
第9回安曇野市小中陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 宮島義征
主催：安曇野陸上競技協会 跳躍審判長 宮島義征

投擲審判長 宮島義征
【開催日】 平成２４年５月２０日（日） 記録主任： 宮澤真一
【主催団体】 安曇野陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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
 5/20 小学４年男子  +2.4 中村 友樹(4) 15.81 児玉 太地(4) 16.01 増澤 和馬(4) 16.17 滝川 渉(4) 16.21 片桐 耕太(4) 16.40 篠原 翼(4) 16.41 新井 宇丞(4) 16.46 内藤 歩(4) 16.55

100m 穂高西小 穂高西小 堀小陸上ｸﾗﾌﾞ 穂高北小 穂高北小 豊科東小 三郷小 穂高西小
 5/20 高山 侑杜(4) 3:39.96 堀内 渓汰(4) 3:41.03 百瀬 陸人(4) 3:41.10 曽根原 拓実(4) 3:49.04 川上 智也(4) 3:59.13 鈴木 暁(4) 4:01.53 倉科 拓実(4) 4:05.22 生冨 遼(4) 4:07.04

1000m 穂高北小 豊科東小 穂高北小 豊科南小 堀金小 穂高南小 豊科北小 豊科南小
 5/20 草野 開(4) 3.43(+0.1) 小林 壮透(4) 3.36(+2.0) 髙橋 優弥(4) 3.19(-1.5) 山田 淳平(4) 3.18(-1.9) 望月 晴冬(4) 3.09(+1.5) 平林 諒也(4) 2.91(-0.5) 宮島 隆輔(4) 2.89(+2.2) 浅川 知輝(4) 2.88(+1.1)

走幅跳 豊科南陸上ｸﾗﾌﾞ 三郷小 堀金小 堀小陸上ｸﾗﾌﾞ 穂高南小 豊科南小 堀小陸上ｸﾗﾌﾞ 穂高南小
 5/20 小学５年男子  +1.2 横内 大輝(5) 15.02 篠原 翔(5) 15.16 有馬 寿哉(5) 15.32 大月 洸典(5) 15.51 二瓶 柊(5) 15.52 大木 陽太(5) 15.55 小泉 歩夢(5) 15.91 平井 蓮(5) 16.01

100m 三郷小ｸﾗﾌﾞ 豊科東小 豊科南小 堀小陸上ｸﾗﾌﾞ 三郷小ｸﾗﾌﾞ 三郷小 豊科北小 穂高北小
 5/20 小学６年男子  +0.3 中西 竜歩(6) 14.73 福岡 歩武(6) 15.03 上條 友暉(6) 15.24 杏 輝哉(6) 15.52 井口 莞多(6) 16.22 山下 亮太(6) 16.30 熊井 介人(6) 16.92 荻野 広(6) 18.64

100m 穂高西小 豊科北小 豊科東小 穂高南小 豊科北小 豊科北小 穂高西小 豊科北小
 5/20 中学１年男子 坂中 勇磨(1) 13.43 内田 祐介(1) 13.46 山口 光太郎(1) 13.65 知久平 恒希(1) 13.67 山岡 由澄(1) 13.97 宮澤 凌翔(1) 14.05 北嶋 竣(1) 15.11 坂本 大輔(1) 15.53

100m 三郷中 三郷中 堀金中 三郷中 三郷中 豊科南中 豊科北中 豊科北中
 5/20 平林 柚葵(1) 5:29.74 外舘 真之介(1) 5:30.41 小林 将貴(1) 5:33.92 土屋 満樹(1) 5:35.94 百瀬 稜(1) 5:36.29 山口 将史(1) 5:41.19 坂本 大輔(1) 5:49.31 安永 幸太(1) 5:50.04

1500m 三郷中 穂高西中 穂高西中 豊科南中 堀金中 豊科北中 豊科北中 穂高西中
 5/20 中学２年男子 甕 慎伍(2) 12.16 三宅 浩生(2) 12.31 竹内 誠(2) 12.32 飯島 拓海(2) 12.46 髙木 涼太(2) 12.51 長﨑 祐介(2) 12.52 増子 良平(2) 12.67 務台 拓矢(2) 12.82

100m 三郷中 三郷中 穂高東中 豊科北中 豊科北中 豊科北中 三郷中 三郷中
有沢 透生(2)
三郷中

 5/20 中学３年男子  +2.2 細萱 元太(3) 11.48 小林 拓未(3) 12.07 三間 翔(3) 12.11 塩田 雅人(3) 12.14 山下 紘永(3) 12.49 藤原 利章(3) 12.50 宮原 史樹(3) 12.57 恩田 佑哉(3) 12.91
100m 豊科北中 穂高西中 三郷中 豊科北中 豊科北中 豊科北中 穂高西中 三郷中

 5/20 中学男子 竹原 諄(3) 54.32 藤原 利章(3) 54.82 高春 英輝(3) 54.88 長﨑 祐介(2) 55.21 西堀 和朗(3) 55.95 塩田 雅人(3) 56.70 細萱 元太(3) 56.83 印牧 正樹(3) 1:00.19
400m 三郷中 豊科北中 穂高西中 豊科北中 三郷中 豊科北中 豊科北中 穂高西中

 5/20  +1.3 永田 望海(3) 17.04 宮原 史樹(3) 18.40 三宅 浩生(2) 18.46 西尾 信ノ輔(3) 19.41 南澤 憲史(2) 20.10 望月 章史(2) 20.78 甕 慎伍(2) 21.40
110mH(0.914m) 豊科北中 穂高西中 三郷中 穂高西中 穂高東中 豊科北中 三郷中

 5/20 青柳 朋和(2) 1.65 諏訪 秀聖(3) 1.60 小野 寛貴(2) 1.50 吉田 快(2) 1.50 東井 隆希(2) 1.50 笹川 昂輝(2) 1.45
走高跳 堀金中 穂高西中 穂高西中 堀金中 三郷中 三郷中

 5/20 小林 拓未(3) 5.59(+1.9) 恩田 佑哉(3) 5.41(+1.5) 長﨑 大悟(3) 5.41(+1.9) 竹内 真滉(2) 5.34(+1.1) 西堀 和朗(3) 5.24(+0.9) 増子 良平(2) 5.20(+1.5) 竹原 諄(3) 4.96(+3.0) 有賀 健(2) 4.87(+1.6)
走幅跳 穂高西中 三郷中 穂高西中 三郷中 三郷中 三郷中 三郷中 穂高西中

 5/20 飯島 拓海(2) 6.95 務台 拓矢(2) 6.84 横川 政二(1) 5.04 丸山 嗣温(1) 4.86
砲丸投(5.000kg) 豊科北中 三郷中 三郷中 豊科北中

 5/20 豊科北中(A)       45.78 三郷中(A)       46.98 穂高西中       47.00 三郷中(B)       48.92 穂高東中(B)       49.86 穂高東中(A)       51.87 堀金中       52.11 豊科北中(C)       52.82
4×100m 藤原 利章(3) GR 恩田 佑哉(3) 宮原 史樹(3) 務台 拓矢(2) 高山 晃希(2) 高山 栄作(3) 青柳 穣(2) 北嶋 竣(1)

細萱 元太(3) 三間 翔(3) 小林 拓未(3) 三宅 浩生(2) 竹内 誠(2) 伊藤 健(3) 吉田 快(2) 長﨑 祐介(2)
塩田 雅人(3) 西堀 和朗(3) 長﨑 大悟(3) 甕 慎伍(2) 望月 春希(2) 等々力 伸彦(3) 黒岩 慶大(2) 飯島 拓海(2)
永田 望海(3) 竹原 諄(3) 高春 英輝(3) 有沢 透生(2) 山田 晴海(2) 杉本 拓郎(3) 須沢 佑也(2) 山口 将史(1)

 5/20 小学５・６年 小澤 大輝(6) 3:16.97 窪田 涼也(6) 3:20.81 田中 仁之輔(5) 3:20.84 大月 健生(6) 3:27.34 野呂田 章吾(6) 3:30.15 若宮 隆文(6) 3:30.18 横山 絢大(6) 3:30.42 臼井 祟詞(5) 3:37.57
1000m 穂高西小 明南小 明南小 穂高西小 三郷小 穂高南小 堀金小 穂高北小

 5/20  +0.9 大倉 優輝(6) 17.78 青柳 哲大(6) 18.62 三間 玲緒(5) 19.02
80mH 三郷小 堀金小 明南小

 5/20 宮澤 健太(6) 1.20 笹川 宝良(6) 1.15 丸山 凌矢(5) 1.10 小野 富生(5) 堀小陸上ｸﾗﾌﾞ 1.00
走高跳 三郷小 三郷小 堀小陸上ｸﾗﾌﾞ 宮澤 宏武(5) 堀小陸上ｸﾗﾌﾞ

 5/20 内山 颯斗(6) 3.65(-1.2) 木村 悦士(5) 3.56(+0.2) 塩入 小太朗(6)3.38(+1.0) 萩原 拓海(5) 3.28(+0.5) 高柳 岳(6) 3.26(+1.1) 飯森 楓友(6) 3.15(0.0) 小泊 達也(5) 2.99(+1.4) 野口 流聖(5) 2.75(+1.7)
走幅跳 穂高西小 豊科北小 穂高北小 豊科南小 穂高西小 三郷小 豊科南小 豊科南小

 5/20 百瀬 幸輝(6) 55.65 隠岐 裕斗(6) 55.09 落合 幸輝(5) 49.48 小山 純平(6) 49.19 岩田 芙詩(6) 48.86 押野 友和(6) 48.01 坂井 裕(6) 45.29 曽山 耕平(5) 41.12
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 堀小陸上ｸﾗﾌﾞ 明北小 明北小 三郷小 明南小 穂高南小 穂高北小 堀金小

 5/20 男子 丸山 純一 16:27.44 長岡 千豪 17:23.05 小林 正次 17:24.65 百瀬 州一 17:28.76 細田 篤樹 18:05.77 高嶋 学 18:19.03
5000m 安曇野陸協 安曇野陸協 安曇野陸協 安曇野陸協 安曇野陸協 安曇野陸協

 5/20 中学１年男子  +0.8 忠地 涼汰(1) 14.88 西村 慶次(1) 15.15 古畑 佑都(1) 15.77 村上 貴哉(1) 16.01
100m 波田中 波田中 波田中 波田中

 5/20 河野 優希(1) 5:44.74 鰐川 采斗(1) 5:52.50
1500m 松島中 松島中
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 5/20 中学２年男子 木村 幸太(2) 11.87 木下 祐太郎(2) 12.46 小松 太一(2) 12.50 中島 嘉活(2) 12.88 佐山 悠河(2) 筑摩野中 12.89 樋口 一馬(2) 13.38 百瀬 正弘(2) 13.59

100m 鉢盛中 松島中 信明中 松島中 山口 直也(2) 筑摩野中 波田中 波田中
 5/20 中学３年男子 西牧 樹生(3) 12.31 宮田 拓実(3) 12.53 松岡 雄斗(3) 筑摩野中 12.60 藤田 宝樹(3) 13.00 大嶋 康平(3) 13.17 小池 篤哉(3) 13.23 手塚 諒冴(3) 13.49

100m 丸ﾉ内中 鉢盛中 三沢 航輝(3) 松島中 女鳥羽中 女鳥羽中 丸ﾉ内中 松島中
 5/20 中学男子オー 久保田 正吾(3) 55.21 浅原 隼風(2) 58.60 大野 智裕(3) 59.06 藤田 宝樹(3) 59.29 河西 勇介(3) 1:01.03 川﨑 隆雅(3) 1:03.45 加藤 匠(2) 1:03.86 荒田 智也(2) 1:04.04

400m 鉢盛中 旭町中 筑摩野中 女鳥羽中 丸ﾉ内中 女鳥羽中 女鳥羽中 筑摩野中
 5/20  +2.8 大谷 一貴(3) 17.12 小松 太一(2) 18.50 小澤 玲央(2) 19.47 桃井 廣太郎(2) 20.06 下形 嵩哉(2) 21.81

110mH(0.914m) 安曇中 信明中 波田中 筑摩野中 筑摩野中
 5/20 杉谷 拓海(3) 1.45 藤井 天良(2) 1.40 草間 拓海(2) 1.40 小林 誠(3) 1.35

走高跳 信明中 鉢盛中 丸ﾉ内中 信明中
 5/20 杉谷 拓海(3) 4.99(+1.8) 飯干 聖也(2) 4.91(+1.5) 大嶋 康平(3) 4.79(+0.7) 小林 誠(3) 4.67(+4.2) 小池 篤哉(3) 4.58(+2.1) 岡里 征哉(3) 4.57(+2.9) 熊澤 峻悟(3) 4.40(+2.7) 松岡 雄斗(3) 4.35(+2.5)

走幅跳 信明中 信明中 女鳥羽中 信明中 丸ﾉ内中 松島中 丸ﾉ内中 筑摩野中
 5/20 河西 勇介(3) 9.23 小竹 脩斗(3) 8.83 浅原 隼風(2) 7.45 増尾 和哉(3) 5.99

砲丸投(5.000kg) 丸ﾉ内中 松島中 旭町中 松島中
 5/20 鉢盛中       46.71 松島中(A)       48.91 波田中(A)       49.15 丸ﾉ内中       49.60 信明中       50.85 松島中(B)       52.35 波田中(B)       55.74

4×100m 木村 祐太(2) 小竹 脩斗(3) 井嶋 亮太(2) 草間 拓海(2) 飯干 聖也(2) 渡邉 知希(2) 西村 慶次(1)
木村 幸太(2) 三沢 航輝(3) 織茂 大地(3) 西牧 樹生(3) 小松 太一(2) 木下 祐太郎(2) 樋口 一馬(2)
久保田 正吾(3) 手塚 諒冴(3) 中村 奈央(2) 小池 篤哉(3) 山下 公大(2) 一之瀬 向稀(2) 百瀬 正弘(2)
宮田 拓実(3) 岡里 征哉(3) 小澤 玲央(2) 河西 勇介(3) 杉谷 拓海(3) 中島 嘉活(2) 忠地 涼汰(1)

 5/20 小学男子オー  +2.0 熊井 秀(4) 15.78 中島 晋作(5) 18.61
100m 穂高西小 穂高西小

 5/20 小学男子 豊科北小(A)       56.88 三郷小       57.80 穂高南小       59.60 豊科北陸上ｸﾗﾌ ゙     59.82 豊科北小(B)       59.85 堀金小     1:00.48 豊科東小     1:01.69
4×100m 床尾 真(6) GR 臼井 陸(6) 寺嶋 将希(6) 岡村 諭樹(6) 清水 厚稀(6) 五十嵐 健祐(6) 石川 侑希(6)

恩田 瑛司(6) 柳沢 孝介(6) 矢野 将也(6) 井口 悠介(6) 中井 友翔(6) 一色 渓介(6) 森田 京裕(6)
中谷 昌太郎(6) 柴野 颯(6) 矢野 誠也(6) 小形 悠人(6) 山口 直哉(6) 熊野 哉那(6) 小穴 己真樹(6)
小穴 康平(6) 穂苅 康人(6) 島田 峻輔(6) 原 幸太郎(6) 鳥海 太一(6) 伊藤 柊(6) 長岩 火弥斗(6)

 5/20 中学２・３年 大月 海世(2) 4:34.29 田中 晴之輔(3) 4:35.63 岡村 慧胤(2) 4:36.83 等々力 伸彦(3) 4:57.71 黒岩 慶大(2) 4:58.72 深澤 亨太(3) 5:00.17 伊藤 健(3) 5:01.15 山下 諒(3) 5:02.43
1500m 明科中 明科中 豊科北中 穂高東中 堀金中 豊科北中 穂高東中 穂高西中

 5/20 中学2.3年男 伊藤 武玄(3) 4:31.72 真島 雅季(2) 4:36.27 木村 祐太(2) 4:39.56 三島 太成(3) 4:43.36 加藤 匠(2) 4:52.86 井嶋 亮太(2) 5:08.65 丸山 優太(2) 5:14.71 波多腰 貴雅(2) 5:16.18
1500m 菅野中 北安松川中 鉢盛中 鉢盛中 女鳥羽中 波田中 菅野中 波田中



予選 5月20日 10:00
決勝 5月20日 15:05

大会記録(GR)                    14.78 

[ 1組] 風速 +1.9 [ 2組] 風速 +1.6

 1 新井 宇丞(4)    16.23 q 1 児玉 太地(4)    15.97 q
ｱﾗｲ ｳｼﾞｮｳ 三郷小 ｺﾀﾞﾏ ﾀｲﾁ 穂高西小

 2 内藤 歩(4)    16.44 2 篠原 翼(4)    16.44 
ﾅｲﾄｳ ｱﾕﾑ 穂高西小 ｼﾉﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 豊科東小

 3 浅輪 大二郎(4)    16.45 3 藤田 翼(4)    17.30 
ｱｻﾜ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 豊科北小 ﾌｼﾞﾀ ﾂﾊﾞｻ 堀金小

 4 坂口 孔明(4)    16.57 4 畔田 隼(4)    17.45 
ｻｶｸﾞﾁ ｺｳﾒｲ 豊科東小 ｸﾛﾀﾞ ﾊﾔﾄ 豊科北小

 5 井藤 翔月(4)    16.61 5 下條 大輔(4)    17.56 
ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 堀金小 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾀﾞｲｽｹ 三郷小

 6 曽根原 隼(4)    16.97 6 原田 凌磨(4)    17.87 
ｿﾈﾊﾗ ﾊﾔﾄ 豊科南小 ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 堀小陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 浅沢 空(4)    17.05 7 歌代 元太朗(4)    17.98 
ｱｻｻﾞﾜ ｿﾗ 三郷小 ｳﾀｼﾛ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 三郷小ｸﾗﾌﾞ

 8 岩下慎之介(4)    18.26 手塚 大介(4)
ｲﾜｼﾀ ｼﾝﾉｽｹ 穂高西小 ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲｽｹ 豊科南小

[ 3組] 風速 +1.4 [ 4組] 風速 +1.8

 1 滝川 渉(4)    16.32 q 1 中村 友樹(4)    15.74 q
ﾀｷｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 穂高北小 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｷ 穂高西小

 2 鎌倉 優輝(4)    16.41 q 2 増澤 和馬(4)    16.12 q
ｶﾏｸﾗ ﾕｳｷ 明南小 ﾏｽｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 堀小陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 鷲澤 晴(4)    16.89 3 片桐 耕太(4)    16.22 q
ﾜｼｻﾞﾜ ﾊﾙ 豊科南小 ｶﾀｷﾞﾘ ｺｳﾀ 穂高北小

 4 竹内 寛弥(4)    17.42 4 一色 鴻介(4)    16.62 
ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾔ 穂高西小 ｲｼｷ ｺｳｽｹ 堀金小

 5 武田 基(4)    17.50 5 竹村 優大(4)    17.20 
ﾀｹﾀﾞ ﾓﾄｲ 三郷小 ﾀｹﾑﾗ ﾕｳﾀ 明南小

 6 久保村 友晴(4)    17.81 6 宮本 悠我(4)    17.22 
ｸﾎﾞﾑﾗ ﾄﾓﾊﾙ 豊科北小 ﾐﾔﾓﾄ ﾕｳｶﾞ 豊科北小
丸山 伊織(4) 7 高橋 健太(4)    17.72 
ﾏﾙﾔﾏ ｲｵﾘ 堀金小 ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 三郷小

風速 +2.4

 1 中村 友樹(4)    15.81 
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｷ 穂高西小

 2 児玉 太地(4)    16.01 
ｺﾀﾞﾏ ﾀｲﾁ 穂高西小

 3 増澤 和馬(4)    16.17 
ﾏｽｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 堀小陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 滝川 渉(4)    16.21 
ﾀｷｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 穂高北小

 5 片桐 耕太(4)    16.40 
ｶﾀｷﾞﾘ ｺｳﾀ 穂高北小

 6 篠原 翼(4)    16.41 
ｼﾉﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 豊科東小

 7 新井 宇丞(4)    16.46 
ｱﾗｲ ｳｼﾞｮｳ 三郷小

 8 内藤 歩(4)    16.55 
ﾅｲﾄｳ ｱﾕﾑ 穂高西小

 9 鎌倉 優輝(4)    16.71 
ｶﾏｸﾗ ﾕｳｷ 明南小

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学４年男子

100m

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

4   104

所属名 記録／備考
7   359

6   316

5   155

2   263

  101

3   217

9   360

所属名 記録／備考
3   103

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

8   315

2   157

5   264

9   335

7   379

6   357

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4   216
欠場

8

8   451

所属名 記録／備考
6    27

3   358

2   215

4   102

7   361

7   156

5   319

順 ﾚｰﾝ No.

6    28

8   452

4   331

氏  名 所属名 記録／備考
2   105

5   159

3   314

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

4   331

7   105

5   103

2   264

9    27

6    28

8   451

3   359

1   104



予選 5月20日 10:15
決勝 5月20日 15:10

大会記録(GR)                    14.80 

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +0.9

 1 横内 大輝(5)    14.84 q 1 塩島 和弥(5)    15.72 
ﾖｺｳﾁ ﾀﾞｲｷ 三郷小ｸﾗﾌﾞ ｼｵｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 三郷小

 2 篠原 翔(5)    14.85 q 2 丸山 虎太郎(5)    15.93 
ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科東小 ﾏﾙﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 穂高西小

 3 小泉 歩夢(5)    15.48 q 3 齊藤 瑛史(5)    16.03 
ｺｲｽﾞﾐ ｱﾕﾑ 豊科北小 ｻｲﾄｳ ｱｷﾌﾐ 豊科東小

 4 平井 蓮(5)    15.62 q 4 下腰 朋也(5)    16.34 
ﾋﾗｲ ﾚﾝ 穂高北小 ｼﾓｺｼ ﾄﾓﾔ 三郷小ｸﾗﾌﾞ

 5 遠藤 惠太(5)    15.95 5 森田 悠(5)    16.52 
ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ 明北小 ﾓﾘﾀ ﾕｳ 明南小

 6 古川 祐輝(5)    16.29 6 板花 諒征(5)    16.56 
ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ 三郷小 ｲﾀﾊﾅ ﾘｮｳｾｲ 堀金小

 7 唐澤 侑甫(5)    17.02 7 釜野井 捷馬(5)    16.73 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳｽｹ 堀金小 ｶﾏﾉｲ ｼｮｳﾏ 三郷小

 8 原 雅貴(5)    17.34 8 冨永 雄太郎(5)    17.72 
ﾊﾗ ﾏｻｷ 豊科南小 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 堀金小

[ 3組] 風速 -0.8 [ 4組] 風速 -0.7

 1 有馬 寿哉(5)    15.23 q 1 大木 陽太(5)    15.33 q
ｱﾘﾏ ﾄｼﾔ 豊科南小 ｵｵｷ ﾖｳﾀ 三郷小

 2 山崎 杜馬(5)    16.11 2 大月 洸典(5)    15.46 q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｳﾏ 三郷小 ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 堀小陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 細川 大吾(5)    16.14 3 二瓶 柊(5)    15.61 q
ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 穂高北小 ﾆﾍｲ ｼｭｳ 三郷小ｸﾗﾌﾞ

 4 上田 隼也(5)    16.23 4 木村 聡太(5)    15.72 
ｳｴﾀﾞ ｼｭｳﾔ 穂高西小 ｷﾑﾗ ｿｳﾀ 豊科北小

 5 唐澤 爽太(5)    16.34 5 一志 瑠衣斗(5)    16.27 
ｶﾗｻﾜ ｿｳﾀ 明南小 ｲｯｼ ﾙｲﾄ 堀金小

 6 古屋 健太郎(5)    16.73 6 田代 渉悟(5)    17.28 
ﾌﾙﾔ ｹﾝﾀﾛｳ 穂高南小 ﾀｼﾛ ｼｮｳｺﾞ 明科かけっこ

 7 澤田 航希(5)    18.31 7 宮澤 洸成(5)    18.20 
ｻﾜﾀﾞ ｺｳｷ 豊科北小 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾅﾘ 豊科南小

 8 竹内 恒平(5)    19.55 
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ 堀金小

風速 +1.2

 1 横内 大輝(5)    15.02 
ﾖｺｳﾁ ﾀﾞｲｷ 三郷小ｸﾗﾌﾞ

 2 篠原 翔(5)    15.16 
ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科東小

 3 有馬 寿哉(5)    15.32 
ｱﾘﾏ ﾄｼﾔ 豊科南小

 4 大月 洸典(5)    15.51 
ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 堀小陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 二瓶 柊(5)    15.52 
ﾆﾍｲ ｼｭｳ 三郷小ｸﾗﾌﾞ

 6 大木 陽太(5)    15.55 
ｵｵｷ ﾖｳﾀ 三郷小

 7 小泉 歩夢(5)    15.91 
ｺｲｽﾞﾐ ｱﾕﾑ 豊科北小

 8 平井 蓮(5)    16.01 
ﾋﾗｲ ﾚﾝ 穂高北小

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学５年男子

100m

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

5   258

所属名 記録／備考
9   377

8   401

2   177

3    24

  202

6   353

7   311

所属名 記録／備考
8   356

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

6   257

3   378

9   110

7   309

2   352

4   453

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5   3134

4   355

所属名 記録／備考
8   204

2   461

3    18

7   111

  312

9    51

5   175

所属名 記録／備考
8   354

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

6   376

5   161

3   327

7   514

2   203

4   310

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6

5   204

4   377

7   258

6   354

8   327

2   376

9   177

3    24



予選 5月20日 10:30
決勝 5月20日 15:20

大会記録(GR)                    13.90 

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -1.7

 1 中西 竜歩(6)    14.88 q 1 福岡 歩武(6)    15.15 q
ﾅｶﾆｼ ﾘｭｳﾎ 穂高西小 ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ 豊科北小

 2 杏 輝哉(6)    15.66 q 2 上條 友暉(6)    15.61 q
ｶﾗﾓﾓ ﾃﾙﾔ 穂高南小 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄﾓｷ 豊科東小

 3 井口 莞多(6)    16.42 q 3 山下 亮太(6)    17.02 q
ｲｸﾞﾁ ｶﾝﾀ 豊科北小 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳﾀ 豊科北小

 4 荻野 広(6)    18.57 q 4 熊井 介人(6)    17.16 q
ｵｷﾞﾉ ﾋﾛｼ 豊科北小 ｸﾏｲ ｶｲﾄ 穂高西小
渡辺 晃成(6) 宮崎 祐太(6)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｾｲ 三郷小 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾀ 穂高南小

風速 +0.3

 1 中西 竜歩(6)    14.73 
ﾅｶﾆｼ ﾘｭｳﾎ 穂高西小

 2 福岡 歩武(6)    15.03 
ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ 豊科北小

 3 上條 友暉(6)    15.24 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄﾓｷ 豊科東小

 4 杏 輝哉(6)    15.52 
ｶﾗﾓﾓ ﾃﾙﾔ 穂高南小

 5 井口 莞多(6)    16.22 
ｲｸﾞﾁ ｶﾝﾀ 豊科北小

 6 山下 亮太(6)    16.30 
ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳﾀ 豊科北小

 7 熊井 介人(6)    16.92 
ｸﾏｲ ｶｲﾄ 穂高西小

 8 荻野 広(6)    18.64 
ｵｷﾞﾉ ﾋﾛｼ 豊科北小

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学６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

2    52

所属名 記録／備考
3   123

5   351
欠場

4   179

6   182

所属名 記録／備考
5   180

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

2   181

6   124

3   251

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4    53
欠場

5   180

所属名 記録／備考
6   123

8   179

7   251

4    52

2   182

9   181

3   124



決勝 5月20日 14:45

風速 +2.0

 1 熊井 秀(4)    15.78 
ｸﾏｲ ｼｭｳ 穂高西小

 2 中島 晋作(5)    18.61 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｻｸ 穂高西小

小学男子オープン

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   108

2   135



決勝 5月20日 12:15

大会記録(GR)                          

 1 高山 侑杜(4)  3:39.96 
ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾄ 穂高北小

 2 堀内 渓汰(4)  3:41.03 
ﾎﾘｳﾁ ｹｲﾀ 豊科東小

 3 百瀬 陸人(4)  3:41.10 
ﾓﾓｾ ﾘｸﾄ 穂高北小

 4 曽根原 拓実(4)  3:49.04 
ｿﾈﾊﾗ ﾀｸﾐ 豊科南小

 5 川上 智也(4)  3:59.13 
ｶﾜｶﾐ ﾄﾓﾔ 堀金小

 6 鈴木 暁(4)  4:01.53 
ｽｽﾞｷ ｻﾄﾙ 穂高南小

 7 倉科 拓実(4)  4:05.22 
ｸﾗｼｱ ﾀｸﾐ 豊科北小

 8 生冨 遼(4)  4:07.04 
ｲｸﾄﾐ ﾘｮｳ 豊科南小

 9 滝澤 律希(4)  4:14.34 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾘﾂｷ 穂高南小

10 江田 能教(4)  4:19.16 
ｴﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 堀金小

11 小林 雅弥(4)  4:22.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 豊科南小

小学４年男子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

6    26

8    31

7   265

3    59

11   212

10   304

9    60

2   160

1   213

4   303

5   214



決勝 5月20日 12:25

大会記録(GR)                  3:12.85 

 1 小澤 大輝(6)  3:16.97 
ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 穂高西小

 2 窪田 涼也(6)  3:20.81 
ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳﾔ 明南小

 3 田中 仁之輔(5)  3:20.84 
ﾀﾅｶ ｼﾞﾝﾉｽｹ 明南小

 4 大月 健生(6)  3:27.34 
ｵｵﾂｷ ﾀｹﾙ 穂高西小

 5 野呂田 章吾(6)  3:30.15 
ﾉﾛﾀ ｼｮｳｺﾞ 三郷小

 6 若宮 隆文(6)  3:30.18 
ﾜｶﾐﾔ ﾀｶﾌﾐ 穂高南小

 7 横山 絢大(6)  3:30.42 
ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ 堀金小

 8 臼井 祟詞(5)  3:37.57 
ｳｽｲ ﾀｶｼ 穂高北小

 9 矢花 太希(6)  3:38.34 
ﾔﾊﾞﾅ ﾀｲｷ 明南小

10 内川 敢太(5)  3:39.42 
ｳﾁｶﾜ ｶﾝﾀ 豊科東小

11 巣山 幹太(6)  3:39.55 
ｽﾔﾏ ｶﾝﾀ 豊科東小

12 小林 裕己(6)  3:41.17 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 堀金小

13 上条 康太(5)  3:43.69 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 堀小陸上ｸﾗﾌﾞ

14 村松 卓弥(5)  3:44.76 
ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾔ 三郷小

15 栗原 竜一(5)  3:47.13 
ｸﾘﾊﾗ ﾘｭｳｲﾁ 穂高北小

16 黒岩 優斗(5)  3:48.40 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ 堀小陸上ｸﾗﾌﾞ

17 山口 祐哉(6)  3:51.70 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 堀金小

18 細野 敬心(5)  4:00.47 
ﾎｿﾉ ﾖｼﾐ 穂高南小

19 増田 颯大郎(5)  4:07.57 
ﾏｽﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 堀小陸上ｸﾗﾌﾞ
二村 峻平(5)
ﾆﾑﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ 明科かけっこ
遠藤 嵐(5)
ｴﾝﾄﾞｳ ｱﾗｼ 穂高北小
阿部 竜真(6)
ｱﾍﾞ ﾀﾂﾏ 豊科南小

No. 氏  名 所属名 記録／備考
21   126

17   459

小学５・６年男子

1000m

決勝

順

15   127

9   367

5   455

22   307

8    19

14    54

16   260

6   252

3   460

13   324

11   368

2   305

19   325

20   306

18    12

7   326

1   513

10    55

12   201
欠場

欠場
4    22

欠場



決勝 5月20日 14:15

大会記録(GR)                    14.10 

風速 +0.9

 1 大倉 優輝(6)    17.78 
ｵｵｸﾗ ﾕｳｷ 三郷小

 2 青柳 哲大(6)    18.62 
ｱｵﾔｷﾞ ﾃﾂﾋﾛ 堀金小

 3 三間 玲緒(5)    19.02 
ﾐﾂﾏ ﾚｵ 明南小

小学５・６年男子

80mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   454

6   364

5   308



決勝 5月20日 9:00

大会記録(GR)                     1.40 

宮澤 健太(6)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 三郷小
笹川 宝良(6)
ｻｻｶﾞﾜ ﾀｶﾗ 三郷小
丸山 凌矢(5)
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 堀小陸上ｸﾗﾌﾞ
小野 富生(5)
ｵﾉ ﾖｼｷ 堀小陸上ｸﾗﾌﾞ
宮澤 宏武(5)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾀｹ 堀小陸上ｸﾗﾌﾞ

小学５・６年男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m22
1 4   362

o o o o xo

xo xxx

xxx

2 1   363
o o o

 1.20

 1.15

3 3   328
o o o xxx

4 2   329
o xxx

 1.10

 1.00

4 5   330
o xxx  1.00



決勝 5月20日 9:00

大会記録(GR)                     3.60 

３回の
最高記録

草野 開(4)  3.17  3.43   x   3.43    3.43 
ｸｻﾉ ｶｲ 豊科南陸上ｸﾗﾌﾞ  -1.5  +0.1   +0.1    +0.1
小林 壮透(4)  3.32  3.05  3.36   3.36    3.36 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾕｷ 三郷小  +1.1  -0.6  +2.0   +2.0    +2.0
髙橋 優弥(4)   x  3.19  2.94   3.19    3.19 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 堀金小  -1.5  +1.8   -1.5    -1.5
山田 淳平(4)  3.18  3.03  3.03   3.18    3.18 
ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 堀小陸上ｸﾗﾌﾞ  -1.9  -0.5  +0.4   -1.9    -1.9
望月 晴冬(4)  3.09  2.94  3.01   3.09    3.09 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙﾄ 穂高南小  +1.5  -0.3  +0.4   +1.5    +1.5
平林 諒也(4)  2.91  2.46  2.84   2.91    2.91 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 豊科南小  -0.5  +2.8  +2.0   -0.5    -0.5
宮島 隆輔(4)   x   x  2.89   2.89    2.89 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ 堀小陸上ｸﾗﾌﾞ  +2.2   +2.2    +2.2
浅川 知輝(4)  2.87  2.67  2.88   2.88    2.88 
ｱｻｶﾜ ﾄﾓｷ 穂高南小  -0.6  +2.4  +1.1   +1.1    +1.1
宮澤 陽(4)  2.50  2.76  2.47   2.76    2.76 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｷﾗ 豊科南小  -0.4  +0.6  -0.9   +0.6    +0.6
丸山 渓介(4)  2.68  2.72  2.56   2.72    2.72 
ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ 穂高南小  -1.8  +1.0  +2.1   +1.0    +1.0
矢花 涼平(4)   x   x  2.62   2.62    2.62 
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｮｳﾍｲ 穂高北小  -1.1   -1.1    -1.1
井澤 颯太(4)  2.01  2.21  2.31   2.31    2.31 
ｲｻﾞﾜ ｿｳﾀ 堀金小  +2.3  -0.4  +1.9   +1.9    +1.9
城戸 宏太(4)   x   x   x 記録なし
ｷﾄﾞ ｺｳﾀ 豊科南小

12 10   318

1   218

10 6    58

11 2    33

8 4    56

9 3   219

6 5   220

7 11   333

4 8   334

5 9    57

2 13   366

3 12   302

記録 備考

1 7   221

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

小学４年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月20日 9:00

大会記録(GR)                     4.22 

３回の
最高記録

内山 颯斗(6)  3.28  3.47  3.65   3.65    3.65 
ｳﾁﾔﾏ ﾊﾔﾄ 穂高西小  +1.7  -0.3  -1.2   -1.2    -1.2
木村 悦士(5)  3.42  3.56  3.32   3.56    3.56 
ｷﾑﾗ ｴﾂｼ 豊科北小  +1.5  +0.2  +1.3   +0.2    +0.2
塩入 小太朗(6)  3.38  3.26   x   3.38    3.38 
ｼｵｲﾘ ｺﾀﾛｳ 穂高北小  +1.0  -0.8   +1.0    +1.0
萩原 拓海(5)  3.19  3.28   x   3.28    3.28 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 豊科南小  +0.5  +0.5   +0.5    +0.5
高柳 岳(6)  3.26   x  3.13   3.26    3.26 
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ｶﾞｸ 穂高西小  +1.1  -1.3   +1.1    +1.1
飯森 楓友(6)  2.95  3.15  3.01   3.15    3.15 
ｲｲﾓﾘ ﾌﾕ 三郷小  +1.9   0.0  -0.3    0.0     0.0
小泊 達也(5)   x  2.89  2.99   2.99    2.99 
ｺﾄﾞﾏﾘ ﾀﾂﾔ 豊科南小  +0.8  +1.4   +1.4    +1.4
野口 流聖(5)  2.70  2.66  2.75   2.75    2.75 
ﾉｸﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ 豊科南小  +1.3  +0.4  +1.7   +1.7    +1.7
栗林 俊明(6)   x   x   x 記録なし
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾄｼｱｷ 穂高北小

小学５・６年男子

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 8   129

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

2 9   178

3 7     5

4 4   205

5 6   128

6 5   365

7 1   206

8 2   207

3     2



決勝 5月20日 10:00

大会記録(GR)                    59.22 

３回の
最高記録

百瀬 幸輝(6)
ﾓﾓｾ ｺｳｷ 堀小陸上ｸﾗﾌﾞ
隠岐 裕斗(6)
ｵｷ ﾕｳﾄ 明北小
落合 幸輝(5)
ｵﾁｱｲ ｺｳｷ 明北小
小山 純平(6)
ｺﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 三郷小
岩田 芙詩(6)
ｲﾜﾀ ﾌｳﾀ 明南小
押野 友和(6)
ｵｼﾉ ﾄﾓｶｽﾞ 穂高南小
坂井 裕(6)
ｻｶｲ ﾕｳ 穂高北小
曽山 耕平(5)
ｿﾔﾏ ｺｳﾍｲ 堀金小
山越 雅大(5)
ﾔﾏｺｼ ﾏｻﾋﾛ 豊科東小
野本 恵希(5)
ﾉﾓﾄ ﾖｼｷ 三郷小
青木 寛弥(5)
ｱｵｷ  ﾄﾓﾔ 明南小
戸田 貴也(5)
ﾄﾀﾞ ﾀｶﾔ 豊科東小
渡辺 悠介(5)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 明南小
北澤 拓弥(5)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 豊科東小
中村 颯(5) 欠場
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾃ 三郷小

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

小学５・６年男子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  55.09

記録 備考

1 6   332
   o    o  55.65   55.65

2 14   403
 55.09    o    o  55.09 

 55.65 

  49.19

 49.48    o   49.48
3 10   402

   o

4 12   369
 49.19    o    o  49.19 

 49.48 

  48.01

 48.86    o   48.86
5 15   458

   o

6 3    61
   o    o  48.01  48.01 

 48.86 

  41.12

   o    o   45.29
7 2     6

 45.29

8 4   301
 41.12    o    o  41.12 

 45.29 

  33.53

   o    o   40.25
9 8   262

 40.25

10 7   370
   o  33.53    o  33.53 

 40.25 

  29.19

 32.85    o   32.85
11 13   456

   o

12 5   259
   o  29.19    o  29.19 

 32.85 

   o  28.54   28.54
13 11   457

   o

 21.33 

 28.54 

14 1   261
   o  21.33

9   371

   o   21.33



決勝 5月20日 11:15

風速 +0.8

 1 忠地 涼汰(1)    14.88 
ﾀﾀﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 波田中

 2 西村 慶次(1)    15.15 
ﾆｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ 波田中

 3 古畑 佑都(1)    15.77 
ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳﾄ 波田中

 4 村上 貴哉(1)    16.01 
ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾔ 波田中

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  3261

5  3260

中学１年男子オープン

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ

3  3259

4  3258



決勝 5月20日 11:35

大会記録(GR)                    12.05 

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +1.3

 1 務台 拓矢(2)    12.82 1 甕 慎伍(2)    12.16 
ﾑﾀｲ ﾀｸﾔ 三郷中 ﾓﾀｲ ｼﾝｺﾞ 三郷中

 2 須沢 佑也(2)    12.84 2 三宅 浩生(2)    12.31 
ｽｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 堀金中 ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 三郷中

 3 高山 晃希(2)    12.85 3 竹内 誠(2)    12.32 
ﾀｶﾔﾏ ｺｳｷ 穂高東中 ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ 穂高東中

 4 有賀 健(2)    13.02 4 飯島 拓海(2)    12.46 
ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ 穂高西中 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 豊科北中

 5 種山 翔太(2)    13.23 5 髙木 涼太(2)    12.51 
ﾀﾈﾔﾏ ｼｮｳﾀ 三郷中 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 豊科北中

 6 寺島 利明(2)    13.32 6 長﨑 祐介(2)    12.52 
ﾃﾗｼﾏ ﾄｼｱｷ 穂高西中 ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 豊科北中

 7 青柳 穣(2)    13.36 7 増子 良平(2)    12.67 
ｱｵﾔｷﾞ ﾕﾀｶ 堀金中 ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 三郷中

 8 丸山 優樹(2)    13.72 8 有沢 透生(2)    12.82 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 穂高西中 ｱﾘｻﾜ ﾄｳｲ 三郷中

 9 望月 章史(2)    13.89 9 下川 省吾(2)    12.92 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾌﾐ 豊科北中 ｼﾓｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 穂高西中

中学２年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

9  3433

6  3582

2  3575

 3480

7  3478

5  3457

4  3605

No. 氏  名 所属名

3  3511

8  3569

1

1  3579

3  3435

記録／備考
9  3587

ﾚｰﾝ

6  3510

4  3508

8  3512

5  3595

2  3460

7  3576



   1 甕 慎伍(2) 三郷中    12.16 (+1.3)  2  1
   2 三宅 浩生(2) 三郷中    12.31 (+1.3)  2  2
   3 竹内 誠(2) 穂高東中    12.32 (+1.3)  2  3
   4 飯島 拓海(2) 豊科北中    12.46 (+1.3)  2  4
   5 髙木 涼太(2) 豊科北中    12.51 (+1.3)  2  5
   6 長﨑 祐介(2) 豊科北中    12.52 (+1.3)  2  6
   7 増子 良平(2) 三郷中    12.67 (+1.3)  2  7
   8 務台 拓矢(2) 三郷中    12.82 (+1.2)  1  1
   8 有沢 透生(2) 三郷中    12.82 (+1.3)  2  8
  10 須沢 佑也(2) 堀金中    12.84 (+1.2)  1  2
  11 高山 晃希(2) 穂高東中    12.85 (+1.2)  1  3
  12 下川 省吾(2) 穂高西中    12.92 (+1.3)  2  9
  13 有賀 健(2) 穂高西中    13.02 (+1.2)  1  4
  14 種山 翔太(2) 三郷中    13.23 (+1.2)  1  5
  15 寺島 利明(2) 穂高西中    13.32 (+1.2)  1  6
  16 青柳 穣(2) 堀金中    13.36 (+1.2)  1  7
  17 丸山 優樹(2) 穂高西中    13.72 (+1.2)  1  8
  18 望月 章史(2) 豊科北中    13.89 (+1.2)  1  9

順位 No. 氏  名 都道府県

中学２年男子

100m
タイムレース

順位
 3587
 3579
 3435

所属名 記録（風） 備考 組

 3582
 3595
 3575
 3433

 3512
 3510
 3508
 3576

 3569
 3480
 3511

 3460
 3457
 3605
 3478



決勝 5月20日 11:25

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 +2.9

 1 小松 太一(2)    12.50 1 木村 幸太(2)    11.87 
ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 信明中 ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 鉢盛中

 2 中島 嘉活(2)    12.88 2 木下 祐太郎(2)    12.46 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｶﾂ 松島中 ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 松島中

 3 佐山 悠河(2)    12.89 3 山口 直也(2)    12.89 
ｻﾔﾏ ﾕｳｶﾞ 筑摩野中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 筑摩野中

 4 百瀬 正弘(2)    13.59 4 樋口 一馬(2)    13.38 
ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ 波田中 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 波田中

 5 山下 公大(2)    14.17 手塚 大喜(2)
ﾔﾏｼﾀ ｷﾐﾋﾛ 信明中 ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 信明中
斉藤  巧(2)
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 波田中

No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
7  5728

6  5818

中学２年男子オープン

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ

4  3249

5  5743

3  5972

記録／備考
5  6076

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

欠場

2  3255

6  5821

3  5979

4  5726
欠場

2  3247



   1 木村 幸太(2) 鉢盛中    11.87 (+2.9)  2  1
   2 木下 祐太郎(2) 松島中    12.46 (+2.9)  2  2
   3 小松 太一(2) 信明中    12.50 (+1.3)  1  1
   4 中島 嘉活(2) 松島中    12.88 (+1.3)  1  2
   5 佐山 悠河(2) 筑摩野中    12.89 (+1.3)  1  3
   5 山口 直也(2) 筑摩野中    12.89 (+2.9)  2  3
   7 樋口 一馬(2) 波田中    13.38 (+2.9)  2  4
   8 百瀬 正弘(2) 波田中    13.59 (+1.3)  1  4
   9 山下 公大(2) 信明中    14.17 (+1.3)  1  5

所属名 記録（風） 備考

中学２年男子オープン

組 順位
 6076
 5821

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県

 3255
 3249
 5743

 5728
 5818
 5972
 5979



決勝 5月20日 11:50

大会記録(GR)                    11.54 

風速 +2.2

 1 細萱 元太(3)    11.48 
ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 豊科北中

 2 小林 拓未(3)    12.07 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 穂高西中

 3 三間 翔(3)    12.11 
ﾐﾂﾏ ｶｹﾙ 三郷中

 4 塩田 雅人(3)    12.14 
ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 豊科北中

 5 山下 紘永(3)    12.49 
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 豊科北中

 6 藤原 利章(3)    12.50 
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科北中

 7 宮原 史樹(3)    12.57 
ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ 穂高西中

 8 恩田 佑哉(3)    12.91 
ｵﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ 三郷中

 9 高山 栄作(3)    13.40 
ﾀｶﾔﾏ ｴｲｻｸ 穂高東中

中学３年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  3593

5  3503

2  3474

7  3500

1  3502

3  3505

9  3437

8  3466

6  3581



決勝 5月20日 11:40

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 +0.7

 1 藤田 宝樹(3)    13.00 1 西牧 樹生(3)    12.31 
ﾌｼﾞﾀ ﾖｼｷ 女鳥羽中 ﾆｼﾏｷ ﾀﾂｷ 丸ﾉ内中

 2 小池 篤哉(3)    13.23 2 宮田 拓実(3)    12.53 
ｺｲｹ ｱﾂﾔ 丸ﾉ内中 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 鉢盛中

 3 手塚 諒冴(3)    13.49 3 松岡 雄斗(3)    12.60 
ﾃﾂﾞｶ ﾘｮｳｺﾞ 松島中 ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 筑摩野中

 4 熊澤 峻悟(3)    14.14 4 三沢 航輝(3)    12.60 
ｸﾏｻﾞﾜ ｼｭﾝｺﾞ 丸ﾉ内中 ﾐｻﾜ ｺｳｷ 松島中

 5 丸山 拓人(3)    14.34 5 大嶋 康平(3)    13.17 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾄ 女鳥羽中 ｵｵｼﾏ ｺｳﾍｲ 女鳥羽中
川﨑 隆雅(3) 清沢 彩人(3)
ｶﾜｻｷ ﾘｭｳｶﾞ 女鳥羽中 ｷﾖｻﾜ ｱﾔﾄ 菅野中
鈴木 敦也(3)
ｽｽﾞｷ ｱﾂﾔ 信明中

No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ
8  6039

3  5764

中学３年男子オープン

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ

2  6040

6  5838

5  5741
欠場

順

4  6037
欠場

7  5768

7  5765

3  6073

No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  5826

5  6036

2  5967

6  5941
欠場



   1 西牧 樹生(3) 丸ﾉ内中    12.31 (+0.7)  2  1
   2 宮田 拓実(3) 鉢盛中    12.53 (+0.7)  2  2
   3 松岡 雄斗(3) 筑摩野中    12.60 (+0.7)  2  3
   3 三沢 航輝(3) 松島中    12.60 (+0.7)  2  4
   5 藤田 宝樹(3) 女鳥羽中    13.00 (-0.1)  1  1
   6 大嶋 康平(3) 女鳥羽中    13.17 (+0.7)  2  5
   7 小池 篤哉(3) 丸ﾉ内中    13.23 (-0.1)  1  2
   8 手塚 諒冴(3) 松島中    13.49 (-0.1)  1  3
   9 熊澤 峻悟(3) 丸ﾉ内中    14.14 (-0.1)  1  4
  10 丸山 拓人(3) 女鳥羽中    14.34 (-0.1)  1  5

都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 5765
 6073

中学３年男子オープン

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名

 5764
 5838
 5768
 6040

 5967
 5826
 6039
 6036



決勝 5月20日 13:55

[ 1組] [ 2組]

 1 印牧 正樹(3)  1:00.19 1 高春 英輝(3)    54.88 
ｶﾈﾏｷ ﾏｻｷ 穂高西中 ﾀｶﾊﾙ ﾋﾃﾞｷ 穂高西中

 2 三間 椋(3)  1:00.95 2 大月 海世(2)  1:00.48 
ﾐﾂﾏ ﾘｮｳ 穂高西中 ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 明科中

 3 杉本 拓郎(3)  1:01.93 3 山田 晴海(2)  1:01.58 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 穂高東中 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾐ 穂高東中

 4 西尾 信ノ輔(3)  1:03.40 永田 望海(3)
ﾆｼｵ ｼﾝﾉｽｹ 穂高西中 ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 豊科北中

 5 岡村 慧胤(2)  1:04.58 松澤 大地(3)
ｵｶﾑﾗ ｹｲﾝ 豊科北中 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高西中

 6 深澤 亨太(3)  1:05.10 花形 駿介(2)
ﾌｶｻﾜ ﾘｮｳﾀ 豊科北中 ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 豊科北中
高坂 柊斗(3)
ｺｳｻｶ ｼｭｳﾄ 穂高東中

[ 3組]

 1 竹原 諄(3)    54.32 
ﾀｹﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 三郷中

 2 藤原 利章(3)    54.82 
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科北中

 3 長﨑 祐介(2)    55.21 
ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 豊科北中

 4 西堀 和朗(3)    55.95 
ﾆｼﾎﾘ ｶｽﾞｱｷ 三郷中

 5 塩田 雅人(3)    56.70 
ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 豊科北中

 6 細萱 元太(3)    56.83 
ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 豊科北中

中学男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ
4  3464

6  3456

欠場

順

5  3506

2  3475

8

No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  3429

 3507

7  3428 4  3438

7  3476

5  3280

欠場
6  3509

欠場

2  3501
欠場

3  3470

所属名 記録／備考
6  3585

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5  3508

4  3586

3  3500

7  3503

2  3502



   1 竹原 諄(3) 三郷中      54.32  3  1
   2 藤原 利章(3) 豊科北中      54.82  3  2
   3 高春 英輝(3) 穂高西中      54.88  2  1
   4 長﨑 祐介(2) 豊科北中      55.21  3  3
   5 西堀 和朗(3) 三郷中      55.95  3  4
   6 塩田 雅人(3) 豊科北中      56.70  3  5
   7 細萱 元太(3) 豊科北中      56.83  3  6
   8 印牧 正樹(3) 穂高西中    1:00.19  1  1
   9 大月 海世(2) 明科中    1:00.48  2  2
  10 三間 椋(3) 穂高西中    1:00.95  1  2
  11 山田 晴海(2) 穂高東中    1:01.58  2  3
  12 杉本 拓郎(3) 穂高東中    1:01.93  1  3
  13 西尾 信ノ輔(3) 穂高西中    1:03.40  1  4
  14 岡村 慧胤(2) 豊科北中    1:04.58  1  5
  15 深澤 亨太(3) 豊科北中    1:05.10  1  6

中学男子

400m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

 3476
 3508
 3586
 3502

組 順位
 3585
 3500

 3506

 3438
 3428
 3475
 3507

 3503
 3464
 3280
 3456



決勝 5月20日 13:45

[ 1組] [ 2組]

 1 大野 智裕(3)    59.06 1 久保田 正吾(3)    55.21 
ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ 筑摩野中 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 鉢盛中

 2 河西 勇介(3)  1:01.03 2 浅原 隼風(2)    58.60 
ｶｻｲ ﾕｳｽｹ 丸ﾉ内中 ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ 旭町中

 3 荒田 智也(2)  1:04.04 3 藤田 宝樹(3)    59.29 
ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ 筑摩野中 ﾌｼﾞﾀ ﾖｼｷ 女鳥羽中

 4 草間 拓海(2)  1:04.19 4 川﨑 隆雅(3)  1:03.45 
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 丸ﾉ内中 ｶﾜｻｷ ﾘｭｳｶﾞ 女鳥羽中

 5 松澤 憲一(3)  1:05.99 5 加藤 匠(2)  1:03.86 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 信明中 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 女鳥羽中
手塚 大喜(2) 田中 雅人(3)
ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 信明中 ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ 女鳥羽中

中学男子オープン

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

 5737

7  5976

2  5971

4  5762

No. 氏  名 所属名

5  5726

6  5766

3

3  5810

7  6039

記録／備考
5  6072

ﾚｰﾝ

4  6041

6  6038

2  6037

欠場欠場



   1 久保田 正吾(3) 鉢盛中      55.21  2  1
   2 浅原 隼風(2) 旭町中      58.60  2  2
   3 大野 智裕(3) 筑摩野中      59.06  1  1
   4 藤田 宝樹(3) 女鳥羽中      59.29  2  3
   5 河西 勇介(3) 丸ﾉ内中    1:01.03  1  2
   6 川﨑 隆雅(3) 女鳥羽中    1:03.45  2  4
   7 加藤 匠(2) 女鳥羽中    1:03.86  2  5
   8 荒田 智也(2) 筑摩野中    1:04.04  1  3
   9 草間 拓海(2) 丸ﾉ内中    1:04.19  1  4
  10 松澤 憲一(3) 信明中    1:05.99  1  5

順位 No. 氏  名 都道府県

中学男子オープン

400m
タイムレース

順位
 6072
 5810
 5971

所属名 記録 備考 組

 5976
 5766
 5737

 6039
 5762
 6037
 6041



決勝 5月20日 12:55

大会記録(GR)                  4:44.10 

 1 平林 柚葵(1)  5:29.74 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 三郷中

 2 外舘 真之介(1)  5:30.41 
ﾄﾀﾞﾃﾞ ｼﾝﾉｽｹ 穂高西中

 3 小林 将貴(1)  5:33.92 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 穂高西中

 4 土屋 満樹(1)  5:35.94 
ﾂﾁﾔ ﾐﾂｷ 豊科南中

 5 百瀬 稜(1)  5:36.29 
ﾓﾓｾ ﾘｮｳ 堀金中

 6 山口 将史(1)  5:41.19 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 豊科北中

 7 坂本 大輔(1)  5:49.31 
ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 豊科北中

 8 安永 幸太(1)  5:50.04 
ﾔｽﾅｶﾞ ｺｳﾀ 穂高西中

 9 原 拓仁(1)  5:50.67 
ﾊﾗ ﾀｸﾄ 堀金中

10 大野 竜侑(1)  5:59.43 
ｵｵﾉ ﾀﾂﾕｷ 堀金中

11 有賀 大介(1)  6:23.56 
ｱﾙｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 穂高西中

12 中村 文俊(1)  6:26.21 
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾄｼ 豊科南中
岡本 開斗(1)
ｵｶﾓﾄ ｶｲﾄ 豊科北中
加科 凌(1)
ｶｼﾅ ﾘｮｳ 三郷中

中学１年男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  3471

14  3597

13  3483

4  3488

1  3519
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10  3552

6  3486

11  3485

9  3518

8  3559

5  3462

欠場

2  3490
欠場

7  3589



決勝 5月20日 12:55

 1 河野 優希(1)  5:44.74 
ｺｳﾉ ﾕｳｷ 松島中

 2 鰐川 采斗(1)  5:52.50 
ﾜﾆｶﾜ ｱﾔﾄ 松島中

中学１年男子オープン

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
16  5830

15  5831



決勝 5月20日 16:10

大会記録(GR)                    46.09 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 豊科北中(A)  3500 藤原 利章(3)    45.78 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳA ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 大会新
 3503 細萱 元太(3)

ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ
 3502 塩田 雅人(3)

ｼｵﾀ ﾏｻﾄ
 3501 永田 望海(3)

ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ
 2   5 三郷中(A)  3581 恩田 佑哉(3)    46.98 

ﾐｻﾄﾁｭｳA ｵﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ
 3593 三間 翔(3)

ﾐﾂﾏ ｶｹﾙ
 3586 西堀 和朗(3)

ﾆｼﾎﾘ ｶｽﾞｱｷ
 3585 竹原 諄(3)

ﾀｹﾊﾗ ｼﾞｭﾝ
 3   7 穂高西中  3466 宮原 史樹(3)    47.00 

ﾎﾀｶﾆｼﾁｭｳ ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ
 3474 小林 拓未(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
 3463 長﨑 大悟(3)

ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ
 3476 高春 英輝(3)

ﾀｶﾊﾙ ﾋﾃﾞｷ
 4   9 三郷中(B)  3582 務台 拓矢(2)    48.92 

ﾐｻﾄﾁｭｳB ﾑﾀｲ ﾀｸﾔ
 3579 三宅 浩生(2)

ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ
 3587 甕 慎伍(2)

ﾓﾀｲ ｼﾝｺﾞ
 3595 有沢 透生(2)

ｱﾘｻﾜ ﾄｳｲ
 5   8 穂高東中(B)  3433 高山 晃希(2)    49.86 

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼﾁｭｳB ﾀｶﾔﾏ ｺｳｷ
 3435 竹内 誠(2)

ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ
 3432 望月 春希(2)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｷ
 3438 山田 晴海(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾐ
 6   3 穂高東中(A)  3437 高山 栄作(3)    51.87 

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼﾁｭｳA ﾀｶﾔﾏ ｴｲｻｸ
 3426 伊藤 健(3)

ｲﾄｳ ｹﾝ
 3427 等々力 伸彦(3)

ﾄﾄﾞﾘｷ ﾉﾌﾞﾋｺ
 3428 杉本 拓郎(3)

ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾛｳ
 7   1 堀金中  3569 青柳 穣(2)    52.11 

ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ｱｵﾔｷﾞ ﾕﾀｶ
 3571 吉田 快(2)

ﾖｼﾀﾞ ｶｲ
 3573 黒岩 慶大(2)

ｸﾛｲﾜ ｹｲﾀ
 3575 須沢 佑也(2)

ｽｻﾞﾜ ﾕｳﾔ
 8   2 豊科北中(C)  3489 北嶋 竣(1)    52.82 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳC ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ
 3508 長﨑 祐介(2)

ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ
 3512 飯島 拓海(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ
 3488 山口 将史(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ
  4 豊科北中(B)

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳB 欠場

中学男子

4×100m

決勝



決勝 5月20日 16:00

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 鉢盛中  6079 木村 祐太(2)    46.71 

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   8 松島中(A)  5837 小竹 脩斗(3)    48.91 

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   5 波田中(A)  3256 井嶋 亮太(2)    49.15 

ﾊﾀﾁｭｳA ｲｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ
 3246 織茂 大地(3)

ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ
 3248 中村 奈央(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ
 3250 小澤 玲央(2)

ｵｻﾞﾜ ﾚｵ
 4   2 丸ﾉ内中  5766 草間 拓海(2)    49.60 

ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ ｸｻﾏ ﾀｸﾐ
 5765 西牧 樹生(3)

ﾆｼﾏｷ ﾀﾂｷ
 5764 小池 篤哉(3)

ｺｲｹ ｱﾂﾔ
 5762 河西 勇介(3)

ｶｻｲ ﾕｳｽｹ
 5   4 信明中  5745 飯干 聖也(2)    50.85 

ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ｲｲﾎﾞｼ ｾｲﾔ
 5728 小松 太一(2)

ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ
 5743 山下 公大(2)

ﾔﾏｼﾀ ｷﾐﾋﾛ
 5736 杉谷 拓海(3)

ｽｷﾞﾔ ﾀｸﾐ
 6   6 松島中(B)  5825 渡邉 知希(2)    52.35 

ﾏﾂｼﾏﾁｭｳB ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ
 5821 木下 祐太郎(2)

ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾀﾛｳ
 5820 一之瀬 向稀(2)

ｲﾁﾉｾ ｺｳｷ
 5818 中島 嘉活(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｶﾂ
 7   7 波田中(B)  3260 西村 慶次(1)    55.74 

ﾊﾀﾁｭｳB ﾆｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ
 3255 樋口 一馬(2)

ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ
 3249 百瀬 正弘(2)

ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ
 3261 忠地 涼汰(1)

ﾀﾀﾞﾁ ﾘｮｳﾀ
  9 菅野中

ｽｶﾞﾉﾁｭｳ 欠場

中学男子オープン

4×100m

決勝



決勝 5月20日 14:35

風速 +1.3

 1 永田 望海(3)    17.04 
ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 豊科北中

 2 宮原 史樹(3)    18.40 
ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ 穂高西中

 3 三宅 浩生(2)    18.46 
ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 三郷中

 4 西尾 信ノ輔(3)    19.41 
ﾆｼｵ ｼﾝﾉｽｹ 穂高西中

 5 南澤 憲史(2)    20.10 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｹﾝｼ 穂高東中

 6 望月 章史(2)    20.78 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾌﾐ 豊科北中

 7 甕 慎伍(2)    21.40 
ﾓﾀｲ ｼﾝｺﾞ 三郷中

No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  3501

2  3466

中学男子

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ

4  3475

7  3440

3  3579

5  3587

6  3511



決勝 5月20日 14:30

風速 +2.8

 1 大谷 一貴(3)    17.12 
ｵｵﾔ ｶｽﾞｷ 安曇中

 2 小松 太一(2)    18.50 
ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 信明中

 3 小澤 玲央(2)    19.47 
ｵｻﾞﾜ ﾚｵ 波田中

 4 桃井 廣太郎(2)    20.06 
ﾓﾓｲ ｺｳﾀﾛｳ 筑摩野中

 5 下形 嵩哉(2)    21.81 
ｼﾓｶﾀ ﾀｶﾔ 筑摩野中
斉藤  巧(2)
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 波田中
中西 湧也(3)
ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾔ 松島中
吉田 翔真(3)
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 筑摩野中

中学男子オープン

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  3250

4  3636

7  5728

3  3247
欠場

2  5975

8  5973

欠場

5  5843
欠場

6  5970



決勝 5月20日 11:00

大会記録(GR)                     1.66 

1m67
青柳 朋和(2) o o o o o xo o o o o
ｱｵﾔｷﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 堀金中 xxx
諏訪 秀聖(3) - - - - - - o xxo xo xxx
ｽﾜ ｼｭｳｾｲ 穂高西中
小野 寛貴(2) - - - - - xo o xxx
ｵﾉ ﾋﾛｷ 穂高西中
吉田 快(2) o o o o o o xo xxx
ﾖｼﾀﾞ ｶｲ 堀金中
東井 隆希(2) o o o o o o xxo xxx
ﾄｳｲ ﾘｭｳｷ 三郷中
笹川 昂輝(2) o o o o o xxo xxx
ｻｻｶﾞﾜ ｺｳｷ 三郷中
花形 駿介(2) 欠場
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 豊科北中

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65

1 11  3567

記録

3 6  3458
 1.50

 1.65

2 9  3467
 1.60

5 10  3588
 1.50

4 8  3571
 1.50

1  3509

6 4  3578
 1.45



決勝 5月20日 12:30

大会記録(GR)                     5.65 

３回の
最高記録

小林 拓未(3)  5.10  5.11  5.59   5.59    5.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 穂高西中  +1.9  +1.3  +1.9   +1.9    +1.9
恩田 佑哉(3)  5.41   x  5.41   5.41    5.41 
ｵﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ 三郷中  +1.5  +1.6   +1.5    +1.5
長﨑 大悟(3)  5.30   x  5.41   5.41    5.41 
ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 穂高西中  +3.4  +1.9   +1.9    +1.9
竹内 真滉(2)   x  5.34  5.18   5.34    5.34 
ﾀｹｳﾁ ﾏﾋﾛ 三郷中  +1.1  +2.4   +1.1    +1.1
西堀 和朗(3)  5.05  5.24   -   5.24    5.24 
ﾆｼﾎﾘ ｶｽﾞｱｷ 三郷中  +2.0  +0.9   +0.9    +0.9
増子 良平(2)  5.18  5.20  5.08   5.20    5.20 
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 三郷中  +2.5  +1.5  +1.5   +1.5    +1.5
竹原 諄(3)  4.96   x   -   4.96    4.96 
ﾀｹﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 三郷中  +3.0   +3.0    +3.0
有賀 健(2)  4.87  4.79  4.69   4.87    4.87 
ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ 穂高西中  +1.6  +1.0  +1.4   +1.6    +1.6
有沢 透生(2)  4.73  4.81  4.84   4.84    4.84 
ｱﾘｻﾜ ﾄｳｲ 三郷中  +2.4  +1.9  +1.5   +1.5    +1.5
髙木 涼太(2)   x  4.55  4.77   4.77    4.77 
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 豊科北中  +0.8  +2.2   +2.2    +2.2
山下 紘永(3)  4.40  4.67   -   4.67    4.67 
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 豊科北中  +4.3  +0.8   +0.8    +0.8
吉田 快(2)  4.60  4.50  4.54   4.60    4.60 
ﾖｼﾀﾞ ｶｲ 堀金中  +2.4  +2.0  +1.7   +2.4    +2.4
望月 春希(2)  4.55   x  4.56   4.56    4.56 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｷ 穂高東中  +2.4  +0.1  +2.2   +2.2    +2.2
渡邊 陽也(2)  4.41  4.46  4.31   4.46    4.46 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾔ 三郷中  +2.9  -0.3  +0.5   -0.3    -0.3
小野沢 郁也(2)  4.28  4.23  4.28   4.28    4.28 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ 穂高東中  +2.5  +0.7  +2.8   +2.5    +2.5
小口 泰治(2)  3.79  4.00  4.16   4.16    4.16 
ｵｸﾞﾁ ﾀｲｼﾞ 堀金中  +2.4  +3.8  +2.8   +2.8    +2.8
中谷 夏希(1)  3.87  3.78  3.82   3.87    3.87 
ﾅｶﾔ ﾅﾂｷ 三郷中  +3.3  +0.7  +1.7   +3.3    +3.3
北嶋 竣(1)  2.93  3.27  3.14   3.27    3.27 
ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ 豊科北中  +2.5  +3.2  +3.1   +3.2    +3.2

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- 記録 備考

1 30  3474

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

2 27  3581

3 28  3463

4 23  3584

5 34  3586

6 25  3576

7 29  3585

8 24  3457

9 31  3595

10 16  3510

11 32  3505

12 12  3571

13 18  3432

14 21  3583

15 6  3439

18 7  3489

16 9  3572

17 14  3577



決勝 5月20日 11:00

杉谷 拓海(3)
ｽｷﾞﾔ ﾀｸﾐ 信明中
藤井 天良(2)
ﾌｼﾞｲ ｿﾗ 鉢盛中
草間 拓海(2)
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 丸ﾉ内中
小林 誠(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 信明中

中学男子オープン

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

o o

記録 備考1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45
1 5  5736

o xo xo xo xxx

1m50

 1.45

2 7  6075
o o o o o

o xo

xxx

3 2  5766
- o o xxx

 1.40

 1.40

4 3  5740
o o o xo xxx  1.35



決勝 5月20日 12:30

３回の
最高記録

杉谷 拓海(3)  4.61  4.99  4.81   4.99    4.99 
ｽｷﾞﾔ ﾀｸﾐ 信明中  +2.3  +1.8  +2.5   +1.8    +1.8
飯干 聖也(2)  4.91  4.67  4.90   4.91    4.91 
ｲｲﾎﾞｼ ｾｲﾔ 信明中  +1.5  +2.5  +2.8   +1.5    +1.5
大嶋 康平(3)  4.60   x  4.79   4.79    4.79 
ｵｵｼﾏ ｺｳﾍｲ 女鳥羽中  +1.9  +0.7   +0.7    +0.7
小林 誠(3)  4.50  4.67  4.63   4.67    4.67 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 信明中  +3.2  +4.2  +1.9   +4.2    +4.2
小池 篤哉(3)   x   x  4.58   4.58    4.58 
ｺｲｹ ｱﾂﾔ 丸ﾉ内中  +2.1   +2.1    +2.1
岡里 征哉(3)  4.53  4.57  4.54   4.57    4.57 
ｵｶﾘ ﾏｻﾔ 松島中  +2.6  +2.9  +1.5   +2.9    +2.9
熊澤 峻悟(3)  4.40  4.38  4.33   4.40    4.40 
ｸﾏｻﾞﾜ ｼｭﾝｺﾞ 丸ﾉ内中  +2.7  +1.4  +2.0   +2.7    +2.7
松岡 雄斗(3)   x  4.35   x   4.35    4.35 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 筑摩野中  +2.5   +2.5    +2.5
熊谷 拓真(2)  4.28  3.98   -   4.28    4.28 
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ 松島中  +2.7  +2.3   +2.7    +2.7
中村 奈央(2)  4.26  3.28  3.82   4.26    4.26 
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ 波田中  +2.8  -1.3  +1.8   +2.8    +2.8
臼井 傑(3)  3.51  4.09  3.92   4.09    4.09 
ｳｽｲ ｽｸﾞﾙ 松島中  +2.6  +2.0  +1.2   +2.0    +2.0
藤井 天良(2)  3.99  3.90  4.04   4.04    4.04 
ﾌｼﾞｲ ｿﾗ 鉢盛中  +2.7  +3.0  +0.6   +0.6    +0.6
三村 駿介(2)   x  3.92  3.86   3.92    3.92 
ﾐﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 菅野中  +1.0  +1.5   +1.0    +1.0
重田 大介(2)  3.80  3.65  3.47   3.80    3.80 
ｼｹﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 菅野中  +3.9  +3.1  +2.5   +3.9    +3.9
一之瀬 向稀(2)  3.68  3.57  3.56   3.68    3.68 
ｲﾁﾉｾ ｺｳｷ 松島中  +3.1  +2.7  +2.1   +3.1    +3.1
渡邉 知希(2)  3.64   x  3.30   3.64    3.64 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ 松島中  +3.3  +2.1   +3.3    +3.3

中学男子オープン

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 19  5736

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

2 17  5745

3 22  6036

4 26  5740

5 11  5764

6 15  5836

7 2  5768

8 33  5967

9 8  5823

10 13  3248

11 5  5835

12 20  6075

13 10  5944

16 3  5825

14 4  5943

15 1  5820



決勝 5月20日 13:00

大会記録(GR)                     9.24 

３回の
最高記録

飯島 拓海(2)
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 豊科北中
務台 拓矢(2)
ﾑﾀｲ ﾀｸﾔ 三郷中
横川 政二(1)
ﾖｺｶﾜ ｾｲｼﾞ 三郷中
丸山 嗣温(1)
ﾏﾙﾔﾏ ｼｵﾝ 豊科北中

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

中学男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

   6.84

記録 備考

1 4  3512
  6.95   6.67   6.50    6.95

2 6  3582
  5.96   6.84   5.87   6.84 

  6.95 

   4.86

  3.97   5.04    5.04
3 8  3599

  4.04

4 1  3487
  3.70   4.10   4.86   4.86 

  5.04 



決勝 5月20日 13:00

３回の
最高記録

河西 勇介(3)
ｶｻｲ ﾕｳｽｹ 丸ﾉ内中
小竹 脩斗(3)
ｺﾀｹ ﾅｵﾄ 松島中
浅原 隼風(2)
ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ 旭町中
増尾 和哉(3)
ﾏｽｵ ｶｽﾞﾔ 松島中
宮野 優輔(3) 欠場
ﾐﾔﾉ ﾕｳｽｹ 松島中

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

中学男子オープン

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

   8.83

記録 備考

1 7  5762
  9.23   8.21   6.82    9.23

2 9  5837
  8.35   8.83   8.78   8.83 

  9.23 

  7.45    x    7.45
3 2  5810

  7.44

  5.99 

  7.45 

4 3  5844
  5.36   5.99

5  5816

  5.26    5.99



決勝 5月20日 9:00

 1 丸山 純一 16:27.44 
ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 安曇野陸協

 2 長岡 千豪 17:23.05 
ﾅｶﾞｵｶ ﾕｷﾋﾃﾞ 安曇野陸協

 3 小林 正次 17:24.65 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾂｸﾞ 安曇野陸協

 4 百瀬 州一 17:28.76 
ﾓﾓｾ ｼｭｳｲﾁ 安曇野陸協

 5 細田 篤樹 18:05.77 
ﾎｿﾀﾞ ｱﾂｷ 安曇野陸協

 6 高嶋 学 18:19.03 
ﾀｶｼﾏ ﾏﾅﾌﾞ 安曇野陸協
市川 亮
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 安曇野陸協
碓井 智也
ｳｽｲ ﾄﾓﾔ 安曇野陸協
林 優人
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 安曇野陸協

男子

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  1005

9  1001

4  1009

6  1007

5  1003

3  1011

欠場
7  2512

欠場

1  2520
欠場

2  2518
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