
※2015/09/10修正版（修正個所朱書：該当種目小学3.4年100m）

《大会コード　　　１５２００５５０》

期　日　：　平成２７年１０月３日(土）
会　場　：　岡谷市営陸上競技場（岡谷東部中学校庭）

《競技場コード　　　２０４０４０》

記録主任：森　安夫
主　催　：　岡谷市教育委員会/(公財）岡谷市体育協会
　　　　　　  岡谷市陸上競技協会
主　管　：　岡谷市陸上競技協会

グランドコンデション記録

風力測定主任：林　甲市

時刻 天候 気温　℃ 湿度％ 風向 風速 気圧 備　考

9時00分 晴 17.0℃ 45% 南南東 0.2

10時00分 晴 19.5℃ 28% 南 2.0

11時00分 晴 23.5℃ 18% 南東 1.8

12時00分 晴 24.0℃ 19% 南東 1.0

13時00分 晴 25.0℃ 19% 南南西 1.2

14時00分 晴 26.0℃ 16% 南 1.2

この大会で記録された新記録

予・決 記録 所属 従来の記録 備　考
予選 15.73(+1.1) 田中（4） 16.01 大会新
決勝 4.32(+2.0) 神明(6) 4.29 　　〃
決勝 10.97(+1.7) 田中（2） 11.14 　　〃
決勝 10.86(+1.7) 川岸（2） 11.14 　　〃
決勝 2,32.21 長地（2） 2,37.21 　　〃
決勝 16.46(-1.0) 川岸（4） 16.85 　　〃
決勝 16.48(-1.0) 川岸（4） 16.85 　　〃
決勝 3,01.40 岡谷（4） 3,08.90 　　〃
決勝 3,08.47 小井川（4） 3,08.90 　　〃
決勝 2,55.63 神明（3） 3,01.21 　　〃
決勝 3,00.07 田中（4） 3,01.21 　　〃
決勝 3,01.00 小井川（4） 3,01.21 　　〃
決勝 3,33.94 長地（6） 3,44,43 　　〃
決勝 3,40.51 岡谷（6） 3,44,43 　　〃
決勝 3,42.30 田中（6） 3,44,43 　　〃
決勝 4,31.07 岡谷南部(3) 4,45,51 　　〃

決勝 １,06.23 1,06.87 　　〃

小学女子５・６年１０００ｍ 佐藤　希美
中学男子１５００ｍ 佐藤　龍我
小学男子３・４年

4×１００ｍＲ
草間(４）･百瀬（４）村瀬(４)鈴木
（４）

小学男子３・４年８００ｍ 宮坂　志一
小学女子５・６年１０００ｍ 小口　紗弥
小学女子５・６年１０００ｍ 井口　柚

小学女子３・４年８００ｍ 滝沢　愛佳
小学男子３・４年８００ｍ 津田　和樹
小学男子３・４年８００ｍ 武井慶次郎

小学女子３・４年１００ｍ 倉坪　佑衣
小学女子３・４年１００ｍ 小澤　珠里
小学女子３・４年８００ｍ 名和夏乃子

小学女子１・２年6０ｍ 花岡　美桜
小学女子１・２年6０ｍ 関　心乃香

小学女子１・２年６００ｍ 小澤　由愛

小学男子５・６年走幅跳 白木　洸成

第69回岡谷市民陸上競技選手権
第3回岡谷市小学生陸上競技大会

種　　目 氏　　名
小学男子３・４年１００ｍ 山岡　陸兎



第69回岡谷市民陸上選手権大会 兼第3回岡谷市小学生陸上競                          

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】204040  茅野市陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
10/03 一般男子  -1.8 志村 尚士(1) 12.82

100ｍ 高校生･岡谷工
10/03 志村 尚士(1) 4.49(+1.2)

走幅跳 高校生･岡谷工
10/03 中学生男子  -1.8 髙橋 祐哉(2) 12.94 宮澤 喬佑(1) 13.89 中山 晃希(2) 14.52 沓掛 蒼大(1) 15.24

100m 中学生･岡谷北部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷西部中
10/03  +0.7 松田 蓮太郎(2) 26.56 宮澤 喬佑(1) 29.42 菊池 優太(2) 31.37

200m 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷南部中
10/03 佐藤 龍我(3) 4,31.07 巻渕 勇人(2) 5,14.54 中島 優太(2) 5,14.79 金澤 斗哉(2) 5,25.62 國井 駿太(1) 5,38.73 神通川 和也(2) 5,52.95 濵 慶祐(2) 6,04.69 小松 隼人(1) 6,22.07

1500m 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷西部中
10/03 宮澤 薫(2) 11,15.07

3000m 中学生･岡谷西部中
10/03 塚田 千紘(2) 1.55 城 慧(2) 1.40

走高跳 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中
10/03 武井 孝史朗(2) 5.32(0.0) 髙橋 祐哉(2) 4.92(0.0) 塚田 千紘(2) 4.65(-1.0) 城 慧(2) 4.53(+2.0) 小平 桜雅(1) 4.27(-1.0) 武井 謙汰(1) 3.95(+2.5) 田中 風馬(1) 3.58(+1.0) 沓掛 蒼大(1) 3.48(+1.2)

走幅跳 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷北部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷西部中
10/03 松田 蓮太郎(2) 7.68 永田 智哉(1) 7.04

砲丸投(5kg） 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中
10/03 岡谷東部中       52.35 岡谷西部中       55.20

4×100mR 宮澤 喬佑(1) 中山 晃希(2)
塚田 千紘(2) 小平 桜雅(1)
城 慧(2) 宮澤 薫(2)
松田 蓮太郎(2) 武井 孝史朗(2)

10/03 小学5･6年男  -1.2 河野 統徳(6) 13.58 吉澤 由真(5) 14.74 矢野 宏典(6) 14.80 浜 照瑛(6) 14.82 今井 晴基(6) 15.15 小口 和真(6) 15.46 壬生 新(5) 15.81
100m 小学生･才教学園小 小学生･長地小 小学生･川岸小 小学生･神明小 小学生･神明小 小学生･神明小 小学生･小井川小

10/03 佐藤 直也(6) 3,33.20 曽根 凌駕(5) 3,44.99 西山 晃生(6) 3,51.35 藤森 大斗(6) 3,55.26 篠原 良粋(6) 3,58.17 笠原 渉(6) 4,14.55 説田 祐貴(5) 4,19.29 岡村 将希(5) 4,38.56
1000m 小学生･田中小 小学生･小井川小 小学生･神明小 小学生･岡谷小 小学生･長地小 小学生･上の原小 小学生･岡谷小 小学生･岡谷小

10/03 小口 伸太郎(6) 1.20 山田 凱斗(5) 1.15
走高跳 小学生･長地小 小学生･長地小

10/03 白木 洸成(6) 4.32(+2.0) 今井 康介(6) 3.73(+1.2) 笠原 淳平(6) 3.71(+1.2) 浜 忍斗(6) 3.52(+0.2) 川口 大希(6) 3.44(+2.0) 後藤 蒼巳(6) 3.38(+1.2) 辛 広輝(5) 3.00(+1.0)
走幅跳 小学生･神明小 小学生･神明小 小学生･小井川小 小学生･神明小 小学生･小井川小 小学生･神明小 小学生･田中小

10/03 神明小     1,01.42 小井川小     1,05.09 岡谷小     1,11.70
4×100mR 今井 晴基(6) 笠原 淳平(6) 説田 祐貴(5)

小口 和真(6) 壬生 新(5) 岡村 将希(5)
浜 忍斗(6) 曽根 凌駕(5) 林 俊太朗(5)
今井 康介(6) 川口 大希(6) 伊藤 晴希(5)

10/03 小学3･4年男  -0.5 山岡 陸兎(4) 16.32 田村 琉信(4) 16.89 日室 佑輔(3) 16.99 原 和真(4) 17.08 鈴木 孝介(4) 17.09 菊池 啓人(4) 小学生･田中小 17.30
100m 小学生･田中小 小学生･長地小 小学生･神明小 小学生･田中小 小学生･岡谷小 小達 瑞生(4) 小学生･神明小

10/03 津田 和樹(3) 2,55.63 武井 慶次郎(4) 3,00.07 宮坂 志一(4) 3,01.00 村瀬 貴哉(4) 3,04.11 宮澤 真成(3) 3,07.70 落合 秀人(3) 3,09.04 滝沢 大和(3) 3,11.28 西澤 拓(4) 3,15.25
800m 小学生･神明小 小学生･田中小 小学生･小井川小 小学生･岡谷小 小学生･神明小 小学生･上の原小 小学生･小井川小 小学生･岡谷小

10/03 森 悠人(3) 2.80(0.0) 山杢 春真(4) 2.67(+1.0) 掛川 博也(3) 2.64(+1.0)
走幅跳 小学生･小井川小 小学生･小井川小 小学生･神明小

10/03 田中小(A)     1,06.23 岡谷小(A)     1,08.21 田中小(B)     1,08.80 小井川小     1,08.93 岡谷小(B)     1,10.62 神明小(A)     1,10.70 神明小(C)     1,14.73 神明小(B)     1,15.35
4×100mR 原 和真(4) 草間 昌太(4) 八幡 昂樹(4) 滝沢 大和(3) 大池 慎太郎(4) 宮澤 真成(3) 池田 大地(4) 掛川 博也(3)

濵 愛十(4) 百瀬 瑛太(4) 小口 依吹(4) 森 悠人(3) 熊谷 凰貴(4) 丸山 絆希(3) 中田 晴斗(4) 河口 碧真(3)
菊池 啓人(4) 村瀬 貴哉(4) 小口 倭(4) 吉田 颯仁(3) 笠原 佑斗(4) 津田 和樹(3) 小達 瑞生(4) 秦 緑良(3)
山岡 陸兎(4) 鈴木 孝介(4) 武井 慶次郎(4) 宮坂 志一(4) 西澤 拓(4) 日室 佑輔(3) 早出 拓(4) 小島 蒼葉(3)

10/03 小学1･2年男 小口 陽喜(2) 10.85 山岡 琉維(2) 10.86 吉原 和哉(2) 11.06 山口 慧陽(2) 11.19 白鳥 広太郎(2) 11.24 中西 春仁(2) 11.31 山崎 玄琉(2) 11.34 大橋 一太(2) 11.38
60m 小学生･田中小 小学生･田中小 小学生･川岸小 小学生･長地小 小学生･小井川小 小学生･長地小 小学生･川岸小 小学生･川岸小

10/03 馬場 志高(2) 2,24.56 小松 和滉(1) 2,25.62 林 龍次郎(2) 2,29.00 横山 雄大(2) 2,30.82 五味 慎之助(2) 2,31.27 齊藤 維吹(2) 2,35.53 武居 佑都(1) 2,37.13 矢沢 遼馬(2) 2,38.10
600m 小学生･田中小 小学生･長地小 小学生･岡谷小 小学生･長地小 小学生･湊小 小学生･川岸小 小学生･神明小 小学生･長地小



決勝 10月3日 12:10

風速 -1.8

 1 志村 尚士(1) 高校生     12.82 
ｼﾑﾗ ﾋｻｼ 岡谷工

決勝 10月3日 10:30

志村 尚士(1) 高校生   4.49   4.42   4.32    X   3.72    -    4.49 
ｼﾑﾗ ﾋｻｼ 岡谷工   +1.2    0.0    0.0    0.0   -1.0    +1.2

6   356

備考-6-

一般男子

走幅跳

決勝

氏  名 -1- 記録-5-所属名

一般男子

100ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1 1   356
-3- -4--2-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 10月3日 12:10

大会新              11.50
諏訪新              10.85

風速 -1.8

 1 髙橋 祐哉(2) 中学生     12.94 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 岡谷北部中

 2 宮澤 喬佑(1) 中学生     13.89 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 岡谷東部中

 3 中山 晃希(2) 中学生     14.52 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ 岡谷西部中

 4 沓掛 蒼大(1) 中学生     15.24 
ｸﾂｶｹ ｿｳﾀﾞｲ 岡谷西部中

決勝 10月3日 10:45

大会新              24.60
諏訪新              21.92

風速 +0.7

 1 松田 蓮太郎(2) 中学生     26.56 
ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中

 2 宮澤 喬佑(1) 中学生     29.42 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 岡谷東部中

 3 菊池 優太(2) 中学生     31.37 
ｷｸﾁ ﾕｳﾀ 岡谷南部中

決勝 10月3日 12:55

大会新            4,45.51
諏訪新            4,06.11

 1 佐藤 龍我(3) 中学生   4,31.07 
ｻﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 岡谷南部中

 2 巻渕 勇人(2) 中学生   5,14.54 
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾊﾔﾄ 岡谷南部中

 3 中島 優太(2) 中学生   5,14.79 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 岡谷東部中

 4 金澤 斗哉(2) 中学生   5,25.62 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾄｳﾔ 岡谷東部中

 5 國井 駿太(1) 中学生   5,38.73 
ｸﾆｲ ｼｭﾝﾀ 岡谷西部中

 6 神通川 和也(2) 中学生   5,52.95 
ｼﾞﾝﾂｳｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 岡谷南部中

 7 濵 慶祐(2) 中学生   6,04.69 
ﾊﾏ ｹｲｽｹ 岡谷南部中

 8 小松 隼人(1) 中学生   6,22.07 
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 岡谷西部中

中学生男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

  328

4   302

2   300

中学生男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   355

中学生男子

1500m

4   300

5   334

3   332

3

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   315

8   330
大会新

6   325

4   326

3   303

7   335

2   327

1   337



決勝 10月3日 10:25

大会新            9,57.65
諏訪新            8,56.57

 1 宮澤 薫(2) 中学生  11,15.07 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｵﾙ 岡谷西部中

決勝 10月3日 13:55

大会新              50.46
諏訪新              46.08

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 岡谷東部中   300 宮澤 喬佑(1)     52.35 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ
  301 塚田 千紘(2)

ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ
  323 城 慧(2)

ｼﾞｮｳ ｻﾄﾙ
  302 松田 蓮太郎(2)

ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ
 2   2 岡谷西部中   332 中山 晃希(2)     55.20 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ
  336 小平 桜雅(1)

ｺﾀﾞｲﾗ ｵｳｶﾞ
  333 宮澤 薫(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｵﾙ
  331 武井 孝史朗(2)

ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ

中学生男子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

中学生男子

4×100mR

決勝

1   333



決勝 10月3日 10:30

塚田 千紘(2) 中学生
ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 岡谷東部中
城 慧(2) 中学生
ｼﾞｮｳ ｻﾄﾙ 岡谷東部中
鈴木 駿介(1) 中学生 欠場
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 岡谷西部中

決勝 10月3日 10:30

武井 孝史朗(2) 中学生   5.02   5.32    X   4.97   4.40   5.18    5.32 
ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ 岡谷西部中   +0.2    0.0    0.0   -2.5   +2.0     0.0
髙橋 祐哉(2) 中学生   4.64   4.92   4.71   4.80   4.86   4.79    4.92 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 岡谷北部中   +1.2    0.0   -1.0   -0.2   -0.2    0.0     0.0
塚田 千紘(2) 中学生   3.34   3.80   4.33   4.55   4.65   4.55    4.65 
ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 岡谷東部中   +2.0    0.0    0.0   +1.0   -1.0   +1.0    -1.0
城 慧(2) 中学生   3.19   4.43   4.46   4.23   4.19   4.53    4.53 
ｼﾞｮｳ ｻﾄﾙ 岡谷東部中    0.0    0.0   -0.2    0.0    0.0   +2.0    +2.0
小平 桜雅(1) 中学生    X    X   4.20   4.27    X   3.88    4.27 
ｺﾀﾞｲﾗ ｵｳｶﾞ 岡谷西部中   -1.0   -1.0   -1.5    -1.0
武井 謙汰(1) 中学生   3.50   3.94   3.54   3.58   3.39   3.95    3.95 
ﾀｹｲ ｹﾝﾀ 岡谷西部中   +2.0   +1.2   -1.2    0.0   +0.5   +2.5    +2.5
田中 風馬(1) 中学生   3.53   2.59   2.49   3.58   3.47   3.39    3.58 
ﾀﾅｶ ﾌｳﾏ 岡谷西部中   +0.2    0.0    0.0   +1.0   +1.2    0.0    +1.0
沓掛 蒼大(1) 中学生   3.48    X   3.19    X   3.40   3.25    3.48 
ｸﾂｶｹ ｿｳﾀﾞｲ 岡谷西部中   +1.2    0.0    0.0   -0.2    +1.2
山田 和弥(1) 中学生    X   2.27   2.07    -    -    -    2.27 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 岡谷西部中    0.0   -1.0     0.0

決勝 10月3日 13:00

松田 蓮太郎(2) 中学生
ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中
永田 智哉(1) 中学生
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 岡谷西部中
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決勝 10月3日 11:05

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 -1.2

 1 山岡 琉維(2) 小学生     10.86  1 中西 春仁(2) 小学生     11.31 
ﾔﾏｵｶ ﾙｲ 田中小 ﾅｶﾆｼ ﾊﾙﾋﾄ 長地小

 2 壬生 光(2) 小学生     11.41  2 宮坂 瑛太郎(2) 小学生     11.40 
ﾐﾌﾞ ﾋｶﾙ 小井川小 ﾐﾔｻｶ ｴｲﾀﾛｳ 小井川小

 3 永長 直也(1) 小学生     11.56  3 黒田 聖七(2) 小学生     11.79 
ﾅｶﾞｵｻ ﾅｵﾔ 長地小 ｸﾛﾀﾞ ｾﾅ 神明小

 4 中村 優斗(1) 小学生     11.67  4 田村 蒼晴(1) 小学生     12.20 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 田中小 ﾀﾑﾗ ｿｳｾｲ 長地小

 5 有賀 颯太(2) 小学生     12.31  5 宮澤 悠暖(1) 小学生     12.61 
ｱﾙｶﾞ ｿｳﾀ 長地小 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕﾉﾝ 長地小

 6 白鳥 悠飛(1) 小学生     12.71  6 八木 颯太(1) 小学生     13.03 
ｼﾗﾄﾘ ﾕｳﾄ 田中小 ﾔｷﾞ ｿｳﾀ 岡谷小

 7 宇土 信(1) 小学生     12.72 古川 透也(2) 小学生
ｳﾄﾞ ｼﾝ 神明小 ｺｶﾞﾜ ﾄｳﾔ 小井川小

[ 3組] 風速 -1.2 [ 4組] 風速 -1.4

 1 白鳥 広太郎(2) 小学生     11.24  1 小口 陽喜(2) 小学生     10.85 
ｼﾛﾄﾘ ｺｳﾀﾛｳ 小井川小 ｵｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 田中小

 2 松本 悠聖(2) 小学生     11.41  2 吉原 和哉(2) 小学生     11.06 
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 長地小 ﾖｼﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 川岸小

 3 伊藤 輝星(2) 小学生     11.97  3 山口 慧陽(2) 小学生     11.19 
ｲﾄｳ ｷﾗ 神明小 ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲﾖｳ 長地小

 4 星野 耀喜(2) 小学生     12.00  4 宮下 凌空(1) 小学生     12.37 
ﾎｼﾉ ﾃﾙｷ 小井川小 ﾐﾔｼﾀ ﾘｸ 長地小

 5 勝山 結心(2) 小学生     12.57  5 高林 大地(2) 小学生     12.56 
ｶﾂﾔﾏ ﾕｳｼ 田中小 ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 小井川小

 6 小口 深徳(1) 小学生     12.83  6 酒井 聖直(1) 小学生     12.70 
ｵｸﾞﾁ ﾐﾉﾘ 田中小 ｻｶｲ ｾﾅ 長地小

 7 北島 健伸(1) 小学生     12.86 
ｷﾀｼﾞﾏ ｹﾝｼﾝ 神明小

[ 5組] 風速 -1.5

 1 山崎 玄琉(2) 小学生     11.34 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙ 川岸小

 2 大橋 一太(2) 小学生     11.38 
ｵｵﾊｼ ｲﾁﾀ 川岸小

 3 北川 悠人(2) 小学生     11.58 
ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 田中小

 4 山下 緒珠和(2) 小学生     11.85 
ﾔﾏｼﾀ ｼﾞｮｼｭｱ 小井川小

 5 古川 颯太(1) 小学生     12.22 
ﾌﾙｶﾜ ｿｳﾀ 神明小

 6 林 巧巳(1) 小学生     15.43 
ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 岡谷小
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   1 小口 陽喜(2) 小学生 田中小     10.85 (-1.4)   4   1
   2 山岡 琉維(2) 小学生 田中小     10.86 (-0.2)   1   1
   3 吉原 和哉(2) 小学生 川岸小     11.06 (-1.4)   4   2
   4 山口 慧陽(2) 小学生 長地小     11.19 (-1.4)   4   3
   5 白鳥 広太郎(2) 小学生 小井川小     11.24 (-1.2)   3   1
   6 中西 春仁(2) 小学生 長地小     11.31 (-1.2)   2   1
   7 山崎 玄琉(2) 小学生 川岸小     11.34 (-1.5)   5   1
   8 大橋 一太(2) 小学生 川岸小     11.38 (-1.5)   5   2
   9 宮坂 瑛太郎(2) 小学生 小井川小     11.40 (-1.2)   2   2
  10 壬生 光(2) 小学生 小井川小     11.41 (-0.2)   1   2
  10 松本 悠聖(2) 小学生 長地小     11.41 (-1.2)   3   2
  12 永長 直也(1) 小学生 長地小     11.56 (-0.2)   1   3
  13 北川 悠人(2) 小学生 田中小     11.58 (-1.5)   5   3
  14 中村 優斗(1) 小学生 田中小     11.67 (-0.2)   1   4
  15 黒田 聖七(2) 小学生 神明小     11.79 (-1.2)   2   3
  16 山下 緒珠和(2) 小学生 小井川小     11.85 (-1.5)   5   4
  17 伊藤 輝星(2) 小学生 神明小     11.97 (-1.2)   3   3
  18 星野 耀喜(2) 小学生 小井川小     12.00 (-1.2)   3   4
  19 田村 蒼晴(1) 小学生 長地小     12.20 (-1.2)   2   4
  20 古川 颯太(1) 小学生 神明小     12.22 (-1.5)   5   5
  21 有賀 颯太(2) 小学生 長地小     12.31 (-0.2)   1   5
  22 宮下 凌空(1) 小学生 長地小     12.37 (-1.4)   4   4
  23 高林 大地(2) 小学生 小井川小     12.56 (-1.4)   4   5
  24 勝山 結心(2) 小学生 田中小     12.57 (-1.2)   3   5
  25 宮澤 悠暖(1) 小学生 長地小     12.61 (-1.2)   2   5
  26 酒井 聖直(1) 小学生 長地小     12.70 (-1.4)   4   6
  27 白鳥 悠飛(1) 小学生 田中小     12.71 (-0.2)   1   6
  28 宇土 信(1) 小学生 神明小     12.72 (-0.2)   1   7
  29 小口 深徳(1) 小学生 田中小     12.83 (-1.2)   3   6
  30 北島 健伸(1) 小学生 神明小     12.86 (-1.2)   3   7
  31 八木 颯太(1) 小学生 岡谷小     13.03 (-1.2)   2   6
  32 林 巧巳(1) 小学生 岡谷小     15.43 (-1.5)   5   6
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決勝 10月3日 11:35

 1 馬場 志高(2) 小学生   2,24.56 
ﾊﾞﾊﾞ ｼｺｳ 田中小

 2 小松 和滉(1) 小学生   2,25.62 
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾋﾛ 長地小

 3 林 龍次郎(2) 小学生   2,29.00 
ﾊﾔｼ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ 岡谷小

 4 横山 雄大(2) 小学生   2,30.82 
ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 長地小

 5 五味 慎之助(2) 小学生   2,31.27 
ｺﾞﾐ ｼﾝﾉｽｹ 湊小

 6 齊藤 維吹(2) 小学生   2,35.53 
ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 川岸小

 7 武居 佑都(1) 小学生   2,37.13 
ﾀｹｲ ﾕｳﾄ 神明小

 8 矢沢 遼馬(2) 小学生   2,38.10 
ﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 長地小

 9 上田 悠悟(1) 小学生   2,38.30 
ｳｴﾀﾞ ﾕｳｺﾞ 神明小

10 今井 力心寿(1) 小学生   2,40.58 
ｲﾏｲ ﾘｷﾄ 神明小

11 森川 瑛斗(1) 小学生   2,41.47 
ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾄ 神明小

12 石田 和崇(2) 小学生   2,41.51 
ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 長地小

13 岡田 和馬(1) 小学生   2,48.21 
ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 田中小

14 赤羽 結惺(2) 小学生   2,49.52 
ｱｶﾊﾈ ﾕｳｾｲ 岡谷小

15 小島 健太郎(2) 小学生   2,51.71 
ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 岡谷小

16 笠原 悠司(1) 小学生   2,52.44 
ｶｻﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 岡谷小

17 澁谷 朋也(2) 小学生   3,49.03 
ｼﾌﾞﾔ ﾄﾓﾔ 長地小
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予選 10月3日  9:55
決勝 10月3日 11:50

大会新              16.01

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +1.1

 1 小達 瑞生(4) 小学生     16.78 q  1 山岡 陸兎(4) 小学生     15.73 q
ｺﾀﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 神明小 ﾔﾏｵｶ ﾘｸﾄ 田中小

 2 八幡 昂樹(4) 小学生     17.08  2 日室 佑輔(3) 小学生     16.69 q
ﾔﾊﾀ ｺｳｷ 田中小 ﾋﾑﾛ ﾕｳｽｹ 神明小

 3 中島 健登(4) 小学生     17.12  3 鈴木 孝介(4) 小学生     16.86 q
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾄ 川岸小 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 岡谷小

 4 草間 昌太(4) 小学生     17.66  4 濵 愛十(4) 小学生     17.01 
ｸｻﾏ ｼｮｳﾀ 岡谷小 ﾊﾏ ｱｲﾄ 田中小

 5 吉田 颯仁(3) 小学生     17.92  5 小口 倭(4) 小学生     17.43 
ﾖｼﾀﾞ ｿﾆｰ 小井川小 ｵｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ 田中小

 6 河口 碧真(3) 小学生     19.68  6 向山 皓大(4) 小学生     17.87 
ｶﾜｸﾞﾁ ｱｵﾏ 神明小 ﾑｶｲﾔﾏ ｺｳﾀ 川岸小

 7 中田 晴斗(4) 小学生     21.05  7 関 温真(4) 小学生     18.00 
ﾅｶﾀ ﾊﾙﾄ 神明小 ｾｷ ﾊﾙﾏ 川岸小

[ 3組] 風速 +0.8 [ 4組] 風速 +0.4

 1 田村 琉信(4) 小学生     16.70 q  1 原 和真(4) 小学生     16.82 q
ﾀﾑﾗ ﾘｭｳｼﾝ 長地小 ﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 田中小

 2 百瀬 瑛太(4) 小学生     17.27  2 菊池 啓人(4) 小学生     16.87 q
ﾓﾓｾ ｴｲﾀ 岡谷小 ｷｸﾁ ｹｲﾄ 田中小

 3 池田 大地(4) 小学生     17.61  3 林 峻矢(3) 小学生     17.85 
ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 神明小 ﾊﾔｼ ｼｭﾝﾔ 岡谷小

 4 小島 蒼葉(3) 小学生     17.68  4 山岡 璃玖(3) 小学生     18.42 
ｺｼﾞﾏ ｱｵﾊﾞ 神明小 ﾔﾏｵｶ ﾘｸ 神明小

 5 吉越 匠海(4) 小学生     18.43  5 早出 拓(4) 小学生     18.54 
ﾖｼｺﾞｴ ﾀｸﾐ 川岸小 ｿｳﾃﾞ  ﾀｸ 神明小

 6 平井 隼人(3) 小学生     23.63  6 宮澤 豪汰(3) 小学生     18.74 
ﾋﾗｲ ﾊﾔﾄ 神明小 ﾐﾔｻﾞﾜ ｺﾞｳﾀ 長地小
中越 歩(3) 小学生
ﾅｶｺｼ ｱﾕﾑ 神明小

[ 5組] 風速 +0.4

 1 小口 依吹(4) 小学生     16.93 
ｵｸﾞﾁ ｲﾌﾞｷ 田中小

 2 比賀 大貴(3) 小学生     17.42 
ﾋｶﾞ ﾀｲｷ 田中小

 3 三澤 煌明(4) 小学生     17.62 
ﾐｻﾜ ｺｳﾒｲ 川岸小

 4 茅野 緑杜(4) 小学生     18.79 
ﾁﾉ ﾘｮｸﾄ 川岸小

 5 坂本 陽琉(3) 小学生     19.42 
ｻｶﾓﾄ ﾊﾙ 田中小

 6 松田 哲弥(3) 小学生     19.48 
ﾏﾂﾀﾞ ﾃﾂﾔ 神明小

風速 -0.5

 1 山岡 陸兎(4) 小学生     16.32 
ﾔﾏｵｶ ﾘｸﾄ 田中小

 2 田村 琉信(4) 小学生     16.89 
ﾀﾑﾗ ﾘｭｳｼﾝ 長地小

 3 日室 佑輔(3) 小学生     17.30 
ﾋﾑﾛ ﾕｳｽｹ 神明小

 4 原 和真(4) 小学生     17.08 
ﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 田中小

 5 鈴木 孝介(4) 小学生     17.09 
ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 岡谷小

 6 菊池 啓人(4) 小学生     17.30 
ｷｸﾁ ｹｲﾄ 田中小

 6 小達 瑞生(4) 小学生     16.99 
ｺﾀﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 神明小
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大会新
5   186

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ No. 氏  名

2   117

1   229

4   247

6   251

3   215

7   195

1   168

6    64

2   250

4   121

5   207

3   154
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学3･4年男子

100m
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所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
7   210

順 ﾚｰﾝ No.



決勝 10月3日 12:25

大会新            3,01.21

 1 津田 和樹(3) 小学生   2,55.63 
ﾂﾀﾞ ｶｽﾞｷ 神明小

 2 武井 慶次郎(4) 小学生   3,00.07 
ﾀｹｲ ｹｲｼﾞﾛｳ 田中小

 3 宮坂 志一(4) 小学生   3,01.00 
ﾐﾔｻｶ ｼﾝｲﾁ 小井川小

 4 村瀬 貴哉(4) 小学生   3,04.11 
ﾑﾗｾ ﾀｶﾔ 岡谷小

 5 宮澤 真成(3) 小学生   3,07.70 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ 神明小

 6 落合 秀人(3) 小学生   3,09.04 
ｵﾁｱｲ ｼｭｳﾄ 上の原小

 7 滝沢 大和(3) 小学生   3,11.28 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ 小井川小

 8 西澤 拓(4) 小学生   3,15.25 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸ 岡谷小

 9 大池 慎太郎(4) 小学生   3,15.62 
ｵｵｲｹ ｼﾝﾀﾛｳ 岡谷小

10 笠原 佑斗(4) 小学生   3,15.87 
ｶｻﾊﾗ ﾕｳﾄ 岡谷小

11 井口 蓮(3) 小学生   3,18.34 
ｲｸﾞﾁ ﾚﾝ 岡谷小

12 秦 緑良(3) 小学生   3,24.62 
ﾊﾀ ﾛｸﾛｳ 神明小

13 中島 海綺(3) 小学生   3,26.03 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲｷ 川岸小

14 濵 蒼真(3) 小学生   3,26.76 
ﾊﾏ ｿｳﾏ 岡谷小

15 野村 崇人(3) 小学生   3,29.80 
ﾉﾑﾗ ﾀｶﾄ 上の原小

16 今井 太惺(3) 小学生   3,33.42 
ｲﾏｲ ﾀｲｾｲ 小井川小

5    62

16    86

9   245

2   113

11   162

8   124

12   112

4   123

1    61

10   118

14    85

6   119

3   184

大会新
13    66

大会新

大会新
7   228

15   177

小学3･4年男子

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月3日 13:35

大会新            1,06.87

[ 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   4 岡谷小(A)   121 草間 昌太(4)   1,08.21  1   3 田中小(A)   226 原 和真(4)   1,06.23 

ｵｶﾔｼｮｳA ｸｻﾏ ｼｮｳﾀ ﾀﾅｶｼｮｳA ﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 大会新
  115 百瀬 瑛太(4)   215 濵 愛十(4)

ﾓﾓｾ ｴｲﾀ ﾊﾏ ｱｲﾄ
  119 村瀬 貴哉(4)   216 菊池 啓人(4)

ﾑﾗｾ ﾀｶﾔ ｷｸﾁ ｹｲﾄ
  117 鈴木 孝介(4)   210 山岡 陸兎(4)

ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ ﾔﾏｵｶ ﾘｸﾄ
 2   3 田中小(B)   207 八幡 昂樹(4)   1,08.80  2   5 小井川小    61 滝沢 大和(3)   1,08.93 

ﾀﾅｶｼｮｳB ﾔﾊﾀ ｺｳｷ ｵｲｶﾜｼｮｳ ﾀｷｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ
  227 小口 依吹(4)    63 森 悠人(3)

ｵｸﾞﾁ ｲﾌﾞｷ ﾓﾘ ﾕｳﾄ
  229 小口 倭(4)    64 吉田 颯仁(3)

ｵｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ ﾖｼﾀﾞ ｿﾆｰ
  228 武井 慶次郎(4)    66 宮坂 志一(4)

ﾀｹｲ ｹｲｼﾞﾛｳ ﾐﾔｻｶ ｼﾝｲﾁ
 3   2 岡谷小(B)   123 大池 慎太郎(4)   1,10.62  3   2 神明小(C)   153 池田 大地(4)   1,14.73 

ｵｶﾔｼｮｳB ｵｵｲｹ ｼﾝﾀﾛｳ ｼﾝﾒｲｼｮｳC ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ
  139 熊谷 凰貴(4)   168 中田 晴斗(4)

ｸﾏｶﾞｲ ｵｳｷ ﾅｶﾀ ﾊﾙﾄ
  124 笠原 佑斗(4)   154 小達 瑞生(4)

ｶｻﾊﾗ ﾕｳﾄ ｺﾀﾞﾁ ﾐｽﾞｷ
  118 西澤 拓(4)   178 早出 拓(4)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸ ｿｳﾃﾞ  ﾀｸ
 4   5 神明小(A)   184 宮澤 真成(3)   1,10.70  4   4 神明小(B)   159 掛川 博也(3)   1,15.35 

ｼﾝﾒｲｼｮｳA ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ ｼﾝﾒｲｼｮｳB ｶｹｶﾞﾜ ﾋﾛﾔ
  198 丸山 絆希(3)   195 河口 碧真(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｷｽﾞｷ ｶﾜｸﾞﾁ ｱｵﾏ
  177 津田 和樹(3)   162 秦 緑良(3)

ﾂﾀﾞ ｶｽﾞｷ ﾊﾀ ﾛｸﾛｳ
  186 日室 佑輔(3)   182 小島 蒼葉(3)

ﾋﾑﾛ ﾕｳｽｹ ｺｼﾞﾏ ｱｵﾊﾞ

小学3･4年男子

4×100mR

決勝



   1 田中小(A)   1,06.23 大会新 原 和真(4) 濵 愛十(4) 菊池 啓人(4) 山岡 陸兎(4)   2   1
   2 岡谷小(A)   1,08.21 草間 昌太(4) 百瀬 瑛太(4) 村瀬 貴哉(4) 鈴木 孝介(4)   1   1
   3 田中小(B)   1,08.80 八幡 昂樹(4) 小口 依吹(4) 小口 倭(4) 武井 慶次郎(4)   1   2
   4 小井川小   1,08.93 滝沢 大和(3) 森 悠人(3) 吉田 颯仁(3) 宮坂 志一(4)   2   2
   5 岡谷小(B)   1,10.62 大池 慎太郎(4) 熊谷 凰貴(4) 笠原 佑斗(4) 西澤 拓(4)   1   3
   6 神明小(A)   1,10.70 宮澤 真成(3) 丸山 絆希(3) 津田 和樹(3) 日室 佑輔(3)   1   4
   7 神明小(C)   1,14.73 池田 大地(4) 中田 晴斗(4) 小達 瑞生(4) 早出 拓(4)   2   3
   8 神明小(B)   1,15.35 掛川 博也(3) 河口 碧真(3) 秦 緑良(3) 小島 蒼葉(3)   2   4

ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

4×100mR
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2

小学3･4年男子

ｵｰﾀﾞｰ3



予選 10月3日 10:15
決勝 10月3日 12:00

大会新              13.46

[ 1組] 風速 +1.9 [ 2組] 風速 +0.6

 1 今井 晴基(6) 小学生     15.02 q  1 河野 統徳(6) 小学生     13.61 q
ｲﾏｲ ﾊﾙｷ 神明小 ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園小

 2 小口 和真(6) 小学生     15.54 q  2 吉澤 由真(5) 小学生     14.72 q
ｵｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 神明小 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 長地小

 3 壬生 新(5) 小学生     15.80 q  3 浜 照瑛(6) 小学生     14.81 q
ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ 小井川小 ﾊﾏ ｼｮｳｴｲ 神明小

 4 伊藤 晴希(5) 小学生     16.78  4 矢野 宏典(6) 小学生     14.99 q
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 岡谷小 ﾔﾉ ｺｳｽｹ 川岸小

 5 林 郁也(6) 小学生     17.02  5 小林 勇輝(6) 小学生     16.69 
ﾊﾔｼ ｲｸﾔ 岡谷小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 川岸小

 6 山田 直輝(5) 小学生     18.21  6 宮坂 陽太(5) 小学生     18.49 
ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 長地小 ﾐﾔｻｶ ﾖｳﾀ 長地小

 7 濵 公耀(5) 小学生     19.90 唐澤 徹(6) 小学生
ﾊﾏ ｺｳﾖｳ 岡谷小 ｶﾗｻﾜ ﾄｵﾙ 川岸小

風速 -1.2

 1 河野 統徳(6) 小学生     13.58 
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園小

 2 吉澤 由真(5) 小学生     14.74 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 長地小

 3 矢野 宏典(6) 小学生     14.80 
ﾔﾉ ｺｳｽｹ 川岸小

 4 浜 照瑛(6) 小学生     14.82 
ﾊﾏ ｼｮｳｴｲ 神明小

 5 今井 晴基(6) 小学生     15.15 
ｲﾏｲ ﾊﾙｷ 神明小

 6 小口 和真(6) 小学生     15.46 
ｵｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 神明小

 7 壬生 新(5) 小学生     15.81 
ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ 小井川小

1    81

7   189

5   187

6   188

3   260

2     1

4    10

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2    10

  187

3   261

1   262

4     8

5   260

7     1
順 ﾚｰﾝ No.

6

7     7

3   128

1   136

6    81

5   127

2   189

所属名 記録／備考
4   188

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学5･6年男子

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

氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月3日 12:45

大会新            3,32.51

 1 佐藤 直也(6) 小学生   3,33.20 
ｻﾄｳ ﾅｵﾔ 田中小

 2 曽根 凌駕(5) 小学生   3,44.99 
ｿﾈ ﾘｮｳｶﾞ 小井川小

 3 西山 晃生(6) 小学生   3,51.35 
ﾆｼﾔﾏ ｺｳｾｲ 神明小

 4 藤森 大斗(6) 小学生   3,55.26 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾞｲﾄ 岡谷小

 5 篠原 良粋(6) 小学生   3,58.17 
ｼﾉﾊﾗ ﾗｲｷ 長地小

 6 笠原 渉(6) 小学生   4,14.55 
ｶｻﾊﾗ ﾜﾀﾙ 上の原小

 7 説田 祐貴(5) 小学生   4,19.29 
ｾﾂﾀﾞ ﾕｳｷ 岡谷小

 8 岡村 将希(5) 小学生   4,38.56 
ｵｶﾑﾗ ﾏｻｷ 岡谷小

決勝 10月3日 13:45

大会新              58.74

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 神明小   188 今井 晴基(6)   1,01.42 

ｼﾝﾒｲｼｮｳ ｲﾏｲ ﾊﾙｷ
  189 小口 和真(6)

ｵｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ
  192 浜 忍斗(6)

ﾊﾏ ｼﾞﾝﾄ
  175 今井 康介(6)

ｲﾏｲ ｺｳｽｹ
 2   2 小井川小    73 笠原 淳平(6)   1,05.09 

ｵｲｶﾜｼｮｳ ｶｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
   81 壬生 新(5)

ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ
   68 曽根 凌駕(5)

ｿﾈ ﾘｮｳｶﾞ
   74 川口 大希(6)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｷ
 3   3 岡谷小   130 説田 祐貴(5)   1,11.70 

ｵｶﾔｼｮｳ ｾﾂﾀﾞ ﾕｳｷ
  129 岡村 将希(5)

ｵｶﾑﾗ ﾏｻｷ
  140 林 俊太朗(5)

ﾊﾔｼ ｼｭﾝﾀﾛｳ
  127 伊藤 晴希(5)

ｲﾄｳ ﾊﾙｷ

6   129

2   214

1   191

5    68

小学5･6年男子

4×100mR

決勝

4   137

7     5

3    92

8   130

小学5･6年男子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月3日 10:00

森 悠人(3) 小学生    X   2.80   2.60    2.80 
ﾓﾘ ﾕｳﾄ 小井川小    0.0    0.0   +1.0     0.0
山杢 春真(4) 小学生   2.51   2.67   2.67    2.67 
ﾔﾏﾓｸ ﾊﾙﾏ 小井川小    0.0   +1.0   +1.0    +1.0
掛川 博也(3) 小学生    X   2.54   2.64    2.64 
ｶｹｶﾞﾜ ﾋﾛﾔ 神明小    0.0   +2.0   +1.0    +1.0
城 泉吹(3) 小学生    -    X    -
ｼﾞｮｳ ｲﾌﾞｷ 長地小   +2.0

決勝 10月3日 10:00

白木 洸成(6) 小学生   3.77   4.24   4.32    4.32 
ｼﾛｷ ｺｳｾｲ 神明小   +1.2   +2.0   +2.0    +2.0
今井 康介(6) 小学生   3.60   3.54   3.73    3.73 
ｲﾏｲ ｺｳｽｹ 神明小   +2.0   +1.0   +1.2    +1.2
笠原 淳平(6) 小学生   3.57   3.71   3.49    3.71 
ｶｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小井川小   +1.0   +1.2   +1.0    +1.2
浜 忍斗(6) 小学生   3.46   3.52    X    3.52 
ﾊﾏ ｼﾞﾝﾄ 神明小   +1.2   +0.2    +0.2
川口 大希(6) 小学生   3.21   3.44   3.40    3.44 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 小井川小   +0.2   +2.0   +1.0    +2.0
後藤 蒼巳(6) 小学生   3.34   3.38   3.29    3.38 
ｺﾞﾄｳ ｱｵｲ 神明小   +1.2   +1.2   +1.0    +1.2
辛 広輝(5) 小学生   2.88   2.90   3.00    3.00 
ｼﾝ ﾋﾛｷ 田中小   +1.2   +1.0   +1.0    +1.0
高橋 洸介(6) 小学生 欠場
ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 長地小

決勝 10月3日  9:30

小口 伸太郎(6) 小学生
ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 長地小
山田 凱斗(5) 小学生
ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 長地小

 1.15

 1.20

2 1     9
O O O O XXX

O O XXX
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1 2     4

O O O
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小学5･6年男子
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決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m00 1m05

7 3   220

7     6

5 2    74

6 8   190

3 5    73

4 1   192

1 4   180
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小学5･6年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

2    11

2 1    65

3 4   159

記録 備考
1 3    63
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小学3･4年男子
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決勝
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