
平成２９年度 

下諏訪町ジュニア陸上競技大会 
 

記 録 集 
 

期 日 ： 平成 29年 9月 9日(土)  

会 場 ： 下諏訪町総合運動場内陸上競技場（コード 174050） 
 

主  催   下諏訪町･特定非営利活動法人下諏訪町体育協会                                    

主  管   特定非営利活動法人下諏訪町体育協会 

後  援   下諏訪町教育委員会 
           

■この大会で樹立した記録 

種 目 氏 名 所 属 記 録 従来の記録 備 考 

小学男子 2年 60ｍ 小口 賢信 下諏訪南小 １０秒０８ 1０秒５ 大会新 

      〃 名取 泰我 下諏訪南小 １０秒３２ 〃 大会新 

小学女子３年 60ⅿ 山崎 那々 下諏訪南小 １０秒５８ １０秒７４ 大会新 

小学女子２年 60ⅿ 太田 紡希 下諏訪南小 １１秒０６ １１秒１ 大会新 

小学男子４年 1000ⅿ 門輪倖太朗 下諏訪南小 3分 34秒 35 3分 40秒 75 大会新 

     〃 ロバーツ舵安志 下諏訪南小 3分 38秒 21 〃 大会新 

小学生女子 1000ⅿ 志水口佳鈴 下諏訪南小 3分 25秒 70 3分 32秒 4 大会新 

 

 

■ グラウンドコンディション 

９月９日(日)                            

時 

刻 

天 

候 
気 温℃ 

湿 

度％ 
風 向 

風 速 

m/s 

9:00 晴れ ２２．０ ４５ 南南西 ０．１ 

10:00 晴れ ２５．０ ５８ 東 １．３ 

11:00 晴れ ２８．０ ３８ 東南東 １．２ 

      

 



決勝記録一覧表
男  子 【競技場】174050  下諏訪町営陸上競技場

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
09/09 小学男子1年  -0.2 小口 晴太(1) 11.85 内藤 凰士郎(1) 11.86 黒澤 陸(1) 11.96 土井 祝(1) 12.00 小口 蒼悟(1) 12.10 梅津 智矢(1) 12.30 荒川 蒼紫(1) 12.53 林 蓮大(1) 12.69

60m 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪北小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小
09/09 小学男子2年  +1.5 小口 賢信(2) 10.08 名取 泰我(2) 10.32 山岸 祐太(2) 10.84 唐澤 秀輔(2) 10.86 小島 耕平(2) 11.08 二方 航輝(2) 11.13 小河原 雅斗(2) 11.16 佐々 晃太郎(2) 11.30

60m 小学生･下諏訪南 大会新 小学生･下諏訪南 大会新 小学生･下諏訪北小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪北小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪北小
09/09 小学男子3年  +0.7 北島 健二朗(3) 10.45 林 星成(3) 10.65 松倉 想太(3) 10.66 唐木 陽向(3) 小学生･下諏訪北小 10.67 芳澤 慶士郎(3) 10.70 齊藤 昊稀(3) 10.79 鎌上 大翔(3) 10.81

60m 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 栗山 大翔(3) 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪北小
09/09 小学男子4年  +1.5 門輪 倖太朗(4) 15.45 ロバーツ舵安志( 15.97 兒玉 崇佑(4) 16.30 山田 龍平(4) 16.64 小口 緋彩(4) 17.11 中村 光駕(4) 17.14 赤沼 良樹(4) 17.45 武居 拳聖(4) 17.60

100m 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪北小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪北小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪北小 小学生･下諏訪北小 小学生･下諏訪南小
09/09 門輪 倖太朗(4) 3,34.35 ロバーツ舵安志( 3,38.21 太田 正清(4) 3,59.14 篠原 旺世(4) 4,09.06 小口 緋彩(4) 4,09.13 武居 遥太(4) 4,09.83 川島 舜也(4) 4,20.78 市澤 大輝(4) 4,20.84

1000m 小学生･下諏訪南 大会新 小学生･下諏訪北 大会新 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小
09/09 宮坂 春輝(4) 0.95

走高跳 小学生･下諏訪北小
09/09 宮坂 春輝(4) 3.11(+0.2) 太田 正清(4) 2.92(+0.2)

走幅跳 小学生･下諏訪北小 小学生･下諏訪南小
09/09 下諏訪南小(A)    1,13.70

4×100mR 武居 拳聖(4)
川島 舜也(4)
武居 遥太(4)
市澤 大輝(4)

09/09 小学男子5年  +0.5 高木 保徳(5) 15.01 倉島 正行(5) 15.25 小澤 遼真(5) 16.10 唐澤 優仁(5) 16.41 中山 空(5) 16.91 北島 壮太朗(5) 17.19
100m 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪北小 小学生･下諏訪北小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪北小 小学生･下諏訪南小

09/09 二方 駿輝(5) 3,54.10 大久保 諒人(5) 4,04.73 久保田 真翔(5) 4,04.96 五味 咲人(5) 4,28.02
1000m 小学生･下諏訪北小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪北小

09/09 中山 空(5) 3.11(+0.6) 北島 壮太朗(5)2.83(+0.2) 五味 咲人(5) 2.80(+0.2)
走幅跳 小学生･下諏訪北小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪北小

09/09 下諏訪北小     1,03.71 下諏訪南小     1,05.21
4×100mR 小澤 遼真(5) 大久保 諒人(5)

二方 駿輝(5) 唐澤 優仁(5)
増沢 拓(5) 久保田 真翔(5)
倉島 正行(5) 高木 保徳(5)

09/09 小学男子6年  -0.7 宮坂 奏多(6) 14.34 佐藤 稜太(6) 14.72 門輪 修也(6) 14.75 中村 大河(6) 16.07
100m 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小

09/09 門輪 修也(6) 3,26.80 大平詠介(6) 3,49.02
1000m 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小

09/09 佐藤 稜太(6) 1.15 島田 怜央(6) 1.15
走高跳 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小

09/09 島田 怜央(6) 3.90(+0.3) 中村 大河(6) 3.86(0.0) 伊東 飛呂人(6)3.70(+0.6)
走幅跳 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小

09/09 下諏訪南小(A)    1,00.22
4×100mR 中村 大河(6)

堀内 温人
佐藤 稜太(6)
宮坂 奏多(6)

09/09 中学男子共通 大滝 隼輝(2) 5,12.19 清水 一樹(2) 5,36.25 増沢 勇人(2) 5,45.15
1500m 中学生･下諏訪中 中学生･下諏訪中 中学生･下諏訪社中

09/09 中学男子1年  +0.1 酒井 琢磨(1) 15.05
100m 中学生･下諏訪社中

09/09 中学男子2年  +0.1 増沢 勇人(2) 14.57 大滝 隼輝(2) 14.88
100m 中学生･下諏訪社中 中学生･下諏訪中



決勝 9月9日 10:00

大会新              11.27

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 +1.7

 1 内藤 凰士郎(1) 小学生     11.86  1 梅津 智矢(1) 小学生     12.30 
ﾅｲﾄｳ ｵｳｼﾞﾛｳ 下諏訪南小 ｳﾒﾂﾞ ﾄﾓﾔ 下諏訪南小

 2 土井 祝(1) 小学生     12.00  2 河野 真輝(1) 小学生     13.23 
ﾄﾞｲ ｼｭｸ 下諏訪南小 ｺｳﾉ ﾏｻｷ 下諏訪北小

 3 林 蓮大(1) 小学生     12.69  3 丸山 晴玄(1) 小学生     13.24 
ﾊﾔｼ ﾚｵ 下諏訪南小 ﾏﾙﾔﾏ ｾｲｹﾞﾝ 下諏訪南小

 4 中村  万里(1) 小学生     12.70  4 川井 駿治(1) 小学生     13.61 
ﾅｶﾑﾗ  ﾊﾞﾝﾘ 下諏訪北小 ｶﾜｲ ｼｭﾝｼﾞ 下諏訪南小

 5 西澤 叶翔(1) 小学生     13.13  5 大口 拓実(1) 小学生     13.66 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶﾅﾄ 下諏訪南小 ｵｵｸﾁ ﾀｸﾐ 下諏訪南小

 6 吉澤 琉嘉(1) 小学生     14.73  6 林 高寛(1) 小学生     14.46 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾙｶ 下諏訪南小 ﾊﾔｼ ﾀｶﾋﾛ 下諏訪北小

[ 3組] 風速 +0.6

 1 小口 晴太(1) 小学生     11.85 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾙﾀ 下諏訪南小

 2 黒澤 陸(1) 小学生     11.96 
ｸﾛｻﾜ  ﾘｸ 下諏訪北小

 3 小口 蒼悟(1) 小学生     12.10 
ｵｸﾞﾁ ｿｳｺﾞ 下諏訪南小

 4 荒川 蒼紫(1) 小学生     12.53 
ｱﾗｶﾜ ｱｵｼ 下諏訪南小

 5 木村研太(1) 小学生     13.33 
ｷﾑﾗｹﾝﾀ 下諏訪南小

 6 鎌上 優人(1) 小学生     13.50 
ｶﾏｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 下諏訪北小

   1 小口 晴太(1) 小学生 下諏訪南小     11.85 (+0.6)   3   1
   2 内藤 凰士郎(1) 小学生 下諏訪南小     11.86 (-0.2)   1   1
   3 黒澤 陸(1) 小学生 下諏訪北小     11.96 (+0.6)   3   2
   4 土井 祝(1) 小学生 下諏訪南小     12.00 (-0.2)   1   2
   5 小口 蒼悟(1) 小学生 下諏訪南小     12.10 (+0.6)   3   3
   6 梅津 智矢(1) 小学生 下諏訪南小     12.30 (+1.7)   2   1
   7 荒川 蒼紫(1) 小学生 下諏訪南小     12.53 (+0.6)   3   4
   8 林 蓮大(1) 小学生 下諏訪南小     12.69 (-0.2)   1   3
   9 中村  万里(1) 小学生 下諏訪北小     12.70 (-0.2)   1   4
  10 西澤 叶翔(1) 小学生 下諏訪南小     13.13 (-0.2)   1   5
  11 河野 真輝(1) 小学生 下諏訪北小     13.23 (+1.7)   2   2
  12 丸山 晴玄(1) 小学生 下諏訪南小     13.24 (+1.7)   2   3
  13 木村研太(1) 小学生 下諏訪南小     13.33 (+0.6)   3   5
  14 鎌上 優人(1) 小学生 下諏訪北小     13.50 (+0.6)   3   6
  15 川井 駿治(1) 小学生 下諏訪南小     13.61 (+1.7)   2   4
  16 大口 拓実(1) 小学生 下諏訪南小     13.66 (+1.7)   2   5
  17 林 高寛(1) 小学生 下諏訪北小     14.46 (+1.7)   2   6
  18 吉澤 琉嘉(1) 小学生 下諏訪南小     14.73 (-0.2)   1   6

小学男子1年

60m                 

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

   12

2     7

4    96

6    18

No. 氏  名 所属名

1    13

5   201

3

2   203

3    21

記録／備考
1    10

ﾚｰﾝ

6    20

4   202

5    19

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    11

5   200

2     6

1     4

4    95

都道府県 所属名 記録（風） 備考

3   204

組 順位
   11
   96

小学男子1年

60m                 
タイムレース

順位 No. 氏  名

    6
    7
  201
   12

  200
   18
   95
   10

   19
   20
  202
   13

  203
   21
    4
  204



決勝 9月9日  9:50

大会新              10.5 

[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 +0.8

 1 唐澤 秀輔(2) 小学生     10.86  1 小口 賢信(2) 小学生     10.08 
ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｽｹ 下諏訪南小 ｵｸﾞﾁ ｹﾝｼﾝ 下諏訪南小

 2 佐々 晃太郎(2) 小学生     11.30  2 山岸 祐太(2) 小学生     10.84 
ｻｻ ｺｳﾀﾛｳ 下諏訪北小 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳﾀ 下諏訪北小

 3 西村 公助(2) 小学生     11.33  3 小島 耕平(2) 小学生     11.08 
ﾆｼﾑﾗ ｺｳｽｹ 下諏訪北小 ｺｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 下諏訪南小

 4 窪田 葵(2) 小学生     11.57  4 中村 琉星(2) 小学生     11.30 
ｸﾎﾞﾀ ｱｵｲ 下諏訪南小 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 下諏訪北小

 5 小松 勇吹(2) 小学生     11.93  5 有賀 一路(2) 小学生     11.51 
ｺﾏﾂ ｲﾌﾞｷ 下諏訪南小 ｱﾙｶﾞ ｲﾁﾛ 下諏訪南小

[ 3組] 風速 +0.9

 1 名取 泰我(2) 小学生     10.32 
ﾅﾄﾘ ﾀｲｶﾞ 下諏訪南小

 2 二方 航輝(2) 小学生     11.13 
ﾌﾀｶﾀ ｺｳｷ 下諏訪北小

 3 小河原 雅斗(2) 小学生     11.16 
ｵｶﾞﾜﾗ ﾏｻﾄ 下諏訪南小

 4 山田 朔弥(2) 小学生     11.47 
ﾔﾏﾀﾞ ｻｸﾔ 下諏訪北小

 4 山本 昌弘(2) 小学生     11.47 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 下諏訪南小

   1 小口 賢信(2) 小学生 下諏訪南小     10.08 (+0.8)   2   1
   2 名取 泰我(2) 小学生 下諏訪南小     10.32 (+0.9)   3   1
   3 山岸 祐太(2) 小学生 下諏訪北小     10.84 (+0.8)   2   2
   4 唐澤 秀輔(2) 小学生 下諏訪南小     10.86 (+1.5)   1   1
   5 小島 耕平(2) 小学生 下諏訪南小     11.08 (+0.8)   2   3
   6 二方 航輝(2) 小学生 下諏訪北小     11.13 (+0.9)   3   2
   7 小河原 雅斗(2) 小学生 下諏訪南小     11.16 (+0.9)   3   3
   8 佐々 晃太郎(2) 小学生 下諏訪北小     11.30 (+1.5)   1   2
   8 中村 琉星(2) 小学生 下諏訪北小     11.30 (+0.8)   2   4
  10 西村 公助(2) 小学生 下諏訪北小     11.33 (+1.5)   1   3
  11 山田 朔弥(2) 小学生 下諏訪北小     11.47 (+0.9)   3   4
  11 山本 昌弘(2) 小学生 下諏訪南小     11.47 (+0.9)   3   4
  13 有賀 一路(2) 小学生 下諏訪南小     11.51 (+0.8)   2   5
  14 窪田 葵(2) 小学生 下諏訪南小     11.57 (+1.5)   1   4
  15 小松 勇吹(2) 小学生 下諏訪南小     11.93 (+1.5)   1   5

小学男子2年

60m                 

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 記録／備考
6    27 2    26

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3   236 5   238

5   235 6    24

4    28 3   239

2    29 4    34

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6    25

2    94

5   237

小学男子2年

60m                 
タイムレース

3   208

4    35

備考 組順位 No. 氏  名 都道府県

   27
   24
  237
   25

順位
   26
   94
  238

所属名 記録（風）

   35
   34
   28
   29

  236
  239
  235
  208



決勝 9月9日  9:40

大会新               9.8 

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +0.7

 1 唐木 陽向(3) 小学生     10.67  1 北島 健二朗(3) 小学生     10.45 
ｶﾗｷ ﾋﾅﾀ 下諏訪北小 ｷﾀｼﾞﾏ ｹﾝｼﾞﾛｳ 下諏訪南小

 2 齊藤 昊稀(3) 小学生     10.79  2 栗山 大翔(3) 小学生     10.67 
ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 下諏訪南小 ｸﾘﾔﾏ ﾀﾞｲﾄ 下諏訪南小

 3 鎌上 大翔(3) 小学生     10.81  3 川上 真宙(3) 小学生     11.15 
ｶﾏｶﾞﾐ ﾋﾛﾄ 下諏訪北小 ｶﾜｶﾐ ﾏﾋﾛ 下諏訪南小

 4 堀内 優心(3) 小学生     10.96  4 小河原 陸大(3) 小学生     11.29 
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｼﾝ 下諏訪南小 ｵｶﾞﾜﾗ ﾘｸﾄ 下諏訪北小

 5 田中 康太(3) 小学生     10.98  5 髙木 重暁(3) 小学生     11.46 
ﾀﾅｶ ｺｳﾀ 下諏訪南小 ﾀｶﾞｷﾞ ｼｹﾞｱｷ 下諏訪南小

 6 小口 虎之介(3) 小学生     12.03  6 林 知寛(3) 小学生     11.94 
ｵｸﾞﾁ ﾄﾗﾉｽｹ 下諏訪南小 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 下諏訪北小

[ 3組] 風速 +0.7

 1 林 星成(3) 小学生     10.65 
ﾊﾔｼ ｾﾅ 下諏訪南小

 2 松倉 想太(3) 小学生     10.66 
ﾏﾂｸﾗ ｿｳﾀ 下諏訪南小

 3 芳澤 慶士郎(3) 小学生     10.70 
ﾖｼｻﾞﾜ ｹｲｼﾛｳ 下諏訪南小

 4 豐島 健士郎(3) 小学生     11.36 
ﾄﾖｼﾏ ｹﾝｼﾛｳ 下諏訪北小

 5 村上 蒼一郎(3) 小学生     11.53 
ﾑﾗｶﾐ ｿｳｲﾁﾛｳ 下諏訪南小

   1 北島 健二朗(3) 小学生 下諏訪南小     10.45 (+0.7)   2   1
   2 林 星成(3) 小学生 下諏訪南小     10.65 (+0.7)   3   1
   3 松倉 想太(3) 小学生 下諏訪南小     10.66 (+0.7)   3   2
   4 唐木 陽向(3) 小学生 下諏訪北小     10.67 (+0.7)   1   1
   4 栗山 大翔(3) 小学生 下諏訪南小     10.67 (+0.7)   2   2
   6 芳澤 慶士郎(3) 小学生 下諏訪南小     10.70 (+0.7)   3   3
   7 齊藤 昊稀(3) 小学生 下諏訪南小     10.79 (+0.7)   1   2
   8 鎌上 大翔(3) 小学生 下諏訪北小     10.81 (+0.7)   1   3
   9 堀内 優心(3) 小学生 下諏訪南小     10.96 (+0.7)   1   4
  10 田中 康太(3) 小学生 下諏訪南小     10.98 (+0.7)   1   5
  11 川上 真宙(3) 小学生 下諏訪南小     11.15 (+0.7)   2   3
  12 小河原 陸大(3) 小学生 下諏訪北小     11.29 (+0.7)   2   4
  13 豐島 健士郎(3) 小学生 下諏訪北小     11.36 (+0.7)   3   4
  14 髙木 重暁(3) 小学生 下諏訪南小     11.46 (+0.7)   2   5
  15 村上 蒼一郎(3) 小学生 下諏訪南小     11.53 (+0.7)   3   5
  16 林 知寛(3) 小学生 下諏訪北小     11.94 (+0.7)   2   6
  17 小口 虎之介(3) 小学生 下諏訪南小     12.03 (+0.7)   1   6
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決勝 9月9日  9:00

大会新              14.8

[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 +1.3

 1 山田 龍平(4) 小学生     16.64  1 門輪 倖太朗(4) 小学生     15.45 
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ 下諏訪北小 ｶﾄﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 下諏訪南小

 2 小口 緋彩(4) 小学生     17.11  2 ロバーツ舵安志(4小学生     15.97 
ｵｸﾞﾁ ﾋｲﾛ 下諏訪南小 ﾛﾊﾞｰﾂﾀｰｼﾞ 下諏訪北小

 3 赤沼 良樹(4) 小学生     17.45  3 兒玉 崇佑(4) 小学生     16.30 
ｱｶﾇﾏ ﾖｼｷ 下諏訪北小 ｺﾀﾞﾏ ｿｳｽｹ 下諏訪南小

 4 武居 拳聖(4) 小学生     17.60  4 中村 光駕(4) 小学生     17.14 
ﾀｹｲ ｹﾝｾｲ 下諏訪南小 ﾅｶﾑﾗ  ｺｳｶﾞ 下諏訪北小

 5 大代 蓮真(4) 小学生     19.09  5 内藤 蓮一郎(4) 小学生     17.62 
ｵｵｼﾛ ﾚﾝﾏ 下諏訪南小 ﾅｲﾄｳ ﾚﾝｲﾁﾛｳ 下諏訪南小
梶原 陽太(4) 小学生
ｶｼﾞﾜﾗ ﾋﾅﾀ 下諏訪南小

   1 門輪 倖太朗(4) 小学生 下諏訪南小     15.45 (+1.3)   2   1
   2 ロバーツ舵安志(4) 小学生 下諏訪北小     15.97 (+1.3)   2   2
   3 兒玉 崇佑(4) 小学生 下諏訪南小     16.30 (+1.3)   2   3
   4 山田 龍平(4) 小学生 下諏訪北小     16.64 (+1.5)   1   1
   5 小口 緋彩(4) 小学生 下諏訪南小     17.11 (+1.5)   1   2
   6 中村 光駕(4) 小学生 下諏訪北小     17.14 (+1.3)   2   4
   7 赤沼 良樹(4) 小学生 下諏訪北小     17.45 (+1.5)   1   3
   8 武居 拳聖(4) 小学生 下諏訪南小     17.60 (+1.5)   1   4
   9 内藤 蓮一郎(4) 小学生 下諏訪南小     17.62 (+1.3)   2   5
  10 大代 蓮真(4) 小学生 下諏訪南小     19.09 (+1.5)   1   5

決勝 9月9日  9:05

大会新              14.1

風速 +0.5

 1 高木 保徳(5) 小学生     15.01 
ﾀｶｷﾞ ﾔｽﾉﾘ 下諏訪南小

 2 倉島 正行(5) 小学生     15.25 
ｸﾗｼﾏ ﾏｻﾕｷ 下諏訪北小

 3 小澤 遼真(5) 小学生     16.10 
ｵｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 下諏訪北小

 4 唐澤 優仁(5) 小学生     16.41 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ 下諏訪南小

 5 中山 空(5) 小学生     16.91 
ﾅｶﾔﾏ ｿﾗ 下諏訪北小

 6 北島 壮太朗(5) 小学生     17.19 
ｷﾀｼﾞﾏ ｿｳﾀﾛｳ 下諏訪南小
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決勝 9月9日  9:10

大会新              13.5 

風速 -0.7

 1 宮坂 奏多(6) 小学生     14.34 
ﾐﾔｻｶ ｿｳﾀ 下諏訪南小

 2 佐藤 稜太(6) 小学生     14.72 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 下諏訪南小

 3 門輪 修也(6) 小学生     14.75 
ｶﾄﾞﾜ ｼｭｳﾔ 下諏訪南小

 4 中村 大河(6) 小学生     16.07 
ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 下諏訪南小

決勝 9月9日  9:30

大会新              12.6 

風速 +0.1

 1 酒井 琢磨(1) 中学生     15.05 
ｻｶｲ ﾀｸﾏ 下諏訪社中

決勝 9月9日  9:30

大会新              11.9 

風速 +0.1

 1 増沢 勇人(2) 中学生     14.57 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 下諏訪社中

 2 大滝 隼輝(2) 中学生     14.88 
ｵｵﾀｷ ｼｭﾝｷ 下諏訪中

記録／備考
5   400

4   300

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

中学男子2年
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100m                
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順 ﾚｰﾝ



決勝 9月9日 11:05

 1 門輪 倖太朗(4) 小学生   3,34.35 
ｶﾄﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 下諏訪南小

 2 ロバーツ舵安志(4小学生   3,38.21 
ﾛﾊﾞｰﾂﾀｰｼﾞ 下諏訪北小

 3 太田 正清(4) 小学生   3,59.14 
ｵｵﾀ ﾏｻｷﾖ 下諏訪南小

 4 篠原 旺世(4) 小学生   4,09.06 
ｼﾉﾊﾗ ｵｳｾ 下諏訪南小

 5 小口 緋彩(4) 小学生   4,09.13 
ｵｸﾞﾁ ﾋｲﾛ 下諏訪南小

 6 武居 遥太(4) 小学生   4,09.83 
ﾀｹｲ ﾊﾙﾀ 下諏訪南小

 7 川島 舜也(4) 小学生   4,20.78 
ｶﾜｼﾏ ｼｭﾝﾔ 下諏訪南小

 8 市澤 大輝(4) 小学生   4,20.84 
ｲﾁｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 下諏訪南小

決勝 9月9日 10:55

 1 二方 駿輝(5) 小学生   3,54.10 
ﾌﾀｶﾀ ｼｭﾝｷ 下諏訪北小

 2 大久保 諒人(5) 小学生   4,04.73 
ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳﾄ 下諏訪南小

 3 久保田 真翔(5) 小学生   4,04.96 
ｸﾎﾞﾀ ﾏﾅﾄ 下諏訪南小

 4 五味 咲人(5) 小学生   4,28.02 
ｺﾞﾐ ｻｷﾄ 下諏訪北小

決勝 9月9日 10:55

 1 門輪 修也(6) 小学生   3,26.80 
ｶﾄﾞﾜ ｼｭｳﾔ 下諏訪南小

 2 大平詠介(6) 小学生   3,49.02 
ｵｵﾋﾗ ｴｲｽｹ 下諏訪南小

小学男子4年
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決勝 9月9日 10:35

 1 大滝 隼輝(2) 中学生   5,12.19 
ｵｵﾀｷ ｼｭﾝｷ 下諏訪中

 2 清水 一樹(2) 中学生   5,36.25 
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 下諏訪中

 3 増沢 勇人(2) 中学生   5,45.15 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 下諏訪社中
松尾 悠登(1) 中学生
ﾏﾂｵ ﾊﾙﾄ 下諏訪社中
土田 晃大(1) 中学生
ﾂﾁﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 下諏訪中

中学男子共通

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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決勝 9月9日 10:00

宮坂 春輝(4) 小学生
ﾐﾔｻｶ ﾊﾙｷ 下諏訪北小

決勝 9月9日 10:00

佐藤 稜太(6) 小学生
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 下諏訪南小
島田 怜央(6) 小学生
ｼﾏﾀﾞ ﾚｵ 下諏訪南小

小学男子4年
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決勝
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決勝 9月9日  9:00

大会新               3.71

宮坂 春輝(4) 小学生   3.11   2.90   2.80    3.11 
ﾐﾔｻｶ ﾊﾙｷ 下諏訪北小   +0.2   +0.6   +1.2    +0.2
太田 正清(4) 小学生   2.92   2.44    X    2.92 
ｵｵﾀ ﾏｻｷﾖ 下諏訪南小   +0.2   +0.6    +0.2

決勝 9月9日  9:00

大会新               3.98

中山 空(5) 小学生   2.94   3.11   3.00    3.11 
ﾅｶﾔﾏ ｿﾗ 下諏訪北小   +0.2   +0.6   +0.8    +0.6
北島 壮太朗(5) 小学生   2.71   2.83    X    2.83 
ｷﾀｼﾞﾏ ｿｳﾀﾛｳ 下諏訪南小   +0.1   +0.2    +0.2
五味 咲人(5) 小学生    X   2.80   2.68    2.80 
ｺﾞﾐ ｻｷﾄ 下諏訪北小   +0.2   +0.8    +0.2

決勝 9月9日  9:00

大会新               4.54

島田 怜央(6) 小学生   3.90   3.90    X    3.90 
ｼﾏﾀﾞ ﾚｵ 下諏訪南小   +0.3   +0.5    +0.3
中村 大河(6) 小学生   3.86   3.38   3.86    3.86 
ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 下諏訪南小    0.0   +1.0   +0.5     0.0
伊東 飛呂人(6) 小学生   3.58   3.70   3.52    3.70 
ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 下諏訪南小   +0.5   +0.6   +0.5    +0.6

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
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決勝 9月9日 11:25

大会新            1,02.1 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   1    64 武居 拳聖(4)   1,13.70 

ﾀｹｲ ｹﾝｾｲ
   59 川島 舜也(4)

ｶﾜｼﾏ ｼｭﾝﾔ
   65 武居 遥太(4)

ﾀｹｲ ﾊﾙﾀ
   66 市澤 大輝(4)

ｲﾁｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ

決勝 9月9日 11:25

大会新            1,00.7 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 下諏訪北小   228 小澤 遼真(5)   1,03.71 

ｷﾀｼｮｳ ｵｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ
  229 二方 駿輝(5)

ﾌﾀｶﾀ ｼｭﾝｷ
  241 増沢 拓(5)

ﾏｽｻﾞﾜ ﾀｸ
  227 倉島 正行(5)

ｸﾗｼﾏ ﾏｻﾕｷ
 2   4 下諏訪南小    77 大久保 諒人(5)   1,05.21 

ﾐﾅﾐｼｮｳ ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳﾄ
   74 唐澤 優仁(5)

ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ
   71 久保田 真翔(5)

ｸﾎﾞﾀ ﾏﾅﾄ
   78 高木 保徳(5)

ﾀｶｷﾞ ﾔｽﾉﾘ

決勝 9月9日 11:25

大会新              56.7 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 下諏訪南小(A)    81 中村 大河(6)   1,00.22 

ﾐﾅﾐｼｮｳA ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｶﾞ
   93 堀内 温人

ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙﾄ
   82 佐藤 稜太(6)

ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ
   83 宮坂 奏多(6)

ﾐﾔｻｶ ｿｳﾀ
  6 下諏訪南小(B)

ﾐﾅﾐｼｮｳB 欠場

決勝

小学男子5年

4×100mR            

決勝

小学男子6年

小学男子4年

4×100mR            

決勝

4×100mR            



決勝 9月9日 11:25

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   1 下諏訪南小(B)    69 原 咲幸(4)   1,07.03 

ﾐﾅﾐｼｮｳB ﾊﾗ ｻﾕｷ
   63 篠原 旺世(4)

ｼﾉﾊﾗ ｵｳｾ
   68 兒玉 崇佑(4)

ｺﾀﾞﾏ ｿｳｽｹ
   55 門輪 倖太朗(4)

ｶﾄﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ

決勝

参考：小学生オープン

4×100mR            
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