
主　催：

主　管：
日　時：
会　場：
審判長：

記録主任：

種目 決勝・予選 選手名 所属 記録 従来の記録
50歳未満男子

100ｍ
決勝 三宅　雅文 信濃境 14.18 14.57

中学男子
共通200ｍ

決勝 矢代　智章 富士見中3 24.09 24.51

中学共通男子
3ｋｍロードレー

決勝 小林　亮太 富士見中 10分04秒 10分16秒

富士見中（A） 47.05
富士見中（C） 54.84

50歳未満男子
走幅跳

決勝 三宅　雅文 信濃境 4ｍ56 4ｍ21

中学女子
2.3年100ｍ

決勝 小林　舞香 富士見中2 13.28 13.5

中学女子
共通走幅跳

決勝 大川　あおば 富士見中2 4ｍ34 4ｍ02

◆気象状況
時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速
9:00 曇 24.0 75.0 南南東 0.6m/sec.
10:00 晴 26.0 62.0 北西 1.8m/sec.
11:00 曇 27.0 56.0 南南東 0.9m/sec.

第45回富士見町陸上競技選手権大会

公式記録集

富士見町教育委員会
NPO法人富士見町体育協会
NPO法人富士見町体育協会陸上競技部
平成28年6月25日（土）
茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：203100）
小林　初美
矢沢　翔吾

大会新記録一覧

中学男子
共通4×100ｍ

決勝 55.85



第45回富士見町陸上競技選手権大会                                                
第13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
06/25 50歳未満男子  -0.6 三宅 雅文 14.18 神崎 実 14.98

100m 信濃境･信濃境 GR 塚平･塚平
06/25 三宅 雅文 4.56(-0.2)

走幅跳 信濃境･信濃境 GR 
06/25 神崎 実 12,42 三宅 雅文 13,16

3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 塚平･塚平 信濃境･信濃境
06/25 50歳以上男子  -0.6 田所 吉太郎 15.98 斎藤 忠守 16.60

100m 立沢･立沢 桜ヶ丘･桜ヶ丘
06/25 斎藤 忠守 3.46(+0.9)

走幅跳 桜ヶ丘･桜ヶ丘
06/25 田所 吉太郎 12,37 斎藤 忠守 13,32

3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 立沢･立沢 桜ヶ丘･桜ヶ丘
06/25 中学男子共通  -0.4 矢代 智章(3) 24.09 名取 裕基(3) 26.39

200m 富士見ヶ丘･富士 GR 瀬沢新田･富士見中
06/25 細川 隼(3) 1.50 三井 官弥(3) 1.50

走高跳 塚平･富士見中 桜ヶ丘･富士見中
06/25 小林 優真(3) 5.81(-1.0) 野中 大地(1) 3.93(-1.9)

走幅跳 田端･富士見中 新田･富士見中
06/25 富士見中(A)       47.05 富士見中(C)       54.84 富士見中(B)       56.14

4x100m 小林 優真(3) GR 桑野 杏梧(3) GR 三井 官弥(3)
三井 成起(3) 小林 正依(1) 細川 隼(3)
名取 裕基(3) 植松 孝太(2) 小林 海(1)
矢代 智章(3) 小林 玄(3) 野中 大地(1)

06/25 小林 亮太(3) 10,04 杉山 南(3) 11,00
3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 神戸･富士見中 GR 池袋･富士見中

06/25 中学1年男子  -1.8 小林 海(1) 14.60 野中 大地(1) 15.24
100m 高森･富士見中 新田･富士見中

06/25 小林 正依(1) 5,15.62
1500m 木の間･富士見中

06/25 中学2.3年男  -1.8 矢代 智章(3) 11.90 小林 優真(3) 12.37 名取 裕基(3) 12.75 三井 成起(3) 12.82
100m 富士見ヶ丘･富士見中 田端･富士見中 瀬沢新田･富士見中 大平･富士見中

06/25 植松 孝太(2) 4,39.74 桑野 杏梧(3) 4,50.86 小林 玄(3) 4,57.58 杉山 南(3) 5,07.16
1500m 立沢･富士見中 富里･富士見中 葛窪･富士見中 池袋･富士見中

06/25 小学1年男子  +0.3 名取 煌成(1) 11.66 小池 慎(1) 12.04 加藤 春馬(1) 12.51 名取 陽向(1) 12.82 有賀 史恩(1) 12.90 小林 亮太(1) 12.91 平出 翔太郎(1) 14.02
60m 富士見･富士見小 小六･境小 池袋･境小 新田･富士見本郷小 南原山･富士見小 栗生･富士見小 葛窪･境小

06/25 小学2年男子 野口 海燕(2) 10.82 小池 俊輔(2) 11.02 眞道 珠羽(2) 11.05 岡本 勢良(2) 11.07 植松 翔(2) 11.35 樋口 羚(2) 11.40 水野 大河(2) 11.46 柳澤 旭飛(2) 11.47
60m 富士見･富士見小 立沢･富士見本郷小 富里･富士見小 富士見･富士見小 立沢･富士見本郷小 富士見･富士見小 先達･境小 高森･境小

06/25 小学3年男子  +2.5 間島 琉斗(3) 16.44 鈴木 縁(3) 16.68 木次 優敢(3) 18.05 前島 拓哉(3) 18.09 植松 碧志(3) 18.41 三井 大知(3) 18.82 髙野 空(3) 19.46 名取 駿(3) 19.69
100m 原の茶屋･富士見小 乙事･富士見本郷小 田端･境小 塚平･富士見小 新田･富士見本郷小 乙事･富士見本郷小 南原山･富士見小 富士見台･富士見小

06/25 富士見小     1,15.96
4x100m 窪田 琉真(3)

武田琉汰(3)
名取 駿(3)
坂本 琉生(3)

06/25 鈴木 縁(3) 13,41 植松 碧志(3) 15,21
3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 乙事･富士見本郷小 新田･富士見本郷小

06/25 小学4年男子  -1.5 平出 光晟(4) 16.72 小林 一真(4) 16.88 小林 勇翔(4) 17.13 深町 東世(4) 17.24 石原 浬(4) 17.34 樋口 威佐久(4) 17.47 小林 凰雅(4) 18.04 有賀 巧(4) 18.43
100m 信濃境･境小 松目･富士見小 栗生･富士見小 信濃境･境小 富里･富士見小 南原山･富士見小 南原山･富士見小 富里･富士見小

06/25 石原 浬(4) 3.21(-0.8) 笠原 禅汰(4) 3.14(-1.9) 平出 光晟(4) 3.14(-0.4) 小林 凰雅(4) 2.83(+0.3) 小林 勇翔(4) 2.83(-1.2)
走幅跳 富里･富士見小 高森･境小 信濃境･境小 南原山･富士見小 栗生･富士見小



第45回富士見町陸上競技選手権大会                                                
第13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
06/25 富士見小     1,08.31 境小(A)     1,10.02

4x100m 石原 浬(4) 深町 東世(4)
樋口 威佐久(4) 水野 日向(4)
小林 凰雅(4) 笠原 禅汰(4)
小林 勇翔(4) 平出 光晟(4)

06/25 平出 光晟(4) 13,05 早川 広遙(4) 13,06 深町 東世(4) 14,03 小林 勇翔(4) 14,24 水野 日向(4) 14,45 小林 凰雅(4) 15,43 笠原 禅汰(4) 17,43
3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 信濃境･境小 乙事･富士見本郷小 信濃境･境小 栗生･富士見小 先達･境小 南原山･富士見小 高森･境小

06/25 小学5年男子  +0.2 太田 凌雅(5) 15.19 三井 颯也(5) 15.24 花村 彩翔(5) 16.19 阿部 拓馬(5) 16.25 平島 白櫂(5) 17.28
100m 富士見･富士見小 乙事･富士見本郷小 富士見･富士見小 信濃境･境小 立沢･富士見本郷小

06/25 花村 彩翔(5) 3.53(-2.1) 小林 伝汰(5) 3.23(-0.6) 阿部 拓馬(5) 3.08(-0.7) 平島 白櫂(5) 2.98(-0.6) 窪田 怜真(5) 2.65(-1.1)
走幅跳 富士見･富士見小 神戸･富士見小 信濃境･境小 立沢･富士見本郷小 桜ヶ丘･富士見本郷小

06/25 窪田 怜真(5) 14,14 平島 白櫂(5) 15,17
3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 桜ヶ丘･富士見本郷小 立沢･富士見本郷小

06/25 小学6年男子  +0.2 名取 勇人(6) 15.07
100m 富士見台･富士見小

06/25 井出 駿介(6) 3.33(-0.7) 香川 稜太(6) 3.03(-0.1)
走幅跳 富士見･富士見小 富士見･富士見小

06/25 田所 夢太郎(6) 11,16 馬場 直喜(6) 12,00 久保 結貴(6) 12,10 井出 駿介(6) 12,53 香川 稜太(6) 13,27 金井 春樹(6) 13,56 松岡 俊樹(6) 14,47 植松 大志(6) 15,05
3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 立沢･富士見本郷小 乙事･富士見本郷小 富士見台･富士見小 富士見･富士見小 富士見･富士見小 新田･富士見本郷小 富士見･富士見小 立沢･富士見本郷小



決勝 6月25日  9:25

風速 -0.6

 1 三宅 雅文 信濃境     14.18 
ﾐﾔｹ ﾏｻﾌﾐ 信濃境

 2 神崎 実 塚平     14.98 
ｺｳｻﾞｷ ﾐﾉﾙ 塚平

決勝 6月25日  9:25

風速 -0.6

 1 田所 吉太郎 立沢     15.98 
ﾀﾄﾞｺﾛ ｷﾁﾀﾛｳ 立沢

 2 斎藤 忠守 桜ヶ丘     16.60 
ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞﾓﾘ 桜ヶ丘

決勝 6月25日  9:00

三宅 雅文 信濃境   4.56   4.47   4.38    4.56 
ﾐﾔｹ ﾏｻﾌﾐ 信濃境   -0.2   -0.6   +0.9    -0.2

決勝 6月25日  9:00

斎藤 忠守 桜ヶ丘   3.39    X   3.46    3.46 
ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞﾓﾘ 桜ヶ丘   +0.2   +0.9    +0.9

記録 備考
1 1   151

-3-

50歳以上男子

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   152

-3-
大会新

50歳未満男子

走幅跳              
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

5   152
大会新

3   153

50歳未満男子

100m                
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

50歳以上男子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   154

2   151



決勝 6月25日  9:20

風速 -1.8

 1 小林 海(1) 高森     14.60 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 富士見中

 2 野中 大地(1) 新田     15.24 
ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 富士見中

決勝 6月25日  9:20

風速 -1.8

 1 矢代 智章(3) 富士見ヶ丘     11.90 
ﾔｼﾛ ﾄﾓｱｷ 富士見中

 2 小林 優真(3) 田端     12.37 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 富士見中

 3 名取 裕基(3) 瀬沢新田     12.75 
ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 富士見中

 4 三井 成起(3) 大平     12.82 
ﾐﾂｲ ﾅﾘｷ 富士見中

決勝 6月25日 10:50

風速 -0.4

 1 矢代 智章(3) 富士見ヶ丘     24.09 
ﾔｼﾛ ﾄﾓｱｷ 富士見中

 2 名取 裕基(3) 瀬沢新田     26.39 
ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 富士見中

決勝 6月25日  9:00

 1 小林 正依(1) 木の間   5,15.62 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲ 富士見中

決勝 6月25日  9:00

 1 植松 孝太(2) 立沢   4,39.74 
ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 富士見中

 2 桑野 杏梧(3) 富里   4,50.86 
ｸﾜﾉ ｷｮｳｺﾞ 富士見中

 3 小林 玄(3) 葛窪   4,57.58 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝ 富士見中

 4 杉山 南(3) 池袋   5,07.16 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾅﾐ 富士見中

中学1年男子

1500m               
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

中学2.3年男子

1500m               

1   137

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   132

3   146

5   139

4   130

4   121
大会新

3   123

中学男子共通

200m                
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   141

5   123

6   121

7   134

中学2.3年男子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

中学1年男子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   140

2   122



決勝 6月25日 11:15

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 富士見中(A)   134 小林 優真(3)     47.05 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳA ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 大会新
  141 三井 成起(3)

ﾐﾂｲ ﾅﾘｷ
  123 名取 裕基(3)

ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ
  121 矢代 智章(3)

ﾔｼﾛ ﾄﾓｱｷ
 2   3 富士見中(C)   146 桑野 杏梧(3)     54.84 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳC ｸﾜﾉ ｷｮｳｺﾞ 大会新
  137 小林 正依(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲ
  132 植松 孝太(2)

ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ
  139 小林 玄(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝ
 3   5 富士見中(B)   142 三井 官弥(3)     56.14 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳB ﾐﾂｲ ｶﾝﾔ
  143 細川 隼(3)

ﾎｿｶﾜ ﾊﾔﾄ
  140 小林 海(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ
  122 野中 大地(1)

ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ

中学男子共通

4x100m              
決勝



決勝 6月25日 10:30

細川 隼(3) 塚平
ﾎｿｶﾜ ﾊﾔﾄ 富士見中
三井 官弥(3) 桜ヶ丘
ﾐﾂｲ ｶﾝﾔ 富士見中
小林 海(1) 高森 記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 富士見中

決勝 6月25日  9:00

小林 優真(3) 田端   5.79   5.70   5.81    5.81 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 富士見中   -0.5   -1.1   -1.0    -1.0
野中 大地(1) 新田   3.93   3.05   3.73    3.93 
ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 富士見中   -1.9   -0.8    0.0    -1.9

中学男子共通

走幅跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 備考
1 1   134

-3-

2 2   122

記録

中学男子共通

走高跳              
決勝

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

XXX
1 3   143

- O O XO O  1.50

2 2   142
- O XO O XO

O

1   140
XXX

 1.50XXO XXX



決勝 6月25日  9:35

風速 +0.3

 1 名取 煌成(1) 富士見     11.66 
ﾅﾄﾘ ｺｳｾｲ 富士見小

 2 小池 慎(1) 小六     12.04 
ｺｲｹ ｼﾝ 境小

 3 加藤 春馬(1) 池袋     12.51 
ｶﾄｳ ﾊﾙﾏ 境小

 4 名取 陽向(1) 新田     12.82 
ﾅﾄﾘ ﾋﾅﾀ 富士見本郷小

 5 有賀 史恩(1) 南原山     12.90 
ｱﾙｶﾞ ｼｵﾝ 富士見小

 6 小林 亮太(1) 栗生     12.91 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 富士見小

 7 平出 翔太郎(1) 葛窪     14.02 
ﾋﾗｲﾃﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 境小

決勝 6月25日  9:50

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 +0.6

 1 野口 海燕(2) 富士見     10.82  1 柳澤 旭飛(2) 高森     11.47 
ﾉｸﾞﾁ ｶｲｴﾝ 富士見小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｻﾋ 境小

 2 小池 俊輔(2) 立沢     11.02  2 雨宮 伊吹(2) 新田     11.53 
ｺｲｹ ｼｭﾝｽｹ 富士見本郷小 ｱﾒﾐﾔ ｲﾌﾞｷ 富士見本郷小

 3 眞道 珠羽(2) 富里     11.05  3 五味 空(2) 新田     11.54 
ｼﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ 富士見小 ｺﾞﾐ ｿﾗ 富士見本郷小

 4 岡本 勢良(2) 富士見     11.07  4 小林 邦綱(2) 神戸     11.65 
ｵｶﾓﾄ ｾﾗ 富士見小 ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾆﾂﾅ 富士見小

 5 植松 翔(2) 立沢     11.35  5 細川 雅晴(2) 若宮     12.12 
ｳｴﾏﾂ ｶｹﾙ 富士見本郷小 ﾎｿｶﾜ ﾏｻﾊﾙ 富士見小

 6 樋口 羚(2) 富士見     11.40 寺尾 壮平(2) 富士見
ﾋｸﾞﾁ ﾚｲ 富士見小 ﾃﾗｵ ｿｳﾍｲ 富士見小

 7 水野 大河(2) 先達     11.46 
ﾐｽﾞﾉ ﾀｲｶﾞ 境小

   1 野口 海燕(2) 富士見 富士見小     10.82 (-1.2)   1   1
   2 小池 俊輔(2) 立沢 富士見本郷小     11.02 (-1.2)   1   2
   3 眞道 珠羽(2) 富里 富士見小     11.05 (-1.2)   1   3
   4 岡本 勢良(2) 富士見 富士見小     11.07 (-1.2)   1   4
   5 植松 翔(2) 立沢 富士見本郷小     11.35 (-1.2)   1   5
   6 樋口 羚(2) 富士見 富士見小     11.40 (-1.2)   1   6
   7 水野 大河(2) 先達 境小     11.46 (-1.2)   1   7
   8 柳澤 旭飛(2) 高森 境小     11.47 (+0.6)   2   1
   9 雨宮 伊吹(2) 新田 富士見本郷小     11.53 (+0.6)   2   2
  10 五味 空(2) 新田 富士見本郷小     11.54 (+0.6)   2   3
  11 小林 邦綱(2) 神戸 富士見小     11.65 (+0.6)   2   4
  12 細川 雅晴(2) 若宮 富士見小     12.12 (+0.6)   2   5

5     5

6    63

2    85

8    33

7    25

   19

小学1年男子

60m                 
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

小学2年男子

60m

4    36

3

氏  名

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
4    35 2     1

ﾚｰﾝ No. 所属名

3   100 4   112

記録／備考 順 記録／備考

2    31 6   108

8    80 5    65

7    92 7    72

6    48 3    70
欠場

5    13

小学2年男子

60m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 順位
   35
  100
   31

所属名 記録（風） 備考 組

   80
   92
   48
   13

   72

    1
  112
  108
   65



決勝 6月25日 10:10

風速 +2.5

 1 間島 琉斗(3) 原の茶屋     16.44 
ﾏｼﾏ ﾘｭｳﾄ 富士見小

 2 鈴木 縁(3) 乙事     16.68 
ｽｽﾞｷ ｴﾆｼ 富士見本郷小

 3 木次 優敢(3) 田端     18.05 
ｺﾂｷﾞ ﾕﾀｶ 境小

 4 前島 拓哉(3) 塚平     18.09 
ﾏｴｼﾏ ﾀｸﾔ 富士見小

 5 植松 碧志(3) 新田     18.41 
ｳｴﾏﾂ ｱｵｼ 富士見本郷小

 6 三井 大知(3) 乙事     18.82 
ﾐﾂｲ ﾀﾞｲﾁ 富士見本郷小

 7 髙野 空(3) 南原山     19.46 
ﾀｶﾉ ｿﾗ 富士見小

 8 名取 駿(3) 富士見台     19.69 
ﾅﾄﾘ ｼｭﾝ 富士見小

 9 窪田 琉真(3) 塚平     19.99 
ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳﾏ 富士見小

決勝 6月25日 10:25

風速 -1.5

 1 平出 光晟(4) 信濃境     16.72 
ﾋﾗｲﾃﾞ ｺｳｾｲ 境小

 2 小林 一真(4) 松目     16.88 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 富士見小

 3 小林 勇翔(4) 栗生     17.13 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 富士見小

 4 深町 東世(4) 信濃境     17.24 
ﾌｶﾏﾁ ﾄｳｾｲ 境小

 5 石原 浬(4) 富里     17.34 
ｲｼﾊﾗ ｶｲﾘ 富士見小

 6 樋口 威佐久(4) 南原山     17.47 
ﾋｸﾞﾁ ｲｻｸ 富士見小

 7 小林 凰雅(4) 南原山     18.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ｵｳｶﾞ 富士見小

 8 有賀 巧(4) 富里     18.43 
ｱﾙｶﾞ ﾀｸﾐ 富士見小

決勝 6月25日 10:35

風速 +0.2

 1 太田 凌雅(5) 富士見     15.19 
ｵｵﾀ ﾘｮｳｶﾞ 富士見小

 2 三井 颯也(5) 乙事     15.24 
ﾐﾂｲ ｿｳﾔ 富士見本郷小

 3 花村 彩翔(5) 富士見     16.19 
ﾊﾅﾑﾗ ｱﾔﾄ 富士見小

 4 阿部 拓馬(5) 信濃境     16.25 
ｱﾍﾞ ﾀｸﾏ 境小

 5 平島 白櫂(5) 立沢     17.28 
ﾋﾗｼﾏ ﾊｸﾄ 富士見本郷小

決勝 6月25日 10:35

風速 +0.2

 1 名取 勇人(6) 富士見台     15.07 
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 富士見小

1    75

5    30

3    42

6   104

9    55

8    93

4     3

7    78

2    84

小学3年男子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

小学4年男子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    10

2    67

7    64

8    14

9    58

3    50

4    62

5    34

小学5年男子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5

2    52

3   103

所属名

4    79

7    38

6    28

記録／備考

   86

小学6年男子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



決勝 6月25日 11:05

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 富士見小    75 窪田 琉真(3)   1,15.96 

ﾌｼﾞﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳﾏ
   47 武田琉汰(3)

ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳﾀ
   42 名取 駿(3)

ﾅﾄﾘ ｼｭﾝ
   71 坂本 琉生(3)

ｻｶﾓﾄ ﾙｲ

決勝 6月25日 11:05

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 富士見小    58 石原 浬(4)   1,08.31 

ﾌｼﾞﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳ ｲｼﾊﾗ ｶｲﾘ
   50 樋口 威佐久(4)

ﾋｸﾞﾁ ｲｻｸ
   62 小林 凰雅(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ｵｳｶﾞ
   64 小林 勇翔(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ
 2   4 境小(A)    14 深町 東世(4)   1,10.02 

ｻｶｲｼｮｳA ﾌｶﾏﾁ ﾄｳｾｲ
   12 水野 日向(4)

ﾐｽﾞﾉ ﾋｭｳｶﾞ
   24 笠原 禅汰(4)

ｶｻﾊﾗ ｾﾞﾝﾀ
   10 平出 光晟(4)

ﾋﾗｲﾃﾞ ｺｳｾｲ

4x100m              
決勝

小学3年男子

4x100m
決勝

小学4年男子



決勝 6月25日  9:00

石原 浬(4) 富里   3.11   3.18   3.21    3.21 
ｲｼﾊﾗ ｶｲﾘ 富士見小   -2.5   -1.3   -0.8    -0.8
笠原 禅汰(4) 高森   3.14   3.14    X    3.14 
ｶｻﾊﾗ ｾﾞﾝﾀ 境小   -1.9   +0.4    -1.9
平出 光晟(4) 信濃境   3.14   3.11    X    3.14 
ﾋﾗｲﾃﾞ ｺｳｾｲ 境小   -0.4   -1.2    -0.4
小林 凰雅(4) 南原山   2.49   2.83   2.71    2.83 
ｺﾊﾞﾔｼ ｵｳｶﾞ 富士見小   -1.1   +0.3   -0.9    +0.3
小林 勇翔(4) 栗生   2.83    X    X    2.83 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 富士見小   -1.2    -1.2

決勝 6月25日  9:00

花村 彩翔(5) 富士見   3.53   2.98   3.40    3.53 
ﾊﾅﾑﾗ ｱﾔﾄ 富士見小   -2.1   -0.4   -0.2    -2.1
小林 伝汰(5) 神戸   3.04   3.22   3.23    3.23 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾞﾝﾀ 富士見小   -0.5   -1.5   -0.6    -0.6
阿部 拓馬(5) 信濃境    X   3.08   2.81    3.08 
ｱﾍﾞ ﾀｸﾏ 境小   -0.7   -1.1    -0.7
平島 白櫂(5) 立沢   2.90   2.98   2.71    2.98 
ﾋﾗｼﾏ ﾊｸﾄ 富士見本郷小   -0.5   -0.6   -0.7    -0.6
窪田 怜真(5) 桜ヶ丘    X   2.65    X    2.65 
ｸﾎﾞﾀ ﾚｲﾏ 富士見本郷小   -1.1    -1.1

決勝 6月25日  9:00

井出 駿介(6) 富士見   3.33   3.16   3.02    3.33 
ｲﾃﾞ ｼｭﾝｽｹ 富士見小   -0.7   -1.2   -1.1    -0.7
香川 稜太(6) 富士見   2.85   2.91   3.03    3.03 
ｶｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 富士見小   -0.9   -1.9   -0.1    -0.1

2 2    73

記録 備考
1 1    82

-3-

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- -2-

4 3    86

5 5   109

2 4    66

3 1    28

記録 備考
1 2    79

-3-

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- -2-

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- 記録 備考
1 3    58

-3-

2 2    24

3 4    10

4 5    62

5 1    64



決勝 6月25日 11:35

 1 神崎 実 塚平     12,42 
ｺｳｻﾞｷ ﾐﾉﾙ 塚平

 2 三宅 雅文 信濃境     13,16 
ﾐﾔｹ ﾏｻﾌﾐ 信濃境

決勝 6月25日 11:35

 1 田所 吉太郎 立沢     12,37 
ﾀﾄﾞｺﾛ ｷﾁﾀﾛｳ 立沢

 2 斎藤 忠守 桜ヶ丘     13,32 
ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞﾓﾘ 桜ヶ丘

決勝 6月25日 11:35

 1 小林 亮太(3) 神戸     10,04 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 富士見中

 2 杉山 南(3) 池袋     11,00 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾅﾐ 富士見中

決勝 6月25日 11:35

 1 鈴木 縁(3) 乙事     13,41 
ｽｽﾞｷ ｴﾆｼ 富士見本郷小

 2 植松 碧志(3) 新田     15,21 
ｳｴﾏﾂ ｱｵｼ 富士見本郷小
間島 琉斗(3) 原の茶屋
ﾏｼﾏ ﾘｭｳﾄ 富士見小

決勝 6月25日 11:35

 1 平出 光晟(4) 信濃境     13,05 
ﾋﾗｲﾃﾞ ｺｳｾｲ 境小

 2 早川 広遙(4) 乙事     13,06 
ﾊﾔｶﾜ ｺｳﾖｳ 富士見本郷小

 3 深町 東世(4) 信濃境     14,03 
ﾌｶﾏﾁ ﾄｳｾｲ 境小

 4 小林 勇翔(4) 栗生     14,24 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 富士見小

 5 水野 日向(4) 先達     14,45 
ﾐｽﾞﾉ ﾋｭｳｶﾞ 境小

 6 小林 凰雅(4) 南原山     15,43 
ｺﾊﾞﾔｼ ｵｳｶﾞ 富士見小

 7 笠原 禅汰(4) 高森     17,43 
ｶｻﾊﾗ ｾﾞﾝﾀ 境小

決勝 6月25日 11:35

 1 窪田 怜真(5) 桜ヶ丘     14,14 
ｸﾎﾞﾀ ﾚｲﾏ 富士見本郷小

 2 平島 白櫂(5) 立沢     15,17 
ﾋﾗｼﾏ ﾊｸﾄ 富士見本郷小

決勝 6月25日 11:35

 1 田所 夢太郎(6) 立沢     11,16 
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ 富士見本郷小

 2 馬場 直喜(6) 乙事     12,00 
ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾅｵｷ 富士見本郷小

 3 久保 結貴(6) 富士見台     12,10 
ｸﾎﾞ ﾕｳｷ 富士見小

 4 井出 駿介(6) 富士見     12,53 
ｲﾃﾞ ｼｭﾝｽｹ 富士見小

 5 香川 稜太(6) 富士見     13,27 
ｶｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 富士見小

 6 金井 春樹(6) 新田     13,56 
ｶﾅｲ ﾊﾙｷ 富士見本郷小

 7 松岡 俊樹(6) 富士見     14,47 
ﾏﾂｵｶ ﾄｼｷ 富士見小

 8 植松 大志(6) 立沢     15,05 
ｳｴﾏﾂ ﾀｲｼ 富士見本郷小

小学6年男子

3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    88

8    87

5    77

1    82

7    73

2   110

3    61

4    94

小学5年男子

3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ          
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   109

1    86

小学4年男子

3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1    10

2    90

5    14

6    64

3    12

7    24

4    62

小学3年男子

3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    84

1    93

2    78
欠場

中学男子共通

3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ          
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   133

1   130

50歳以上男子

3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   154

2   151

2   153

1   152

50歳未満男子

3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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