
第１回松本市小中学校陸上競技記録会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森茂幸
主催：松本陸上競技協会 跳躍審判長 藤森茂幸

投擲審判長 藤森茂幸
【開催日】 平成24年5月19日 記録主任： 上野忠明
【主催団体】 松本陸上競技協会 決勝記録一覧表

男  子 【競技場】県松本平広域公園
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
 5/19 中学男子 細萱 元太(3) 11.70 木村 幸太(2) 11.90 小林 拓未(3) 12.04 倉又 遼太郎(3) 12.17 永田 望海(3) 12.19 髙木 涼太(2) 12.48 中村 奈央(2) 12.52 中西 紀(3) 12.65

100m 豊科北中 鉢盛中 穂高西中 開成中 豊科北中 豊科北中 波田中 清水中
 5/19 永田 望海(3) 24.51 木村 幸太(2) 24.55 久保田 正吾(3) 24.89 塩田 雅人(3) 24.91 高春 英輝(3) 25.04 岡田 大志(2) 26.07 宮田 拓実(3) 26.25 宮原 史樹(3) 26.39

200m 豊科北中 鉢盛中 鉢盛中 豊科北中 穂高西中 清水中 鉢盛中 穂高西中
 5/19 太田 裕真(2) 2:11.87 齊藤 駿太(3) 2:13.35 藤原 利章(3) 2:14.83 中田 大貴(3) 2:16.11 三島 太成(3) 2:17.50 窪田 悠人(2) 2:18.60 大月 海世(2) 2:19.65 等々力 伸彦(3) 2:20.92

800m 塩尻広陵中 梓川中 豊科北中 清水中 鉢盛中 清水中 明科中 穂高東中
 5/19 大川 柊弥(3) 9:48.53 野瀬 雅史(3) 9:49.02 伊藤 武玄(3) 9:57.22 木村 祐太(2) 10:06.79 岡村 慧胤(2) 10:17.55 下村 勇喜(2) 10:19.28 折橋 翔太(2) 10:20.97 中田 侑希(2) 10:48.77

3000m 菅野中 梓川中 菅野中 鉢盛中 豊科北中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 旭町中
 5/19 大谷 一貴(3) 17.17 小松 亮介(2) 17.41 奥原 大輝(2) 17.67 小松 太一(2) 18.45 宮原 史樹(3) 18.54 浅原 隼風(2) 18.87 青木 駿弥(3) 19.41 桃井 廣太郎(2) 20.12

110mH(0.914m) 安曇中 旭町中 大野川中 信明中 穂高西中 旭町中 梓川中 筑摩野中
 5/19 丸山 拓哉(3) 1.75 丸山 達大(3) 1.60 浅原 隼風(2) 1.55 小野 寛貴(2) 1.55 諏訪 秀聖(3) 1.55 竹内 康平(3) 1.50 木船 宗一(2) 旭町中 1.45

走高跳 筑摩野中 旭町中 旭町中 穂高西中 穂高西中 筑摩野中 太田 修平(2) 梓川中
三沢 航輝(3) 松島中

 5/19 松岡 雄斗(3) 5.64(+0.9) 石田 展雅(3) 5.62(+0.6) 小林 拓未(3) 5.44(+0.3) 塩田 雅人(3) 5.32(-0.7) 杉谷 拓海(3) 4.95(+0.2) 飯干 聖也(2) 4.93(+1.4) 長﨑 大悟(3) 4.83(+1.9) 有賀 健(3) 4.81(-3.1)
走幅跳 筑摩野中 旭町中 穂高西中 豊科北中 信明中 信明中 穂高西中 穂高西中

 5/19 齋藤 涼太郎(3) 10.01 奥灘 慎太郎(2) 9.65 濱 直輝(3) 9.45 富田 直樹(3) 9.29 草間 拓海(2) 8.75 小竹 脩斗(3) 8.72 河西 勇介(3) 8.40 宮野 優輔(3) 7.27
砲丸投(5.000kg) 大野川中 大野川中 梓川中 旭町中 丸ﾉ内中 松島中 丸ﾉ内中 松島中

 5/19 豊科北中(A)       46.09 鉢盛中       46.82 穂高西中       47.09 松島中(A)       48.81 波田中(A)       48.88 旭町中(A)       48.92 清水中(A)       49.66 筑摩野中(A)       49.74
4×100m 藤原 利章(3) 木村 祐太(2) 宮原 史樹(3) 小竹 脩斗(3) 中村 奈央(2) 富田 直樹(3) 窪田 悠人(2) 寺島 滉己(3)

細萱 元太(3) 木村 幸太(2) 小林 拓未(3) 三沢 航輝(3) 織茂 大地(3) 丸山 達大(3) 中西 紀(3) 佐山 悠河(2)
塩田 雅人(3) 久保田 正吾(3) 長﨑 大悟(3) 手塚 諒冴(3) 斉藤  巧(2) 浅原 隼風(2) 井口 将理(2) 大野 智裕(3)
永田 望海(3) 宮田 拓実(3) 高春 英輝(3) 岡里 征哉(3) 小澤 玲央(2) 石田 展雅(3) 岡田 大志(2) 松岡 雄斗(3)

 5/19 小学５年男子 森田 浩平(5) 明善小 15.13 清水 汰輝(5) 15.16 大野 貴佳(5) 15.42 中村 柊真(5) 15.54 玉田 航太(5) 15.59 粟津原 奨太(5) 15.73 横山 智紀(5) 15.74
100m 古厩 海聖(5) 本郷小 今井小 芝沢小 開明小 開智小 朝日小 二子小

 5/19 小学６年男子 西村 陽杜(6) 13.98 黒田 拓巳(6) 14.10 齋藤 将紀(6) 15.06 北沢 光記(6) 15.16 嘉藤 佑太朗(6) 15.19 石原 亘(6) 15.24 平野 陽也(6) 15.30 宮嶋 海斗(6) 15.34
100m 二子小 芳川小 大野川小 ｺﾒｯﾄ波田 芝沢小 開明小 島内小 芳川小

 5/19 小学共通男子 石曽根 歩(6) 3:06.51 丸山 楓貴(6) 3:23.57 高橋 一稔(6) 3:26.34 西澤 将哉(6) 3:27.75 上條 卓(5) 3:34.32 村岡 拓海(5) 3:35.70 岩原 信之(6) 3:36.07 片倉 淳(6) 3:37.09
1000m 島内小 島内小 島内小 島内小 明善小 ｺﾒｯﾄ波田 筑摩小 開智小

 5/19  +1.3 櫻井 紘都(5) 17.63 古瀬 真弥(6) 17.78
80mH 今井小 開明小

 5/19 須澤 香木(5) 開智小 1.15 田玉 育己(5) 1.10 伊藤 唯吹(6) 1.05
走高跳 塚原 友都(6) 寿小 寿小 朝日小

 5/19 宮澤 一真(5) 3.49(+1.0) 重盛 開(5) 3.47(-0.9) 牧田 健之介(6) 3.30(0.0) 井口 彦宗(6) 3.29(+1.9) 堀内 裕斗(5) 3.20(+1.9) 高橋 健太(5) 3.14(+0.2) 巾下 拓馬(6) 3.07(-0.7) 太田 智之(5) 3.04(-0.1)
走幅跳 芝沢小 開智小 開明小 開明小 二子小 開智小 二子小 芝沢小

 5/19 寺川 陸(6) 51.25 吉澤 佑(6) 51.18 中村 千聖(6) 48.02 櫻井 康平(6) 47.30 降旗 功太(6) 45.31 池本 愛登(6) 44.69 髙山 和士(6) 44.25 齊藤 輝輝(6) 42.93
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 島内小 芳川小 島内小 島内小 芳川小 開明小 島内小 朝日小

 5/19 小学男子 芝沢小       57.13 ｺﾒｯﾄ波田       58.61 島内小     1:00.06
4×100m 新村 篤史(6) 小林 渓汰(6) 赤津 有生(6)

太田 誠人(6) 今井 侑志(6) 犬飼 昇吾(6)
宮島 健太(6) 土田 魁(6) 吉原 康平(6)
金田 耕平(6) 太田 温土(6) 丸山 楽人(6)



決勝 5月19日 9:45

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 +2.0

 1 大野 貴佳(5)    15.42 1 森田 浩平(5)    15.13 
ｵｵﾉﾀｶﾖｼ 芝沢小 ﾓﾘﾀ ｺｳﾍｲ 明善小

 2 中村 柊真(5)    15.54 2 清水 汰輝(5)    15.16 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾏ 開明小 ｼﾐｽﾞ ﾀｷ 今井小

 3 篠原 洸樹(5)    15.77 3 横山 智紀(5)    15.74 
ｼﾉﾊﾗ  ｺｳｷ 寿小 ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓｷ 二子小

 4 牧野 友紀(5)    16.00 4 木船 峻健(5)    15.78 
ﾏｷﾉ ﾄﾓｷ 鎌田小 ｷﾌﾞﾈ ｼｭﾝﾀ 本郷小

 5 下野 捺貴(5)    16.38 5 田中 暸太郎(5)    15.92 
ｼﾓﾉ ﾅﾂｷ 本郷小 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ 本郷小

 6 村田 英輝(6)    16.70 6 北山 虎太郎(5)    16.18 
ﾑﾗﾀｴｲｷ 麻績小 ｷﾀﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 朝日小

 7 中村 太郎(5)    16.83 7 堀金 陽斗(5)    16.19 
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ 朝日小 ﾎﾘｶﾞﾈ ﾋﾛﾄ 開明小

[ 3組] 風速 +1.0

 1 古厩 海聖(5)    15.13 
ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 本郷小

 2 玉田 航太(5)    15.59 
ﾀﾏﾀﾞ ｺｳﾀ 開智小

 3 粟津原 奨太(5)    15.73 
ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 朝日小

 4 下沢 圭亮(5)    15.80 
ｼﾓｻﾞﾜ ｹｲｽｹ ｺﾒｯﾄ波田

 5 津滝 祥(5)    16.69 
ﾂﾀｷ ｼｮｳ 二子小
赤羽 碧(5)
ｱｶﾊﾈ ｱｵｲ 菅野小
西保木 晶太(5)
ﾆｼﾎｷﾞ ｼｮｳﾀ 本郷小

小学５年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ

6   415

2   402

5   350

4   568

7   379

8   551

No. 氏  名 所属名 記録／備考

  468

順

4   509

3   574

8   381

7   473

6   563

2   560

5   359

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3

3   454

8   553

4   303

2   421
欠場

7   254

5   520

6   558
欠場



   1 森田 浩平(5) 明善小    15.13 (+2.0)  2  1
   1 古厩 海聖(5) 本郷小    15.13 (+1.0)  3  1
   3 清水 汰輝(5) 今井小    15.16 (+2.0)  2  2
   4 大野 貴佳(5) 芝沢小    15.42 (-0.5)  1  1
   5 中村 柊真(5) 開明小    15.54 (-0.5)  1  2
   6 玉田 航太(5) 開智小    15.59 (+1.0)  3  2
   7 粟津原 奨太(5) 朝日小    15.73 (+1.0)  3  3
   8 横山 智紀(5) 二子小    15.74 (+2.0)  2  3
   9 篠原 洸樹(5) 寿小    15.77 (-0.5)  1  3
  10 木船 峻健(5) 本郷小    15.78 (+2.0)  2  4
  11 下沢 圭亮(5) ｺﾒｯﾄ波田    15.80 (+1.0)  3  4
  12 田中 暸太郎(5) 本郷小    15.92 (+2.0)  2  5
  13 牧野 友紀(5) 鎌田小    16.00 (-0.5)  1  4
  14 北山 虎太郎(5) 朝日小    16.18 (+2.0)  2  6
  15 堀金 陽斗(5) 開明小    16.19 (+2.0)  2  7
  16 下野 捺貴(5) 本郷小    16.38 (-0.5)  1  5
  17 津滝 祥(5) 二子小    16.69 (+1.0)  3  5
  18 村田 英輝(6) 麻績小    16.70 (-0.5)  1  6
  19 中村 太郎(5) 朝日小    16.83 (-0.5)  1  7

所属名 記録（風） 備考

小学５年男子

組 順位
  574
  553

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県

  454
  509
  415
  563

  381
  402
  350
  303

  468

  359
  551
  520
  568

  254
  560
  379
  473



決勝 5月19日 10:05

[ 1組] 風速 +2.0 [ 2組] 風速 +0.5

 1 西村 陽杜(6)    13.98 1 黒田 拓巳(6)    14.10 
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 二子小 ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾐ 芳川小

 2 北沢 光記(6)    15.16 2 齋藤 将紀(6)    15.06 
ｷﾀｻﾞﾜ ｺｳｷ ｺﾒｯﾄ波田 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｷ 大野川小

 3 嘉藤 佑太朗(6)    15.19 3 石原 亘(6)    15.24 
ｶﾄｳﾕｳﾀﾛｳ 芝沢小 ｲｼﾊﾗ ﾜﾀﾙ 開明小

 4 平野 陽也(6)    15.30 4 花村 珠潤(6)    15.36 
ﾋﾗﾉ ﾊﾙﾔ 島内小 ﾊﾅﾑﾗｼｭｳﾙ 芝沢小

 5 宮嶋 海斗(6)    15.34 5 和賀慎太郎(6)    15.41 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｶｲﾄ 芳川小 ﾜｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 筑摩小

 6 岡田 陸(6)    15.46 6 牧石 大河(6)    15.76 
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 開明小 ﾏｷｲｼ ﾀｲｶﾞ 開明小

 7 竹内 貴史(6)    15.80 城山 達也(6)
ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 本郷小 ｼﾛﾔﾏ ﾀﾂﾔ ｺﾒｯﾄ波田

 8 小山 恭慶(6)    16.04 
ｺﾔﾏﾀｶﾖｼ 麻績小

No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
3   518

6   275

小学６年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ

8   505

7   529

2   383

4   567

5   333

2   453

3   2639   559

所属名 記録／備考
8   532

順 ﾚｰﾝ No.

7   384

5   444

6   347

欠場

4   357



   1 西村 陽杜(6) 二子小    13.98 (+2.0)  1  1
   2 黒田 拓巳(6) 芳川小    14.10 (+0.5)  2  1
   3 齋藤 将紀(6) 大野川小    15.06 (+0.5)  2  2
   4 北沢 光記(6) ｺﾒｯﾄ波田    15.16 (+2.0)  1  2
   5 嘉藤 佑太朗(6) 芝沢小    15.19 (+2.0)  1  3
   6 石原 亘(6) 開明小    15.24 (+0.5)  2  3
   7 平野 陽也(6) 島内小    15.30 (+2.0)  1  4
   8 宮嶋 海斗(6) 芳川小    15.34 (+2.0)  1  5
   9 花村 珠潤(6) 芝沢小    15.36 (+0.5)  2  4
  10 和賀慎太郎(6) 筑摩小    15.41 (+0.5)  2  5
  11 岡田 陸(6) 開明小    15.46 (+2.0)  1  6
  12 牧石 大河(6) 開明小    15.76 (+0.5)  2  6
  13 竹内 貴史(6) 本郷小    15.80 (+2.0)  1  7
  14 小山 恭慶(6) 麻績小    16.04 (+2.0)  1  8

小学６年男子

100m
タイムレース

備考 組順位 No. 氏  名 都道府県

  275
  383
  347
  505

順位
  518
  532
  444

所属名 記録（風）

  357
  559
  567

  529
  384
  453
  333



決勝 5月19日 11:50

 1 石曽根 歩(6)  3:06.51 
ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ 島内小

 2 丸山 楓貴(6)  3:23.57 
ﾏﾙﾔﾏ ﾌｳｷ 島内小

 3 高橋 一稔(6)  3:26.34 
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾄｼ 島内小

 4 西澤 将哉(6)  3:27.75 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 島内小

 5 上條 卓(5)  3:34.32 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｸ 明善小

 6 村岡 拓海(5)  3:35.70 
ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾐ ｺﾒｯﾄ波田

 7 岩原 信之(6)  3:36.07 
ｲﾜﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 筑摩小

 8 片倉 淳(6)  3:37.09 
ｶﾀｸﾗ ﾏｺﾄ 開智小

 9 滝口 優月(5)  3:37.42 
ﾀｷｸﾞﾁﾕｽﾞｷ 芝沢小

10 上田 桂悟(6)  3:40.11 
ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

11 根津 藤二郎(5)  3:42.04 
ﾈﾂ ﾄｳｼﾞﾛｳ 本郷小

12 佐藤 立玖(6)  3:44.81 
ｻﾄｳ ﾘｸ 芳川小

13 上條 祐(5)  3:53.51 
ｶﾐｼﾞｮｳﾀｽｸ 芝沢小

14 根本 祐希(5)  3:53.91 
ﾈﾓﾄ  ﾕｳｷ 寿小

15 小松 武颯志(5)  3:54.02 
ｺﾏﾂ ﾑｻｼ 二子小

16 村上 裕雅(5)  3:56.85 
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶﾞ ﾔﾏﾘｸｸﾗﾌﾞ

17 小松 真生(5)  4:02.82 
ｺﾏﾂ  ｼﾝｷ 鎌田小

18 丸山 基希(6)  4:12.44 
ﾏﾙﾔﾏ ﾓﾄｷ 開明小

19 斉藤 洸大(5)  4:13.20 
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 大野川小

20 神田 悠貴(6)  4:13.55 
大野川小

21 中田 友斗(6)  4:23.55 
ﾅｶﾀ ﾕｳﾄ 開智小
木村 暁仁(5)
ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾄ 本郷小

No. 氏  名 所属名 記録／備考
16   500

12   490

小学共通男子

1000m

決勝

順

14   499

5   573

18   493

1   446

6   324

11   265

19   281

7   555

17   403

13   393

20   414

21   533

9   288

22   374

15   514

2   442

4   440

8   335

3   564
欠場

10   314



決勝 5月19日 13:15

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 芝沢小   395 新村 篤史(6)    57.13 

ｼﾊﾞｻﾞﾜｼｮｳ ﾆｲﾑﾗｱﾂｼ
  400 太田 誠人(6)

ｵｵﾀﾏｺﾄ
  386 宮島 健太(6)

ﾐﾔｼﾞﾏｹﾝﾀ
  388 金田 耕平(6)

ｶﾈﾀﾞｺｳﾍｲ
 2   2 ｺﾒｯﾄ波田   261 小林 渓汰(6)    58.61 

ｺﾒｯﾄﾊﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ
  256 今井 侑志(6)

ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ
  272 土田 魁(6)

ﾂﾁﾀﾞ ｶｲ
  267 太田 温土(6)

ｵｵﾀ ﾊﾙﾄ
 3   4 島内小   501 赤津 有生(6)  1:00.06 

ｼﾏｳﾁｼｮｳ ｱｶﾂ ﾕｳｾｲ
  492 犬飼 昇吾(6)

ｲﾇｶｲ ｼｮｳｺﾞ
  491 吉原 康平(6)

ﾖｼﾊﾗ ｺｳﾍｲ
  489 丸山 楽人(6)

ﾏﾙﾔﾏ ｶﾞｸﾄ

小学男子

4×100m

決勝



決勝 5月19日 8:50

風速 +1.3

 1 櫻井 紘都(5)    17.63 
ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾄ 今井小

 2 古瀬 真弥(6)    17.78 
ﾌﾙｾ ﾏｻﾔ 開明小

小学共通男子

80mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   382

3   337



決勝 5月19日 8:30

３回の
最高記録

宮澤 一真(5)  3.20  3.49  3.34   3.49    3.49 
ﾐﾔｻﾞﾜｶｽﾞﾏ 芝沢小  +1.6  +1.0  +0.6   +1.0    +1.0
重盛 開(5)  3.31   x  3.47   3.47    3.47 
ｼｹﾞﾓﾘ ｶｲ 開智小  +0.2  -0.9   -0.9    -0.9
牧田 健之介(6)  3.16  3.01  3.30   3.30    3.30 
ﾏｷﾀ ｹﾝﾉｽｹ 開明小  +0.9  +1.3   0.0    0.0     0.0
井口 彦宗(6)  3.13  3.29   x   3.29    3.29 
ｲｸﾞﾁ ﾋﾛﾑﾈ 開明小  +1.7  +1.9   +1.9    +1.9
堀内 裕斗(5)  2.92  3.20  3.17   3.20    3.20 
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾄ 二子小  -0.3  +1.9  -0.5   +1.9    +1.9
高橋 健太(5)  2.94  3.13  3.14   3.14    3.14 
ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 開智小  +1.5  +1.2  +0.2   +0.2    +0.2
巾下 拓馬(6)  2.92  3.06  3.07   3.07    3.07 
ﾊﾊﾞｼﾀ ﾀｸﾏ 二子小  +0.9  +2.6  -0.7   -0.7    -0.7
太田 智之(5)  2.89  2.67  3.04   3.04    3.04 
ｵｵﾀｻﾄｼ 芝沢小  +1.0  +2.2  -0.1   -0.1    -0.1
菱沼 翼(5)  2.86  2.36   x   2.86    2.86 
ﾋｼﾇﾏ ﾂﾊﾞｻ 開智小  +0.7  +1.1   +0.7    +0.7
林 優和(6)  2.56  2.61  2.60   2.61    2.61 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾜ 開明小  +1.2  +1.5  -0.4   +1.5    +1.5
谷澤 佳彦(6)   x   x  2.60   2.60    2.60 
ﾀﾆｻﾞﾜ ﾖｼﾋｺ 朝日小  -0.5   -0.5    -0.5
原田 拓実(5)  2.53   x   x   2.53    2.53 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 開智小  +1.6   +1.6    +1.6

小学共通男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 6   387

-3- -4- -5- -6-

2 11   308

3 2   358

4 4   329

5 10   523

6 5   307

7 12   510

8 3   401

9 9   321

12 7   306

10 1   360

11 8   466



決勝 5月19日 8:30

須澤 香木(5)
ｽｻﾞﾜ ﾖｼｷ 開智小
塚原 友都(6)
ﾂｶﾊﾗ  ﾕｳﾄ 寿小
田玉 育己(5)
ﾀﾀﾞﾏ  ｲｸﾐ 寿小
伊藤 唯吹(6)
ｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 朝日小

o xxx  1.05
4 4   456

o o o

xxx  1.10

 1.15

3 1   418
o xo o xo xxo

o o o xxx
1 3   417

o o o

o xxx  1.15
1 2   312

o o o o o

記録 備考m90 m95 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20

小学共通男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月19日 9:00

３回の
最高記録

寺川 陸(6)
ﾃﾗｶﾜ ﾘｸ 島内小
吉澤 佑(6)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｽｸ 芳川小
中村 千聖(6)
ﾅｶﾑﾗ ﾁｻﾄ 島内小
櫻井 康平(6)
ｻｸﾗｲ ｺｳﾍｲ 島内小
降旗 功太(6)
ﾌﾘﾊﾀ ｺｳﾀ 芳川小
池本 愛登(6)
ｲｹﾓﾄ ｱｲﾄ 開明小
髙山 和士(6)

島内小
齊藤 輝輝(6)
ｻｲﾄｳ ﾃﾙｷ 朝日小
小口 篤紀(6)
ｵｸﾞﾁ ｱﾂｷ 島内小
瀧川 智也(6)
ﾀｷｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 朝日小
石橋 大也(5)
ｲｼﾊﾞｼﾀﾞｲﾔ 芝沢小
小林 和磨(5)
ｺﾊﾞﾔｼｶｽﾞﾏ 芝沢小
横山 幸次郎(5)
ﾖｺﾔﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ 鎌田小
中島 英大(6)
ﾅｶｼﾞﾏ ｴｲﾀ 開明小
高宮 健輔(5)
ﾀｶﾐﾔ ｹﾝｽｹ 鎌田小
小嶋 俊樹(6)
ｺｼﾞﾏ ﾄｼｷ 開明小
小川 崇志(6)
ｵｶﾞﾜ ﾀｶｼ 開明小
斉藤 大輝(6)
ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 大野川小
中村 翼(6)
ﾅｶﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 開明小
根本 尚哉(6) 欠場
ﾈﾓﾄ  ﾅｵﾔ 寿小

  19.37  19.37 

20   413

19 15   351
 19.37    o    x

   o   32.61  32.61 

  33.18  33.18 

18 18   441
   o  32.61

17 2   345
 33.18    o    o

   x   35.02  35.02 

  35.40  35.40 

16 17   346
   o  35.02

15 5   372
 35.40    x    o

   x   35.47  35.47 

  36.61  36.61 

14 12   352
   o  35.47

13 1   368
   o    o  36.61

 37.15   37.15  37.15 

  37.42  37.42 

12 3   392
   o    o

11 11   397
   o    o  37.42

   o   39.86  39.86 

  40.74  40.74 

10 19   465
   o  39.86

9 6   495
   o  40.74    o

   x   42.93  42.93 

  44.25  44.25 

8 16   476
   o  42.93

7 10   508
   o  44.25    o

 44.69   44.69  44.69 

  45.31  45.31 

6 7   349
   o    o

5 9   530
   o  45.31    o

   o   47.30  47.30 

  48.02  48.02 

4 14   506
 47.30    o

3 4   502
 48.02    o    o

 51.18   51.18  51.18 

  51.25  51.25 

2 13   528
   o    o

1 8   494
 51.25    o    o

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

小学共通男子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月19日 10:40

[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 +1.7

 1 細萱 元太(3)    11.70 1 倉又 遼太郎(3)    12.17 
ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 豊科北中 ｸﾗﾏﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 開成中

 2 中村 奈央(2)    12.52 2 永田 望海(3)    12.19 
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ 波田中 ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 豊科北中

 3 中西 紀(3)    12.65 3 小澤 玲央(2)    12.96 
ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾒ 清水中 ｵｻﾞﾜ ﾚｵ 波田中

 4 寺島 利明(2)    13.11 4 荒田 智也(2)    13.28 
ﾃﾗｼﾏ ﾄｼｱｷ 穂高西中 ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ 筑摩野中

 5 澤井 瞭(2)    13.38 5 丸山 優樹(2)    13.46 
ｻﾜｲ ﾘｮｳ 山辺中 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 穂高西中

 6 田中 翔吾(2)    13.75 6 小池 寿輝(1)    13.84 
ﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ 筑摩野中 ｺｲｹ ﾏｻｷ 丸ﾉ内中

 7 小林 雅人(1)    14.27 7 宮坂 智哉(2)    14.01 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 高綱中 ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾔ 山辺中

 8 片田 慎人(1)    14.89 8 山下 公大(2)    14.04 
ｶﾀﾀﾞ ﾏｺﾄ 梓川中 ﾔﾏｼﾀ ｷﾐﾋﾛ 信明中
鈴木 敦也(3) 9 伊藤 孔希(2)    14.56 
ｽｽﾞｷ ｱﾂﾔ 信明中 ｲﾄｳ ｺｳｷ 清水中

[ 3組] 風速 +1.9

 1 木村 幸太(2)    11.90 
ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 鉢盛中

 2 小林 拓未(3)    12.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 穂高西中

 3 髙木 涼太(2)    12.48 
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 豊科北中

 4 井口 将理(2)    12.93 
ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ 清水中

 5 佐原 尚門(1)    13.12 
ｻﾊﾗ ﾅｵﾄ 梓川中

 6 樋口 一馬(2)    13.52 
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 波田中

 7 谷口 由和(2)    13.76 
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ 開成中

 8 若林 和冶(1)    18.05 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ 山辺中

4  5856

2  5888

8  3606

3  3255

7  3510

6  5679

9  6076

5  3474

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  5743

1  5676

5  5760

4  5883

3  5976

6  3480

所属名

2  3501

8  3250

2  5741
欠場

記録／備考
9  5853

ﾚｰﾝ No. 氏  名

4  5915

3  3608

9  5879

1  5977

5  5674

8  3478

6  3503

7  3248

中学男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 細萱 元太(3) 豊科北中    11.70 (+1.8)  1  1
   2 木村 幸太(2) 鉢盛中    11.90 (+1.9)  3  1
   3 小林 拓未(3) 穂高西中    12.04 (+1.9)  3  2
   4 倉又 遼太郎(3) 開成中    12.17 (+1.7)  2  1
   5 永田 望海(3) 豊科北中    12.19 (+1.7)  2  2
   6 髙木 涼太(2) 豊科北中    12.48 (+1.9)  3  3
   7 中村 奈央(2) 波田中    12.52 (+1.8)  1  2
   8 中西 紀(3) 清水中    12.65 (+1.8)  1  3
   9 井口 将理(2) 清水中    12.93 (+1.9)  3  4
  10 小澤 玲央(2) 波田中    12.96 (+1.7)  2  3
  11 寺島 利明(2) 穂高西中    13.11 (+1.8)  1  4
  12 佐原 尚門(1) 梓川中    13.12 (+1.9)  3  5
  13 荒田 智也(2) 筑摩野中    13.28 (+1.7)  2  4
  14 澤井 瞭(2) 山辺中    13.38 (+1.8)  1  5
  15 丸山 優樹(2) 穂高西中    13.46 (+1.7)  2  5
  16 樋口 一馬(2) 波田中    13.52 (+1.9)  3  6
  17 田中 翔吾(2) 筑摩野中    13.75 (+1.8)  1  6
  18 谷口 由和(2) 開成中    13.76 (+1.9)  3  7
  19 小池 寿輝(1) 丸ﾉ内中    13.84 (+1.7)  2  6
  20 宮坂 智哉(2) 山辺中    14.01 (+1.7)  2  7
  21 山下 公大(2) 信明中    14.04 (+1.7)  2  8
  22 小林 雅人(1) 高綱中    14.27 (+1.8)  1  7
  23 伊藤 孔希(2) 清水中    14.56 (+1.7)  2  9
  24 片田 慎人(1) 梓川中    14.89 (+1.8)  1  8
  25 若林 和冶(1) 山辺中    18.05 (+1.9)  3  8

 3255
 5977
 5856
 5760

 3608
 5888

 5883
 5743
 5915
 5676

 3250
 3478
 3606
 5976
 5879
 3480

 5853
 3501
 3510
 3248
 5674
 5679

順位
 3503
 6076
 3474

所属名 記録（風） 備考 組

中学男子

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県



決勝 5月19日 12:00

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +1.0

 1 高春 英輝(3)    25.04 1 木村 幸太(2)    24.55 
ﾀｶﾊﾙ ﾋﾃﾞｷ 穂高西中 ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 鉢盛中

 2 岡田 大志(2)    26.07 2 塩田 雅人(3)    24.91 
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ 清水中 ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 豊科北中

 3 佐山 悠河(2)    26.78 3 大野 智裕(3)    26.41 
ｻﾔﾏ ﾕｳｶﾞ 筑摩野中 ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ 筑摩野中

 4 中西 湧也(3)    28.49 4 斉藤  巧(2)    26.70 
ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾔ 松島中 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 波田中

 5 堀口 旺伽(1)    33.26 5 新井 健太(2)    29.23 
ﾎﾘｸﾞﾁ ｵｳｶ 丸ﾉ内中 ｱﾗｲ ｹﾝﾀ 旭町中

 6 知念 京介(1)    33.44 6 村瀬 勇哉(1)    30.53 
ﾁﾈﾝ ｷｮｳｽｹ 高綱中 ﾑﾗｾ ﾕｳﾔ 梓川中
高坂 柊斗(3) 手塚 大喜(2)
ｺｳｻｶ ｼｭｳﾄ 穂高東中 ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 信明中
織茂 大地(3)
ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 波田中

[ 3組] 風速 -2.8 [ 4組] 風速 -1.3

 1 久保田 正吾(3)    24.89 1 永田 望海(3)    24.51 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 鉢盛中 ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 豊科北中

 2 木下 祐太郎(2)    26.54 2 宮田 拓実(3)    26.25 
ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 松島中 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 鉢盛中

 3 今井 諒(3)    27.90 3 宮原 史樹(3)    26.39 
ｲﾏｲ ﾘｮｳ 清水中 ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ 穂高西中

 4 百瀬 正弘(2)    28.61 4 中島 嘉活(2)    26.61 
ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ 波田中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｶﾂ 松島中

 5 前田 裕介(2)    28.86 5 山口 直也(2)    27.41 
ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ 開成中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 筑摩野中

 6 松澤 憲一(3)    29.26 6 池上 一希(2)    29.09 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 信明中 ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ 清水中
山下 紘永(3) 7 藤澤 光(1)    32.31 
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 豊科北中 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 高綱中

No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
2  3476

4  5680

中学男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ

8  5843

6  5763

3  5972

5  3429
欠場

7  3246

9  5918

欠場

順 ﾚｰﾝ No.

3  5971

5  5805

7  5726

8  3502

所属名 記録／備考
4  6076

2  3622

6  3247

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ No. 氏  名

2  5672

4  6072

5  5821

3  3249

7  5861

所属名 記録／備考
3  3501

8  3505

順

6  5737

6  3466

4  5818

2  6073

8  5675

5  5924

7  5979

欠場



   1 永田 望海(3) 豊科北中    24.51 (-1.3)  4  1
   2 木村 幸太(2) 鉢盛中    24.55 (+1.0)  2  1
   3 久保田 正吾(3) 鉢盛中    24.89 (-2.8)  3  1
   4 塩田 雅人(3) 豊科北中    24.91 (+1.0)  2  2
   5 高春 英輝(3) 穂高西中    25.04 (+0.3)  1  1
   6 岡田 大志(2) 清水中    26.07 (+0.3)  1  2
   7 宮田 拓実(3) 鉢盛中    26.25 (-1.3)  4  2
   8 宮原 史樹(3) 穂高西中    26.39 (-1.3)  4  3
   9 大野 智裕(3) 筑摩野中    26.41 (+1.0)  2  3
  10 木下 祐太郎(2) 松島中    26.54 (-2.8)  3  2
  11 中島 嘉活(2) 松島中    26.61 (-1.3)  4  4
  12 斉藤  巧(2) 波田中    26.70 (+1.0)  2  4
  13 佐山 悠河(2) 筑摩野中    26.78 (+0.3)  1  3
  14 山口 直也(2) 筑摩野中    27.41 (-1.3)  4  5
  15 今井 諒(3) 清水中    27.90 (-2.8)  3  3
  16 中西 湧也(3) 松島中    28.49 (+0.3)  1  4
  17 百瀬 正弘(2) 波田中    28.61 (-2.8)  3  4
  18 前田 裕介(2) 開成中    28.86 (-2.8)  3  5
  19 池上 一希(2) 清水中    29.09 (-1.3)  4  6
  20 新井 健太(2) 旭町中    29.23 (+1.0)  2  5
  21 松澤 憲一(3) 信明中    29.26 (-2.8)  3  6
  22 村瀬 勇哉(1) 梓川中    30.53 (+1.0)  2  6
  23 藤澤 光(1) 高綱中    32.31 (-1.3)  4  7
  24 堀口 旺伽(1) 丸ﾉ内中    33.26 (+0.3)  1  5
  25 知念 京介(1) 高綱中    33.44 (+0.3)  1  6

順位 No. 氏  名 都道府県

中学男子

200m
タイムレース

順位
 3501
 6076
 6072

所属名 記録（風） 備考 組

 3466
 5971
 5821
 5818

 3502
 3476
 5680
 6073

 5843
 3249
 5861
 5675

 3247
 5972
 5979
 5672

 5763
 5918

 5805
 5737
 3622
 5924



決勝 5月19日 12:45

[ 1組] [ 2組]

 1 太田 裕真(2)  2:11.87 1 藤原 利章(3)  2:14.83 
ｵｵﾀ ﾕｳﾏ 塩尻広陵中 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科北中

 2 大月 海世(2)  2:19.65 2 等々力 伸彦(3)  2:20.92 
ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 明科中 ﾄﾄﾞﾘｷ ﾉﾌﾞﾋｺ 穂高東中

 3 丸山 祥吾(2)  2:25.56 3 草間 佑輝(3)  2:25.61 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 清水中 ｸｻﾏ ﾕｳｷ 梓川中

 4 寺島 滉己(3)  2:26.83 4 鰐川 采斗(1)  2:53.50 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｷ 筑摩野中 ﾜﾆｶﾜ ｱﾔﾄ 松島中

 5 武居 博貴(2)  2:27.96 5 徳原 冬威(1)  2:53.86 
ﾀｹｲ ﾋﾛｷ 開成中 ﾄｸﾊﾗ ﾄｳｲ 高綱中

 6 平林 聖也(2)  2:35.48 猪熊 敦志(3)
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ 穂高西中 ｲﾉｸﾏ ｱﾂｼ 塩尻広陵中

 7 一之瀬 向稀(2)  2:42.47 上條 覚士(1)
ｲﾁﾉｾ ｺｳｷ 松島中 ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄｼ 山辺中

 8 岡田 絃希(2)  3:01.98 織茂 大地(3)
ｵｶﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 菅野中 ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 波田中

[ 3組] [ 4組]

 1 窪田 悠人(2)  2:18.60 1 齊藤 駿太(3)  2:13.35 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 清水中 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ 梓川中

 2 伊藤 健(3)  2:22.64 2 中田 大貴(3)  2:16.11 
ｲﾄｳ ｹﾝ 穂高東中 ﾅｶﾀ ﾋﾛﾀｶ 清水中

 3 大野 結雅(3)  2:24.54 3 三島 太成(3)  2:17.50 
ｵｵﾉ ﾕｳｶﾞ 塩尻広陵中 ﾐｼﾏ ﾀｲｾｲ 鉢盛中

 4 深澤 亨太(3)  2:25.72 4 丸山 優太(2)  2:34.53 
ﾌｶｻﾜ ﾘｮｳﾀ 豊科北中 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 菅野中

 5 井嶋 亮太(2)  2:31.48 5 河野 優希(1)  2:47.53 
ｲｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 波田中 ｺｳﾉ ﾕｳｷ 松島中

 6 小田 龍貴(2)  2:37.83 6 加藤 優弥(2)  2:47.92 
ｵﾀﾞ ﾘｭｳｷ 開成中 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 波田中

 7 山﨑 翔馬(1)  2:38.63 7 坂本 大輔(1)  2:48.79 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾏ 梓川中 ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 豊科北中

 8 市毛 寛人(1)  2:55.25 杉本 拓郎(3)
ｲﾁｹﾞ ﾋﾛﾄ 松島中 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 穂高東中

中学男子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

5  5684

2  3226

4  3280

8  3479

3  5968

7  5855

5  58916  5820

9  5939

順 ﾚｰﾝ No.

3  3630

7  5922

4  3427

所属名 記録／備考
9  3500

2  3239
欠場

8  5831

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

欠場
6  3246

欠場

3  3426

所属名 記録／備考
9  5677

6  3238

4  3506

2  5865

5  3623

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7  5829

8  3256

7  5673

所属名 記録／備考
2  3627

5  5830

4  6071

9  5940

8  3428
欠場

3  3257

6  3486



   1 太田 裕真(2) 塩尻広陵中    2:11.87  1  1
   2 齊藤 駿太(3) 梓川中    2:13.35  4  1
   3 藤原 利章(3) 豊科北中    2:14.83  2  1
   4 中田 大貴(3) 清水中    2:16.11  4  2
   5 三島 太成(3) 鉢盛中    2:17.50  4  3
   6 窪田 悠人(2) 清水中    2:18.60  3  1
   7 大月 海世(2) 明科中    2:19.65  1  2
   8 等々力 伸彦(3) 穂高東中    2:20.92  2  2
   9 伊藤 健(3) 穂高東中    2:22.64  3  2
  10 大野 結雅(3) 塩尻広陵中    2:24.54  3  3
  11 丸山 祥吾(2) 清水中    2:25.56  1  3
  12 草間 佑輝(3) 梓川中    2:25.61  2  3
  13 深澤 亨太(3) 豊科北中    2:25.72  3  4
  14 寺島 滉己(3) 筑摩野中    2:26.83  1  4
  15 武居 博貴(2) 開成中    2:27.96  1  5
  16 井嶋 亮太(2) 波田中    2:31.48  3  5
  17 丸山 優太(2) 菅野中    2:34.53  4  4
  18 平林 聖也(2) 穂高西中    2:35.48  1  6
  19 小田 龍貴(2) 開成中    2:37.83  3  6
  20 山﨑 翔馬(1) 梓川中    2:38.63  3  7
  21 一之瀬 向稀(2) 松島中    2:42.47  1  7
  22 河野 優希(1) 松島中    2:47.53  4  5
  23 加藤 優弥(2) 波田中    2:47.92  4  6
  24 坂本 大輔(1) 豊科北中    2:48.79  4  7
  25 鰐川 采斗(1) 松島中    2:53.50  2  4
  26 徳原 冬威(1) 高綱中    2:53.86  2  5
  27 市毛 寛人(1) 松島中    2:55.25  3  8
  28 岡田 絃希(2) 菅野中    3:01.98  1  8

中学男子

800m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

 3500
 5673
 6071
 5677

組 順位
 3226
 3627

 5684
 3630
 3506
 5968

 3280
 3427
 3426
 3238

 5865
 3623
 5820
 5830

 5855
 3256
 5940
 3479

 5829
 5939

 3257
 3486
 5831
 5922



決勝 5月19日 11:00

 1 大川 柊弥(3)  9:48.53 
ｵｵｶﾜ ﾄｳﾔ 菅野中

 2 野瀬 雅史(3)  9:49.02 
ﾉｾ ﾏｻﾌﾐ 梓川中

 3 伊藤 武玄(3)  9:57.22 
ｲﾄｳ ﾑｹﾞﾝ 菅野中

 4 木村 祐太(2) 10:06.79 
ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 鉢盛中

 5 岡村 慧胤(2) 10:17.55 
ｵｶﾑﾗ ｹｲﾝ 豊科北中

 6 下村 勇喜(2) 10:19.28 
ｼﾓﾑﾗ ﾕｳｷ 塩尻広陵中

 7 折橋 翔太(2) 10:20.97 
ｵﾘﾊｼ ｼｮｳﾀ 塩尻広陵中

 8 中田 侑希(2) 10:48.77 
ﾅｶﾀ ﾕｳｷ 旭町中

 9 百瀬 賢一(2) 11:03.49 
ﾓﾓｾ ｹﾝｲﾁ 清水中

10 小松 和弥(2) 11:19.20 
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾔ 信明中

11 海川 和哉(2) 11:27.53 
ｳﾐｶﾜ ｶｽﾞﾔ 鉢盛中

12 池口  響(2) 11:29.64 
ｲｹｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ 波田中

13 土橋 一範(2) 11:37.17 
ﾂﾁﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ 清水中

14 波多腰貴雅(2) 11:41.13 
ﾊﾀｺｼ ﾀｶﾏｻ 波田中

15 平林 風雅(2) 11:47.24 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾌｳｶﾞ 清水中

16 山口 将史(1) 12:09.15 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 豊科北中

17 惣洞 侑大(2) 13:48.81 
ｿｳﾎﾞﾗ ﾕｳﾀ 波田中
清水 順太(3)
ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 菅野中
大月 海世(2)
ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 明科中

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  5937

19  3631

中学男子

3000m

決勝

順

8  6079

5  3507

12  5936

18  3234

10  5807

16  3235

15  5727

14  6074

1  5681

13  5683

3  3253

9  3251

17  3488

11  3254

7  5678

4  3280
欠場

2  5938
欠場



決勝 5月19日 9:15

[ 1組] 風速 +2.1 [ 2組] 風速 +1.5

 1 大谷 一貴(3)    17.17 1 奥原 大輝(2)    17.67 
ｵｵﾔ ｶｽﾞｷ 安曇中 ｵｸﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 大野川中

 2 小松 亮介(2)    17.41 2 浅原 隼風(2)    18.87 
ｺﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 旭町中 ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ 旭町中

 3 小松 太一(2)    18.45 3 青木 駿弥(3)    19.41 
ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 信明中 ｱｵｷ ｼｭﾝﾔ 梓川中

 4 宮原 史樹(3)    18.54 4 草間 拓海(2)    20.90 
ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ 穂高西中 ｸｻﾏ  ﾀｸﾐ 丸ﾉ内中

 5 桃井 廣太郎(2)    20.12 5 熊谷 拓真(2)    21.56 
ﾓﾓｲ ｺｳﾀﾛｳ 筑摩野中 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ 松島中

 6 花形 駿介(2)    20.20 6 望月 章史(2)    22.03 
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 豊科北中 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾌﾐ 豊科北中

 7 島田 康平(2)    21.71 藤澤 光(1)
ｼﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 梓川中 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 高綱中
徳原 冬威(1) 吉田 翔真(3)
ﾄｸﾊﾗ ﾄｳｲ 高綱中 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 筑摩野中

No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
5  3636

3  5811

中学男子

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ

7  3466

6  5975

4  5728

2  5922

8  3509

7  5823

4  59249  3613

所属名 記録／備考
2  3669

欠場

順 ﾚｰﾝ No.

8  3624

5  5766

9  5810

欠場
6  5970

欠場

3  3511



   1 大谷 一貴(3) 安曇中    17.17 (+2.1)  1  1
   2 小松 亮介(2) 旭町中    17.41 (+2.1)  1  2
   3 奥原 大輝(2) 大野川中    17.67 (+1.5)  2  1
   4 小松 太一(2) 信明中    18.45 (+2.1)  1  3
   5 宮原 史樹(3) 穂高西中    18.54 (+2.1)  1  4
   6 浅原 隼風(2) 旭町中    18.87 (+1.5)  2  2
   7 青木 駿弥(3) 梓川中    19.41 (+1.5)  2  3
   8 桃井 廣太郎(2) 筑摩野中    20.12 (+2.1)  1  5
   9 花形 駿介(2) 豊科北中    20.20 (+2.1)  1  6
  10 草間 拓海(2) 丸ﾉ内中    20.90 (+1.5)  2  4
  11 熊谷 拓真(2) 松島中    21.56 (+1.5)  2  5
  12 島田 康平(2) 梓川中    21.71 (+2.1)  1  7
  13 望月 章史(2) 豊科北中    22.03 (+1.5)  2  6

中学男子

110mH(0.914m)
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

 3669
 5728
 3466
 5810

組 順位
 3636
 5811

 5823
 3613
 3511

 3624
 5975
 3509
 5766



決勝 5月19日 14:05

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 豊科北中(A)  3500 藤原 利章(3)    46.09 1  3 穂高西中 3466 宮原 史樹(3)    47.09 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳA ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ ﾎﾀｶﾆｼﾁｭｳ ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ
 3503 細萱 元太(3) 3474 小林 拓未(3)

ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
 3502 塩田 雅人(3) 3463 長﨑 大悟(3)

ｼｵﾀ ﾏｻﾄ ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ
 3501 永田 望海(3) 3476 高春 英輝(3)

ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ ﾀｶﾊﾙ ﾋﾃﾞｷ
 2   3 波田中(A)  3248 中村 奈央(2)    48.88 2  6 筑摩野中(A) 5968 寺島 滉己(3)    49.74 

ﾊﾀﾁｭｳA ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ ﾁｸﾏﾉﾁｭｳA ﾃﾗｼﾏ ｺｳｷ
 3246 織茂 大地(3) 5972 佐山 悠河(2)

ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ ｻﾔﾏ ﾕｳｶﾞ
 3247 斉藤  巧(2) 5971 大野 智裕(3)

ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ
 3250 小澤 玲央(2) 5967 松岡 雄斗(3)

ｵｻﾞﾜ ﾚｵ ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ
 3   4 旭町中(A)  5803 富田 直樹(3)    48.92 3  2 松島中(B) 5823 熊谷 拓真(2)    52.14 

ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳA ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ ﾏﾂｼﾏﾁｭｳB ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ
 5801 丸山 達大(3) 5821 木下 祐太郎(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾀﾛｳ
 5810 浅原 隼風(2) 5820 一之瀬 向稀(2)

ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ ｲﾁﾉｾ ｺｳｷ
 5802 石田 展雅(3) 5818 中島 嘉活(2)

ｲｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾏｻ ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｶﾂ
 4   6 信明中  5745 飯干 聖也(2)    50.93 4  5 豊科北中(C) 3489 北嶋 竣(1)    52.90 

ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ｲｲﾎﾞｼ ｾｲﾔ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳC ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ
 5728 小松 太一(2) 3508 長﨑 祐介(2)

ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ
 5740 小林 誠(3) 3512 飯島 拓海(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ
 5736 杉谷 拓海(3) 3488 山口 将史(1)

ｽｷﾞﾔ ﾀｸﾐ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ
 5   8 清水中(B)  5688 原 佑輝(1)    56.83 5  4 波田中(B) 3261 忠地 涼汰(1)    55.97 

ｼﾐｽﾞﾁｭｳB ﾊﾗ ﾕｳｷ ﾊﾀﾁｭｳB ﾀﾀﾞﾁ ﾘｮｳﾀ
 5676 伊藤 孔希(2) 3255 樋口 一馬(2)

ｲﾄｳ ｺｳｷ ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ
 5689 北野 玄仁(1) 3249 百瀬 正弘(2)

ｷﾀﾉ ﾊﾙﾋﾄ ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ
 5675 池上 一希(2) 3258 古畑 佑都(1)

ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳﾄ
 6   2 丸ﾉ内中  5766 草間 拓海(2)    59.19  7 梓川中(A) 3624 青木 駿弥(3)

ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ ｸｻﾏ  ﾀｸﾐ ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳA ｱｵｷ ｼｭﾝﾔ 失格
 5760 小池 寿輝(1) 3606 佐原 尚門(1) R1(2-3)

ｺｲｹ ﾏｻｷ ｻﾊﾗ ﾅｵﾄ
 5763 堀口 旺伽(1) 3629 川口 竜司(3)

ﾎﾘｸﾞﾁ ｵｳｶ ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｭｳｼﾞ
 5761 飯吉 杏純(1) 3627 齊藤 駿太(3)

ｲｲﾖｼ ｱｽﾞﾐ ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ
  7 筑摩野中(C)

ﾁｸﾏﾉﾁｭｳC 欠場

中学男子

4×100m

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 鉢盛中  6079 木村 祐太(2)    46.82 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ
 6076 木村 幸太(2)

ｷﾑﾗ ｺｳﾀ
 6072 久保田 正吾(3)

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ
 6073 宮田 拓実(3)

ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ
 2   5 松島中(A)  5837 小竹 脩斗(3)    48.81 

ﾏﾂｼﾏﾁｭｳA ｺﾀｹ ﾅｵﾄ
 5826 三沢 航輝(3)

ﾐｻﾜ ｺｳｷ
 5838 手塚 諒冴(3)

ﾃﾂﾞｶ ﾘｮｳｺﾞ
 5836 岡里 征哉(3)

ｵｶﾘ ﾏｻﾔ
 3   6 清水中(A)  5677 窪田 悠人(2)    49.66 

ｼﾐｽﾞﾁｭｳA ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ
 5674 中西 紀(3)

ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾒ
 5679 井口 将理(2)

ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ
 5680 岡田 大志(2)

ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ
 4   7 豊科北中(B)  3511 望月 章史(2)    50.38 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳB ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾌﾐ
 3510 髙木 涼太(2)

ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ
 3509 花形 駿介(2)

ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ
 3507 岡村 慧胤(2)

ｵｶﾑﾗ ｹｲﾝ
 5   4 筑摩野中(B)  5984 大和 翔太郎(1)    55.92 

ﾁｸﾏﾉﾁｭｳB ｵｵﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ
 5976 荒田 智也(2)

ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ
 5979 山口 直也(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ
 5983 丸山 諒太(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
  3 旭町中(B)

ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳB

中学男子

4×100m



   1 豊科北中(A)    46.09 藤原 利章(3) 細萱 元太(3) 塩田 雅人(3) 永田 望海(3)  1  1
   2 鉢盛中    46.82 木村 祐太(2) 木村 幸太(2) 久保田 正吾(3) 宮田 拓実(3)  3  1
   3 穂高西中    47.09 宮原 史樹(3) 小林 拓未(3) 長﨑 大悟(3) 高春 英輝(3)  2  1
   4 松島中(A)    48.81 小竹 脩斗(3) 三沢 航輝(3) 手塚 諒冴(3) 岡里 征哉(3)  3  2
   5 波田中(A)    48.88 中村 奈央(2) 織茂 大地(3) 斉藤  巧(2) 小澤 玲央(2)  1  2
   6 旭町中(A)    48.92 富田 直樹(3) 丸山 達大(3) 浅原 隼風(2) 石田 展雅(3)  1  3
   7 清水中(A)    49.66 窪田 悠人(2) 中西 紀(3) 井口 将理(2) 岡田 大志(2)  3  3
   8 筑摩野中(A)    49.74 寺島 滉己(3) 佐山 悠河(2) 大野 智裕(3) 松岡 雄斗(3)  2  2
   9 豊科北中(B)    50.38 望月 章史(2) 髙木 涼太(2) 花形 駿介(2) 岡村 慧胤(2)  3  4
  10 信明中    50.93 飯干 聖也(2) 小松 太一(2) 小林 誠(3) 杉谷 拓海(3)  1  4
  11 松島中(B)    52.14 熊谷 拓真(2) 木下 祐太郎(2) 一之瀬 向稀(2) 中島 嘉活(2)  2  3
  12 豊科北中(C)    52.90 北嶋 竣(1) 長﨑 祐介(2) 飯島 拓海(2) 山口 将史(1)  2  4
  13 筑摩野中(B)    55.92 大和 翔太郎(1) 荒田 智也(2) 山口 直也(2) 丸山 諒太(1)  3  5
  14 波田中(B)    55.97 忠地 涼汰(1) 樋口 一馬(2) 百瀬 正弘(2) 古畑 佑都(1)  2  5
  15 清水中(B)    56.83 原 佑輝(1) 伊藤 孔希(2) 北野 玄仁(1) 池上 一希(2)  1  5
  16 丸ﾉ内中    59.19 草間 拓海(2) 小池 寿輝(1) 堀口 旺伽(1) 飯吉 杏純(1)  1  6

ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3

4×100m
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録

中学男子
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1m60 1m65 1m70 1m75 1m80
丸山 拓哉(3) - - - - - - - - - o
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 筑摩野中 o xo o o xxx
丸山 達大(3) - - - - - - - - o o
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ 旭町中 xo xxx
浅原 隼風(2) - - - - - - - - o o
ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ 旭町中 xxx
小野 寛貴(2) - - - - - - xo o o xo
ｵﾉ ﾋﾛｷ 穂高西中 xxx
諏訪 秀聖(3) - - - - - - - xo o xxo
ｽﾜ ｼｭｳｾｲ 穂高西中 xxx
竹内 康平(3) - - - - - - - o xo xxx
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ 筑摩野中
木船 宗一(2) - - - - - o o o xxx
ｷﾌﾈ ｿｳｲﾁ 旭町中
太田 修平(2) - - - - - - o o xxx
ｵｵﾀ ｼｭｳﾍｲ 梓川中
三沢 航輝(3) - - - - - - - o xxx
ﾐｻﾜ ｺｳｷ 松島中
長﨑 祐介(2) - - - - - xo o xxx
ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 豊科北中
百瀬 伸幸(1) o xo xo o xxx
ﾓﾓｾ ﾉﾌﾞﾕｷ 梓川中
赤澤 虎太郎(1) o - - xxo xxx
ｱｶｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 高綱中
廣部 幹也(1) o - xo xxx
ﾋﾛﾍﾞ ﾐｷﾔ 高綱中
田中 佑八(1) o - - xxx
ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 高綱中
村上 拓海(1) 欠場
ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾐ 梓川中
下形 嵩哉(2) 欠場
ｼﾓｶﾀ ﾀｶﾔ 筑摩野中

7  5973

14 1  5921
 1.10

4  3618

12 3  5919
 1.25

13 5  5916
 1.20

10 8  3508
 1.40

11 2  3635
 1.25

7 10  3611
 1.45

7 13  5826
 1.45

6 14  5966
 1.50

7 9  5812
 1.45

4 6  3458
 1.55

5 11  3467
 1.55

2 15  5801
 1.60

3 12  5810
 1.55

1m50 1m55

1 16  5969
 1.75

記録 備考
1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月19日 12:00

３回の
最高記録

松岡 雄斗(3)   x  5.64  5.40   5.64    5.64 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 筑摩野中  +0.9  +1.9   +0.9    +0.9
石田 展雅(3)  5.33  5.41  5.62   5.62    5.62 
ｲｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾏｻ 旭町中  +0.8  +1.0  +0.6   +0.6    +0.6
小林 拓未(3)  3.48  5.44  4.43   5.44    5.44 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 穂高西中  +1.3  +0.3  +1.2   +0.3    +0.3
塩田 雅人(3)  4.85  5.00  5.32   5.32    5.32 
ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 豊科北中  +2.1  -0.2  -0.7   -0.7    -0.7
杉谷 拓海(3)  4.73  4.70  4.95   4.95    4.95 
ｽｷﾞﾔ ﾀｸﾐ 信明中  +1.6  -0.1  +0.2   +0.2    +0.2
飯干 聖也(2)  4.52  4.93  4.78   4.93    4.93 
ｲｲﾎﾞｼ ｾｲﾔ 信明中  +2.2  +1.4  -1.4   +1.4    +1.4
長﨑 大悟(3)   x   x  4.83   4.83    4.83 
ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 穂高西中  +1.9   +1.9    +1.9
有賀 健(3)  4.80   x  4.81   4.81    4.81 
ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ 穂高西中  +1.0  -3.1   -3.1    -3.1
小林 誠(3)  4.56  4.73  4.79   4.79    4.79 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 信明中  +1.0  +0.6  +2.2   +2.2    +2.2
手塚 諒冴(3)  4.77   x  4.66   4.77    4.77 
ﾃﾂﾞｶ ﾘｮｳｺﾞ 松島中  +1.0  +1.9   +1.0    +1.0
岡里 征哉(3)  4.37  4.64  4.40   4.64    4.64 
ｵｶﾘ ﾏｻﾔ 松島中  +1.3  +1.6  -1.2   +1.6    +1.6
金田 健嗣(2)  4.32  4.37  4.33   4.37    4.37 
ｶﾈﾀ ｹﾝｼﾞ 旭町中  +0.6  +1.9  -0.9   +1.9    +1.9
樋口 一馬(2)  4.16  4.31  4.24   4.31    4.31 
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 波田中  -0.9  +2.3  -1.7   +2.3    +2.3
高橋 悠吏(2)  4.20   x  4.17   4.20    4.20 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾘ 旭町中  -1.4  -2.0   -1.4    -1.4
吉澤 希(2)  3.94  4.16  4.03   4.16    4.16 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾑ 筑摩野中  -2.5  -1.0  -0.1   -1.0    -1.0
飯島 拓海(2)  4.09  3.88  3.87   4.09    4.09 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 豊科北中  +1.0  +2.1  -0.6   +1.0    +1.0
臼井 傑(3)  4.02   x  4.08   4.08    4.08 
ｳｽｲ ｽｸﾞﾙ 松島中  -0.4  -1.5   -1.5    -1.5
飯吉 杏純(1)  3.94  3.84  3.93   3.94    3.94 
ｲｲﾖｼ ｱｽﾞﾐ 丸ﾉ内中  -1.2  +0.2  -1.2   -1.2    -1.2
見形 光樹(1)  3.70  3.60  3.72   3.72    3.72 
ﾐｶﾀ ﾐﾂｷ 梓川中  -0.8  -0.7  -0.6   -0.6    -0.6
百瀬 正弘(2)  3.53   x  3.59   3.59    3.59 
ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ 波田中  +1.2  -1.0   -1.0    -1.0
中澤 達也(1)   x   x  3.06   3.06    3.06 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 高綱中  -2.1   -2.1    -2.1
小林 颯(1)  2.92   x  2.92   2.92    2.92 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 梓川中  -1.1  -0.6   -1.1    -1.1
大久保 大和(1)  2.84  2.87  2.87   2.87    2.87 
ｵｵｸﾎﾞ ﾔﾏﾄ 高綱中  -0.6  +1.9  -2.3   -2.3    -2.3
北嶋 竣(1)   x  2.83   x   2.83    2.83 
ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ 豊科北中  -1.3  +0.3   -1.3    -1.3
廣部 幹也(1)  2.41  2.00   -   2.41    2.41 
ﾋﾛﾍﾞ ﾐｷﾔ 高綱中  -2.9  -0.4   -2.9    -2.9
横内 遥人(1)   x   x   x 記録なし
ﾖｺｳﾁ ﾊﾙﾄ 梓川中
末永 基弘(1) 欠場
ｽｴﾅｶﾞ ﾓﾄﾋﾛ 山辺中
渡邉 知希(2) 欠場
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ 松島中
横内 飛哉(1) 欠場
ﾖｺｳﾁ ﾀｶﾔ 山辺中
斉藤 優太郎(3) 欠場
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀﾛ 松島中

9  5839

2  5825

5  6890

6  3607

1  5889

24 3  3489

25 11  5916

22 8  3610

23 13  5914

20 17  3249

21 7  5923

18 12  5761

19 4  3615

16 21  3512

17 16  5835

14 14  5806

15 10  5978

12 18  5804

13 15  3255

10 25  5838

11 19  5836

8 22  3457

9 27  5740

6 20  5745

7 28  3463

4 23  3502

5 24  5736

2 30  5802

3 26  3474

記録 備考

1 29  5967

-3- -4- -5- -6-

中学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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３回の
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齋藤 涼太郎(3)
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大野川中
奥灘 慎太郎(2)
ｵｸﾅﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 大野川中
濱 直輝(3)
ﾊﾏ ﾅｵｷ 梓川中
富田 直樹(3)
ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ 旭町中
草間 拓海(2)
ｸｻﾏ  ﾀｸﾐ 丸ﾉ内中
小竹 脩斗(3)
ｺﾀｹ ﾅｵﾄ 松島中
河西 勇介(3)
ｶｻｲ  ﾕｳｽｹ 丸ﾉ内中
宮野 優輔(3)
ﾐﾔﾉ ﾕｳｽｹ 松島中
市之瀬 優(2)
ｲﾁﾉｾ ﾏｻﾙ 旭町中
中村 優太(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 筑摩野中
花形 駿介(2)
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 豊科北中
赤澤 虎太郎(1)
ｱｶｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 高綱中
奈良 遼馬(2)
ﾅﾗ ﾘｮｳﾏ 松島中
増尾 和哉(3)
ﾏｽｵ ｶｽﾞﾔ 松島中
小林 雅人(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 高綱中
丸山 悠太(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 松島中
田中 佑八(1)
ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 高綱中

  4.60   4.14   4.60    4.60
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8 8  5816
  7.16   7.01

7 10  5762
  7.93    x   8.40
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6 17  5837
  8.50   8.47

5 13  5766
   x   8.75   6.99

  9.08    9.29   9.29 

   9.45   9.45 

4 15  5803
   x   9.29

3 16  3632
  9.45   9.03    x

  9.65    9.65   9.65 

  10.01  10.01 

2 11  3667
  9.19   9.37

1 14  3666
   x   9.64  10.01

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



第１回松本市小中学生陸上競技記録会

競技場：県松本平広域公園

グランドコンディション

 2012/ 5/19    8:30   0.4   15.0
   9:00   0.2   16.0
  10:00   1.5   18.5
  11:00   0.8   20.5
  12:00   0.7   22.5
  13:00   1.0   23.5
  14:00   1.4   24.5

天候日付 計測場所時刻 気温 ℃ 湿度 ％風速 m/s風向
晴れ 南南東  53.0
晴れ 南  45.0
晴れ 東  40.0
晴れ 南西  34.0

晴れ 南東  36.0

晴れ 南東  32.0
晴れ 南西  32.0
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