学生 湖東小     17.06 (+1.2)   1   6

決勝 7月26日 11:25

風速 +0.5

 1 岡田 遥人(6) 小学生     14.53 
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 窪田 翔真(5) 小学生     15.50 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
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予選 7月26日 10:10
決勝 7月26日 12:25

大会新(GR)          11.50

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 +0.3

 1 門脇 大(3) 中学生     11.77 q  1 阿部 勇希(2) 中学生     11.78 q
ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾛ 茅野北部 ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 茅野北部

 2 高木 玲緒(2) 中学生     12.77  2 小池 隆也(3) 中学生     12.01 q
ﾀｶｷﾞ ﾚｵ 茅野東部 ｺｲｹ ﾀｶﾔ 茅野東部

 3 笠原 智哉(2) 中学生     12.87  3 地濃 郁人(2) 中学生     12.87 
ｶｻﾊﾗ ﾄﾓﾔ 永明中 ﾁﾉｳ ｲｸﾄ 長峰中

 4 松本 萌甫(3) 中学生     12.97  4 青木 悠(2) 中学生     12.96 
ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴﾄｼ 長峰中 ｱｵｷ ﾕｳ 永明中

 5 北原 航生(1) 中学生     14.24  5 小松 琉聖(2) 中学生     14.02 
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 長峰中 ｺﾏﾂ ﾘｭｳｾｲ 永明中

 6 川口 祥延(1) 中学生     15.07  6 田中 耀介(2) 中学生     14.19 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ 茅野北部 ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 長峰中

 7 柴田 凌空(1) 中学生     17.25  7 五味 春喜(1) 中学生     15.14 
ｼﾊﾞﾀ ﾘｸ 永明中 ｺﾞﾐ ﾊﾙｷ 茅野東部
三石 剛(2) 中学生
ﾐﾂｲｼ ｺﾞｳ 永明中

[ 3組] 風速 +0.6 [ 4組] 風速 -0.3

 1 田中 龍宗(3) 中学生     11.92 q  1 原田 恒太朗(2) 中学生     12.41 q
ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼｭｳ 茅野東部 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 茅野北部

 2 小林 尚矢(2) 中学生     12.17 q  2 立石 幸祐(2) 中学生     12.73 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 長峰中 ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 長峰中

 3 石山 征雅(3) 中学生     12.67 q  3 佐野 希汐(1) 中学生     12.80 
ｲｼﾔﾏ ｾｲｶﾞ 茅野北部 ｻﾉ ｷｾｷ 茅野東部

 4 伊東 悠磨(3) 中学生     13.60  4 河西 優弥(2) 中学生     14.52 
ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 茅野東部 ｶｻｲ ﾕｳﾔ 長峰中

 5 角丸 豊(2) 中学生     14.06  5 山岸 稜(1) 中学生     15.19 
ｶｸﾏﾙ ﾕﾀｶ 永明中 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳ 永明中

 6 竹村 直紀(2) 中学生     14.13  6 伊藤 涼平(1) 中学生     16.26 
ﾀｹﾑﾗ ﾅｵｷ 永明中 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 永明中

 7 伊藤 浩樹(1) 中学生     15.74 大淵 翔也(2) 中学生
ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 長峰中 ｵｵﾌﾞﾁ ｼｮｳﾔ 永明中

風速 +0.4

 1 門脇 大(3) 中学生     11.65 
ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾛ 茅野北部

 2 阿部 勇希(2) 中学生     11.73 
ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 茅野北部

 3 小池 隆也(3) 中学生     12.00 
ｺｲｹ ﾀｶﾔ 茅野東部

 4 田中 龍宗(3) 中学生     12.04 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼｭｳ 茅野東部

 5 小林 尚矢(2) 中学生     12.21 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 長峰中

 6 原田 恒太朗(2) 中学生     12.33 
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 茅野北部

 7 石山 征雅(3) 中学生     12.62 
ｲｼﾔﾏ ｾｲｶﾞ 茅野北部

 8 立石 幸祐(2) 中学生     12.70 
ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 長峰中

2  7828

3  7856

8  7859

9  7833

4  7877

6  7882

記録／備考
7  7821

5  7835

5  7799
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7  7785

3  7807

1  7870

6  7852

氏  名 所属名 記録／備考
4  7833

3  7865

順 ﾚｰﾝ No.

2  7856

1  7801

5  7798

2  7828

6  7879

4  7882

7  7859

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  7853

4  7871

5  7805

1  7802

2  7877

3  7855

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
6  7835

7  7780

5  7800

6  7862

4  7812

3  7797

2  7848

1  7883

中学男子

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

記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
8  7821



決勝 7月26日 13:05

大会新  (GR )     1,09.42

 1 中村 雅哉 一般     59.56 
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 茅野市陸協

決勝 7月26日 13:05

大会新(GR)          55.91

 1 宮坂 空(3) 中学生     54.25 
ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 茅野北部

 2 小松 翔(3) 中学生     56.99 
ｺﾏﾂ ｶｹﾙ 茅野北部

 3 伊藤  輝(3) 中学生     57.99 
ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 茅野東部

 4 高木 玲緒(2) 中学生     58.22 
ﾀｶｷﾞ ﾚｵ 茅野東部

 5 立石 幸祐(2) 中学生     58.96 
ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 長峰中

 6 小沢 拓也(3) 中学生   1,06.51 
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 長峰中

 7 五味 春喜(1) 中学生   1,14.46 
ｺﾞﾐ ﾊﾙｷ 茅野東部

中学男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  7819

大会新
4  7825

 7847

3  7876

1  7883

8    62
大会新

5  7871

6  7856

2

30歳以上男子

400m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月26日  8:55

大会新(GR)          16.44

風速 +0.6

 1 小池 隆也(3) 中学生     16.07 
ｺｲｹ ﾀｶﾔ 茅野東部

 2 笠原 智哉(2) 中学生     18.96 
ｶｻﾊﾗ ﾄﾓﾔ 永明中

 3 小林 城(3) 中学生     19.39 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳ 茅野北部

 4 立石 幸祐(2) 中学生     19.41 
ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 長峰中

 5 門脇 大(3) 中学生     20.74 
ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾛ 茅野北部

 6 角丸 豊(2) 中学生     22.42 
ｶｸﾏﾙ ﾕﾀｶ 永明中

決勝 7月26日  9:10

大会新  (GR )       13.29

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 +1.6

 1 本多 悠渡(6) 小学生     15.03  1 北澤 弘都(6) 小学生     14.80 
ﾎﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 湖東小 ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 北山小

 2 両角 太一(6) 小学生     17.91  2 石山 純雅(6) 小学生     19.08 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾀｲﾁ 北山小 ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｶﾞ 湖東小

 3 鷲尾飛鷹(5) 小学生     18.00 
ﾜｼｵﾋﾀﾞｶ 金沢小

   1 北澤 弘都(6) 小学生 北山小     14.80 (+1.6)   2   1
   2 本多 悠渡(6) 小学生 湖東小     15.03 (-0.8)   1   1
   3 両角 太一(6) 小学生 北山小     17.91 (-0.8)   1   2
   4 鷲尾飛鷹(5) 小学生 金沢小     18.00 (-0.8)   1   3
   5 石山 純雅(6) 小学生 湖東小     19.08 (+1.6)   2   2

6  7821

3  7801

4  7820

2  7856

5  7877
大会新

7  7797

中学男子

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

備考 組 順位

  182
  216

  254
  226
  262

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

3

所属名 記録／備考
2   254

3   216

氏  名

  182

順 ﾚｰﾝ No.
2   226

4   262

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



決勝 7月26日  9:40

 1 中村 雅哉 一般   2,13.92 
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 茅野市陸協

決勝 7月26日  9:40

大会新(GR)        2,05.47

 1 小松 翔(3) 中学生   2,10.18 
ｺﾏﾂ ｶｹﾙ 茅野北部

 2 清水 冬威(3) 中学生   2,12.25 
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｲ 茅野東部

 3 黒澤 友哉(2) 中学生   2,17.36 
ｸﾛｻﾜ ﾄﾓﾔ 長峰中

 4 二見 優輝(1) 中学生   2,21.93 
ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ 永明中

 5 利根川大悟(3) 中学生   2,31.44 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 茅野東部

 6 鷹左右 侑生(2) 中学生   2,36.66 
ﾀｶｿｳ ﾕｳｷ 永明中

 7 國谷 真ノ介(1) 中学生   2,40.99 
ｸﾆﾔ ｼﾝﾉｽｹ 長峰中

 8 村上 智哉(1) 中学生   2,57.68 
ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔ 永明中
小松 祥也(3) 中学生
ｺﾏﾂ ｼｮｳﾔ 長峰中

30歳以上男子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
10    62

8  7849
欠場

2  7861

9  7783

7  7878

3  7806

6  7857

1  7809

4  7825

5  7880

中学男子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月26日 13:20

大会新(GR)        3,18.55

 1 由澤 汐七(6) 小学生   3,29.14 
ﾖｼｻﾞﾜ ｾﾅ 宮川小

 2 岩波 克飛(6) 小学生   3,30.37 
ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 3 小島星也(6) 小学生   3,35.68 
ｺｼﾞﾏｾｲﾔ 金沢小

 4 熊谷 建人 小学生   3,53.26 
ｸﾏｶﾞｲ ｹﾝﾄ 宮川小

 5 上原 翔建(5) 小学生   3,56.06 
ｳｴﾊﾗ ｼｮｳﾀ 湖東小

 6 両角 篤八(4) 小学生   4,05.70 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｱﾂﾔ 北山小

 7 伊藤 良真(4) 小学生   4,07.69 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 宮川小

 8 中野颯太(4) 小学生   4,08.91 
ﾅｶﾉｿｳﾀ 金沢小

 9 小口眞音(3) 小学生   4,10.73 
ｵｸﾞﾁｼﾝﾄ 金沢小

10 小平大翔(3) 小学生   4,11.21 
ｺﾀﾞｲﾗﾊﾙﾄ 金沢小

11 滝澤 陽哉(3) 小学生   4,23.07 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙﾔ 宮川小

12 雨宮 水晶(5) 小学生   4,35.18 
ｱﾒﾐﾔ ﾐｽﾞｷ 宮川小

13 平田 勝梧(3) 小学生   4,41.27 
ﾋﾗﾀ ｼｮｳｺﾞ 永明小
友次 晴(5) 小学生
ﾄﾓﾂｷﾞ ﾊﾙ 北山小

決勝 7月26日 13:20

 1 岡戸 優虎(4) 小学生   3,39.38 
ｵｶﾄﾞ ﾏｻﾄﾗ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

No. 氏  名

欠場

15    50
所属名 記録／備考

小学男子ｵｰﾌﾟﾝ

1000m

決勝

順

7   105

12   260

9    25

10   165

14   170

3   120

1   103

4   175

6   213

8   263

2   168

5   110

11   122

13    54

小学共通男子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月26日 14:05

大会新(GR)          55.60

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 玉川小(A)   156 木村 望夢(6)   1,00.76 

ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳA ｷﾑﾗ ﾉｿﾞﾑ
  130 宮下 龍之介(5)

ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ
  126 岩波 健太(5)

ｲﾜﾅﾐ ｹﾝﾀ
  148 水嶋 叶翔(5)

ﾐｽﾞｼﾏ ｶﾅﾄ
 2   2 北山小(A)   262 両角 太一(6)   1,02.84 

ｷﾀﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳA ﾓﾛｽﾞﾐ ﾀｲﾁ
  249 天野 建治(6)

ｱﾏﾉ ｹﾝｼﾞ
  257 矢島 大誠(6)

ﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲｾｲ
  254 北澤 弘都(6)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ
 3   3 玉川小(B)   158 矢島 壮野(5)   1,03.42 

ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳB ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ
  159 矢島 武流(5)

ﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ
  134 金川 健登(5)

ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝﾄ
  132 牛山 凌(5)

ｳｼﾔﾏ ﾘｮｳ
 4   4 北山小(B)   252 渡辺 向希(3)   1,07.30 

ｷﾀﾔﾏｼｮｳｶﾞｯｺｳB ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ
  259 柳澤 海斗(4)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｲﾄ
  263 両角 篤八(4)

ﾓﾛｽﾞﾐ ｱﾂﾔ
  246 中村 光(4)

ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾙ
 5   1 湖東小(A)   194 橘 虎次郎(4)   1,08.53 

ｺﾋｶﾞｼｼｮｳA ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｼﾞﾛｳ
  214 清水 雅矢(4)

ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾔ
  201 牛山 粋(4)

ｳｼﾔﾏ ｲｷ
  184 伊藤 魁(4)

ｲﾄｳ ｶｲ
 6   6 湖東小(B)   197 宮下  煌(4)   1,09.24 

ｺﾋｶﾞｼｼｮｳB ﾐﾔｼﾀ ｺｳ
  202 牛山 拓海(4)

ｳｼﾔﾏ ﾀｸﾐ
  229 野澤 比呂(4)

ﾉｻﾞﾜ ﾋﾛ
  185 伊藤 響(4)

ｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ
  7 玉川小(C)

ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳC 欠場

小学共通男子

4x100m

決勝



決勝 7月26日 14:15

大会新(GR)          47.78

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 茅野北部(A)    86 小松翔(3)     46.59 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞA ｺﾏﾂ ｶｹﾙ 大会新
   80 阿部勇希(2)

ｱﾍﾞ ﾕｳｷ
   83 原田恒太朗(2)

ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ
   81 宮坂 空(3)

ﾐﾔｻｶ ｿﾗ
 2   7 茅野東部  7870 佐野 希汐(1)     47.96 

ﾁﾉﾄｳﾌﾞ ｻﾉ ｷｾｷ
 7877 小池 隆也(3)

ｺｲｹ ﾀｶﾔ
 7882 田中 龍宗(3)

ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼｭｳ
 7883 高木 玲緒(2)

ﾀｶｷﾞ ﾚｵ
 3   4 長峰中(A)  7856 立石 幸祐(2)     49.41 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳA ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ
 7848 松本 萌甫(3)

ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴﾄｼ
 7855 地濃 郁人(2)

ﾁﾉｳ ｲｸﾄ
 7859 小林 尚矢(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ
 4   2 茅野北部(B)    88 石山征雅(3)     50.96 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞB ｲｼﾔﾏ ｾｲｶﾞ
   89 川口祥延(1)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ
   87 西郷鴻次朗(1)

ｻｲｺﾞｳ ｺｳｼﾞﾛｳ
   92 門脇大(3)

ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾛ
 5   5 永明中(A)  7797 笠原 智哉(2)     51.88 

ｴｲﾒｲﾁｭｳA ｶｻﾊﾗ ﾄﾓﾔ
 7800 三石 剛(2)

ﾐﾂｲｼ ｺﾞｳ
 7805 青木 悠(2)

ｱｵｷ ﾕｳ
 7799 大淵 翔也(2)

ｵｵﾌﾞﾁ ｼｮｳﾔ
 6   3 永明中(B)  7802 小松 琉聖(2)     55.62 

ｴｲﾒｲﾁｭｳB ｺﾏﾂ ﾘｭｳｾｲ
 7798 竹村 直紀(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾅｵｷ
 7801 角丸 豊(2)

ｶｸﾏﾙ ﾕﾀｶ
 7806 鷹左右 侑生(2)

ﾀｶｿｳ ﾕｳｷ
 7   1 永明中(C)  7785 山岸 稜(1)     56.32 

ｴｲﾒｲﾁｭｳC ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳ
 7784 矢崎 智大(1)

ﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ
 7782 小池 勇輝(1)

ｺｲｹ ﾕｳｷ
 7809 二見 優輝(1)

ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ
 8   6 長峰中(B)  7862 北原 航生(1)     56.45 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳB ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ
 7853 田中 耀介(2)

ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ
 7865 伊藤 浩樹(1)

ｲﾄｳ ﾋﾛｷ
 7852 河西 優弥(2)

ｶｻｲ ﾕｳﾔ

中学男子

4x100m

決勝



決勝 7月26日 12:20

大会新(GR)           1.79

笠原 智哉(2) 中学生
ｶｻﾊﾗ ﾄﾓﾔ 永明中
今井 大輔(3) 中学生
ｲﾏｲ ﾀﾞｲｽｹ 長峰中
立石 幸祐(2) 中学生
ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 長峰中
伊藤 浩樹(1) 中学生
ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 長峰中

決勝 7月26日  9:15

大会新  (GR )        4.50

両角 優介(3) 一般
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 国大陸同

決勝 7月26日  9:15

大会新(GR)           4.00

両角 脩(1) 中学生
ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｭｳ 茅野北部

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m20 1m25 備考1m10 1m15 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55
1 4  7797

- - O O O O XO O XO XXX  1.50

2 3  7851
O O O O O O XXO XXX  1.40

3 2  7856
- - O O - - - XXX  1.25

4 1  7865
O XO XXX  1.15

中学男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m60 1m70 備考1m20 1m40 1m80
1 1    93

O O XO XO XXX  1.70

 3.10
1 1   231

O O XO XXX

記録3m10 3m20 備考2m80 3m00

29歳以下男子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 7月26日  8:45

大会新(GR)           3.17

中込 奏太(3) 小学生    X    X   3.03    3.03 
ﾅｶｺﾞﾐ ｿｳﾀ 湖東小   +1.7    +1.7
平林龍友(3) 小学生    X   2.87   2.56    2.87 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼﾘｭｳ 金沢小   +0.8   +0.7    +0.8
中山翔(3) 小学生   2.56    X   2.24    2.56 
ﾅｶﾔﾏｼｮｳ 金沢小   +1.1   +0.3    +1.1
小平大翔(3) 小学生    X    X   2.54    2.54 
ｺﾀﾞｲﾗﾊﾙﾄ 金沢小    0.0     0.0

決勝 7月26日  8:45

大会新(GR)           3.91

柳澤 海斗(4) 小学生   3.52   3.49   3.53    3.53 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｲﾄ 北山小   +0.3   +0.7    0.0     0.0
中村 光(4) 小学生   3.10   3.00   2.83    3.10 
ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾙ 北山小   +0.4   +0.7   +1.2    +0.4
牛山 粋(4) 小学生    X   2.51   3.02    3.02 
ｳｼﾔﾏ ｲｷ 湖東小   +1.2   +0.6    +0.6

決勝 7月26日  8:45

大会新(GR)           4.31

関 太陽(5) 小学生    X   3.71   3.79    3.79 
ｾｷ ﾀｲﾖｳ 湖東小   +0.4   +1.1    +1.1
岩波 健太(5) 小学生   3.64    X   3.66    3.66 
ｲﾜﾅﾐ ｹﾝﾀ 玉川小   +0.9   +0.8    +0.8
宮下 龍之介(5) 小学生    X   2.91   3.62    3.62 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 玉川小   +0.8   +0.5    +0.5
川崎 友徳(5) 小学生    X    X   3.42    3.42 
ｶﾜｻｷ ﾄﾓﾉﾘ 湖東小   +0.3    +0.3
金川 健登(5) 小学生   3.29    X   3.08    3.29 
ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝﾄ 玉川小   +0.8   +0.5    +0.8
矢島 武流(5) 小学生   3.24   3.25   3.11    3.25 
ﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 玉川小   +1.5   +0.2   +0.7    +0.2
宮原 有輝(5) 小学生   2.85   2.94   3.06    3.06 
ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳｷ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ   +0.1   +0.1   +0.7    +0.7
鷲尾飛鷹(5) 小学生    -   2.94    X    2.94 
ﾜｼｵﾋﾀﾞｶ 金沢小   +1.5    +1.5
増田光月(5) 小学生   2.39   2.20   2.33    2.39 
ﾏｽﾀﾞｺｳｷ 金沢小   +1.9    0.0   -0.2    +1.9

決勝 7月26日  8:45

大会新(GR)           4.63

宮坂 仁史(6) 小学生   4.28   4.36    X    4.36 
ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 宮川小   +2.2   +0.7    +0.7
奥谷 祐斗(6) 小学生    X   4.03   4.13    4.13 
ｵｸﾀﾆ ﾕｳﾄ 湖東小   +0.7   +1.3    +1.3
小平将斗(6) 小学生   3.58   3.66   3.80    3.80 
ｺﾀﾞｲﾗﾏｻﾄ 金沢小   +0.3   +1.3   +0.8    +0.8
柴 誠人(6) 小学生   2.94   3.18   3.70    3.70 
ｼﾊﾞ ﾏｻﾄ 湖東小   +1.2   +1.0   +1.7    +1.7
天野 建治(6) 小学生    X   3.05   3.43    3.43 
ｱﾏﾉ ｹﾝｼﾞ 北山小   +0.9   +1.5    +1.5
藤岡 佳秀(6) 小学生    X   3.29   3.34    3.34 
ﾌｼﾞｵｶ ｶｼｭｳ 湖東小   +1.2   +0.2    +0.2
矢島 大誠(6) 小学生   3.14   3.03   2.88    3.14 
ﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲｾｲ 北山小   +2.2   +2.0   +0.4    +2.2

小学6年男子

走幅跳

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

1 7   109
-5-

2 4   187

1   222

3 5   169

4 2   209

7 3   257

9 2   173

5 6   249

6

7 6    95

8 4   182

5 3   134

6 1   159

3 7   130

4 5   218

1 8   190
-5-

2 9   126

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

小学5年男子

走幅跳

決勝
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

3 2   201

1 3   259
-5-

2 1   246

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

小学4年男子

走幅跳

決勝
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

3 1   174

4 3   170

1 4   220
-5-

2 2   179

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

小学3年男子

走幅跳

決勝
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 7月26日 10:40

大会新(GR)           6.51

小池 隆也(3) 中学生   5.68   5.65   5.44   5.62   5.69   5.51    5.69 
ｺｲｹ ﾀｶﾔ 茅野東部   +0.3   +0.2   +1.5   +1.1   +0.5   +0.1    +0.5
田中 龍宗(3) 中学生   5.40    X   5.45   5.42    X    X    5.45 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼｭｳ 茅野東部   +1.2   +2.0   +2.2    +2.0
松本 萌甫(3) 中学生    X   5.10   5.03   4.80    X    X    5.10 
ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴﾄｼ 長峰中   +0.3   +0.1   +1.9    +0.3
町田 恭佑(2) 中学生   4.53    X   4.38    X   4.74    X    4.74 
ﾏﾁﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 永明中   +0.8   +0.6   +0.5    +0.5
佐野 希汐(1) 中学生   4.58   4.73   4.61   4.46   4.54   4.41    4.73 
ｻﾉ ｷｾｷ 茅野東部   +0.9   +0.2   +1.8   +1.2   +1.0   +0.6    +0.2
小沢 拓也(3) 中学生   4.65   4.49   4.39   4.30   4.36   4.41    4.65 
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 長峰中   +1.4    0.0   +0.6   +1.2   +1.4   +0.7    +1.4
小口 巧(3) 中学生   4.28   4.32    X   4.64    X    X    4.64 
ｵｸﾞﾁ ﾀｸ 茅野北部   +1.0   +0.7   +1.2    +1.2
二見 優輝(1) 中学生   4.33   4.17   4.62   4.59   4.28   4.53    4.62 
ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ 永明中   +0.6   +1.4   +0.4   +1.1   +0.1   +1.3    +0.4
矢崎 智大(1) 中学生   4.30   3.96   3.82    4.30 
ﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 永明中   +1.5   +0.3   +1.9    +1.5
小池 勇輝(1) 中学生   3.96   4.04   3.12    4.04 
ｺｲｹ ﾕｳｷ 永明中   +1.6   +0.1   +0.4    +0.1
山岸 稜(1) 中学生   3.47   3.81   3.48    3.81 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳ 永明中    0.0   +0.9   +0.5    +0.9
村上 智哉(1) 中学生   3.63   3.61   3.59    3.63 
ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔ 永明中    0.0   +0.5   +2.1     0.0
田村 紘一(1) 中学生   3.17   3.45   3.07    3.45 
ﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ 永明中   +0.1   +0.2   +0.2    +0.2
伊藤 涼平(1) 中学生   3.16   3.24   3.27    3.27 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 永明中   +0.2    0.0   -0.6    -0.6
柴田 凌空(1) 中学生   2.95   3.11    X    3.11 
ｼﾊﾞﾀ ﾘｸ 永明中    0.0   +1.1    +1.1
原田 恒太朗(2) 中学生 欠場
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 茅野北部
大淵 翔也(2) 中学生 欠場
ｵｵﾌﾞﾁ ｼｮｳﾔ 永明中

中学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 15  7877

-5-

2 16  7882

3 13  7848

4 14  7804

5 11  7870

6 12  7847

7 8  7824

8 7  7809

9 10  7784

10 6  7782

11 4  7785

12 1  7783

13 5  7808

14 3  7807

17  7799

15 2  7780

9  7833



決勝 7月26日 11:00

大会新  (GR )       12.96

井出竜也 小学生
ｲﾃﾞﾀﾂﾔ 金沢小

決勝 7月26日 11:00

大会新(GR)          10.29

寺島 克起(2) 中学生
ﾃﾗｼﾏ ｶﾂｷ 永明中
田中 龍宗(3) 中学生
ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼｭｳ 茅野東部
望月 怜音(3) 中学生
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｵﾝ 茅野東部
田中 耀介(2) 中学生
ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 長峰中

中学男子

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 4  7803

  X  8.28  8.47  8.51  7.76  7.22   8.51 

2 3  7882
 7.13  7.85   -   -   -   -   7.85 

3 1  7875
 6.23  6.64  6.93  7.68   7.68 

4 2  7853
 6.96  7.15  6.98

  X   X   X   8.81 

  7.18  7.18  6.35  6.86

 7.39  7.68

1 1   163
 8.81  8.79   X

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

29歳以下男子

砲丸投(7.260kg)     

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 7月26日 12:30

野澤 比呂(4) 小学生
ﾉｻﾞﾜ ﾋﾛ 湖東小
北澤 弘都(6) 小学生
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 北山小
水嶋 叶翔(5) 小学生
ﾐｽﾞｼﾏ ｶﾅﾄ 玉川小
藤岡 佳秀(6) 小学生
ﾌｼﾞｵｶ ｶｼｭｳ 湖東小
橘 虎次郎(4) 小学生
ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｼﾞﾛｳ 湖東小
石山 純雅(6) 小学生
ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｶﾞ 湖東小
鷲尾飛鷹(5) 小学生
ﾜｼｵﾋﾀﾞｶ 金沢小
柴 誠人(6) 小学生
ｼﾊﾞ ﾏｻﾄ 湖東小
牛山 凌(5) 小学生
ｳｼﾔﾏ ﾘｮｳ 玉川小
天野 建治(6) 小学生
ｱﾏﾉ ｹﾝｼﾞ 北山小
柳澤 海斗(4) 小学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｲﾄ 北山小
矢島 大誠(6) 小学生
ﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲｾｲ 北山小
金川 健登(5) 小学生
ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝﾄ 玉川小
中村 光(4) 小学生
ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾙ 北山小
細田 和生(4) 小学生
ﾎｿﾀ ﾞｶｽﾞｷ 玉川小
多田 夏音(3) 小学生
ﾀﾀﾞ ｶｵﾄ 湖東小
野口 利樹(6) 小学生
ﾉｸﾞﾁ ﾘｷ 湖東小
友次 晴(5) 小学生
ﾄﾓﾂｷﾞ ﾊﾙ 北山小
渡辺 映多(3) 小学生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲﾀ 北山小

決勝 7月26日 12:30

窪田 翔真(5) 小学生
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

小学共通男子

ｳﾞｫｰﾃｯｸｽﾎﾞｰﾙ投

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 8   229

  O 46.51 46.92  46.92 

2 17   254
  O 44.57   O  44.57 

3 18   148
  O   O 42.72  42.72 

4 14   222
  O   O 42.32  42.32 

5 2   194
  O   O 33.52  33.52 

6 4   216
  X 31.85   O  31.85 

7 7   182
  O   O 29.98  29.98 

8 16   209
  O 29.80   O  29.80 

9 13   132
29.48   O   O  29.48 

10 19   249
27.46   O   O  27.46 

11 5   259
  O 26.86   O  26.86 

11 9   257
26.86   O   O  26.86 

13 15   134
  O   O 26.04  26.04 

14 12   246
  O   O 24.82  24.82 

15 11   137
  O   O 24.41  24.41 

16 6   219
  O 22.88 23.54  23.54 

17 10   228
  O   X 23.19  23.19 

18 3   260
  O 21.32   O  21.32 

19 1   251
12.86   O   O  12.86 

 39.10 

小学男子ｵｰﾌﾟﾝ

ｳﾞｫｰﾃｯｸｽﾎﾞｰﾙ投

1 1    56
  O   O 39.10

-3- -4- -5- -6- 記録 備考-1- -2-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
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