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■グラウンドコンディション

時刻 天候 風向
風速
m/s

気温
℃

湿度
％

時刻 天候 風向
風速
m/s

気温
℃

湿度
％

9:30 雨 0.0 9.1 81.5 12:00 雨 南西 0.9 10.8 82.1
10:00 曇り 西 0.5 9.3 79.8 13:00 曇り 0.0 12.9 75.3
11:00 曇り 西北西 0.6 10.2 83.0

■フィールド競技における記号の説明

■略号の説明

〇：成功・有効試技　　×：失敗・無効試技　　－：パス　　ｒ：試合放棄

　ＤＮＳ：欠場　DNF：途中棄権　ＮＭ：記録なし　DQ：失格

矢沢　翔吾

茅野市陸上競技協会

特定非営利活動法人茅野市スポーツ協会　　諏訪陸上競技協会

茅野市教育委員会

諏訪陸上競技協会

葛城　光一

篠原　克修

大会コード 21170721

２０２１年度　第2回チャレンジ記録会茅野（８3回）

公　式　記　録　集
令和３年10月31日（日）

茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：173100）



記録主任 矢沢翔吾
跳躍審判長 篠原克修
投てき審判長 篠原克修

【開催日】 2021年10月31日（日）

【主催団体】 茅野市陸上競技協会 トップ８記録一覧表
男  子 【競技場】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

10/31 男子 中村 伊吹(2) 1.80 横道 礼(1) 1.45 小平 楓(1) 1.40 飯山 想斗(1) 茅野東部中 1.35
走高跳 松本国際高 茅野東部中 長峰中 神谷 蒼士(2) 岡谷南部中

10/31 両角 駿介(2) 3.70 奥 直也(2) 3.40 日達 羽流(1) 3.20 両角 優介 2.80 窪田 琉真(2) 2.60 田中 仁(2) 2.60 牧 慶貴(1) 2.60 飯山 想斗(1) 2.30
棒高跳 諏訪二葉高 原中 東海大諏訪高 茅野市陸協 富士見中 原中 茅野東部中 茅野東部中

10/31 松本 陸(3) 7.61(-0.3) 佐藤 智哉(1) 6.56(-0.4) 小口 蒼葉(3) 6.50(0.0) 倉澤 拓弥(3) 6.40(0.0) 筒木 順(1) 6.18(-0.7) 丸山 輝(3) 6.12(0.0) 西山 陸(2) 6.08(+0.1) 名取 陽(1) 5.81(0.0)
走幅跳 信州大 諏訪東理大 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 松本国際高 岡谷工高 岡谷工高 諏訪清陵高

10/31 上原 隆伸 11.26
砲丸投(7.260kg) ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

10/31 中学男子 石田 優牙(3) 11.08 長田 宙斗(2) 7.94 澁谷 朋也(2) 5.44 岩波 航裕(1) 5.30
砲丸投(5.000kg) 茅野東部中 茅野東部中 岡谷東部中 岡谷東部中

10/31 小学男子 鈴木 颯斗(4) 4.02(0.0) 大森 琥明(5) 4.01(0.0) 小松 福門(6) 3.70(+0.5) 春日 将太朗(6) 3.65(0.0) 畠 直輝(5) 3.61(0.0) 伊藤 有希(4) 3.42(+0.2) 松木 颯音(4) 3.19(-0.7) 伊藤 士竜(4) 2.88(-0.7)
走幅跳 四賀小 諏訪FA 宮川小 岡谷市陸上教室 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 四賀小 四賀小 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

10/31 高校男子 藤森 寿馬(1) 9.35 新垣 健琉(2) 8.86 伊東 飛呂人(1) 7.15
砲丸投(6.000kg) 諏訪清陵高 岡谷工高 岡谷南高



10月31日 12:20

中村 伊吹(2)
ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 松本国際高
横道 礼(1)
ﾖｺﾐﾁ ﾚｲ 茅野東部中
小平 楓(1)
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｴﾃﾞ 長峰中
飯山 想斗(1)
ｲｲﾔﾏ ｿｳﾄ 茅野東部中
神谷 蒼士(2)
ｶﾐﾔ ｿｳｼ 岡谷南部中
大倉 比綺(2) DNS
ｵｵｸﾗ ﾋｲﾛ 長峰中

10月31日  9:30

3m00 3m10 3m20 3m30 3m40 3m50 3m60 3m70 3m80
両角 駿介(2) - - - - - - - - - -
ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ 諏訪二葉高 - - - - - - o xo xxx
奥 直也(2) - - - - - - - - - -
ｵｸ ﾅｵﾔ 原中 xxo - xo xxo xo xxx
日達 羽流(1) - - - - - - - - - -
ﾋﾀﾁ ﾊﾙ 東海大諏訪高 o o o xxx
両角 優介 - - - - - - o o o xxx
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 茅野市陸協
窪田 琉真(2) o o o o xxx
ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳﾏ 富士見中
田中 仁(2) - - - xo o o o xxx
ﾀﾅｶ ｼﾞﾝ 原中
牧 慶貴(1) xo - o - o xo xxo - x xx
ﾏｷ ﾖｼﾀｶ 茅野東部中
飯山 想斗(1) xo - xo o xxx
ｲｲﾔﾏ ｿｳﾄ 茅野東部中
伊藤 拓也 - - - - - - - - - - NM
ｲﾄｳ ﾀｸﾔ ｻﾝ工業 - - - xxx
五味 駿太(3) - - - - - - - - - - NM
ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ 原中 - - - - - - - xxx
田中 米人 DNS
ﾀﾅｶ ﾖﾈﾄ 茅野市陸協

男子

棒高跳
順位 試技 Bib

11  7898
     

1  9011
     

8 3  7870
 2.30

10  9012
     

6 2  8682
 2.60

7 5  7871
 2.60

4 6  9016
 2.80

5 4  7914
 2.60

2 7  7897
 3.40

3 8    48
 3.20

1 9  2620
 3.70

2m50 2m60 2m70 2m802m20 2m30
氏  名 所属名

2m00 2m10
記録 備考

2m40 2m90

1m40氏  名 所属名 1m20 1m25 1m30 1m35

- o o xxx  1.80

男子

走高跳
順位 試技 Bib 備考

1 6  2519
- - - - - -

1m45 1m50 1m75 1m80 1m85 記録

 1.40

2 1  7874
- o o o o xo  1.45

3 5  7853
- - - xo o xxx

xxx

xxx

 1.35

4 3  7870
- o o xo  1.35

4 4  7610
o o o xo xxx

     
2  7841



 9:30

鈴木 颯斗(4)   4.02   3.94   3.71    4.02 
ﾏﾂｷ ﾊﾔﾄ 四賀小    0.0   +0.2   -0.5     0.0
大森 琥明(5)   3.91   4.01   3.93    4.01 
ｵｵﾓﾘ ｺｳﾒｲ 諏訪FA    0.0    0.0    0.0     0.0
小松 福門(6)   3.70   3.57   3.67    3.70 
ｺﾏﾂ ﾌｸﾄ 宮川小   +0.5    0.0   -0.5    +0.5
春日 将太朗(6)   3.61   3.65   3.45    3.65 
ｶｽｶﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 岡谷市陸上教室   +0.3    0.0   -0.4     0.0
畠 直輝(5)   3.60   3.61   3.52    3.61 
ﾊﾀ ﾅｵｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    0.0    0.0   -0.3     0.0
伊藤 有希(4)    x   3.42   3.24    3.42 
ｲﾄｳ ﾕｳｷ 四賀小         +0.2    0.0    +0.2
松木 颯音(4)    x   3.12   3.19    3.19 
ﾏﾂｷ ﾘｸﾄ 四賀小          0.0   -0.7    -0.7
伊藤 士竜(4)   2.79   2.76   2.88    2.88 
ｲﾄｳ ｼﾘｭｳ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +0.1    0.0   -0.7    -0.7
小平 寛太(3)    x    x   2.24    2.24 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾝﾀ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ                0.0     0.0
原 悠真(5)               DNS
ﾊﾗ ﾕｳﾏ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ                          

12:40

[ 1組]

平林 來(1)   4.30   4.12   4.12    4.30 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾗｲ 富士見中    0.0   -1.0   -0.8     0.0
小口 双葉(1)   4.18   4.26   4.26    4.26 
ｵｸﾞﾁ ﾌﾀﾊﾞ 諏訪西中   +0.4   -0.2    0.0    -0.2
松澤 琥太朗(1)    x   3.32   4.24    4.24 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 諏訪西中         +0.2    0.0     0.0
野口 海燕(1)   3.68   4.18   4.00    4.18 
ﾉｸﾞﾁ ｶｲｴﾝ 富士見中   -0.7   +0.5   -1.1    +0.5
矢ヶ﨑 匠実(2)   4.13   4.05   4.00    4.13 
ﾔｶﾞｻｷ ﾀｸﾐ 上諏訪中   +0.4   +0.1    0.0    +0.4
廣田 陽翔(2)   3.91   4.08   3.87    4.08 
ﾋﾛﾀ ﾊﾙﾄ 諏訪西中   +0.8   +0.3   -0.8    +0.3
平沢 漣(2)   4.00   4.06   3.79    4.06 
ﾋﾗｻﾜ ﾚﾝ 諏訪西中   -1.0   +0.9    0.0    +0.9
金子 颯汰(1)   2.94   3.58   4.06    4.06 
ｶﾈｺ ｿｳﾀ 諏訪西中   -0.1    0.0    0.0     0.0
小泉 駿人(2)   3.79   2.87   3.50    3.79 
ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾔﾄ 諏訪西中    0.0    0.0   -0.5     0.0
小林 宇宙(1)    x   3.55   3.51    3.55 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 岡谷西部中          0.0   -0.5     0.0
上原 隆伸   3.53   3.44   3.47    3.53 
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   -1.1    0.0   -0.7    -1.1
小泉 勇人(1)   3.18   3.42   3.18    3.42 
ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾔﾄ 諏訪西中   -0.5   -0.1   +0.2    -0.1
一之瀬 伊織(1)   3.09   2.95   3.04    3.09 
ｲﾁﾉｾ ｲｵﾘ 諏訪西中   -0.2    0.0    0.0    -0.2
古村 悠真(1)   3.05    x   3.04    3.05 
ｺﾑﾗ ﾕｳﾏ 諏訪西中   -0.4          0.0    -0.4
矢野 愛翔(1)   2.56   2.93   2.74    2.93 
ﾔﾉ ﾏﾅﾄ 諏訪西中   -1.2   -0.6   -0.7    -0.6
木下 大樹(1)   2.54   2.44   2.37    2.54 
ｷﾉｼﾀ ﾀｲｷ 岡谷西部中   -0.5    0.0   -0.4    -0.5
河西 聖人(2)               DNS
ｶｻｲ ﾏｻﾄ 長峰中                          
青木 簾太郎(2)               DNS
ｱｵｷ ﾚﾝﾀﾛｳ 諏訪西中                          
笠原 夕暉(1)               DNS
ｶｻﾊﾗ ﾕｳｷ 諏訪西中                          
上條 健               DNS
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC                          
岩井 崇和(1)               DNS
ｲﾜｲ ﾀｶｵ 富士見中                          
池田 仁(1)               DNS
ｲｹﾀﾞ ﾋﾄｼ 茅野東部中                          

10月31日

10月31日

14  7932

21  7873

13  7758

16  7746

22  9015

15 8  7749

16 1  7565

6  7844

12 4  7754

13 2  7751

14 3  7747

9 5  7744

10 9  7568

11 7  9020

6 11  7745

7 17  8910

8 19  7753

3 18  7748

4 10  7915

5

2 20  7752

15  7710

-1- -2- -3- 備考

1 12  7918

記録

5  9200

男子

走幅跳

順位 試技 Bib 氏  名 所属名

8 4  9104

9 2  9203

6 1  9010

7 3  9008

4 8  9000

5 9  9129

2 10  9507

3 6  9003

記録 備考

1 7  9009

小学男子

走幅跳
順位 試技 Bib 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



[ 2組]

松本 陸(3)   5.77   7.08   7.61    7.61 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 信州大   +0.4   -1.7   -0.3    -0.3
佐藤 智哉(1)   6.56   6.18   6.37    6.56 
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 諏訪東理大   -0.4   -0.3   -0.1    -0.4
小口 蒼葉(3)   6.50   6.43   6.36    6.50 
ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    0.0   -1.0   -0.2     0.0
倉澤 拓弥(3)   6.40    x   6.12    6.40 
ｸﾗｻﾜ ﾀｸﾔ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    0.0          0.0     0.0
筒木 順(1)   6.15   6.18    x    6.18 
ﾂﾂｷ ｼﾞｭﾝ 松本国際高    0.0   -0.7          -0.7
丸山 輝(3)   5.91   5.89   6.12    6.12 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 岡谷工高    0.0    0.0    0.0     0.0
西山 陸(2)   5.95   6.08   6.01    6.08 
ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ 岡谷工高   +0.3   +0.1   +0.5    +0.1
名取 陽(1)   5.81    x    x    5.81 
ﾅﾄﾘ ﾊﾙ 諏訪清陵高    0.0                 0.0
矢沢 佑真(2)   5.68   5.36   5.67    5.68 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 東海大諏訪高    0.0   -0.1    0.0     0.0
樋口 優宝(1)   5.06   5.55   5.55    5.55 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾎ 坂城高   -0.1   +0.2   -0.1    -0.1
氷見 敬太(3)   5.54   5.44   5.39    5.54 
ﾋﾐ ｹｲﾀ 信州大   +0.2    0.0   +0.4    +0.2
堀内 來夢(2)   5.37    x    x    5.37 
ﾎﾘｳﾁ ﾗｲﾑ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   -1.5                -1.5
梅木 健新(4)   5.04   5.17   5.27    5.27 
ｳﾒｷ ｹﾝｼﾝ 諏訪東理大   -1.3   +0.3   -0.1    -0.1
角田 捷太郎(3)   4.97   4.86   5.27    5.27 
ﾂﾉﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 諏訪東理大   -1.2   +0.2    0.0     0.0
岩﨑 遼(3)   3.71    x   5.21    5.21 
ｲﾜｻｷ ﾘｮｳ 岡谷工高   -0.4         +0.2    +0.2
倉澤 傑(1)   4.91   5.03   5.14    5.14 
ｸﾗｻﾜ ﾀｶｼ 岡谷南高   -0.7    0.0   -0.3    -0.3
藤森 祐吏(1)   4.70    x   4.72    4.72 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳﾘ 諏訪西中   -0.9         +0.1    +0.1
中村 牧生(2)    x   4.53   4.70    4.70 
ﾅｶﾑﾗ ﾏｷｵ 茅野北部中         +0.3    0.0     0.0
有賀 悠恭(2)   4.64   3.73   4.12    4.64 
ｱﾙｶﾞ ﾕｳｽｹ 諏訪西中   -1.2    0.0   -1.0    -1.2
笠原 蕗喜(2)   4.59    x    x    4.59 
ｶｻﾊﾗ ﾙｷ 岡谷北部中   -0.4                -0.4
小川 夏生(1)               DNS
ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｷ 長峰中                          

男子

走幅跳

順位 試技 Bib 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

1 19  9014

2 21  9019

 2523

記録 備考

15   115

3 18  7740

4 16  6377

5 17

11 12  9013

6 11   272

7 20   279

8

9 14    60

10 8  2731

 7750

12 13  6378

13 6  9017

14 9  9018

1  7608

15 10   274

16 7   216

17 3

4  7851

18 5  8858

19 2  8911

20



10月31日  9:30

石田 優牙(3)
ｲｼﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 茅野東部中
長田 宙斗(2)
ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾄ 茅野東部中
澁谷 朋也(2)
ｼﾌﾞﾔ ﾄﾓﾔ 岡谷東部中
岩波 航裕(1)
ｲﾜﾅﾐ ｺｳｽｹ 岡谷東部中

10月31日  9:30

藤森 寿馬(1)
ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 諏訪清陵高
新垣 健琉(2)
ｱﾗｶｷ ﾀｹﾙ 岡谷工高
伊東 飛呂人(1)
ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 岡谷南高

10月31日  9:30

上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
上條 健 DNS
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

3 1   215
  6.48   6.92   7.15   7.15

  8.86 

  9.35   9.35 

2 2   251
  8.26   7.82   8.86

1 3   112
  9.25   9.31

-3- 記録 備考

高校男子

砲丸投(6.000kg)
順位 試技 Bib 氏  名 所属名 -1- -2-

1  9015
             

 11.24  11.26 
1 2  9020

 11.26  11.19

所属名 -1- -2- -3- 記録 備考

男子

砲丸投(7.260kg)
順位 試技 Bib 氏  名

  5.30 

  5.17   5.44 

4 3  7658
  4.97   5.21   5.30

3 1  7649
  5.44   5.05

  7.94 

 11.08

2 2  7878
  7.75   7.94   7.76

1 4  7875
 10.88  10.80  11.08 

記録 備考

中学男子

砲丸投(5.000kg)
順位 試技 Bib 氏  名 所属名 -1- -2- -3-


