
第56回茅野市総合体育大会陸上競技                                                
主催：茅野市,茅野市教育委員会,(特)茅野市体育協会                                
共催：茅野市陸上競技協会                                                        
主管：茅野市陸上競技協会                                                        

決勝記録一覧表
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
05/29 小学共通男子 藤岡 駿人(6) 3,44.08 品川 直輝(6) 3,50.69 中澤隆良(6) 3,54.80 山﨑 史也(5) 4,02.05 藤原 旺介(5) 4,02.49 佐藤 大志(6) 4,08.55 佐藤 宇志(6) 4,09.06 山田竜成(4) 4,15.20

1000m 湖東 豊平小 宮川小学校 湖東 湖東 北山小 北山小 宮川小学校
05/29   0.0 小宮山 惇(6) 15.76 小平 大貴(6) 17.95 湯田坂 透(6) 18.04 早坂 匠(6) 18.23 小林 大輔(6) 18.74 柿澤 駿矢(5) 18.76 内田 智也(6) 18.92 荒道 大輝(6) 19.32

80mH 玉川小 湖東 豊平小 湖東 湖東 北山小 湖東 湖東
05/29 湖東(A)     1,03.75 北山小(A)     1,11.16 北山小(B)     1,19.60

4×100mR 保科 竜真(6) 両角 元太(4) 蔵 琉斗(3)
橘 優輝(6) 濵 裕輝(4) 西郷 鴻次朗(3)
小林 大輔(6) 阿部 勇希(4) 早川 宏平(3)
丸山 眞人(6) 柿澤 駿矢(5) 平島 直剛(3)

05/29 小学３年男子   0.0 佐野 希汐(3) 17.09 早川 宏平(3) 17.63 鈴木 穂高(3) 17.71 菱田万尋(3) 17.78 伊藤怜央馬(3) 18.36 川口 柊弥(3) 18.58 北原 夢都(3) 18.82 平島 直剛(3) 19.05
100m 玉川小 北山小 玉川小 宮川小学校 宮川小学校 玉川小 泉野小 北山小

05/29 飯田 優太郎(3) 2.24(0.0) 三浦 志音(3) 2.22(0.0)
走幅跳 永明小 永明小

05/29 小学４年男子   0.0 黒岩 翔吾(4) 17.19 阿部 勇希(4) 17.31 濵 裕輝(4) 17.48 両角 元太(4) 17.85 鮎澤諒(4) 18.64 牛山 礼斗(4) 18.97 守田 昌史(4) 20.43
100m 湖東 北山小 北山小 北山小 宮川小学校 玉川小 湖東

05/29 日向 蓮(4) 2.40(0.0) 両角 祥也(4) 2.31(0.0)
走幅跳 湖東 北山小

05/29 小学５年男子   0.0 近藤 竜也(5) 16.18 前田 陸(5) 16.25 川口 大地(5) 17.09 品川 和輝(5) 17.77 松本萌甫(5) 18.04 両角 海岬(5) 18.16 徳永 航希(5) 18.59 冨田浩史(5) 20.40
100m 豊平小 茅野陸上クラブ 玉川小 豊平小 宮川小学校 玉川小 玉川小 宮川小学校

05/29 宮坂 空(5) 3.71(0.0) 品川 和輝(5) 2.74(0.0) 小林 蒼生(5) 2.56(0.0) 徳永 航希(5) 2.50(0.0) 冨田浩史(5) 2.30(0.0)
走幅跳 湖東 豊平小 湖東 玉川小 宮川小学校

05/29 小学６年男子   0.0 品川 直輝(6) 14.44 中林 嵩弥(6) 14.45 丸山 眞人(6) 15.20 丸茂 海斗(6) 15.46 橘 優輝(6) 16.83 荒道 大輝(6) 18.46
100m 豊平小 湖東 湖東 玉川小 湖東 湖東

05/29 丸茂 海斗(6) 3.97(0.0) 藤岡 駿人(6) 3.29(0.0) 中林 嵩弥(6) 3.02(0.0) 小宮山 惇(6) 2.98(0.0) 中澤隆良(6) 2.84(0.0) 内田 智也(6) 2.73(0.0) 湯田坂 渉(6) 2.70(0.0) 湯田坂 透(6) 2.65(0.0)
走幅跳 玉川小 湖東 湖東 玉川小 宮川小学校 湖東 豊平小 豊平小

05/29 中学男子   0.0 内藤 圭吾(3) 12.87 帯川 恵輔(3) 13.13 小口 直希(3) 13.16 矢野 孝典(3) 13.17 小松 祥太(3) 13.28  小池 祐希(3) 13.56 後藤 大輝(2) 14.14 宮坂 舜弥(2) 14.16
100m 茅野北部中 茅野北部中 長峰中 長峰中 茅野北部中 茅野北部中 長峰中 茅野東部中

05/29 伊東 慎介(3) 1,04.00 牛山 祐人(3) 1,05.55
400m 長峰中 茅野東部中

05/29 山田 峻暉(3) 2,23.37 櫻田 有夢(3) 2,29.05 牛山 祐人(3) 2,33.35 平出 翔大(2) 2,43.91  五味 尚也(2) 2,58.15 石山 凌雅(1) 3,00.58 備前 宥雅(1) 3,02.36 五味 拓実(1) 3,04.79
800m 長峰中 長峰中 茅野東部中 長峰中 茅野北部中 茅野北部中 永明中 長峰中

05/29 関 颯人(2) 10,15.22 小松 優太(3) 10,56.62 白鳥 倖誠(3) 11,13.78  帯川 恵輔(3) 11,36.86 武田 康太郎(2) 12,00.46
3000m 茅野東部中 長峰中 茅野東部中 茅野北部中 茅野東部中

05/29 今井 悠介(3) 長峰中 1.45
走高跳 宮坂 舜弥(2) 茅野東部中

05/29  小池 祐希(3) 4.57(0.0)  八町 幸汰(3) 4.32(0.0) 五味 俊幸(3) 4.27(0.0) 小林 蒼泉(1) 4.09(0.0)  丸茂 幸太郎(2)3.84(0.0) 丹羽 南樹(1) 3.60(0.0) 清水 海斗(2) 3.57(0.0) 荒道 飛翔(1) 3.46(0.0)
走幅跳 茅野北部中 茅野北部中 茅野東部中 茅野東部中 茅野北部中 茅野北部中 茅野東部中 茅野北部中

05/29 寺島 陵太郎(3) 8.92 細田 歩(2) 7.44 赤坂 雄基(3) 7.42 勝野 真信(1) 7.29 増木 健也(3) 6.49  大野 竜希(2) 3.72
砲丸投(5.000kg) 永明中 永明中 長峰中 茅野北部中 長峰中 茅野北部中

05/29 茅野北部中       50.96 長峰中(A)       53.71 長峰中(B)       56.17 茅野東部中(A)      56.38 茅野東部中(B)      58.97 茅野東部中(C)    1,00.77 長峰中(C)     1,02.72
4×100mR  小松 祥太(3) 大会新 伊東 慎介(3) 五味 滉太(2) 武藤 浩史(3) 小林 蒼泉(1) 熊谷 佳晃(2) 鮎澤 敬介(1)

 内藤 圭吾(3) 今井 悠介(3) 小笠原 隼(2) 佐藤 直樹(3) 関 颯人(2) 小池 智也(2) 伊藤 来夢(1)
 帯川 恵輔(3) 鮎澤 一輝(3) 伊藤 幹(2) 牛山 祐人(3) 清水 海斗(2) 松澤 和也(2) 小平 裕貴(1)
 小池 祐希(3) 小口 直希(3) 後藤 大輝(2) 白鳥 倖誠(3) 五味 俊幸(3) 宮坂 舜弥(2) 関 悠登(1)

05/29 29歳以下男子   0.0 長崎 敬祐(1) 12.80 梁池 昂生(3) 13.37
100m 諏訪東京理科大 諏訪東京理科大

05/29 千野 大樹(3) 4,58.00 矢島 義大(2) 5,04.19
1500m 諏訪東京理科大 諏訪東京理科大

05/29 長崎 敬祐(1) 1.60 大沼 盛太郎(1) 1.55
走高跳 諏訪東京理科大 諏訪東京理科大

05/29 荒井 洋光 5.95(0.0) 梁池 昂生(3) 5.59(0.0) 大沼 盛太郎(1) 4.30(0.0)
走幅跳 茅野東部中 諏訪東京理科大 諏訪東京理科大



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 第56回茅野市総合体育大会陸上競技             ｺｰﾄﾞ  [1200549]

競技場名 茅野市運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203100]

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
小学共通男子 05/29  1 藤岡 駿人(6) 小学生  3,44.08  2 品川 直輝(6) 小学生  3,50.69  3 中澤隆良(6) 小学生  3,54.80  4 山﨑 史也(5) 小学生  4,02.05

湖東 豊平小 宮川小学校 湖東
 5 藤原 旺介(5) 小学生  4,02.49  6 佐藤 大志(6) 小学生  4,08.55  7 佐藤 宇志(6) 小学生  4,09.06  8 山田竜成(4) 小学生  4,15.20

湖東 北山小 北山小 宮川小学校
 9 菱田万尋(3) 小学生  4,16.03 10 當銘 岳(3) 小学生  4,16.91 11 黒岩 翔吾(4) 小学生  4,20.73 12 牛山 礼斗(4) 小学生  4,23.30

宮川小学校 泉野小 湖東 玉川小
13 両角 祥也(4) 小学生  4,31.69 14 内藤 光翼(3) 小学生  4,35.86 15 今井亮介(4) 小学生  5,16.68 松本萌甫(5) 小学生 欠場    

北山小 泉野小 宮川小学校 宮川小学校
小学共通男子 05/29  1組 0.0  1 小宮山 惇(6) 小学生    15.76  2 湯田坂 透(6) 小学生    18.04  3 柿澤 駿矢(5) 小学生    18.76  4 内田 智也(6) 小学生    18.92

玉川小 豊平小 北山小 湖東
 5 荒道 大輝(6) 小学生    19.32  6 日向 蓮(4) 小学生    20.74

湖東 湖東
 2組 0.0  1 小平 大貴(6) 小学生    17.95  2 早坂 匠(6) 小学生    18.23  3 小林 大輔(6) 小学生    18.74  4 湯田坂 渉(6) 小学生    19.46

湖東 湖東 湖東 豊平小
 5 田中 和輝(6) 小学生    19.84  6 石山 征雅(5) 小学生    37.35

北山小 湖東
小学３年男子 05/29  1組 0.0  1 佐野 希汐(3) 小学生    17.09  2 早川 宏平(3) 小学生    17.63  3 菱田万尋(3) 小学生    17.78  4 伊藤怜央馬(3) 小学生    18.36

玉川小 北山小 宮川小学校 宮川小学校
 5 川口 柊弥(3) 小学生    18.58  6 西郷 鴻次朗(3) 小学生    19.61  7 五味 未来矢(3) 小学生    23.89 内藤 光翼(3) 小学生 欠場

玉川小 北山小 豊平小 泉野小
 2組 0.0  1 鈴木 穂高(3) 小学生    17.71  2 北原 夢都(3) 小学生    18.82  3 平島 直剛(3) 小学生    19.05  4 飯田 優太郎(3) 小学生    19.44

玉川小 泉野小 北山小 永明小
 5 小宮山 資(3) 小学生    19.57  6 五味秀琉(3) 小学生    20.05  7 蔵 琉斗(3) 小学生    20.40

玉川小 宮川小学校 北山小
小学４年男子 05/29 0.0  1 黒岩 翔吾(4) 小学生    17.19  2 阿部 勇希(4) 小学生    17.31  3 濵 裕輝(4) 小学生    17.48  4 両角 元太(4) 小学生    17.85

湖東 北山小 北山小 北山小
 5 鮎澤諒(4) 小学生    18.64  6 牛山 礼斗(4) 小学生    18.97  7 守田 昌史(4) 小学生    20.43 山田竜成(4) 小学生 欠場

宮川小学校 玉川小 湖東 宮川小学校
小学５年男子 05/29  1組 0.0  1 近藤 竜也(5) 小学生    16.18  2 川口 大地(5) 小学生    17.09  3 両角 海岬(5) 小学生    18.16  4 冨田浩史(5) 小学生    20.40

豊平小 玉川小 玉川小 宮川小学校
宮坂 空(5) 小学生 欠場

湖東
 2組 0.0  1 前田 陸(5) 小学生    16.25  2 品川 和輝(5) 小学生    17.77  3 松本萌甫(5) 小学生    18.04  4 徳永 航希(5) 小学生    18.59

茅野陸上クラブ 豊平小 宮川小学校 玉川小
石山 征雅(5) 小学生 欠場 小林 蒼生(5) 小学生 欠場

湖東 湖東
小学６年男子 05/29 0.0  1 品川 直輝(6) 小学生    14.44  2 中林 嵩弥(6) 小学生    14.45  3 丸山 眞人(6) 小学生    15.20  4 丸茂 海斗(6) 小学生    15.46

豊平小 湖東 湖東 玉川小
 5 橘 優輝(6) 小学生    16.83  6 荒道 大輝(6) 小学生    18.46

湖東 湖東
中学男子 05/29  1組 0.0  1  小松 祥太(3) 中学生    13.28  2 宮坂 舜弥(2) 中学生    14.16  3 久島 光太郎(2) 中学生    14.53  4  丸茂 幸太郎(2)中学生    14.55

茅野北部中 茅野東部中 長峰中 茅野北部中
 5 守屋 匠真(1) 中学生    16.11 伊藤 大起(1) 中学生 欠場 金井 悠太郎(1) 中学生 欠場 小笠原 隼(2) 中学生 欠場

長峰中 永明中 永明中 長峰中
 2組 0.0  1 矢野 孝典(3) 中学生    13.17  2 濵 将志(2) 中学生    14.37  3  一柳 虹太(2) 中学生    14.64  4  五味 尚也(2) 中学生    17.24

長峰中 長峰中 茅野北部中 茅野北部中
三浦 征大(3) 中学生 欠場 岡田 慧(2) 中学生 欠場 奥原 海斗(1) 中学生 欠場 栗林 光(2) 中学生 欠場

茅野東部中 永明中 長峰中 永明中
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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 長野       [-1] 競技会名 第56回茅野市総合体育大会陸上競技             ｺｰﾄﾞ  [1200549]

競技場名 茅野市運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203100]

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

 3組 0.0  1 後藤 大輝(2) 中学生    14.14  2 佐藤 直樹(3) 中学生    14.50  3 荒道 飛翔(1) 中学生    14.54  4  長谷川 郁生(2)中学生    15.21
長峰中 茅野東部中 茅野北部中 茅野北部中

 5 滝沢 聖成(2) 中学生    15.49  6 関 悠登(1) 中学生    16.77  7 佐々木 健(1) 中学生    17.31 伊藤 達也(3) 中学生 欠場
長峰中 長峰中 長峰中 永明中

 4組 0.0  1  帯川 恵輔(3) 中学生    13.13  2 小口 直希(3) 中学生    13.16  3 熊谷 佳晃(2) 中学生    14.44  4 丹羽 南樹(1) 中学生    14.55
茅野北部中 長峰中 茅野東部中 茅野北部中

 5 伊藤 来夢(1) 中学生    15.14  6 小平 裕貴(1) 中学生    15.89  7 久保田 光胤(1) 中学生    18.58 吉田 渓悟(1) 中学生 欠場
長峰中 長峰中 長峰中 永明中

 5組 0.0  1  内藤 圭吾(3) 中学生    12.87  2 五味 滉太(2) 中学生    14.94  3 小池 智也(2) 中学生    15.22  4 北川 幸希(2) 中学生    15.98
茅野北部中 長峰中 茅野東部中 長峰中

 5 三井 雄汰郎(1) 中学生    16.35 佐伯 宗政(1) 中学生 欠場 宮坂 翔太(1) 中学生 欠場 増木 健也(3) 中学生 欠場
茅野北部中 永明中 長峰中 長峰中

 6組 0.0  1  小池 祐希(3) 中学生    13.56  2 武藤 浩史(3) 中学生    14.78  3 鮎澤 敬介(1) 中学生    15.02  4  岡田 智貴(2) 中学生    15.15
茅野北部中 茅野東部中 長峰中 茅野北部中

 5 矢島 稜梧(1) 中学生    17.96 中島 隼斗(2) 中学生 欠場 細田 歩(2) 中学生 欠場
長峰中 長峰中 永明中

中学男子 05/29  1 伊東 慎介(3) 中学生  1,04.00  2 牛山 祐人(3) 中学生  1,05.55 吉田 渓悟(1) 中学生 欠場
長峰中 茅野東部中 永明中

中学男子 05/29  1 山田 峻暉(3) 中学生  2,23.37  2 櫻田 有夢(3) 中学生  2,29.05  3 牛山 祐人(3) 中学生  2,33.35  4 平出 翔大(2) 中学生  2,43.91
長峰中 長峰中 茅野東部中 長峰中

 5  五味 尚也(2) 中学生  2,58.15  6 石山 凌雅(1) 中学生  3,00.58  7 備前 宥雅(1) 中学生  3,02.36  8 五味 拓実(1) 中学生  3,04.79
茅野北部中 茅野北部中 永明中 長峰中

 9 笠原 悠生(1) 中学生  3,08.62 10 立石 瑞生(1) 中学生  3,16.35 長田 大明(2) 中学生 欠場
永明中 永明中 永明中

中学男子 05/29  1 関 颯人(2) 中学生 10,15.22  2 小松 優太(3) 中学生 10,56.62  3 白鳥 倖誠(3) 中学生 11,13.78  4  帯川 恵輔(3) 中学生 11,36.86
茅野東部中 長峰中 茅野東部中 茅野北部中

 5 武田 康太郎(2) 中学生 12,00.46 岡田 慧(2) 中学生 欠場     長谷川 郁生(2)中学生 欠場    奥原 海斗(1) 中学生 欠場    
茅野東部中 永明中 茅野北部中 長峰中

 野澤 晃太朗(3)中学生 欠場    
茅野北部中

29歳以下男子 05/29 0.0  1 長崎 敬祐(1) 一般    12.80  2 梁池 昂生(3) 一般    13.37
諏訪東京理科大 諏訪東京理科大

29歳以下男子 05/29  1 千野 大樹(3) 一般  4,58.00  2 矢島 義大(2) 一般  5,04.19
諏訪東京理科大 諏訪東京理科大

30歳以上男子 05/29 関 貴 中学生 欠場
茅野東部中
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フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第56回茅野市総合体育大会陸上競技             ｺｰﾄﾞ  [1200549]

競技場名 茅野市運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203100]

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
小学３年男子 05/29  1 飯田 優太郎(3) 小学生    2.24  2 三浦 志音(3) 小学生    2.22 小宮山 資(3) 小学生 記録なし

永明小     0.0 永明小     0.0 玉川小
小学４年男子 05/29  1 日向 蓮(4) 小学生    2.40  2 両角 祥也(4) 小学生    2.31 守田 昌史(4) 小学生 記録なし

湖東     0.0 北山小     0.0 湖東
小学５年男子 05/29  1 宮坂 空(5) 小学生    3.71  2 品川 和輝(5) 小学生    2.74  3 小林 蒼生(5) 小学生    2.56  4 徳永 航希(5) 小学生    2.50

湖東     0.0 豊平小     0.0 湖東     0.0 玉川小     0.0
 5 冨田浩史(5) 小学生    2.30

宮川小学校     0.0
小学６年男子 05/29  1 丸茂 海斗(6) 小学生    3.97  2 藤岡 駿人(6) 小学生    3.29  3 中林 嵩弥(6) 小学生    3.02  4 小宮山 惇(6) 小学生    2.98

玉川小     0.0 湖東     0.0 湖東     0.0 玉川小     0.0
 5 中澤隆良(6) 小学生    2.84  6 内田 智也(6) 小学生    2.73  7 湯田坂 渉(6) 小学生    2.70  8 湯田坂 透(6) 小学生    2.65

宮川小学校     0.0 湖東     0.0 豊平小     0.0 豊平小     0.0
 9 田中 和輝(6) 小学生    2.01 保科 竜真(6) 小学生 欠場 小平 大貴(6) 小学生 欠場 早坂 匠(6) 小学生 欠場

北山小     0.0 湖東 湖東 湖東
中学男子 05/29  1 今井 悠介(3) 中学生    1.45  1 宮坂 舜弥(2) 中学生    1.45 松澤 和也(2) 中学生 記録なし

長峰中 茅野東部中 茅野東部中
中学男子 05/29  1  小池 祐希(3) 中学生    4.57  2  八町 幸汰(3) 中学生    4.32  3 五味 俊幸(3) 中学生    4.27  4 小林 蒼泉(1) 中学生    4.09

茅野北部中     0.0 茅野北部中     0.0 茅野東部中     0.0 茅野東部中     0.0
 5  丸茂 幸太郎(2)中学生    3.84  6 丹羽 南樹(1) 中学生    3.60  7 清水 海斗(2) 中学生    3.57  8 荒道 飛翔(1) 中学生    3.46

茅野北部中     0.0 茅野北部中     0.0 茅野東部中     0.0 茅野北部中     0.0
 9 原田 雅之(3) 中学生    3.44 10  両角 宗征(2) 中学生    3.37 11 三井 雄汰郎(1) 中学生    3.23 12 小口 直希(3) 中学生    3.10

茅野東部中     0.0 茅野北部中     0.0 茅野北部中     0.0 長峰中     0.0
13 竹村 真実(1) 中学生    3.09 14 高部 三成(1) 中学生    2.68 金井 悠太郎(1) 中学生 欠場  一柳 虹太(2) 中学生 欠場

茅野北部中     0.0 茅野東部中     0.0 永明中 茅野北部中
 北原 智輝(3) 中学生 欠場 神林 朱理(1) 中学生 欠場 溝口 優樹(1) 中学生 欠場

茅野北部中 永明中 永明中
中学男子 05/29  1 寺島 陵太郎(3) 中学生    8.92  2 細田 歩(2) 中学生    7.44  3 赤坂 雄基(3) 中学生    7.42  4 勝野 真信(1) 中学生    7.29

永明中 永明中 長峰中 茅野北部中
 5 増木 健也(3) 中学生    6.49  6  大野 竜希(2) 中学生    3.72

長峰中 茅野北部中
29歳以下男子 05/29  1 長崎 敬祐(1) 一般    1.60  2 大沼 盛太郎(1) 一般    1.55

諏訪東京理科大 諏訪東京理科大
29歳以下男子 05/29  1 荒井 洋光 中学生    5.95  2 梁池 昂生(3) 一般    5.59  3 大沼 盛太郎(1) 一般    4.30

茅野東部中     0.0 諏訪東京理科大     0.0 諏訪東京理科大     0.0
50歳以上男子 05/29 田中 米人 一般 欠場
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