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平成 ２４年 １０月１２日   土曜日
岡谷市営陸上競技場（204040）

主催： 岡谷市教育委員会
財団法人　岡谷市体協
岡谷市陸上競技協会

主管： 岡谷市陸上競技協会

大会新記録一覧表
種目 決勝・予選 所属 記録

小学女子
1・2年60m

記録会 岡谷小２ 10.99

〃 〃 上の原小２ 11.05

〃 〃 上の原小２ 11.31

〃 〃 岡谷小１ 11.43

〃 〃 岡谷小２ 11.44

小学男子
1・2年60m

記録会 田中小２ 10.55

小学女子
1・2年600m

記録会 川岸小２ 2,25,27

小学男子
1・2年600m

記録会 上の原小２ 2,22,46

中学男子
走幅跳 決勝 岡谷東部中 5,63(2,7)

小学女子
1000m

決勝 小井川小６ 3.22.76

中学女子
1500m

決勝 岡谷東部中２ 5.24.22

〃 〃 岡谷東部中１ 5.31.63

小学女子
3.4年

4×100mＲ
記録会 1.05.81

小学男子
3.4年

4×100mＲ
記録会 1.05.82

中学女子
4×100mR

決勝 54.47

グラウンドコンディション記録
時刻 天候 気温℃ 湿度％ 風向 風速

9:00 曇り 10.5℃ 68％ 南 0.6m/s
10:00 晴れ 12.0℃ 59％ 南 0.5m/s
11:00 曇り 13.0℃ 50％ 北西 1.3m/s
12:00 晴れ 14,5℃ 50％ 南西 2,1m/s
13:00 晴れ 15,5℃ 48％ 南西 2,2m/s
14:00 晴れ 16.5℃ 48％ 北 1.8m/s
15:00
16:00

浦野　博登 5,49

夏川　優衣 3.30.18

第66回岡谷市民陸上競技選手権・小学生記録会大会結果一覧

池田　太陽 10.82

選手名 従来の記録

林　杏珠 11.51

林　奈乃羽

黒木　乃愛

春日　莉緒 〃

2,22,47

小松　結奈 〃

横内　優雨

〃

〃

関　唯々香 2,29,67

今井 萌

高橋 結子

5.34.09

〃

1.06.77
長地小Ａ（西川舞香、平山萌恵、
　　　　　　稲村かん菜、柳沢利子）

岡谷東部中Ａ（吉岡綾子、山田彩加、
　　　　　　　　山田花菜、中島夏美）

54.8

長地小（花岡歩樹、平本夏輝、
　　　　　小口皓正、宮澤喬佑）

1.06.78



決勝記録一覧表
男  子 【競技場】202040  岡谷市営陸上競技場

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
10/13 小学男子記録 池田 太陽(2) 10.55 松山 佳嵩(2) 10.83 小口 航生(2) 10.88 柄澤  兼二郎(2) 11.07 西山 陸(2) 11.09 味澤 拓未(2) 11.12 中島 健登(1) 11.26 外舘 優翔(2) 11.52

1･2年60m 田中小 小井川小 田中小 神明小 上の原小 岡谷小 川岸小 川岸小
10/13 宮澤 喬佑(4) 16.05 河野 統徳(3) 16.21 柳澤 蓮(4) 16.24 早川 彪馬(4) 16.32 杉田 伊吹(4) 16.34 今井 悠成(4) 16.39 平本 夏輝(4) 16.51 山田 和弥(4) 16.54

3･4年100m 長地小 才教学園小 岡谷小 神明小 小井川小 岡谷小 長地小 川岸小
花岡 歩樹(4)
長地小

10/13 鈴木 駿介(4) 3,00.10 山岸 洸太(4) 3,02.64 大嶋 利拓(3) 3,03.33 竹村 宏太(3) 3,04.80 轟 亮吾(4) 3,12.38 伊澤 駿希(4) 3,13.28 濵 聖人(4) 3,13.71 平塚 庸太郎(4) 3,13.84
3･4年800m 岡谷小 岡谷小 川岸小 田中小 岡谷小 神明小 岡谷小 神明小

10/13 中島 悠斗(4) 3.04(-0.1) 小磯 秀人(4) 2.72(0.0) 吉田 悠雅(3) 2.69(-0.8)
3･4年走幅跳 川岸小 川岸小 神明小

10/13 長地小     1,02.96 小井川小     1,06.15 岡谷小Ａ     1,06.49 神明小Ｂ     1,08.46 神明小Ａ     1,10.54 岡谷小Ｃ     1,11.30 岡谷小Ｂ     1,13.80
3･4年4×100mR 花岡 歩樹(4) 瀧澤 駿介(4) 轟 亮吾(4) 伊澤 駿希(4) 田中 皐晴(3) 濵 千博(3) 武田 元樹(4)

平本 夏輝(4) 森 大樹(4) 鈴木 駿介(4) 上久保 天翔(4) 小口 和真(3) 木下 貴晴(3) 沓掛 蒼大(4)
小口 皓正(4) 酒井 威綱(4) 山岸 洸太(4) 小達 陸(4) 今井 康介(3) 藤森 大斗(3) 笠原 碩人(4)
宮澤 喬佑(4) 杉田 伊吹(4) 今井 悠成(4) 早川 彪馬(4) 西山 晃生(3) 町出 伊織(3) 濵 聖人(4)

10/13 横内 優雨(2) 2,22.46 亀田 翼(2) 2,22.56 轟 潤人(2) 2,25.63 伊藤 晴希(2) 2,25.69 亀田 翔(2) 2,28.96 曾根 凌駕(2) 2,29.46 今井 大睦(2) 2,30.63 金田 剛希(2) 2,36.77
1･2年600m 上の原小 川岸小 岡谷小 岡谷小 川岸小 小井川小 上の原小 神明小

10/13 小学男子  +1.3 井出 純一朗(6) 13.97 宮坂 学(6) 14.10 宮下 恒輝(6) 14.43 百瀬 亮太(6) 14.52 花岡 秀哉(5) 15.10 白木 貴也(5) 15.13 平沼 玄輝(5) 15.19
5･6年100m 川岸小 小井川小 神明小 岡谷小 上の原小 岡谷小 田中小

10/13 両角 睦紀(6) 3,30.87 浅川 雄太(6) 3,32.54 北澤 太一(6) 3,35.48 戸谷 裕太(6) 3,39.90 笠原 康行(5) 3,40.05 山田 圭亮(5) 3,45.04 宮澤 薫(5) 3,48.36 亀田 歩夢(6) 3,51.76
5･6年1000m 長地小 長地小 上の原小 田中小 岡谷小 上の原小 川岸小 川岸小

10/13 加納 和之(6) 1.05
5･6年走高跳 小井川小

10/13 神明小Ｂ     1,02.76 岡谷小Ａ     1,03.72 神明小Ａ     1,05.49 岡谷小Ｂ     1,05.72 川岸小Ａ     1,06.02
5･6年4×100mR 柳澤  祐貴(6) 宮坂 健太(6) 皆川 遼太(4) 名和 宗谷(5) 宮澤 薫(5)

手塚  耀(6) 上條 真弥(6) 中野 光輝(5) 笠原 康行(5) 大嶋 隼矢(5)
高橋 祐哉(5) 北村 竜也(6) 西山 凌世(5) 佐々 裕次朗(5) 岡澤 京平(5)
宮下 恒輝(6) 百瀬 亮太(6) 中村 綾弥斗(5) 白木 貴也(5) 武井 孝史朗(5)

10/13 中学男子  +1.3 倉品 裕介(2) 12.96 船城 聡史(1) 13.25 北原 耀(2) 13.45 花岡 英一(2) 13.58 浦野 博登(2) 13.73 小口 優希(1) 13.78 田中 仁(1) 13.92
100m 岡谷西部中 岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷南部中 岡谷東部中

10/13  +2.6 倉品 裕介(2) 26.90 船城 聡史(1) 27.02 花岡 英一(2) 27.53 辛山 圭太(2) 27.83 林 祥平(2) 28.30 山口 皓輝(2) 29.98 澁谷 拓見(1) 31.09
200m 岡谷西部中 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷南部中 岡谷東部中 岡谷東部中

10/13 林 祥平(2) 1,01.81 辛山 圭太(2) 1,02.10 山口 皓輝(2) 1,06.44 田中 仁(1) 1,06.45
400m 岡谷南部中 岡谷北部中 岡谷東部中 岡谷東部中

10/13 中村 駿吾(1) 5,07.43 伊藤 健留(2) 5,08.08 北村 駿弥(2) 5,09.70 伊藤 真苑(2) 5,29.72 小松 宗平(1) 5,30.69 中山 侑哉(1) 5,31.89 竹村 太一(1) 5,32.89 林 直希(2) 5,33.46
1500m 岡谷東部中 岡谷南部中 岡谷北部中 岡谷西部中 岡谷南部中 岡谷西部中 岡谷南部中 岡谷南部中

10/13 中村 駿吾(1) 10,43.14 米山 幸伸(2) 10,44.70 林 直希(2) 11,59.28
3000m 岡谷東部中 岡谷北部中 岡谷南部中

10/13 宮坂 駿吾(2) 1.50
走高跳 岡谷東部中

10/13 浦野 博登(2) 5.67(+4.0) 小山 竜司(1) 5.36(+1.3) 高橋 琉夏(2) 4.14(+0.2) 手塚 智哉(1) 3.09(+0.3)
走幅跳 岡谷東部中 岡谷東部中 岡谷西部中 岡谷西部中

10/13 澁谷 拓見(1) 6.04 間瀬 智祐(2) 4.40
砲丸投5.0 岡谷東部中 岡谷東部中

10/13 岡谷東部中Ａ       53.13 岡谷東部中Ｂ(3)      54.85 岡谷西部中       54.93
4×100mR 澁谷 拓見(1) 倉品 裕介(2)

小山 竜司(1) 中山 侑哉(1)
田中 仁(1) 伊藤 真苑(2)
山口 皓輝(2) 高橋 琉夏(2)

10/13 一般男子  +1.0 小口 亮 14.91 井口 昌一 15.38
100m 川岸小教 川岸小教



決勝記録一覧表
男  子 【競技場】202040  岡谷市営陸上競技場

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
10/13 高橋 智哉(1) 1.75

走高跳 諏訪実業



決勝 10月13日 11:25

大会新  (GR )       10.82

[ 1組] 風速 +2.5 [ 2組] 風速 -0.2

 1 柄澤  兼二郎(2)     11.07  1 松山 佳嵩(2)     10.83 
ｶﾗｻﾜ  ｹﾝｼﾞﾛｳ 神明小 ﾏﾂﾔﾏ ｹｲｼｭｳ 小井川小

 2 小口 太一(2)     11.75  2 宮坂 大翔(1)     12.01 
ｵｸﾞﾁ ﾀｲﾁ 田中小 ﾐﾔｻｶ  ﾀﾞｲﾄ 神明小

 3 関 温真(1)     11.85  3 今井 翔介(1)     12.22 
ｾｷ ﾊﾙﾏ 川岸小 ｲﾏｲ ｼｮｳｽｹ 上の原小

 4 小口 依吹(1)     12.51  4 原 和真(1)     12.32 
ｵｸﾞﾁ ｲﾌﾞｷ 田中小 ﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 田中小

 5 宮下 颯(1)     12.52  5 八幡 昂樹(1)     12.41 
ﾐﾔｼﾀ ｿｳ 上の原小 ﾔﾊﾀ ｺｳｷ 田中小

 6 石田 晄大(1)     13.03  6 脇坂 練矢(1)     13.34 
ｲｼﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 小井川小 ﾜｷｻﾞｶ ﾚﾝﾔ 川岸小

 7 中田 晴斗(1)     14.13 西堀 光(2)
ﾅｶﾀ  ﾊﾙﾄ 神明小 ﾆｼｵﾘ ﾋｶﾙ 岡谷小

[ 3組] 風速 +1.5 [ 4組] 風速 +1.5

 1 山岡 陸兎(1)     11.55  1 池田 太陽(2)     10.55 
ﾔﾏｵｶ ﾘｸﾄ 田中小 ｲｹﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 田中小

 2 鈴木 孝介(1)     11.76  2 中島 健登(1)     11.26 
ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 岡谷小 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾄ 川岸小

 3 小達 瑞生(1)     11.77  3 外舘 優翔(2)     11.52 
ｺﾀﾞﾁ  ﾐｽﾞｷ 神明小 ﾄﾀﾞﾃ ﾏﾅﾄ 川岸小

 4 松野 結太(1)     11.89  4 大場 遥友(2)     11.55 
ﾏﾂﾉ ﾕｳﾀ 上の原小 ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾄ 岡谷小

 5 浜 愛斗(1)     12.23  5 菊池 啓人(1)     11.76 
ﾊﾏ ｱｲﾄ 田中小 ｷｸﾁ ｹｲﾄ 田中小

 6 皆川  心輝(2)     12.88  6 藤森 星士琉(1)     12.29 
ﾐﾅｶﾞﾜ  ｼｷ 神明小 ﾌｼﾞﾓﾘ ｾｼﾙ 田中小

 7 茅野 緑杜(1)     13.60  7 奥野 潤平(1)     12.85 
ﾁﾉ ﾘｮｸﾄ 川岸小 ｵｸﾉ  ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 神明小

[ 5組] 風速 +1.4 [ 6組] 風速 +1.4

 1 味澤 拓未(2)     11.12  1 小口 航生(2)     10.88 
ｱｼﾞｻﾜ ﾀｸﾐ 岡谷小 ｵｸﾞﾁ ｺｳｷ 田中小

 2 辛 広輝(2)     11.91  2 西山 陸(2)     11.09 
ｼﾝ ﾋﾛｷ 田中小 ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ 上の原小

 3 平出 天斗(2)     12.01  3 中島 大貴(2)     12.39 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾃﾝﾄ 上の原小 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲｷ 川岸小

 4 佐藤 大地(2)     12.02  4 池田 大地(1)     12.41 
ｻﾄｳ  ﾀﾞｲﾁ 神明小 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 田中小

 5 小口 倭(1)     12.51  5 早出 拓(1)     12.45 
ｵｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ 田中小 ｿｳﾃﾞ  ﾀｸ 神明小

 6 矢野 秀悟(1)     12.86  6 諏訪 太星(1)     12.99 
ﾔﾉ ｼｭｳｺﾞ 川岸小 ｽﾜ ﾀｲｾｲ 田中小

 7 廣瀬 功太(1)     13.34 
ﾋﾛｾ    ｺｳﾀ 神明小
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小学男子記録会

1･2年60m            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ



   1 池田 太陽(2) 田中小     10.55 (+1.5) 大会新   4   1
   2 松山 佳嵩(2) 小井川小     10.83 (-0.2)   2   1
   3 小口 航生(2) 田中小     10.88 (+1.4)   6   1
   4 柄澤  兼二郎(2) 神明小     11.07 (+2.5)   1   1
   5 西山 陸(2) 上の原小     11.09 (+1.4)   6   2
   6 味澤 拓未(2) 岡谷小     11.12 (+1.4)   5   1
   7 中島 健登(1) 川岸小     11.26 (+1.5)   4   2
   8 外舘 優翔(2) 川岸小     11.52 (+1.5)   4   3
   9 山岡 陸兎(1) 田中小     11.55 (+1.5)   3   1
   9 大場 遥友(2) 岡谷小     11.55 (+1.5)   4   4
  11 小口 太一(2) 田中小     11.75 (+2.5)   1   2
  12 鈴木 孝介(1) 岡谷小     11.76 (+1.5)   3   2
  12 菊池 啓人(1) 田中小     11.76 (+1.5)   4   5
  14 小達 瑞生(1) 神明小     11.77 (+1.5)   3   3
  15 関 温真(1) 川岸小     11.85 (+2.5)   1   3
  16 松野 結太(1) 上の原小     11.89 (+1.5)   3   4
  17 辛 広輝(2) 田中小     11.91 (+1.4)   5   2
  18 宮坂 大翔(1) 神明小     12.01 (-0.2)   2   2
  18 平出 天斗(2) 上の原小     12.01 (+1.4)   5   3
  20 佐藤 大地(2) 神明小     12.02 (+1.4)   5   4
  21 今井 翔介(1) 上の原小     12.22 (-0.2)   2   3
  22 浜 愛斗(1) 田中小     12.23 (+1.5)   3   5
  23 藤森 星士琉(1) 田中小     12.29 (+1.5)   4   6
  24 原 和真(1) 田中小     12.32 (-0.2)   2   4
  25 中島 大貴(2) 川岸小     12.39 (+1.4)   6   3
  26 池田 大地(1) 田中小     12.41 (+1.4)   6   4
  26 八幡 昂樹(1) 田中小     12.41 (-0.2)   2   5
  28 早出 拓(1) 神明小     12.45 (+1.4)   6   5
  29 小口 依吹(1) 田中小     12.51 (+2.5)   1   4
  29 小口 倭(1) 田中小     12.51 (+1.4)   5   5
  31 宮下 颯(1) 上の原小     12.52 (+2.5)   1   5
  32 奥野 潤平(1) 神明小     12.85 (+1.5)   4   7
  33 矢野 秀悟(1) 川岸小     12.86 (+1.4)   5   6
  34 皆川  心輝(2) 神明小     12.88 (+1.5)   3   6
  35 諏訪 太星(1) 田中小     12.99 (+1.4)   6   6
  36 石田 晄大(1) 小井川小     13.03 (+2.5)   1   6
  37 脇坂 練矢(1) 川岸小     13.34 (-0.2)   2   6
  37 廣瀬 功太(1) 神明小     13.34 (+1.4)   5   7
  39 茅野 緑杜(1) 川岸小     13.60 (+1.5)   3   7
  40 中田 晴斗(1) 神明小     14.13 (+2.5)   1   7
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小学男子記録会

1･2年60m            
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位



決勝 10月13日  9:40

大会新              15.00

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 -1.0

 1 宮澤 喬佑(4)     16.05  1 小口 皓正(4)     16.75 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 長地小 ｵｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 長地小

 2 今井 悠成(4)     16.39  2 松下 海斗(4)     16.90 
ｲﾏｲ ﾕｳｾｲ 岡谷小 ﾏﾂｼﾀ ｶｲﾄ 上の原小

 3 笠原 淳平(3)     17.33  3 森 大樹(4)     17.08 
ｶｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小井川小 ﾓﾘ ﾀｲｷ 小井川小

 4 田中 皐晴(3)     17.87  4 皆川 遼太(4)     17.38 
ﾀﾅｶ  ｺｳｾｲ 神明小 ﾐﾅｶﾞﾜ  ﾘｮｳﾀ 神明小

 5 武田 元樹(4)     18.98  5 唐澤 徹(3)     18.55 
ﾀｹﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 岡谷小 ｶﾗｻﾜ ﾄｵﾙ 川岸小

 6 小林 勇輝(3)     19.13  6 沓掛 蒼大(4)     19.01 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 川岸小 ｸﾂｶｹ ｿｳﾀﾞｲ 岡谷小
廣瀬 俊哉(4)  7 河西 亮哉(3)     19.47 
ﾋﾛｾ  ﾄｼﾔ 神明小 ｶｻｲ  ﾘｮｳﾔ 神明小

[ 3組] 風速 -0.6 [ 4組] 風速 -0.3

 1 柳澤 蓮(4)     16.24  1 山田 和弥(4)     16.54 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾚﾝ 岡谷小 ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 川岸小

 2 瀧澤 駿介(4)     17.00  2 石川 駿太(4)     17.24 
ﾀｷｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 小井川小 ｲｼｶﾜ ｼｭﾝﾀ 長地小

 3 永田 陸(4)     17.10  3 笠原 碩人(4)     17.95 
ﾅｶﾞﾀ ﾘｸ 上の原小 ｶｻﾊﾗ ﾋﾛﾄ 岡谷小

 4 小口 和真(3)     17.75  4 小達 陸(4)     18.23 
ｵｸﾞﾁ  ｶｽﾞﾏ 神明小 ｺﾀﾞﾁ  ﾘｸ 神明小

 5 矢野 宏典(3)     18.57  5 上久保 天翔(4)     18.28 
ﾔﾉ ﾋﾛﾉﾘ 川岸小 ｶﾐｸﾎﾞ  ﾀｶﾄ 神明小

 6 濵 千博(3)     19.00  6 早川 開土(3)     18.36 
ﾊﾏ ﾁﾋﾛ 岡谷小 ﾊﾔｶﾜ ｶｲﾄ 岡谷小
高橋 佳(3)  7 宮坂 侑弥(3)     18.40 
ﾀｶﾊｼ ｹｲ 長地小 ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾔ 小井川小

[ 5組] 風速 -1.0 [ 6組] 風速 -0.3

 1 杉田 伊吹(4)     16.34  1 河野 統徳(3)     16.21 
ｽｷﾞﾀ ｲﾌﾞｷ 小井川小 ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園小

 2 花岡 歩樹(4)     16.54  2 早川 彪馬(4)     16.32 
ﾊﾅｵｶ ｱﾕｷ 長地小 ﾊﾔｶﾜ ﾋｭｳﾏ 神明小

 3 佐藤 直也(3)     17.87  3 平本 夏輝(4)     16.51 
ｻﾄｳ ﾅｵﾔ 田中小 ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂｷ 長地小

 4 木下 貴晴(3)     18.11  4 今井 康介(3)     17.70 
ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾊﾙ 岡谷小 ｲﾏｲ  ｺｳｽｹ 神明小

 5 西山 晃生(3)     18.55  5 西山 翔(3)     18.05 
ﾆｼﾔﾏ  ｺｳｾｲ 神明小 ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳ 上の原小

 6 酒井 威綱(4)     18.72  6 藤森 大斗(3)     18.38 
ｻｶｲ ｲﾂﾞﾅ 小井川小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾞｲﾄ 岡谷小

 7 山田 琉弥(4)     19.15  7 平原 拓実(4)     19.15 
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾔ 長地小 ﾋﾗﾊﾗ ﾀｸﾐ 小井川小

2   145

7    22

3   243

5   189

4   310

6   140

1   229

No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   321

順

5   161

7    13

3   232

2   359

1   155

6   331

7   166

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ

6    31

1   235

3   233

4    48

2   285

5   315

No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   325

  266

4   215

欠場

順

1     3

3   238

6

7    12

5   148

7   256

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ

6    44

3   254

2   269

4   156

5   319

1   194

No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   216

   18

4   173

欠場

順

5   280

7   224

6

1   328

2    40

小学男子記録会

3･4年100m           

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ



   1 宮澤 喬佑(4) 長地小     16.05 (+0.3)   1   1
   2 河野 統徳(3) 才教学園小     16.21 (-0.3)   6   1
   3 柳澤 蓮(4) 岡谷小     16.24 (-0.6)   3   1
   4 早川 彪馬(4) 神明小     16.32 (-0.3)   6   2
   5 杉田 伊吹(4) 小井川小     16.34 (-1.0)   5   1
   6 今井 悠成(4) 岡谷小     16.39 (+0.3)   1   2
   7 平本 夏輝(4) 長地小     16.51 (-0.3)   6   3
   8 山田 和弥(4) 川岸小     16.54 (-0.3)   4   1
   8 花岡 歩樹(4) 長地小     16.54 (-1.0)   5   2
  10 小口 皓正(4) 長地小     16.75 (-1.0)   2   1
  11 松下 海斗(4) 上の原小     16.90 (-1.0)   2   2
  12 瀧澤 駿介(4) 小井川小     17.00 (-0.6)   3   2
  13 森 大樹(4) 小井川小     17.08 (-1.0)   2   3
  14 永田 陸(4) 上の原小     17.10 (-0.6)   3   3
  15 石川 駿太(4) 長地小     17.24 (-0.3)   4   2
  16 笠原 淳平(3) 小井川小     17.33 (+0.3)   1   3
  17 皆川 遼太(4) 神明小     17.38 (-1.0)   2   4
  18 今井 康介(3) 神明小     17.70 (-0.3)   6   4
  19 小口 和真(3) 神明小     17.75 (-0.6)   3   4
  20 佐藤 直也(3) 田中小     17.87 (-1.0)   5   3
  20 田中 皐晴(3) 神明小     17.87 (+0.3)   1   4
  22 笠原 碩人(4) 岡谷小     17.95 (-0.3)   4   3
  23 西山 翔(3) 上の原小     18.05 (-0.3)   6   5
  24 木下 貴晴(3) 岡谷小     18.11 (-1.0)   5   4
  25 小達 陸(4) 神明小     18.23 (-0.3)   4   4
  26 上久保 天翔(4) 神明小     18.28 (-0.3)   4   5
  27 早川 開土(3) 岡谷小     18.36 (-0.3)   4   6
  28 藤森 大斗(3) 岡谷小     18.38 (-0.3)   6   6
  29 宮坂 侑弥(3) 小井川小     18.40 (-0.3)   4   7
  30 唐澤 徹(3) 川岸小     18.55 (-1.0)   2   5
  30 西山 晃生(3) 神明小     18.55 (-1.0)   5   5
  32 矢野 宏典(3) 川岸小     18.57 (-0.6)   3   5
  33 酒井 威綱(4) 小井川小     18.72 (-1.0)   5   6
  34 武田 元樹(4) 岡谷小     18.98 (+0.3)   1   5
  35 濵 千博(3) 岡谷小     19.00 (-0.6)   3   6
  36 沓掛 蒼大(4) 岡谷小     19.01 (-1.0)   2   6
  37 小林 勇輝(3) 川岸小     19.13 (+0.3)   1   6
  38 山田 琉弥(4) 長地小     19.15 (-1.0)   5   7
  38 平原 拓実(4) 小井川小     19.15 (-0.3)   6   7
  40 河西 亮哉(3) 神明小     19.47 (-1.0)   2   7
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3･4年100m           
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

小学男子記録会

組 順位



予選 10月13日 10:00
決勝 10月13日 12:10

大会新              13.10

[ 1組] 風速 -1.3 [ 2組] 風速 -0.1

 1 井出 純一朗(6)     14.23 q  1 白木 貴也(5)     15.44 q
ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 川岸小 ｼﾗｷ ﾀｶﾔ 岡谷小

 2 宮坂 学(6)     14.49 q  2 平沼 玄輝(5)     15.60 q
ﾐﾔｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 小井川小 ﾋﾗﾇﾏ ｹﾞﾝｷ 田中小

 3 百瀬 亮太(6)     14.55 q  3 小口 哲生(5)     16.75 
ﾓﾓｾ ﾘｮｳﾀ 岡谷小 ｵｸﾞﾁ ﾃｯｾｲ 小井川小

 4 花岡 秀哉(5)     15.49 q  4 森本 流星(5)     17.62 
ﾊﾅｵｶ ｼｭｳﾔ 上の原小 ﾓﾘﾓﾄ ﾙﾎ 上の原小

 5 高橋 祐哉(5)     15.82 柄澤 昇太郎(5)
ﾀｶﾊｼ  ﾕｳﾔ 神明小 ｶﾗｻﾜ  ｼｮｳﾀﾛｳ 神明小

 6 中野 光輝(5)     16.56 手塚  耀(6)
ﾅｶﾉ  ｺｳｷ 神明小 ﾃﾂﾞｶ ﾋｶﾙ 神明小

[ 3組] 風速 -0.1

 1 宮下 恒輝(6)     14.97 q
ﾐﾔｼﾀ  ｺｳｷ 神明小

 2 武井 孝史朗(5)     15.79 
ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ 川岸小

 3 柳澤  祐貴(6)     16.41 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾕｳｷ 神明小

 4 中村 綾弥斗(5)     16.62 
ﾅｶﾑﾗ  ｱﾔﾄ 神明小

 5 石川 聖也(5)     16.67 
ｲｼｶﾜ ﾏｻﾔ 上の原小

 6 巻渕 勇人(5)     17.85 
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾊﾔﾄ 田中小

風速 +1.3

 1 井出 純一朗(6)     13.97 
ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 川岸小

 2 宮坂 学(6)     14.10 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 小井川小

 3 宮下 恒輝(6)     14.43 
ﾐﾔｼﾀ  ｺｳｷ 神明小

 4 百瀬 亮太(6)     14.52 
ﾓﾓｾ ﾘｮｳﾀ 岡谷小

 5 花岡 秀哉(5)     15.10 
ﾊﾅｵｶ ｼｭｳﾔ 上の原小

 6 白木 貴也(5)     15.13 
ｼﾗｷ ﾀｶﾔ 岡谷小

 7 平沼 玄輝(5)     15.19 
ﾋﾗﾇﾏ ｹﾞﾝｷ 田中小
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小学男子

5･6年100m           

予選 通過基準  3組  0着 + 7 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

No.



予選 10月13日 10:30
決勝 10月13日 12:20

大会新              11.50

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +0.9

 1 倉品 裕介(2)     13.06 q  1 浦野 博登(2)     13.48 q
ｸﾗｼﾅ ﾕｳｽｹ 岡谷西部中 ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ 岡谷東部中

 2 北原 耀(2)     13.43 q  2 田中 仁(1)     13.79 q
ｷﾀﾊﾗ ﾋｶﾙ 岡谷北部中 ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 岡谷東部中

 3 花岡 英一(2)     13.63 q  3 小口 優希(1)     14.07 q
ﾊﾅｵｶ ｴｲｲﾁ 岡谷東部中 ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ 岡谷南部中

 4 林 尚央(2)     15.86  4 濵 健留(2)     14.40 
ﾊﾔｼ ﾅｵ 岡谷北部中 ﾊﾏ ﾀｹﾙ 岡谷北部中
藤森 翔弥(2) 小池 岳(2)
ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｮｳﾔ 岡谷東部中 ｺｲｹ ｶﾞｸ 岡谷西部中

[ 3組] 風速 +0.8

 1 船城 聡史(1)     13.28 q
ﾌﾅｷ ｻﾄｼ 岡谷東部中

 2 前澤 凌(2)     14.10 
ﾏｴｻﾞﾜ ﾘｮｳ 岡谷北部中
鳴海 裕斗(1)
ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東部中
今井 裕也(2)
ｲﾏｲ ﾕｳﾔ 岡谷北部中
伊藤 力也(2)
ｲﾄｳ ﾘｷﾔ 岡谷西部中

風速 +1.3

 1 倉品 裕介(2)     12.96 
ｸﾗｼﾅ ﾕｳｽｹ 岡谷西部中

 2 船城 聡史(1)     13.25 
ﾌﾅｷ ｻﾄｼ 岡谷東部中

 3 北原 耀(2)     13.45 
ｷﾀﾊﾗ ﾋｶﾙ 岡谷北部中

 4 花岡 英一(2)     13.58 
ﾊﾅｵｶ ｴｲｲﾁ 岡谷東部中

 5 浦野 博登(2)     13.73 
ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ 岡谷東部中

 6 小口 優希(1)     13.78 
ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ 岡谷南部中

 7 田中 仁(1)     13.92 
ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 岡谷東部中
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2    60



決勝 10月13日 12:25

大会新              11.20

風速 +1.0

 1 小口 亮     14.91 
ｵｸﾞﾁ ﾘｮｳ 川岸小教

 2 井口 昌一     15.38 
ｲｸﾞﾁ ｼｮｳｲﾁ 川岸小教
草間 隆志
ｸｻﾏ ﾀｶｼ 川岸小教

2   303
欠場

4   304

3   305

一般男子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月13日 13:25

大会新              24.60

風速 +2.6

 1 倉品 裕介(2)     26.90 
ｸﾗｼﾅ ﾕｳｽｹ 岡谷西部中

 2 船城 聡史(1)     27.02 
ﾌﾅｷ ｻﾄｼ 岡谷東部中

 3 花岡 英一(2)     27.53 
ﾊﾅｵｶ ｴｲｲﾁ 岡谷東部中

 4 辛山 圭太(2)     27.83 
ｼﾝﾔﾏ ｹｲﾀ 岡谷北部中

 5 林 祥平(2)     28.30 
ﾊﾔｼ ｼｮｳﾍｲ 岡谷南部中

 6 山口 皓輝(2)     29.98 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 岡谷東部中

 7 澁谷 拓見(1)     31.09 
ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 岡谷東部中

決勝 10月13日 10:20

風速

 1 林 祥平(2)   1,01.81 
ﾊﾔｼ ｼｮｳﾍｲ 岡谷南部中

 2 辛山 圭太(2)   1,02.10 
ｼﾝﾔﾏ ｹｲﾀ 岡谷北部中

 3 山口 皓輝(2)   1,06.44 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 岡谷東部中

 4 田中 仁(1)   1,06.45 
ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 岡谷東部中

所属名 記録／備考
4   114

2   129

中学男子

400m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5    81

3    98

3    75

7    98

4   129

2   114

1   109

5    86

中学男子

200m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    60



決勝 10月13日 11:55

大会新  (GR )     2,22.47

風速

 1 横内 優雨(2)   2,22.46 
ﾖｺｳﾁ ﾙｲ 上の原小

 2 亀田 翼(2)   2,22.56 
ｶﾒﾀ ﾂﾊﾞｻ 川岸小

 3 轟 潤人(2)   2,25.63 
ﾄﾄﾞﾛｷ ｼﾞｭﾝﾄ 岡谷小

 4 伊藤 晴希(2)   2,25.69 
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 岡谷小

 5 亀田 翔(2)   2,28.96 
ｶﾒﾀ ｼｮｳ 川岸小

 6 曾根 凌駕(2)   2,29.46 
ｿﾈ ﾘｮｳｶﾞ 小井川小

 7 今井 大睦(2)   2,30.63 
ｲﾏｲ ﾋﾛﾑ 上の原小

 8 金田 剛希(2)   2,36.77 
ｶﾈﾀﾞ  ｺｳｷ 神明小

 9 村瀬 貴哉(1)   2,37.17 
ﾑﾗｾ ﾀｶﾔ 岡谷小

10 笠原 佑斗(1)   2,44.42 
ｶｻﾊﾗ ﾕｳﾄ 岡谷小

11 大池 慎太郎(1)   2,44.44 
ｵｵｲｹ ｼﾝﾀﾛｳ 岡谷小

12 武井 慶次郎(1)   2,51.78 
ﾀｹｲ ｹｲｼﾞﾛｳ 田中小

13 山田 翔大(2)   2,56.28 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 岡谷小

13    37

8   338

9    47

11    25

3    28

6   206

10   246

1   151

5    54

2   291

7    42

大会新
4   292

小学男子記録会

1･2年600m           

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
12   214



決勝 10月13日 13:15

大会新            2,54.84

 1 鈴木 駿介(4)   3,00.10 
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 岡谷小

 2 山岸 洸太(4)   3,02.64 
ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳﾀ 岡谷小

 3 大嶋 利拓(3)   3,03.33 
ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 川岸小

 4 竹村 宏太(3)   3,04.80 
ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ 田中小

 5 轟 亮吾(4)   3,12.38 
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾘｮｳｺﾞ 岡谷小

 6 伊澤 駿希(4)   3,13.28 
ｲｻﾜ  ｼｭﾝｷ 神明小

 7 濵 聖人(4)   3,13.71 
ﾊﾏ ﾏｻﾄ 岡谷小

 8 平塚 庸太郎(4)   3,13.84 
ﾋﾗﾂｶ  ﾖｳﾀﾛｳ 神明小

 9 山田 泰樹(3)   3,30.53 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 上の原小

10 舩坂 柊斗(3)   3,42.17 
ﾌﾅｻｶ ｼｭｳﾄ 上の原小

決勝 10月13日 12:40

大会新            3,20.12

 1 両角 睦紀(6)   3,30.87 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾑﾂｷ 長地小

 2 浅川 雄太(6)   3,32.54 
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾀ 長地小

 3 北澤 太一(6)   3,35.48 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｲﾁ 上の原小

 4 戸谷 裕太(6)   3,39.90 
ﾄﾔ ﾕｳﾀ 田中小

 5 笠原 康行(5)   3,40.05 
ｶｻﾊﾗ ﾔｽﾕｷ 岡谷小

 6 山田 圭亮(5)   3,45.04 
ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 上の原小

 7 宮澤 薫(5)   3,48.36 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｵﾙ 川岸小

 8 亀田 歩夢(6)   3,51.76 
ｶﾒﾀ ｱﾕﾑ 川岸小

 9 今井 空(6)   3,54.93 
ｲﾏｲ ｿﾗ 小井川小

10 伊藤 裕一(6)   3,57.73 
ｲﾄｳ ﾕｳｲﾁ 岡谷小

11 大嶋 隼矢(5)   4,04.81 
ｵｵｼﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 川岸小

12 佐々 裕次朗(5)   4,05.22 
ｻｻ ﾕｳｼﾞﾛｳ 岡谷小

13 名和 宗谷(5)   4,05.81 
ﾅﾜ ｿｳﾔ 岡谷小

14 西山 凌世(5)   4,07.44 
ﾆｼﾔﾏ  ﾘｮｳｾｲ 神明小

15 宮坂 悠河(5)   4,08.98 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳｶﾞ 小井川小

小学男子

5･6年1000m          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

12   182

11   307

3   314

2   201

15   363

8    49

13   163

7   289

9   293

6    39

4    53

1   277

5   167

10    14

14   231

10   178

4   200

7     4

6   222

2   260

8   343

9    41

1   276

3    38

小学男子記録会

3･4年800m           

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5     7



決勝 10月13日 12:50

大会新            4,45.51

 1 中村 駿吾(1)   5,07.43 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部中

 2 伊藤 健留(2)   5,08.08 
ｲﾄｳ ﾀｹﾙ 岡谷南部中

 3 北村 駿弥(2)   5,09.70 
ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 岡谷北部中

 4 伊藤 真苑(2)   5,29.72 
ｲﾄｳ ｼｵﾝ 岡谷西部中

 5 小松 宗平(1)   5,30.69 
ｺﾏﾂ ｼｭｳﾍｲ 岡谷南部中

 6 中山 侑哉(1)   5,31.89 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾔ 岡谷西部中

 7 竹村 太一(1)   5,32.89 
ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ 岡谷南部中

 8 林 直希(2)   5,33.46 
ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 岡谷南部中

 9 佐々 光一朗(2)   5,46.20 
ｻｻ ｺｳｲﾁﾛｳ 岡谷南部中

10 曽原 隼太郎(1)   6,01.95 
ｿﾊﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岡谷南部中
鮎澤 雅尚(2)
ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻﾅｵ 岡谷西部中
山中 智貴(2)
ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｷ 岡谷東部中

決勝 10月13日 10:25

大会新            9,57.65

 1 中村 駿吾(1)  10,43.14 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部中

 2 米山 幸伸(2)  10,44.70 
ﾖﾈﾔﾏ ﾕｷﾉﾌﾞ 岡谷北部中

 3 林 直希(2)  11,59.28 
ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 岡谷南部中

中学男子

3000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   113

2    84

1   125

欠場
10    96

欠場

5   116

4    73

7   119

3   115

11   113

6    59

8    72

9   117

2   123

12    84

1   120

中学男子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月13日 13:50

大会新  (JR )     1,05.05

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   1 長地小   331 花岡 歩樹(4)   1,02.96 

ﾊﾅｵｶ ｱﾕｷ 大会新
  310 平本 夏輝(4)

ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂｷ
  319 小口 皓正(4)

ｵｸﾞﾁ ｺｳｾｲ
  328 宮澤 喬佑(4)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ
 2   2 小井川小   148 瀧澤 駿介(4)   1,06.15 

ﾀｷｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ
  156 森 大樹(4)

ﾓﾘ ﾀｲｷ
  161 酒井 威綱(4)

ｻｶｲ ｲﾂﾞﾅ
  155 杉田 伊吹(4)

ｽｷﾞﾀ ｲﾌﾞｷ
 3   3 岡谷小Ａ    41 轟 亮吾(4)   1,06.49 

ﾄﾄﾞﾛｷ ﾘｮｳｺﾞ
    7 鈴木 駿介(4)

ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ
   38 山岸 洸太(4)

ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳﾀ
   40 今井 悠成(4)

ｲﾏｲ ﾕｳｾｲ
 4   6 神明小Ｂ   260 伊澤 駿希(4)   1,08.46 

ｲｻﾜ  ｼｭﾝｷ
  233 上久保 天翔(4)

ｶﾐｸﾎﾞ  ﾀｶﾄ
  235 小達 陸(4)

ｺﾀﾞﾁ  ﾘｸ
  229 早川 彪馬(4)

ﾊﾔｶﾜ ﾋｭｳﾏ
 5   4 神明小Ａ   224 田中 皐晴(3)   1,10.54 

ﾀﾅｶ  ｺｳｾｲ
  238 小口 和真(3)

ｵｸﾞﾁ  ｶｽﾞﾏ
  243 今井 康介(3)

ｲﾏｲ  ｺｳｽｹ
  232 西山 晃生(3)

ﾆｼﾔﾏ  ｺｳｾｲ
 6   5 岡谷小Ｃ     3 濵 千博(3)   1,11.30 

ﾊﾏ ﾁﾋﾛ
   13 木下 貴晴(3)

ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾊﾙ
   22 藤森 大斗(3)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾞｲﾄ
   24 町出 伊織(3)

ﾏﾁﾃﾞ ｲｵﾘ
 7   7 岡谷小Ｂ    18 武田 元樹(4)   1,13.80 

ﾀｹﾀﾞ ｹﾞﾝｷ
   44 沓掛 蒼大(4)

ｸﾂｶｹ ｿｳﾀﾞｲ
   48 笠原 碩人(4)

ｶｻﾊﾗ ﾋﾛﾄ
    4 濵 聖人(4)

ﾊﾏ ﾏｻﾄ

小学男子記録会

3･4年4×100mR       

決勝



決勝 10月13日 13:55

大会新              56.21

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   1 神明小Ｂ   219 柳澤  祐貴(6)   1,02.76 

ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾕｳｷ
  240 手塚  耀(6)

ﾃﾂﾞｶ ﾋｶﾙ
  245 高橋 祐哉(5)

ﾀｶﾊｼ  ﾕｳﾔ
  250 宮下 恒輝(6)

ﾐﾔｼﾀ  ｺｳｷ
 2   4 岡谷小Ａ    45 宮坂 健太(6)   1,03.72 

ﾐﾔｻｶ ｹﾝﾀ
   34 上條 真弥(6)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｼﾝﾔ
   17 北村 竜也(6)

ｷﾀﾑﾗ ﾀﾂﾔ
   19 百瀬 亮太(6)

ﾓﾓｾ ﾘｮｳﾀ
 3   5 神明小Ａ   254 皆川 遼太(4)   1,05.49 

ﾐﾅｶﾞﾜ  ﾘｮｳﾀ
  225 中野 光輝(5)

ﾅｶﾉ  ｺｳｷ
  231 西山 凌世(5)

ﾆｼﾔﾏ  ﾘｮｳｾｲ
  228 中村 綾弥斗(5)

ﾅｶﾑﾗ  ｱﾔﾄ
 4   2 岡谷小Ｂ    14 名和 宗谷(5)   1,05.72 

ﾅﾜ ｿｳﾔ
   49 笠原 康行(5)

ｶｻﾊﾗ ﾔｽﾕｷ
   39 佐々 裕次朗(5)

ｻｻ ﾕｳｼﾞﾛｳ
   21 白木 貴也(5)

ｼﾗｷ ﾀｶﾔ
 5   6 川岸小Ａ   289 宮澤 薫(5)   1,06.02 

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｵﾙ
  277 大嶋 隼矢(5)

ｵｵｼﾏ ｼﾞｭﾝﾔ
  299 岡澤 京平(5)

ｵｶｻﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ
  268 武井 孝史朗(5)

ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ
  3 小井川小   175 加納 和之(6)

ｶﾉｳ ｶｽﾞﾕｷ 失格
  163 今井 空(6)

ｲﾏｲ ｿﾗ
  167 宮坂 悠河(5)

ﾐﾔｻｶ ﾕｳｶﾞ
  169 宮坂 学(6)

ﾐﾔｻｶ ﾏﾅﾌﾞ

小学男子

5･6年4×100mR       

決勝



決勝 10月13日 14:05

大会新              50.46

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 岡谷東部中Ａ     53.13 

ﾊﾏ

 2   2 岡谷東部中Ｂ(3)    75 澁谷 拓見(1)     54.85 
ﾊﾏ ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ

   90 小山 竜司(1)
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ

   81 田中 仁(1)
ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ

   98 山口 皓輝(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ

 3   3 岡谷西部中    60 倉品 裕介(2)     54.93 
ﾊﾏ ｸﾗｼﾅ ﾕｳｽｹ

   59 中山 侑哉(1)
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾔ

   72 伊藤 真苑(2)
ｲﾄｳ ｼｵﾝ

   67 高橋 琉夏(2)
ﾀｶﾊｼ ﾙｶ

中学男子

4×100mR            

決勝



決勝 10月13日  9:30

大会新               1.15

加納 和之(6)
ｶﾉｳ ｶｽﾞﾕｷ 小井川小

決勝 10月13日 11:30

大会新               1.80

宮坂 駿吾(2)
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部中
小山 竜司(1) 欠場
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 岡谷東部中
荻原 勇吹(2) 欠場
ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部中

決勝 10月13日 11:30

大会新               1.85

高橋 智哉(1)
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 諏訪実業

中学男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m40 1m45 1m50 1m55
1 2   106

O XO O XXX

1    90

 1.50

3   110

 1.75O XXX
1 1   261

O - O O O

記録 備考1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80

一般男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 1.05
1 1   175

O XO XXX

記録 備考1m00 1m05 1m10

小学男子

5･6年走高跳         

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 10月13日  9:30

大会新               3.69

中島 悠斗(4)   3.04   2.83    X    3.04 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 川岸小   -0.1   -0.1    -0.1
小磯 秀人(4)   2.72   2.29   2.14    2.72 
ｺｲｿ ｼｭｳﾄ 川岸小    0.0    0.0    0.0     0.0
吉田 悠雅(3)   2.60   2.53   2.69    2.69 
ﾖｼﾀﾞ  ﾕｳｶﾞ 神明小    0.0   +0.1   -0.8    -0.8

決勝 10月13日  9:30

大会新               4.60

丸山 裕太(5)   3.53   3.51   3.61    3.61 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 小井川小   -0.1   -0.1   -0.1    -0.1
橋原 優剛(6)   3.16   3.07   2.90    3.16 
ﾊｼﾊﾗ ﾕｳｺﾞ 長地小   -0.1   -0.1   -0.1    -0.1
岡澤 京平(5)   3.02   3.05   2.97    3.05 
ｵｶｻﾞﾜ ｷｮｳﾍｲ 川岸小    0.0   -0.1   -0.2    -0.1
五味 暉享(5)   3.05   2.95    X    3.05 
ｺﾞﾐ ｷｷｮｳ 岡谷小    0.0    0.0     0.0

決勝 10月13日 11:00

大会新  (GR )        5.49

浦野 博登(2)   5.01   5.25   4.67   5.67   5.63   3.63    5.67 
ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ 岡谷東部中   +0.8   +0.7   +0.5   +4.0   +2.0   +1.6    +4.0
小山 竜司(1)    X   5.36   4.17   2.70    X    X    5.36 
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 岡谷東部中   +1.3   +1.2   +0.5    +1.3
高橋 琉夏(2)    X    X   4.09   3.99   4.14   4.03    4.14 
ﾀｶﾊｼ ﾙｶ 岡谷西部中   +0.8   +1.0   +0.2   +1.5    +0.2
手塚 智哉(1)   3.09    X   3.01   2.62   2.69    X    3.09 
ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓﾔ 岡谷西部中   +0.3   +0.5   +1.5   -0.1    +0.3
荻原 勇吹(2) 欠場
ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部中

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 5   111

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

2 3    90

3 4    67

4 2    65

1   110

小学男子

5･6年走幅跳         

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 3   171

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

4 2    43

2 4   327

3 1   299

2 3   284

3 2   251

記録 備考
1 1   272

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

小学男子記録会

3･4年走幅跳         

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 10月13日 13:00

大会新               9.82

澁谷 拓見(1)
ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 岡谷東部中
間瀬 智祐(2)
ﾏｾ ﾁﾋﾛ 岡谷東部中
山中 智貴(2) 欠場
ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｷ 岡谷東部中

決勝 10月13日 13:00

瀬戸 竜紀(1)
ｾﾄ ﾘｭｳｷ 茅野高

決勝 10月13日 13:00

大会新              12.71

小林 伸広
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ 茅野市陸協

一般男子

砲丸投7,260kg       

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  X

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

10.17

記録 備考
1   139

10.42 10.57   X   X

高校男子

砲丸投6.000kg

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

 9.07

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

 8.89

記録 備考
1   138

 9.33   X   X   X

 4.27   4.40 

3    96

 5.74   6.04 

2 2   108
 4.36  4.05   X  4.40  4.12

記録 備考
1 1    75

 6.04   -   -   -   -

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

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-


