
期日：平成22年7月3日（土）

会場：下諏訪町総合運動場
　　　陸  上  競  技  場

競技会；平成22年度下諏訪ジュニア陸上大会
風力測定主任：百瀬二千六

グラウンドコンディション

時刻 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速 気圧 備考
9時00分 曇り 21.5 86% 西北西 1.0

10時00分 曇り 23.0 83% 西 1.3

11時00分 曇り 23.0 79% 西北西 1.2

10時30分 曇り 20.5 56% 南南東 0.2

平成22年度下諏訪ジュニア陸上大会

大会新記録一覧表

予･決 記録 所属 従来の記録

決勝 3.40.75 南小 3.47.3

決勝 3.20.33 北小 3.22.9

決勝 3.22.84 北小 3.22.9

大会タイ記録一覧表

予･決 記録 所属 従来の記録

主催：下諏訪町・ＮＰＯ下諏訪町体育協会
主管：下諏訪町体育協会陸上競技部
後援：下諏訪町教育委員会

小学6年男子1000ｍ 小林　裕幸

平成22年度下諏訪ジュニア陸上競技大会記録

種目 氏名

小学4年男子1000ｍ 志水口隆史

小学6年男子1000ｍ 岩本　悠太

種目 氏名



下諏訪町総合運動場　陸上競技場                                                  

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】        下諏訪陸上競技場

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
07/03 中学男子   0.0 中島　明伸(1) 15.63 松本　大佑(1) 20.32

1年100m 下諏訪中 下諏訪中
07/03   0.0 金高　孝紀(3) 13.61

3年100m 下諏訪中
07/03 川村　鴻太(1) 5,21.37 中島　明伸(1) 5,33.14

1年1500m 下諏訪中 下諏訪中
07/03 下諏訪中       55.44

共通4×100mR 中島　明伸(1)
吉澤　魁(1)
金高　孝紀(3)
川村　鴻太(1)

07/03 吉澤　魁(1) 4.38(0.0) 松本　大佑(1) 2.76(0.0)
1年走幅跳 下諏訪中 下諏訪中

07/03 金高　孝紀(3) 4.80(-0.5)
3年走幅跳 下諏訪中

07/03 小学男子  -1.4 武居　龍佑(1) 11.76 中澤　拓士(1) 12.32 五味　空音(1) 12.64 井出　慶汰(1) 12.75 尾曽　怜都(1) 12.92 土屋　光輝(1) 12.93 西澤幸次朗(1) 13.10 福井　涼太(5) 13.34
1年60m 南小 北小 南小 南小 南小 南小 北小 北小

07/03  -0.5 中村　拓実(2) 11.21 武居　蒼大(2) 11.45 藤森　康希(2) 11.55 高橋　来綺(2) 11.83 滝　唯我(2) 11.85 小沢　宗壱(2) 12.06 徳永　祐岳(2) 12.13 志水口雄史　(2) 12.20
2年60m 北小 南小 南小 北小 南小 南小 南小 南小

07/03  -1.5 高木　厚徳(3) 10.39 古田　大貴(3) 10.73 小島　直輝(3) 10.87 大野　祐介(3) 10.98 斎藤　祐吾(3) 11.02 武田　玄己(3) 11.18 井出　駿汰(3) 11.21 髙木　広翔(3) 11.25
3年60m 南小 北小 南小 南小 南小 南小 南小 南小

07/03  -1.1 堀内　勇太(4) 16.04 久保田咲陽(4) 17.93 天野　十郎(4) 17.97 花岡　直樹(4) 18.55 武居　千晶(4) 18.76
4年100m 南小 南小 南小 南小 北小

07/03  -0.5 飯塚　涼平(5) 15.38 原　克樹(5) 15.82 井口　晃輔(5) 16.14 福井　優希(5) 16.82 上野　将輝(5) 16.86 橋詰　崚平(5) 17.56 林　悠太郎(5) 18.30 天野　太郎(5) 19.26
5年100m 南小 北小 南小 北小 北小 南小 北小 南小

07/03  -0.7 江黒　大晃(6) 15.80 西澤　哲治(6) 16.30 山田　雄太(6) 16.43 平出　誠輝(6) 16.76 玉舎　佑一(6) 17.07 荒井　紘人(6) 17.79 中村　祥吾(6) 18.22 林　龍生(6) 19.33
6年100m 南小 北小 北小 南小 南小 南小 北小 南小

07/03 志水口隆史(4) 3,40.75 久保田咲陽(4) 4,29.82 花岡　直樹(4) 4,37.70
4年1000m 南小 南小 南小

07/03 中谷　雄飛(5) 3,44.98 松本祥太朗(5) 3,53.25 上野　将輝(5) 3,57.87 岩波　祥生(5) 4,05.03 水上　健介(5) 4,13.27 大滝　一輝(5) 4,18.38
5年1000m 南小 南小 北小 南小 南小 南小

07/03 小林　裕幸(6) 3,20.33 岩本　悠汰(6) 3,22.84 武居　巧記(6) 3,49.36 小口　魁斗(6) 3,49.83 玉舎　佑一(6) 4,06.45 原　良樹(6) 4,11.42 唐澤　凌矢(6) 4,15.05 井上　紫温(6) 4,15.35
6年1000m 北小 北小 北小 南小 南小 南小 北小 北小

07/03 北小     1,07.00
5年4×100mR 上野　将輝(5)

福井　優希(5)
林　悠太郎(5)
原　克樹(5)

07/03 北小     1,03.18 南小     1,07.26
6年4×100mR 山田　雄太(6) 小口　魁斗(6)

岩本　悠汰(6) 原　良樹(6)
西澤　哲治(6) 林　龍生(6)
小林　裕幸(6) 平出　誠輝(6)

07/03 今井　駿(5) 3.38(0.0) 井口　晃輔(5) 3.36(0.0) 両角　航希(5) 3.25(+0.1) 岩波　祥生(5) 3.21(0.0)
5年走幅跳 南小 南小 南小 南小

07/03 宮澤　聖也(6) 4.18(0.0) 江黒　大晃(6) 3.58(-0.1) 中村　祥吾(6) 3.04(0.0) 氏原　泰斗(6) 2.53(-0.3) 倉島　克幸(6) 2.33(-0.2)
6年走幅跳 南小 南小 北小 北小 北小



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 ＮＰＯ体育 [-1] 競技会名 平成22年下諏訪町ｼﾞｭﾆｱ陸上大会               ｺｰﾄﾞ  [       ]

競技場名 下諏訪陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [7285]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
中学男子 07/03 0.0  1 中島　明伸(1)    15.63  2 松本　大佑(1)    20.32

下諏訪中 下諏訪中
中学男子 07/03 0.0  1 金高　孝紀(3)    13.61

下諏訪中
中学男子 07/03 中島　明伸(1) 川村　鴻太(1) 中山　航大(1) 欠場    

下諏訪中 下諏訪中 下諏訪中
中学男子 07/03 小林　寛和(2) 欠場    

社中
小学男子 07/03  1組 -1.4  1 武居　龍佑(1)    11.76  2 中澤　拓士(1)    12.32  3 五味　空音(1)    12.64  4 井出　慶汰(1)    12.75

南小 北小 南小 南小
 5 土屋　光輝(1)    12.93  6 大滝　隼輝(1)    14.27

南小 南小
 2組 -0.8  1 尾曽　怜都(1)    12.92  2 西澤幸次朗(1)    13.10  3 福井　涼太(5)    13.34  4 権藤　琉太(1)    14.17

南小 北小 北小 南小
 5 中村　昂伸(1)    14.69  6 武居　瑞気(1)    14.80

南小 北小
小学男子 07/03  1組 -0.5  1 高橋　来綺(2)    11.83  2 宮坂　悠太(2)    12.23  3 林　佑希人(2)    12.25  4 関根　秀通(2)    12.29

北小 南小 南小 南小
 5 坂井　拓海(2)    12.98  6 西中山　裕(2)    13.72

南小 南小
 2組 -0.2  1 滝　唯我(2)    11.85  2 小沢　宗壱(2)    12.06  3 徳永　祐岳(2)    12.13  4 志水口雄史　(2)    12.20

南小 南小 南小 南小
 5 加藤　瑶野(2)    12.53  6 宮坂　新吾(2)    13.68

南小 南小
 3組 -1.2  1 中村　拓実(2)    11.21  2 武居　蒼大(2)    11.45  3 藤森　康希(2)    11.55  4 花岡　亮樹(2)    12.84

北小 南小 南小 南小
 5 橋詰　颯人(2)    13.22  6 吉澤笙太朗(2)    13.90

南小 南小
小学男子 07/03  1組 -1.5  1 小島　直輝(3)    10.87  2 武田　玄己(3)    11.18  3 髙木　広翔(3)    11.25  4 山岡　龍司(3)    11.42

南小 南小 南小 南小
 5 藤森　亮輔(3)    11.46  6 山田　泰希(3)    11.51  7 寺澤　達哉(3)    12.07

南小 南小 北小
 2組 -0.9  1 古田　大貴(3)    10.73  2 井出　駿汰(3)    11.21  3 両角誠士郎(3)    11.39  4 樋口　翔(3)    11.47

北小 南小 南小 南小
 5 塩原　優(3)    12.09  6 尾曽　冬哉(3)    12.72  7 濱　悠斗(3)    13.20

南小 南小 北小
 3組 -0.2  1 高木　厚徳(3)    10.39  2 大野　祐介(3)    10.98  3 斎藤　祐吾(3)    11.02  4 德竹　諒真(3)    11.26

南小 南小 南小 北小
 5 松本裕二朗(3)    11.42  6 土屋　裕希(3)    11.73  7 小林　宥介(3)    11.98

南小 南小 北小
小学男子 07/03 -1.1  1 堀内　勇太(4)    16.04  2 久保田咲陽(4)    17.93  3 天野　十郎(4)    17.97  4 花岡　直樹(4)    18.55

南小 南小 南小 南小
 5 武居　千晶(4)    18.76

北小
小学男子 07/03  1組 -0.5  1 飯塚　涼平(5)    15.38  2 原　克樹(5)    15.82  3 井口　晃輔(5)    16.14  4 福井　優希(5)    16.82

南小 北小 南小 北小
 5 林　悠太郎(5)    18.30  6 井上ひかる(5)    20.88 川口　翔太(5) 欠場    

北小 南小 南小
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トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 ＮＰＯ体育 [-1] 競技会名 平成22年下諏訪町ｼﾞｭﾆｱ陸上大会               ｺｰﾄﾞ  [       ]

競技場名 下諏訪陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [7285]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 2組 -0.9  1 上野　将輝(5)    16.86  2 橋詰　崚平(5)    17.56  3 天野　太郎(5)    19.26  4 高木　雅也(5)    20.56
北小 南小 南小 南小

竹花　恒輝(5) 欠場    福井　涼太(5) 欠場    
北小 北小

小学男子 07/03  1組 -0.7  1 山田　雄太(6)    16.43  2 玉舎　佑一(6)    17.07  3 荒井　紘人(6)    17.79  4 林　龍生(6)    19.33
北小 南小 南小 南小

古田　真章(6) 欠場    福井　涼太(5) 欠場    
北小 北小

 2組 -0.7  1 江黒　大晃(6)    15.80  2 西澤　哲治(6)    16.30  3 平出　誠輝(6)    16.76  4 中村　祥吾(6)    18.22
南小 北小 南小 北小

小学男子 07/03  1 志水口隆史(4)  3,40.75  2 久保田咲陽(4)  4,29.82  3 花岡　直樹(4)  4,37.70
南小 南小 南小

小学男子 07/03  1 中谷　雄飛(5)  3,44.98  2 松本祥太朗(5)  3,53.25  3 上野　将輝(5)  3,57.87  4 岩波　祥生(5)  4,05.03
南小 南小 北小 南小

 5 水上　健介(5)  4,13.27  6 大滝　一輝(5)  4,18.38
南小 南小

小学男子 07/03  1 小林　裕幸(6)  3,20.33  2 岩本　悠汰(6)  3,22.84  3 武居　巧記(6)  3,49.36  4 小口　魁斗(6)  3,49.83
北小 北小 北小 南小

 5 玉舎　佑一(6)  4,06.45  6 原　良樹(6)  4,11.42  7 唐澤　凌矢(6)  4,15.05  8 井上　紫温(6)  4,15.35
南小 南小 北小 北小

 9 美齊津青空(6)  4,24.05 10 荒井　紘人(6)  4,32.84 11 小林　亮介(6)  5,02.31
北小 南小 北小

6年100m

4年1000m

5年1000m

6年1000m


	22大会記録一覧
	男子決勝一覧
	男子トラック決勝一覧

