
大会コード 19170708

： 令和元年8月25日（日）
： 長野県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： 塩尻市　塩尻市教育委員会　NPO法人塩尻市体育協会

塩尻陸上競技協会
： 塩尻陸上競技協会
： 降幡 明生
： 木戸岡 和孝
： 北野 文彦

■この大会で樹立された記録
月日

8/25

8/25

8/25

8/25

■グラウンドコンディション

■フィールド競技における記号の説明
成功・有効試技 (走高跳・棒高跳) 失敗・無効試技 パス 試合放棄

■失格の略号の説明
リレーでテイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった (R170-7)
()内は区間を表す　 (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走

第６０回 塩尻市民体育祭夏季大会
～陸上競技～

記 録 集
期 日
会 場
主 催

種目 ラウンド 記録 氏名 (学年) 所属 従来の記録

主 管
総 務
審 判 長
記録・情報主任

記録の種類 クラス

塩尻中 42.23

大会新 中学共通女子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 決勝 44.76 増澤 美優(3) 両小野中 34.76

大会新 中学共通男子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 決勝 44.49 増田 大葵(2)

塩尻市陸協 4:13.21

大会新 中学1年男子 走幅跳 決勝 5.66(+0.3) 倉澤 拓弥(1) 両小野中 5.55

大会新 一般男子 1500m 決勝 4:12.41 清沢 創一

時刻 天候 風向 風速(m/s) 気温(℃) 湿度(%)

高橋 颯(1)

塩尻広陵中(A) 54.82
熊井 煌希(1)

土方 悠希(1)

原 颯駕(1)

大会新 8/25 中学1年男子 4x100mR 決勝 52.50

9:00 晴 南西 0.5 27.0 52.0

8:30 晴 西 1.3 25.5 63.0

11:00 晴 北 1.2 29.5 44.0

10:00 晴 南西 2.0 28.0 50.0

13:00 晴 北 2.1 32.0 41.0

12:00 晴 南 1.2 31.0 40.0
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第60回塩尻市民体育大会夏季大会陸上競技の部 ﾄﾗｯｸ審判長 木戸岡和孝

投てき審判長 木戸岡和孝
跳躍審判長 木戸岡和孝

【開催日】 令和元年8月25日(日)

【主催団体】 塩尻市陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】長野県松本平広域公園陸上競技場

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

 8/25 一般男子  +2.2 古畑 充稀(2) 11.88 中塚 渓滋 11.94 小田 隼斗(1) 12.28 黒野 敦志(1) 12.31 武田 知樹(1) 12.44 松本 航斗(1) 12.58 黒野 真也(1) 12.69
100m 田川高 DreamAC 田川高 松本国際高 田川高 塩尻志学館高 下諏訪向陽

 8/25  +0.2 中塚 渓滋 24.21 小田 隼斗(1) 24.64 古瀬 康平(1) 24.87 黒野 敦志(1) 25.06 武田 知樹(1) 25.30 黒野 真也(1) 26.07 本田 智哉(1) 26.98
200m DreamAC 田川高 塩尻志学館高 松本国際高 田川高 下諏訪向陽 田川高

 8/25 古畑 充稀(2) 54.78
400m 田川高

 8/25 清沢 創一 4:12.41 青木 陽 4:23.93 渡辺 優樹 4:29.81 宮阪 紘平 4:30.09 大村 一 4:31.24 沓掛 蒼大(2) 4:32.65 松野 淳司 4:36.75 青木 颯 4:38.17
1500m 塩尻市陸協 GR 塩尻市陸協 OBOKA OBOKA 塩尻市陸協 塩尻志学館高 塩尻市陸協 安曇野陸協

 8/25 松野 淳司 15:40.73 清沢 創一 16:14.71 青木 陽 16:28.22 大村 一 16:30.55 青木 颯 16:38.36 渡辺 優樹 17:12.05 中村 純和 17:32.78 柳澤 昂弥(1) 18:14.77
5000m 塩尻市陸協 塩尻市陸協 塩尻市陸協 塩尻市陸協 安曇野陸協 OBOKA 塩尻市陸協 塩尻志学館高

 8/25 宮入 太優 1.80
走高跳 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 8/25 阪 圭央 6.30(+0.1) 赤瀬 崇 5.17(-0.8)
走幅跳 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

 8/25 小林 和夫 8.50

砲丸投(7.260kg) 上伊那郡陸協
 8/25 中学1年男子  +2.2 原 颯駕(1) 12.39 熊井 煌希(1) 13.18 土方 悠希(1) 13.24 古谷 陽琉(1) 14.23 清沢 天真(1) 14.40 平林 海樹(1) 14.44 西村 泰良(1) 14.56

100m 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻中 塩尻中 塩尻中
 8/25 倉澤 拓弥(1) 5.66(+0.3) 林 瑞己(1) 4.51(+1.6) 溝口 昊汰(1) 4.16(+1.5) 髙橋 颯(1) 4.09(+0.9) 清沢 天真(1) 4.02(+1.6) 土方 悠希(1) 4.02(-1.4) 西村 泰良(1) 3.97(+1.3)

走幅跳 両小野中 GR 塩尻西部中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻中 塩尻広陵中 塩尻中
 8/25 塩尻広陵中(A)       52.50 塩尻広陵中(B)       57.07 塩尻中       59.97

4×100m 髙橋 颯(1) GR 吉江 駿(1) 西村 泰良(1)
熊井 煌希(1) 竹内 智起(1) 竹下 陸矢(1)
土方 悠希(1) 山﨑 凌汰(1) 平林 海樹(1)
原 颯駕(1) 古谷 陽琉(1) 清沢 天真(1)

 8/25 中学2・3年男  +2.5 宮下 裕也(2) 11.64 上條 瑞季(3) 11.93 土方 晃希(3) 12.04 矢花 彰吾(2) 12.17 中村 陸人(3) 12.32 村上 康生(2) 12.32 馬場 友希(2) 12.70 上條 輝太(2) 13.22
100m 塩尻広陵中 丘中 塩尻広陵中 丘中 塩尻広陵中 塩尻中 塩尻中 丘中

 8/25 中村 陸人(3) 5.07(+1.8) 保髙 寿一(2) 4.94(+2.5) 諏訪 晃(2) 4.43(-0.4) 三村 琉世(2) 3.69(+1.2) 大久保 樹(2) 3.68(-0.2)
走幅跳 塩尻広陵中 塩尻中 塩尻中 塩尻広陵中 塩尻中

 8/25 塩尻広陵中(B)       49.37 塩尻広陵中(A)       51.06 塩尻中(A)       51.13 丘中(B)       51.30 丘中(A)       51.80 塩尻中(B)       52.47
4×100m 今井 雄貴(3) 降旗 倖杜(2) 馬場 友希(2) 関原 暖基(3) 清水 蒼太(2) 望月 琉信(2)

北井 匠馬(3) 萩原 諒(2) 保髙 寿一(2) 上條 瑞季(3) 上條 輝太(2) 向山 若杜(2)
中村 陸人(3) 三村 琉世(2) 諏訪 晃(2) 上條 剛(2) 須澤 拓海(2) 尾関 響(2)
土方 晃希(3) 宮下 裕也(2) 村上 康生(2) 一本木 雅秀(3) 矢花 彰吾(2) 増田 大葵(2)

 8/25 中学共通男子 上條 瑞季(3) 24.94 土方 晃希(3) 25.00 矢花 彰吾(2) 25.02 村上 康生(2) 25.90 三村 祐輝(2) 26.93 上條 輝太(2) 27.87 諏訪 晃(2) 27.94 須澤 拓海(2) 27.95
200m 丘中 塩尻広陵中 丘中 塩尻中 丘中 丘中 塩尻中 丘中

 8/25 北井 匠馬(3) 4:59.44 糟谷 優蒼(1) 5:04.81 今井 雄貴(3) 5:05.22 増田 大葵(2) 5:17.56 一本木 雅秀(3) 5:21.05 吉江 駿(1) 5:27.68 須山 碧天(1) 5:33.71 城井 煌陽(2) 5:36.39
1500m 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻中 丘中 塩尻広陵中 塩尻西部中 丘中

 8/25 百瀬 歩夢(2) 11:40.22 飯澤 寛貴(2) 11:53.36
3000m 丘中 丘中

 8/25 北井 匠馬(3) 1.40 大池 京弥(2) 塩尻中 1.35 望月 琉信(2) 1.35
走高跳 塩尻広陵中 馬場 友希(2) 塩尻中 塩尻中

 8/25 増田 大葵(2) 44.49 尾関 響(2) 36.87 向山 若杜(2) 27.69 伊藤 凜空(1) 21.57
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 塩尻中 GR 塩尻中 塩尻中 塩尻広陵中

 8/25 小学4年男子  +1.7 塩原 蒼太(4) 15.39 熊谷 歩志(4) 16.09 大日方 琢真(4) 16.57 三村 勇仁(4) 16.58 三村 颯(4) 17.04 酒井 太希(4) 17.21 田中 元翔(4) 18.26
100m 洗馬小 吉田小 塩尻西小 広丘 広丘 広丘 広丘

 8/25 中村 祐俊(4) 4:04.91 川瀬 岳大(4) 4:10.26
1000m 吉田小 広丘

 8/25 佐藤 遼空(4) 2.78(-0.4) 清水 陽那太(4) 2.51(-1.1)
走幅跳 広丘 広丘

 8/25 小学5年男子 小松 珀(5) 15.46 古川 子竜(5) 15.61 伊藤 洸飛(5) 15.74 那須野 快晟(5) 15.84 臼井 直人(5) 15.90 鍋島 椋牙(5) 15.94 池上 蓮(5) 16.12 丸山 凰(5) 16.41
100m 片丘小 広丘 洗馬小 洗馬小 片丘小 塩尻西小 広丘 吉田小



第60回塩尻市民体育大会夏季大会陸上競技の部 ﾄﾗｯｸ審判長 木戸岡和孝

投てき審判長 木戸岡和孝
跳躍審判長 木戸岡和孝

【開催日】 令和元年8月25日(日)

【主催団体】 塩尻市陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】長野県松本平広域公園陸上競技場

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

 8/25 大村 春樹(5) 4:00.96 米窪 優月(5) 4:22.58
1000m 塩尻西小 塩尻東

 8/25 原 彪駕(5) 3.12(-1.1)
走幅跳 広丘

 8/25 吉野 太翔(5) 32.80 岩下 幸太郎(5) 30.77 小口 寛人(5) 29.55
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 塩尻西小 広丘 広丘

 8/25 洗馬小     1:03.04 広丘     1:04.32
4×100m 田中 邑和(5) 古川 子竜(5)

伊藤 洸飛(5) 原 彪駕(5)
中山 友悟(5) 山崎 温人(5)
那須野 快晟(5) 池上 蓮(5)

 8/25 小学6年男子  -0.5 川口 祐太朗(6) 14.15 平野 結太(6) 15.53 青柳 拓夢(6) 15.87 中野 大輝(6) 15.90 矢嶋 晴空(6) 16.38
100m 塩尻西小 広丘 洗馬小 塩尻西小 塩尻西小

 8/25 胡桃 嵩寿(6) 3:52.49 原田 龍(6) 3:53.11 平出 歩睦(6) 4:05.73 佐口 宙(6) 4:06.19 古田 歩夢(6) 4:15.01
1000m 吉田小 広丘 吉田小 広丘 吉田小

 8/25 村上 憲伸(6) 37.33 高砂 零(6) 37.30 今溝 悠真(6) 15.09
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 塩尻西小 塩尻西小 広丘

 8/25 塩尻西小       58.91
4×100m 中野 大輝(6)

村上 憲伸(6)
高砂 零(6)
川口 祐太朗(6)

 8/25 ｵｰﾌﾟﾝ男子  -1.5 安藤 直哉 11.49
100m ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 8/25 ｵｰﾌﾟﾝ小学男 片丘小     1:05.44
4×100m 臼井 直人(5)

直井　陽太(5)
小松 珀(5)
降旗 柚稀(5)



大会記録(GR)                    14.87 

風速 +1.7

 1 塩原 蒼太(4) 洗馬小     15.39 
ｼｵﾊﾗ ｿｳﾀ

 2 熊谷 歩志(4) 吉田小     16.09 
ｸﾏｶﾞｲ ｱﾕｼ

 3 大日方 琢真(4) 塩尻西小     16.57 
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾀｸﾏ

 4 三村 勇仁(4) 広丘     16.58 
ﾐﾑﾗ ﾊﾔﾄ

 5 三村 颯(4) 広丘     17.04 
ﾐﾑﾗ ﾊﾔﾃ

 6 酒井 太希(4) 広丘     17.21 
ｻｶｲ ﾀｲｷ

 7 田中 元翔(4) 広丘     18.26 
ﾀﾅｶ ｹﾞﾝﾄ

  永井 智也(4) 塩尻西小      
ﾅｶﾞｲ ﾄﾓﾔ DNS

3     3

4    20

5     2

7     5

8    21

9     7

6    40

小学4年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    55



大会記録(GR)                    14.43 

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 -0.6

 1 伊藤 洸飛(5) 洗馬小     15.74  1 小松 珀(5) 片丘小     15.46 
ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ ｺﾏﾂ ﾊｸ

 2 臼井 直人(5) 片丘小     15.90  2 古川 子竜(5) 広丘     15.61 
ｳｽｲ ﾅｵﾄ ﾌﾙｶﾜ ｼﾘｭｳ

 3 池上 蓮(5) 広丘     16.12  3 那須野 快晟(5) 洗馬小     15.84 
ｲｹｶﾞﾐ ﾚﾝ ﾅｽﾉ ｶｲｾｲ

 4 丸山 凰(5) 吉田小     16.41  4 鍋島 椋牙(5) 塩尻西小     15.94 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳ ﾅﾍﾞｼﾏ ﾘｮｳｶﾞ

 5 中山 友悟(5) 洗馬小     16.99  5 田中 邑和(5) 洗馬小     16.82 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｺﾞ ﾀﾅｶ ﾕｳﾜ

 6 山崎 温人(5) 広丘     17.27  6 細野 煌晟(5) 吉田小     16.96 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾄ ﾎｿﾉ ｺｳｾｲ

 7 降旗 柚稀(5) 片丘小     17.97  7 上條 陽翔(5) 広丘     17.16 
ﾌﾘﾊﾀ ﾕｽﾞｷ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊﾙﾄ

  有賀 大介(5) 塩尻西小        赤羽 杏輔(5) 片丘小      
ｱﾙｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ ｱｶﾊﾈ ｷｮｳｽｹ

   1 小松 珀(5) 片丘小     15.46 (-0.6)   2   1
   2 古川 子竜(5) 広丘     15.61 (-0.6)   2   2
   3 伊藤 洸飛(5) 洗馬小     15.74 (-0.1)   1   1
   4 那須野 快晟(5) 洗馬小     15.84 (-0.6)   2   3
   5 臼井 直人(5) 片丘小     15.90 (-0.1)   1   2
   6 鍋島 椋牙(5) 塩尻西小     15.94 (-0.6)   2   4
   7 池上 蓮(5) 広丘     16.12 (-0.1)   1   3
   8 丸山 凰(5) 吉田小     16.41 (-0.1)   1   4
   9 田中 邑和(5) 洗馬小     16.82 (-0.6)   2   5
  10 細野 煌晟(5) 吉田小     16.96 (-0.6)   2   6
  11 中山 友悟(5) 洗馬小     16.99 (-0.1)   1   5
  12 上條 陽翔(5) 広丘     17.16 (-0.6)   2   7
  13 山崎 温人(5) 広丘     17.27 (-0.1)   1   6
  14 降旗 柚稀(5) 片丘小     17.97 (-0.1)   1   7
    有賀 大介(5) 塩尻西小          (-0.1)DNS   1    
    赤羽 杏輔(5) 片丘小          (-0.6)DNS   2    

   18
   43
   53
   42
   54
   12
   11
   72
   25
   73

   10
   51
   50
   71
   23

備考 組 順位
   70

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

DNS DNS

タイムレース

2    25 3    73

5    72 8    12

8    11 5    42

3    54 4    53

4    43 7    23

6    18 6    50

7    71 2    10

所属名 記録／備考
1    51 1    70

ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学5年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



大会記録(GR)                    13.33 

風速 -0.5

 1 川口 祐太朗(6) 塩尻西小     14.15 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾛｳ

 2 平野 結太(6) 広丘     15.53 
ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀ

 3 青柳 拓夢(6) 洗馬小     15.87 
ｱｵﾔｷﾞ ﾋﾛﾑ

 4 中野 大輝(6) 塩尻西小     15.90 
ﾅｶﾉ ﾀﾞｲｷ

 5 矢嶋 晴空(6) 塩尻西小     16.38 
ﾔｼﾞﾏ ﾊﾙｸ

4    32

5    52

6    30

3    15

小学6年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    28



大会記録(GR)                  3:23.49 

 1 中村 祐俊(4) 吉田小   4:04.91 
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾄｼ

 2 川瀬 岳大(4) 広丘   4:10.26 
ｶﾜｾ ﾀｹﾋﾛ

1    41

2     1

小学4年男子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考



大会記録(GR)                  3:24.85 

 1 大村 春樹(5) 塩尻西小   4:00.96 
ｵｵﾑﾗ ﾊﾙｷ

 2 米窪 優月(5) 塩尻東   4:22.58 
ﾖﾈｸﾎﾞ ﾕﾂｷ

  栗岩 蓮(5) 塩尻西小      
ｸﾘｲﾜ ﾚﾝ

  百瀬 泰志(5) 塩尻西小      
ﾓﾓｾ ﾀｲｼ DNS

3    26
DNS

6    24

4    35

小学5年男子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    22



大会記録(GR)                  3:03.05 

 1 胡桃 嵩寿(6) 吉田小   3:52.49 
ｸﾙﾐ ｺｳｼﾞｭ

 2 原田 龍(6) 広丘   3:53.11 
ﾊﾗﾀﾞ ﾘｭｳ

 3 平出 歩睦(6) 吉田小   4:05.73 
ﾋﾗｲﾃﾞ ｱﾕﾑ

 4 佐口 宙(6) 広丘   4:06.19 
ｻｸﾞﾁ ｿﾗ

 5 古田 歩夢(6) 吉田小   4:15.01 
ﾌﾙﾀ ｱﾕﾑ

11    46

7    45

8    16

10    14

小学6年男子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
9    44



大会記録(GR)                    56.4  

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 洗馬小    53 田中 邑和(5)   1:03.04 

ｾﾊﾞｼｮｳ ﾀﾅｶ ﾕｳﾜ
   51 伊藤 洸飛(5)

ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ
   54 中山 友悟(5)

ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｺﾞ
   50 那須野 快晟(5)

ﾅｽﾉ ｶｲｾｲ
 2   5 広丘    10 古川 子竜(5)   1:04.32 

ﾋﾛｵｶ ﾌﾙｶﾜ ｼﾘｭｳ
   13 原 彪駕(5)

ﾊﾗ ﾋｭｳｶﾞ
   11 山崎 温人(5)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾄ
   18 池上 蓮(5)

ｲｹｶﾞﾐ ﾚﾝ
    2 塩尻西小      

ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳ DNS

小学5年男子

4×100m

決勝



大会記録(GR)                    55.79 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 塩尻西小    30 中野 大輝(6)     58.91 

ｼｵｼﾞﾘﾆｼｼｮｳ ﾅｶﾉ ﾀﾞｲｷ
   31 村上 憲伸(6)

ﾑﾗｶﾐ ｹﾝｼﾝ
   29 高砂 零(6)

ﾀｶｽﾅ ﾚｲ
   28 川口 祐太朗(6)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾛｳ

小学6年男子

4×100m

決勝



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 片丘小    71 臼井 直人(5)   1:05.44 

ｶﾀｵｶｼｮｳ ｳｽｲ ﾅｵﾄ
   74 直井　陽太(5)

ﾅｵｲ　ﾖｳﾀ
   70 小松 珀(5)

ｺﾏﾂ ﾊｸ
   72 降旗 柚稀(5)

ﾌﾘﾊﾀ ﾕｽﾞｷ

ｵｰﾌﾟﾝ小学男子

4×100m

決勝



大会記録(GR)                     3.95 

 ３回の
 最高記録

佐藤 遼空(4) 広丘   2.50  2.69  2.78   2.78             2.78 
ｻﾄｳ ﾊﾙｸ   -0.3  -1.2  -0.4   -0.4                      -0.4
清水 陽那太(4) 広丘   2.42  2.51  2.39   2.51             2.51 
ｼﾐｽﾞ ﾋﾅﾀ   -0.4  -1.1  -0.8   -1.1                      -1.1

1 2     4

2 1     6

備考

小学4年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 -3- -4- -5- -6- 記録ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



大会記録(GR)                     4.19 

 ３回の
 最高記録

原 彪駕(5) 広丘   2.77  3.07  3.12   3.12             3.12 
ﾊﾗ ﾋｭｳｶﾞ   -0.2  -2.2  -1.1   -1.1                      -1.1

1 1    13

-4- -5--1- -2- -3- 記録 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 -6-



大会記録(GR)                    40.68 

 ３回の
 最高記録

吉野 大翔(5) 塩尻西小
ﾖｼﾉ ﾀｲｶﾞ
岩下 幸太郎(5) 広丘
ｲﾜｼﾀ ｺｳﾀﾛｳ
小口 寛人(5) 広丘
ｵｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ

2 2     8  30.77

 29.55  26.73  29.55          3 1     9  29.55   x

 30.71 26.15  30.77        30.77 

 26.32  32.80          

   

 32.80 1 3    27    x  32.80

小学5年男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -5- -6- 記録 備考-4-



大会記録(GR)                    43.06 

 ３回の
 最高記録

村上 憲伸(6) 塩尻西小
ﾑﾗｶﾐ ｹﾝｼﾝ
高砂 零(6) 塩尻西小
ﾀｶｽﾅ ﾚｲ
今溝 悠真(6) 広丘
ｲﾏﾐｿﾞ ﾕｳﾏ

2 1    29  37.30

 15.09  12.24  15.09          3 2    17  15.09 14.59

 32.04 37.27  37.30        37.30 

 36.03  37.33          

   

 37.33 1 3    31    x  37.33

小学6年男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -5- -6- 記録 備考-4-



大会記録(GR)                    11.96 

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +0.4

 1 原 颯駕(1) 塩尻広陵中     12.56 q  1 熊井 煌希(1) 塩尻広陵中     13.63 q
ﾊﾗ ﾌｳｶﾞ ｸﾏｲ ｺｳｷ

 2 土方 悠希(1) 塩尻広陵中     13.43 q  2 西村 泰良(1) 塩尻中     14.91 q
ﾋｼﾞｶﾀ ﾕｳｷ ﾆｼﾑﾗ ﾀｲﾗ

 3 古谷 陽琉(1) 塩尻広陵中     14.39 q  3 竹内 智起(1) 塩尻広陵中     15.24 
ﾌﾙﾔ ﾊﾙ ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ

 4 清沢 天真(1) 塩尻中     14.76 q  4 竹下 陸矢(1) 塩尻中     17.17 
ｷﾖｻﾜ ﾃﾝﾏ ﾀｹｼﾀ ﾘｸﾔ

 5 平林 海樹(1) 塩尻中     14.83 q   池内 奏太(1) 丘中      
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶｲｷ ｲｹｳﾁ ｶﾅﾀ

 6 増澤 凌空(1) 丘中     14.84 q
ﾏｽｻﾞﾜ ﾘｸ

風速 +2.2

 1 原 颯駕(1) 塩尻広陵中     12.39 
ﾊﾗ ﾌｳｶﾞ

 2 熊井 煌希(1) 塩尻広陵中     13.18 
ｸﾏｲ ｺｳｷ

 3 土方 悠希(1) 塩尻広陵中     13.24 
ﾋｼﾞｶﾀ ﾕｳｷ

 4 古谷 陽琉(1) 塩尻広陵中     14.23 
ﾌﾙﾔ ﾊﾙ

 5 清沢 天真(1) 塩尻中     14.40 
ｷﾖｻﾜ ﾃﾝﾏ

 6 平林 海樹(1) 塩尻中     14.44 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶｲｷ

 7 西村 泰良(1) 塩尻中     14.56 
ﾆｼﾑﾗ ﾀｲﾗ

  増澤 凌空(1) 丘中      
ﾏｽｻﾞﾜ ﾘｸ

3  6468
DNS

9  6418

2  6394

4  6487

8  6419

所属名 記録／備考
5  6479

6  6483

7  6478

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

DNS
4  6468

2  6418 4  6469

6  6419 2  6410

3  6487 5  6486

7  6478 6  6394

所属名 記録／備考
5  6479 3  6483

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

中学1年男子

100m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



大会記録(GR)                    11.44 

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 -0.2

 1 上條 瑞季(3) 丘中     12.07 q  1 宮下 裕也(2) 塩尻広陵中     11.96 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾔ

 2 土方 晃希(3) 塩尻広陵中     12.27 q  2 村上 康生(2) 塩尻中     12.60 q
ﾋｼﾞｶﾀ ｺｳｷ ﾑﾗｶﾐ ｺｳｾｲ

 3 三村 祐輝(2) 丘中     13.19  3 上條 輝太(2) 丘中     13.11 q
ﾐﾑﾗ ﾕｳｷ ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳﾀ

 4 関原 暖基(3) 丘中     13.43  4 吉田 隼人(3) 塩尻広陵中     13.43 
ｾｷﾊﾗ ﾊﾙｷ ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ

 5 降旗 倖杜(2) 塩尻広陵中     13.55  5 清水 蒼太(2) 丘中     13.62 
ﾌﾘﾊﾀ ﾕｷﾄ ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ

 6 保髙 寿一(2) 塩尻中     13.77  6 尾関 響(2) 塩尻中     13.89 
ﾎﾀｶ ｼﾞｭｲﾁ ｵｾﾞｷ ﾋﾋﾞｷ

 7 永松 篤(2) 塩尻広陵中     14.16  7 三村 琉世(2) 塩尻広陵中     14.00 
ﾅｶﾞﾏﾂ ｱﾂｼ ﾐﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ

 8 望月 琉信(2) 塩尻中     15.06 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｭｳｼﾝ

[ 3組] 風速 +0.9

 1 矢花 彰吾(2) 丘中     12.58 q
ﾔﾊﾞﾅ ｼｮｳｺﾞ

 2 中村 陸人(3) 塩尻広陵中     12.62 q
ﾅｶﾑﾗ ﾘｸﾄ

 3 馬場 友希(2) 塩尻中     12.94 q
ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓｷ

 4 向山 若杜(2) 塩尻中     13.15 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾜｶﾄ

 5 須澤 拓海(2) 丘中     13.46 
ｽｻﾞﾜ ﾀｸﾐ

 6 萩原 諒(2) 塩尻広陵中     13.58 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ

 7 上條 剛(2) 丘中     14.00 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾂﾖｼ

風速 +2.5

 1 宮下 裕也(2) 塩尻広陵中     11.64 
ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾔ

 2 上條 瑞季(3) 丘中     11.93 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ

 3 土方 晃希(3) 塩尻広陵中     12.04 
ﾋｼﾞｶﾀ ｺｳｷ

 4 矢花 彰吾(2) 丘中     12.17 
ﾔﾊﾞﾅ ｼｮｳｺﾞ

 5 中村 陸人(3) 塩尻広陵中     12.32 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｸﾄ

 6 村上 康生(2) 塩尻中     12.32 
ﾑﾗｶﾐ ｺｳｾｲ

 7 馬場 友希(2) 塩尻中     12.70 
ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓｷ

 8 上條 輝太(2) 丘中     13.22 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳﾀ

3  6463

8  6491

9  6412

2  6401

6  6456

7  6488

5  6459

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  6471

6  6466

3  6475

4

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 6458

5  6491

2  6401

7  6416

8  6459

8  6472 8  6470

7  6460 4  6463

2  6413

4  6474 2  6465

3  6457 3  6489

5  6411 7  6417

6  6488 5  6412

中学2・3年男子

100m

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
9  6456 6  6471

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



大会記録(GR)                    23.28 

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +2.9

 1 上條 瑞季(3) 丘中     24.94  1 土方 晃希(3) 塩尻広陵中     25.00 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ ﾋｼﾞｶﾀ ｺｳｷ

 2 村上 康生(2) 塩尻中     25.90  2 矢花 彰吾(2) 丘中     25.02 
ﾑﾗｶﾐ ｺｳｾｲ ﾔﾊﾞﾅ ｼｮｳｺﾞ

 3 三村 祐輝(2) 丘中     26.93  3 上條 輝太(2) 丘中     27.87 
ﾐﾑﾗ ﾕｳｷ ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳﾀ

 4 古谷 陽琉(1) 塩尻広陵中     29.46  4 諏訪 晃(2) 塩尻中     27.94 
ﾌﾙﾔ ﾊﾙ ｽﾜ ｱｷﾗ

 5 上條 剛(2) 丘中     29.56  5 須澤 拓海(2) 丘中     27.95 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾂﾖｼ ｽｻﾞﾜ ﾀｸﾐ

 6 竹内 智起(1) 塩尻広陵中     31.10  6 萩原 諒(2) 塩尻広陵中     28.24 
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ

  池内 奏太(1) 丘中       7 清水 蒼太(2) 丘中     29.42 
ｲｹｳﾁ ｶﾅﾀ ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ

   1 上條 瑞季(3) 丘中     24.94 (+0.9)   1   1
   2 土方 晃希(3) 塩尻広陵     25.00 (+2.9)   2   1
   3 矢花 彰吾(2) 丘中     25.02 (+2.9)   2   2
   4 村上 康生(2) 塩尻中     25.90 (+0.9)   1   2
   5 三村 祐輝(2) 丘中     26.93 (+0.9)   1   3
   6 上條 輝太(2) 丘中     27.87 (+2.9)   2   3
   7 諏訪 晃(2) 塩尻中     27.94 (+2.9)   2   4
   8 須澤 拓海(2) 丘中     27.95 (+2.9)   2   5
   9 萩原 諒(2) 塩尻広陵     28.24 (+2.9)   2   6
  10 清水 蒼太(2) 丘中     29.42 (+2.9)   2   7
  11 古谷 陽琉(1) 塩尻広陵     29.46 (+0.9)   1   4
  12 上條 剛(2) 丘中     29.56 (+0.9)   1   5
  13 竹内 智起(1) 塩尻広陵     31.10 (+0.9)   1   6
    池内 奏太(1) 丘中          (+0.9)DNS   1    

 6458
 6486
 6469

 6400
 6466
 6475
 6465
 6487

 6488
 6459
 6412
 6460
 6463

備考 組 順位
 6456

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

DNS

タイムレース

6  6469 2  6465

7  6486 7  6475

8  6458 8  6466

5  6487 3  6400

4  6460 4  6463

3  6412 6  6459

所属名 記録／備考
2  6456 5  6488

ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学共通男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



大会記録(GR)                  4:31.13 

[ 1組] [ 2組]

 1 今井 雄貴(3) 塩尻広陵中   5:05.22  1 北井 匠馬(3) 塩尻広陵中   4:59.44 
ｲﾏｲ ﾕｳｷ ｷﾀ ｲｼｮｳﾏ

 2 一本木 雅秀(3) 丘中   5:21.05  2 糟谷 優蒼(1) 塩尻広陵中   5:04.81 
ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ ｶｽﾔ ﾕｳｱ

 3 吉江 駿(1) 塩尻広陵中   5:27.68  3 増田 大葵(2) 塩尻中   5:17.56 
ﾖｼｴ ｼｭﾝ ﾏｽﾀﾞ ﾅｷﾞ

 4 須山 碧天(1) 塩尻西部中   5:33.71  4 城井 煌陽(2) 丘中   5:36.39 
ｽﾔﾏ ﾐｿﾗ ｷｲ ｺｳﾖｳ

 5 山﨑 凌汰(1) 塩尻広陵中   5:37.84  5 平澤 聡一郞(1) 塩尻広陵中   5:58.28 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ ﾋﾗｻﾜ ｿｳｲﾁﾛｳ

 6 江川 康輝(1) 丘中   6:04.62  6 大久保 樹(2) 塩尻中   6:12.26 
ｴｶﾞﾜ ｺｳｷ ｵｵｸﾎﾞ ｲﾂｷ

 7 石井 響(1) 塩尻広陵中   6:08.70  7 品澤 玖宣(1) 塩尻広陵中   6:20.26 
ｲｼｲ ﾋﾋﾞｷ ｼﾅｻﾞﾜ ﾋｻﾉﾌﾞ

 8 大池 京弥(2) 塩尻中   6:13.64   二山 海路(2) 塩尻中      
ｵｵｲｹ ｷｮｳﾔ ﾌﾀﾔﾏ ｶｲﾛ

  野田 晴斗(2) 塩尻中      
ﾉﾀﾞ ﾊﾙﾄ

   1 北井 匠馬(3) 塩尻広陵     4:59.44   2   1
   2 糟谷 優蒼(1) 塩尻広陵     5:04.81   2   2
   3 今井 雄貴(3) 塩尻広陵     5:05.22   1   1
   4 増田 大葵(2) 塩尻中     5:17.56   2   3
   5 一本木 雅秀(3) 丘中     5:21.05   1   2
   6 吉江 駿(1) 塩尻広陵     5:27.68   1   3
   7 須山 碧天(1) 塩尻西部     5:33.71   1   4
   8 城井 煌陽(2) 丘中     5:36.39   2   4
   9 山﨑 凌汰(1) 塩尻広陵     5:37.84   1   5
  10 平澤 聡一郞(1) 塩尻広陵     5:58.28   2   5
  11 江川 康輝(1) 丘中     6:04.62   1   6
  12 石井 響(1) 塩尻広陵     6:08.70   1   7
  13 大久保 樹(2) 塩尻中     6:12.26   2   6
  14 大池 京弥(2) 塩尻中     6:13.64   1   8
  15 品澤 玖宣(1) 塩尻広陵     6:20.26   2   7
    野田 晴斗(2) 塩尻中 DNS   1    
    二山 海路(2) 塩尻中 DNS   2    

 6405
 6504
 6403
 6404

 6502
 6501
 6440
 6481
 6399

 6415
 6455
 6503
 6432
 6449

順位
 6498
 6482
 6497

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 組所属名 記録 備考

DNS
8  6403

DNS

 6404

3  6481 5  6504

2  6405 8

4  6440 2  6399

1  6502 3  6501

7  6432 6  6449

5  6503 4  6415

6  6455 7  6482

所属名 記録／備考
9  6497 1  6498

ORD No. 氏  名

中学共通男子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



大会記録(GR)                  9:42.24 

 1 百瀬 歩夢(2) 丘中  11:40.22 
ﾓﾓｾ ｱﾕﾑ

 2 飯澤 寛貴(2) 丘中  11:53.36 
ｲｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾀｶ

  加藤 輝(2) 丘中      
ｶﾄｳ ﾃﾙ

3  6445
DNS

2  6461

1  6462

中学共通男子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考



大会記録(GR)                    54.82 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   1 塩尻広陵中(A)  6477 髙橋 颯(1)     52.50 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ（Ａ） ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 大会新
 6483 熊井 煌希(1)

ｸﾏｲ ｺｳｷ
 6478 土方 悠希(1)

ﾋｼﾞｶﾀ ﾕｳｷ
 6479 原 颯駕(1)

ﾊﾗ ﾌｳｶﾞ
 2   3 塩尻広陵中(B)  6503 吉江 駿(1)     57.07 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ（Ｂ） ﾖｼｴ ｼｭﾝ
 6486 竹内 智起(1)

ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ
 6502 山﨑 凌汰(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ
 6487 古谷 陽琉(1)

ﾌﾙﾔ ﾊﾙ
 3   2 塩尻中  6394 西村 泰良(1)     59.97 

ｼｵｼﾞﾘﾁｭｳ ﾆｼﾑﾗ ﾀｲﾗ
 6410 竹下 陸矢(1)

ﾀｹｼﾀ ﾘｸﾔ
 6418 平林 海樹(1)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶｲｷ
 6419 清沢 天真(1)

ｷﾖｻﾜ ﾃﾝﾏ

中学1年男子

4×100m

決勝



大会記録(GR)                    46.26 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 塩尻広陵中(B)  6497 今井 雄貴(3)     49.37 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ（Ｂ） ｲﾏｲ ﾕｳｷ
 6498 北井 匠馬(3)

ｷﾀ ｲｼｮｳﾏ
 6491 中村 陸人(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｸﾄ
 6488 土方 晃希(3)

ﾋｼﾞｶﾀ ｺｳｷ
 2   7 塩尻広陵中(A)  6474 降旗 倖杜(2)     51.06 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ（Ａ） ﾌﾘﾊﾀ ﾕｷﾄ
 6475 萩原 諒(2)

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ
 6470 三村 琉世(2)

ﾐﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ
 6471 宮下 裕也(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾔ
 3   6 塩尻中(A)  6401 馬場 友希(2)     51.13 

ｼｵｼﾞﾘﾁｭｳ（Ａ） ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓｷ
 6411 保髙 寿一(2)

ﾎﾀｶ ｼﾞｭｲﾁ
 6400 諏訪 晃(2)

ｽﾜ ｱｷﾗ
 6412 村上 康生(2)

ﾑﾗｶﾐ ｺｳｾｲ
 4   4 丘中(B)  6457 関原 暖基(3)     51.30 

ｵｶﾁｭｳ（Ｂ） ｾｷﾊﾗ ﾊﾙｷ
 6456 上條 瑞季(3)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ
 6458 上條 剛(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾂﾖｼ
 6455 一本木 雅秀(3)

ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ
 5   8 丘中(A)  6465 清水 蒼太(2)     51.80 

ｵｶﾁｭｳ（Ａ） ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ
 6463 上條 輝太(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳﾀ
 6466 須澤 拓海(2)

ｽｻﾞﾜ ﾀｸﾐ
 6459 矢花 彰吾(2)

ﾔﾊﾞﾅ ｼｮｳｺﾞ
 6   9 塩尻中(B)  6413 望月 琉信(2)     52.47 

ｼｵｼﾞﾘﾁｭｳ（Ｂ） ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｭｳｼﾝ
 6416 向山 若杜(2)

ﾑｶｲﾔﾏ ﾜｶﾄ
 6417 尾関 響(2)

ｵｾﾞｷ ﾋﾋﾞｷ
 6415 増田 大葵(2)

ﾏｽﾀﾞ ﾅｷﾞ

中学2・3年男子

4×100m

決勝



大会記録(GR)                     1.85 

北井 匠馬(3) 塩尻広陵中
ｷﾀ ｲｼｮｳﾏ
大池 京弥(2) 塩尻中
ｵｵｲｹ ｷｮｳﾔ
馬場 友希(2) 塩尻中
ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓｷ
望月 琉信(2) 塩尻中
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｭｳｼﾝ
野田 晴斗(2) 塩尻中 DNS
ﾉﾀﾞ ﾊﾙﾄ

     

xxxo xxo o xo

3  6403

4 4  6413 - -

2 2  6401 - -

 1.35

 1.35

 1.35

o o o xo xxx

o o xo xo xxx

2 1  6405 o xo

備考
1 5  6498 - - - o o o

記録

xxo xxx  1.40

1m35 1m40 1m451m20 1m25 1m30

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 1m10 1m15



大会記録(GR)                     5.55 

 ３回の
 最高記録

倉澤 拓弥(1) 両小野中   5.65  5.66  5.31   5.66   5.54   x    x    5.66 大会新
ｸﾗｻﾜ ﾀｸﾔ   +0.7  +0.3  -1.0   +0.3   +1.8               +0.3
林 瑞己(1) 塩尻西部中    x    x   4.24   4.24    x   4.51   x    4.51 
ﾊﾔｼ ﾐｽﾞｷ               -1.6   -1.6         +1.6         +1.6
溝口 昊汰(1) 塩尻広陵中   3.66   x   4.02   4.02   4.11  4.16  4.06   4.16 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｺｳﾀ   +2.0        -1.3   -1.3   -1.1  +1.5  +0.1   +1.5
髙橋 颯(1) 塩尻広陵中   4.09  4.07  3.89   4.09   2.54  3.93  4.08   4.09 
ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ   +0.9  +0.3  +0.1   +0.9   +1.4  +2.6  -1.1   +0.9
清沢 天真(1) 塩尻中   4.02  3.97  3.82   4.02    x   3.90  3.79   4.02 
ｷﾖｻﾜ ﾃﾝﾏ   +1.6  +0.1  -2.0   +1.6         +2.7  -0.6   +1.6
土方 悠希(1) 塩尻広陵中   3.79   x   4.02   4.02    x   3.66  3.85   4.02 
ﾋｼﾞｶﾀ ﾕｳｷ   +2.2        -1.4   -1.4         +1.0  +0.1   -1.4
西村 泰良(1) 塩尻中   3.97  3.81  3.64   3.97   3.73  2.38  3.61   3.97 
ﾆｼﾑﾗ ﾀｲﾗ   +1.3  +0.2  -0.1   +1.3   -0.7  +1.3  +1.2   +1.3
竹下 陸矢(1) 塩尻中    x    x    x                   NM
ﾀｹｼﾀ ﾘｸﾔ                                                   
平林 海樹(1) 塩尻中    x    x    x                   NM
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶｲｷ                                                   

2  6418

7 3  6394

1  6410

5 5  6419

6 6  6478

3 4  6480

4 9  6477

1 8  6377

2 7  6433

備考

中学1年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 -3- -4- -5- -6- 記録ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



大会記録(GR)                     5.85 

 ３回の
 最高記録

中村 陸人(3) 塩尻広陵中   5.07   -    -    5.07   4.87  4.74  4.85   5.07 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｸﾄ   +1.8               +1.8   +1.5  -0.1  -1.6   +1.8
保髙 寿一(2) 塩尻中   4.94  4.85  4.68   4.94   4.80  4.86  4.63   4.94 
ﾎﾀｶ ｼﾞｭｲﾁ   +2.5  +0.3  -0.8   +2.5   -0.4  +0.5  -0.5   +2.5
諏訪 晃(2) 塩尻中    x    x   4.43   4.43    x    x    x    4.43 
ｽﾜ ｱｷﾗ               -0.4   -0.4                      -0.4
三村 琉世(2) 塩尻広陵中   3.54  3.05   x    3.54   3.63  3.69  3.53   3.69 
ﾐﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ   +3.0  +0.8         +3.0   +0.5  +1.2  -1.2   +1.2
大久保 樹(2) 塩尻中   3.68  3.32  3.68   3.68   3.54  2.41  3.56   3.68 
ｵｵｸﾎﾞ ｲﾂｷ   +1.1  -0.3  -0.2   -0.2   +0.9  +1.5  -1.8   -0.2
吉田 隼人(3) 塩尻広陵中    x    x    x                   NM
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ         +0.4                                      
美甘 紘誠(2) 丘中                            DNS
ﾐｶﾓ ｺｳｾｲ                                                   

4  6467

5 1  6399

3  6489

3 2  6400

4 5  6470

1 7  6491

2 6  6411

備考

中学2・3年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 -3- -4- -5- -6- 記録ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



大会記録(GR)                    42.23 

 ３回の
 最高記録

増田 大葵(2) 塩尻中 大会新
ﾏｽﾀﾞ ﾅｷﾞ
尾関 響(2) 塩尻中
ｵｾﾞｷ ﾋﾋﾞｷ
向山 若杜(2) 塩尻中
ﾑｶｲﾔﾏ ﾜｶﾄ
伊藤 凜空(1) 塩尻広陵中
ｲﾄｳ ﾘｸ
二山 海路(2) 塩尻中 DNS
ﾌﾀﾔﾏ ｶｲﾛ

                    

 27.69 

4 1  6485  21.57

4  6404       

2 2  6417    x

 21.57 

 15.91  27.32  27.69 16.02 23.39

 18.32 18.75  21.57  20.42   x    x

3 3  6416  27.32 23.14

 31.00 32.35  32.35  31.20 30.08  36.87 

   x   44.49    x  41.40 42.16

 36.87

 44.49 1 5  6415    x  44.49

中学共通男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -5- -6- 記録 備考-4-



大会記録(GR)                    10.76 

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 -1.5

 1 古畑 充稀(2) 田川高     12.21 q  1 中塚 渓滋 DreamAC     12.27 q
ﾌﾙﾊﾀ ﾐﾂｷ ﾅｶﾂｶ ｹｲｼﾞ

 2 黒野 敦志(1) 松本国際高     12.45 q  2 武田 知樹(1) 田川高     12.64 q
ｸﾛﾉ ｱﾂｼ ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ

 3 小田 隼斗(1) 田川高     12.45 q  3 黒野 真也(1) 下諏訪向陽     12.92 q
ｵﾀﾞ ﾊﾔﾄ ｸﾛﾉ ｼﾝﾔ

 4 松本 航斗(1) 塩尻志学館高     12.95 q  4 本田 智哉(1) 田川高     13.14 q
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾄ ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾔ

 5 中嶋 廣多郎 片丘小教員     13.34  5 羽多野 祐也(1) 塩尻志学館高     13.20 
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ ﾊﾀﾉ ﾕｳﾔ

 6 赤瀬 崇 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ     13.86  6 小野 直也 片丘小教員     13.44 
ｱｶｾ ﾀｶｼ ｵﾉ ﾅｵﾔ

 7 春日 彩巴(1) 都市大塩尻     14.23 
ｶｽｶﾞ ｲﾛﾊ

  小口 祐人 塩尻市陸協      
ｵｸﾞﾁ  ﾕｳﾄ

風速 +2.2

 1 古畑 充稀(2) 田川高     11.88 
ﾌﾙﾊﾀ ﾐﾂｷ

 2 中塚 渓滋 DreamAC     11.94 
ﾅｶﾂｶ ｹｲｼﾞ

 3 小田 隼斗(1) 田川高     12.28 
ｵﾀﾞ ﾊﾔﾄ

 4 黒野 敦志(1) 松本国際高     12.31 
ｸﾛﾉ ｱﾂｼ

 5 武田 知樹(1) 田川高     12.44 
ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ

 6 松本 航斗(1) 塩尻志学館高     12.58 
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾄ

 7 黒野 真也(1) 下諏訪向陽     12.69 
ｸﾛﾉ ｼﾝﾔ

  本田 智哉(1) 田川高      
ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾔ DNS

8   158

2  2933

9  2932

3  1996

4  2931

6  2504

9   111
DNS

決勝

順
7  2185

5   130

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  2460

3   101 3   145

4   146 7  1995

2  1996 6  2933

7  2931 2   158

6  2504 5  2932

所属名 記録／備考
5  2185 4   130

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

一般男子

100m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



大会記録(GR)                    22.26 

風速 +0.2

 1 中塚 渓滋 DreamAC     24.21 
ﾅｶﾂｶ ｹｲｼﾞ

 2 小田 隼斗(1) 田川高     24.64 
ｵﾀﾞ ﾊﾔﾄ

 3 古瀬 康平(1) 塩尻志学館高     24.87 
ﾌﾙｾ ｺｳﾍｲ

 4 黒野 敦志(1) 松本国際高     25.06 
ｸﾛﾉ ｱﾂｼ

 5 武田 知樹(1) 田川高     25.30 
ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ

 6 黒野 真也(1) 下諏訪向陽     26.07 
ｸﾛﾉ ｼﾝﾔ

 7 本田 智哉(1) 田川高     26.98 
ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾔ

  小口 祐人 塩尻市陸協      
ｵｸﾞﾁ  ﾕｳﾄ DNS

6  2933

5   111

4  2932

3   158

7  1991

9  2504

8  2931

一般男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   130



大会記録(GR)                    49.92 

 1 古畑 充稀(2) 田川高     54.78 
ﾌﾙﾊﾀ ﾐﾂｷ

一般男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  2185



大会記録(GR)                  4:13.21 

 1 清沢 創一 塩尻市陸協   4:12.41 
ｷﾖｻﾜ ｿｳｲﾁ

 2 青木 陽 塩尻市陸協   4:23.93 
ｱｵｷ ｱｷﾗ

 3 渡辺 優樹 OBOKA   4:29.81 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ

 4 宮阪 紘平 OBOKA   4:30.09 
ﾐﾔｻｶ ｺｳﾍｲ

 5 大村 一 塩尻市陸協   4:31.24 
ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ

 6 沓掛 蒼大(2) 塩尻志学館高   4:32.65 
ｸﾂｶｹ ｿｳﾀﾞｲ

 7 松野 淳司 塩尻市陸協   4:36.75 
ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ

 8 青木 颯 安曇野陸協   4:38.17 
ｱｵｷ ﾊﾔﾃ

 9 中村 純和 塩尻市陸協   4:46.83 
ﾅｶﾑﾗ ｽﾐｶｽﾞ

  古清水 映二 塩尻市陸協      
ｺｼﾐｽﾞ ｴｲｼﾞ

  青木 月飛(1) 松本国際高      
ｱｵｷ ﾂｷﾄ

DNS
4  2508

DNS

9   110

1   115

5   113

10   135

3   116

8  1989

6   125

2   126

大会新
7   112

一般男子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
11   114



大会記録(GR)                 15:32.40 

 1 松野 淳司 塩尻市陸協  15:40.73 
ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ

 2 清沢 創一 塩尻市陸協  16:14.71 
ｷﾖｻﾜ ｿｳｲﾁ

 3 青木 陽 塩尻市陸協  16:28.22 
ｱｵｷ ｱｷﾗ

 4 大村 一 塩尻市陸協  16:30.55 
ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ

 5 青木 颯 安曇野陸協  16:38.36 
ｱｵｷ ﾊﾔﾃ

 6 渡辺 優樹 OBOKA  17:12.05 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ

 7 中村 純和 塩尻市陸協  17:32.78 
ﾅｶﾑﾗ ｽﾐｶｽﾞ

 8 柳澤 昂弥(1) 塩尻志学館高  18:14.77 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳﾔ

  古清水 映二 塩尻市陸協      
ｺｼﾐｽﾞ ｴｲｼﾞ

  小松 晃人 OBOKA      
ｺﾏﾂ ｱｷﾄ

一般男子

5000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   113

2   114

1   112

9   116

7   135

6   125

10   110

3  1993

DNS

4   115
DNS

8   127



大会記録(GR)                          

宮入 太優 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
ﾐﾔｲﾘ ﾀｲﾕｳ

 1.80

記録 備考
1 1   122 o - - - o o o xxx

一般男子

走高跳

決勝

順位 試技 1m75 1m80 1m851m65 1m70ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m50 1m55 1m60



大会記録(GR)                     7.18 

 ３回の
 最高記録

阪 圭央 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ   6.03  6.30  6.22   6.30    x   6.30  6.29   6.30 
ｻｶ ﾖｼﾋｻ   +0.1  +0.1  +0.6   +0.1         +1.4  +1.2   +0.1
赤瀬 崇 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ    x   5.17  5.08   5.17   4.83  4.01  4.86   5.17 
ｱｶｾ ﾀｶｼ         -0.8  +1.1   -0.8   +0.1  +1.4  +0.5   -0.8
宮澤 利将 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ                            DNS
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄｼﾏｻ                                                   

1   102

1 3   100

2 2   101

備考

一般男子

走幅跳

決勝

順位 試技 -3- -4- -5- -6- 記録ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



大会記録(GR)                    10.33 

 ３回の
 最高記録

小林 和夫 上伊那郡陸協
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ
宮澤 利将 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ DNS
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄｼﾏｻ

2   102              

  8.26   8.47   8.29  8.44  8.50  8.50 

             

1 1   140   8.47   x

一般男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -5- -6- 記録 備考-4-
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