
第10回安曇野小中学生陸上競技大会 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
後援：安曇野市教育委員会・安曇野市学校校長会・安曇野市体育協会 投擲審判長 宮島　義征
【開催日】 平成25年5月19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
 5/19 小学４年男子  +1.6 藤原 想也(4) 15.53 細川 篤士(4) 15.88 市原 直起(4) 16.29 洞 幸聖(4) 16.30 山縣 一心(4) 16.32 三村 雄斗(4) 16.40 望月 輝哉(4) 16.53 浅輪 佳大(4) 16.58

100m 穂高北小 穂高北小 豊科南小A 明南小 穂高北小 堀金小 穂高南小 穂高西小
 5/19 萩原 滉太郎(4) 3:37.29 奥田 琉暉(4) 3:38.99 野本 享佑(4) 3:43.06 赤堀 壱成(4) 3:46.79 古川 楓馬(4) 3:47.28 白澤 貫太郎(4) 3:48.04 北原 奈緒人(4) 3:49.66 古畑 龍利(4) 3:53.78

1000m 穂高西小 GR 堀金小 GR 三郷小 堀金小 豊科東小 豊科南小A 三郷小 堀金小
 5/19 有沢 将也(4) 3.42(+0.3) 大倉 克哉(4) 3.18(-0.1) 宮澤 友貴(4) 3.01(+0.5) 吉澤 諒(4) 2.92(+1.3) 横山陸(4) 2.89(+2.2) 和泉田 済人(4)2.86(+0.7) 黒木 玲真(4) 2.80(+0.6) 古畑 圭悟(4) 2.54(-0.7)

走幅跳 三郷小 三郷小 三郷小 明北 堀金小 穂高北小 豊科北AC 堀金小
 5/19 小学５年男子  -0.5 髙山 大吉(5) 15.68 片桐 耕太(5) 15.77 児玉 太地(5) 15.85 浅輪 大二郎(5) 16.02 鷲澤 晴(5) 16.07 篠原 翼(5) 16.09 太田 貴将(5) 16.49

100m 豊科南小A 穂高北小 穂高西小 豊科北AC 豊科南小A 豊科東小 豊科東小
 5/19 小学６年男子  -0.4 有馬 寿哉(6) 13.98 内川 敢太(6) 14.25 細川 大吾(6) 14.44 大月洸典(6) 14.66 篠原 翔(6) 14.90 一志瑠衣斗(6) 14.92 山崎 杜馬(6) 14.92 二瓶 柊(6) 14.93

100m 豊科南小A 豊科東小 穂高北小 堀金小 豊科東小 堀金小 三郷小 三郷小T&F
 5/19 中学１年男子  -0.8 穂刈 康人(1) 13.21 福岡 歩武(1) 13.53 中西 竜歩(1) 13.58 箭内 理一(1) 14.97 鹿川 和樹(1) 15.10 加藤 耀央(1) 15.11 坂槇 健汰(1) 15.16

100m 三郷中 豊科北中 穂高東中 豊科北中 穂高西中 穂高西中 豊科北中
 5/19 小澤 大輝(1) 4:56.85 坂槇 健汰(1) 5:09.14 窪田 涼也(1) 5:23.35 二村 俊平(1) 5:29.22

1500m 穂高東中 豊科北中 明科中 穂高西中
 5/19 中学２年男子 平林 柚葵(2) 12.08 坂中 勇磨(2) 12.37 内田 祐介(2) 12.69 山口 光太郎(2) 12.96 曽根原亮太(2) 13.08 知久平 恒希(2) 13.12 山岡 由澄(2) 13.53 北嶋 竣(2) 13.64

100m 三郷中 三郷中 三郷中 堀金中 豊科南中 三郷中 三郷中 豊科北中
 5/19 中学３年男子 長﨑 祐介(3) 11.61 竹内 誠(3) 11.72 三宅 浩生(3) 11.75 飯島 拓海(3) 11.88 髙木 涼太(3) 11.93 甕 慎伍(3) 11.94 東井 隆希(3) 12.27 望月 春希(3) 12.32

100m 豊科北中 穂高東中 三郷中 豊科北中 豊科北中 三郷中 三郷中 穂高東中
 5/19 中学男子 長﨑 祐介(3) 53.18 竹内 誠(3) 54.90 有賀 健(3) 55.59 望月 春希(3) 56.30 髙木 涼太(3) 56.37 花形 駿介(3) 56.41 飯島 拓海(3) 58.32 山田 晴海(3) 59.54

400m 豊科北中 GR 穂高東中 穂高西中 穂高東中 豊科北中 豊科北中 豊科北中 穂高東中
 5/19  +0.2 三宅 浩生(3) 16.20 南澤 憲史(3) 18.40

110mH(0.914m) 三郷中 GR 穂高東中
 5/19 青柳 朋和(3) 1.75 東井 隆希(3) 1.72 小野 寛貴(3) 1.70 吉田 快(3) 1.60 笹川 昂輝(3) 1.55 柳澤 喜允(2) 1.20

走高跳 堀金中 GR 三郷中 GR 穂高西中 GR 堀金中 三郷中 三郷中
 5/19 竹内 真滉(3) 5.79(+3.4) 増子 良平(3) 5.41(+0.5) 渡邊 陽也(3) 5.21(+3.7) 知久平 恒希(2)4.90(+1.3) 坂中 勇磨(2) 4.87(+3.1) 内田 祐介(2) 4.73(+4.2) 中谷 夏希(2) 4.72(+0.2) 高山 晃希(3) 4.70(+3.7)

走幅跳 三郷中 三郷中 三郷中 三郷中 三郷中 三郷中 三郷中 穂高東中
 5/19 務台 拓矢(3) 6.99 横川 政二(2) 6.85 丸山 嗣温(2) 4.89

砲丸投 三郷中 三郷中 豊科北中
 5/19 豊科北中(A)       45.83 三郷中(A)       46.37 穂高東中       46.97 穂高西中       48.87 三郷中(B)       48.89 三郷中(C)       49.36 堀金中       50.20 豊科北中(B)       54.67

4×100m 髙木 涼太(3) 東井 隆希(3) 高山 晃希(3) 有賀 健(3) 務台 拓矢(3) 種山 翔太(3) 青柳 穣(3) 箭内 理一(1)
長﨑 祐介(3) 三宅 浩生(3) 竹内 誠(3) 下川 省吾(3) 坂中 勇磨(2) 竹内 真滉(3) 吉田 快(3) 福岡 歩武(1)
花形 駿介(3) 甕 慎伍(3) 望月 春希(3) 平林 聖也(3) 増子 良平(3) 知久平 恒希(2) 黒岩 慶大(3) 北嶋 竣(2)
飯島 拓海(3) 平林 柚葵(2) 山田 晴海(3) 寺島 利明(3) 有沢 透生(3) 内田 祐介(2) 須澤 佑也(3) 坂本 大輔(2)

 5/19 小学５・６年 田中 仁之輔(6) 3:20.79 臼井 崇詞(6) 3:28.74 髙山 侑杜(5) 3:32.34 栗原 竜一(6) 3:33.12 村松 卓弥(6) 3:35.98 遠藤 惠太(6) 3:38.12 百瀬 陸人(5) 3:38.26 宮澤 陽(5) 3:39.30
1000m 明南小 北小陸上ｸﾗﾌﾞ 穂高北小 穂高北小 三郷小 明北 穂高北小 豊科南小A

 5/19  +4.3 横川 穣羽(5) 16.99 太田 浩季(5) 17.75 奥原 大輔(6) 21.15
80mH 明南小 豊科北AC 豊科東小

 5/19 丸山凌矢(6) 1.10 清水 悠矢(5) 1.10 花岡 成聖(6) 1.05
走高跳 堀金小 穂高北小 穂高北小

 5/19 木村 悦士(6) 3.86(+1.3) 野口 陽生(6) 3.63(+2.9) 草野 開(5) 3.57(+2.6) 前田 賢汰(6) 3.52(+3.3) 望月 至(6) 3.45(+2.0) 坂口 孔明(5) 3.39(+0.7) 萩原 拓海(6) 3.39(-1.8) 宮島 隆輔(5) 3.29(+0.8)
走幅跳 豊科北AC 明北 豊科南小A 明北 豊科南小A 豊科東小 豊科南小A 堀金小

 5/19 宮入 康徳(6) 46.43 山越 雅大(6) 44.39 幅 樹生(6) 41.96 曽山耕平(6) 40.06 長岩 和希(5) 39.70 石塚 奏多(6) 37.26 澤田 航希(6) 37.05 下村 一渓(5) 36.87
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 豊科南小A 豊科東小 明北 堀金小 豊科東小 穂高南小 豊科北AC 豊科東小

 5/19 中学１年男子 権田 将拓(1) 13.48 横前 洸佑(1) 14.01 戸叶 健司(1) 14.14 田中 駿祐(1) 14.27 堺 信幸(1) 14.29 野中 優海(1) 14.30 天児 幹治(1) 14.56 今井 啓(1) 14.69
100m 丸ﾉ内中 附属松本中 波田中 附属松本中 波田中 波田中 附属松本中 附属松本中

 5/19 石曽根 歩(1) 4:55.05 中村 剛(1) 5:13.33 上田 桂悟(1) 5:20.33 三島 颯太(1) 5:36.71 田口 翔斗(1) 5:43.14 天児 幹治(1) 5:46.86 北澤 光記(1) 5:48.21 花岡 拓登(1) 5:50.37
1500m 松島中 鉢盛中 鉢盛中 鉢盛中 福島中 附属松本中 波田中 附属松本中

 5/19 中学２年男子 小谷 渓太(2) 12.13 原 圭史郎(2) 12.74 前澤 圭人(2) 12.79 平林  航(2) 12.91 渡邉 昭洋(2) 13.02 松永 蓮汰(2) 13.43 古畑 佑都(2) 13.61 田中 佑八(2) 13.99
100m 福島中 松島中 菅野中 菅野中 附属松本中 鉢盛中 波田中 高綱中

 5/19 中学３年男子 木村 幸太(3) 11.39 斉藤 巧(3) 12.06 赤堀 拓夢(3) 12.10 木下 祐太郎(3) 12.21 井口 将理(3) 12.24 中村 彰汰(3) 12.25 村田 淳(3) 12.26 中村 奈央(3) 12.27
100m 鉢盛中 波田中 附属松本中 松島中 清水中 附属松本中 附属松本中 波田中
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 5/19 中学男子オー 木村 幸太(3) 52.41 輪湖 勇哉(3) 53.41 樋口 一馬(3) 53.92 浅原 隼風(3) 56.10 小池 寿輝(2) 57.20 中沢 夏輝(2) 58.04 小田 龍貴(3) 58.10 松永 蓮汰(2) 58.84

400m 鉢盛中 附属松本中 波田中 旭町中 丸ﾉ内中 菅野中 開成中 鉢盛中
 5/19  +2.5 岡田 大志(3) 17.39 原田 慶太(3) 17.52 増本 泰河(3) 18.52 北原 樹(3) 19.69 上水 大知(3) 21.35 小坂 正海(2) 22.10 和田 智哉(2) 22.12 北野 慧(3) 24.72

110mH(0.914m) 清水中 高綱中 附属松本中 附属松本中 開成中 福島中 附属松本中 高綱中
 5/19 田口 竜成(3) 1.50 岡田 大志(3) 1.45 藤井 天良(3) 1.45 宮本 佳汰(3) 1.45 斉藤 巧(3) 1.40 熊谷 拓真(3) 1.40 藤島 晋一郎(2) 1.30 古畑 佑都(2) 1.30

走高跳 福島中 清水中 鉢盛中 開成中 波田中 松島中 旭町中 波田中
 5/19 中村 彰汰(3) 5.66(+2.7) 原 拓実(2) 5.36(+2.7) 金田 健嗣(3) 5.13(+3.8) 高橋 悠吏(3) 5.09(+2.9) 百瀬 正広(3) 5.05(+2.3) 川上 輝(1) 4.63(-0.3) 中村 奈央(3) 4.56(+2.1) 村上 貴哉(2) 4.30(+2.8)

走幅跳 附属松本中 福島中 旭町中 旭町中 波田中 梓川中 波田中 波田中
 5/19 草間 拓海(3) 10.48 奥垣内 崇史(2) 9.99 市之瀬 優(3) 9.38 浅原 隼風(3) 8.88 横澤 陸王(3) 7.20 飯吉 杏純(2) 5.89 駿河 充(2) 5.50

砲丸投 丸ﾉ内中 鉢盛中 旭町中 旭町中 旭町中 丸ﾉ内中 附属松本中
 5/19 波田中(A)       46.77 附属松本中(A)      46.92 鉢盛中       48.22 松島中(A)       49.66 高綱中       49.83 福島中       50.06 菅野中       50.71 丸ﾉ内中       52.14

4×100m 井嶋 亮太(3) 輪湖 勇哉(3) 藤井 天良(3) 原 圭史郎(2) 奥原 聖人(3) 田口 竜成(3) 平林  航(2) 飯吉 杏純(2)
斉藤 巧(3) 米倉 敬宏(3) 木村 幸太(3) 木下 祐太郎(3) 北野 慧(3) 小谷 渓太(2) 中沢 夏輝(2) 小池 寿輝(2)
中村 奈央(3) 中村 彰汰(3) 奥垣内 崇史(2) 熊谷 拓真(3) 犬飼 基統(3) 小坂 正海(2) 前澤 圭人(2) 相澤 翼(1)
樋口 一馬(3) 赤堀 拓夢(3) 木村 祐太(3) 中島 嘉活(3) 原田 慶太(3) 原 拓実(2) 倉科 佳典(2) 権田 将拓(1)

 5/19 小学男子オー  -0.4 橋本 涼(5) 15.76 赤坂 侑音(4) 16.61 等々力 潤(4) 16.77
100m 豊科北AC 豊科北小 豊科北小

 5/19 小学男子 三郷小(A)       57.48 穂高西小(A)       57.59 穂高西小(B)     1:00.84 穂高南小     1:02.10
4×100m 大山 至(6) 中嶋 海久(6) 岩下 慎之介(5) 等々力 颯馬(6)

横内 大輝(6) 中島 晋作(6) 浅川 雄亮(5) 等々力 岳甫(6)
大木 陽太(6) 伊藤基也(6) 内藤 歩(5) 細野 敬心(6)
古川 祐輝(6) 小林 鏡巳(6) 熊井 秀(5) 等々力 諒(6)

 5/19 中学２・３年 百瀬大輝(3) 4:38.94 黒岩 慶大(3) 4:40.06 岡村 慧胤(3) 4:42.41 吉野 元貴(3) 4:43.37 飯森 友蘭(3) 4:57.81 外舘 真之介(2) 5:03.86 安永 幸太(2) 5:05.92 原 拓仁(2) 5:08.32
1500m 豊科南中 堀金中 豊科北中 穂高西中 三郷中 穂高西中 穂高西中 堀金中

 5/19 中学2.3年男 下村 勇喜(3) 4:27.33 木村 祐太(3) 4:28.98 下條 源太郎(2) 4:33.86 井嶋 亮太(3) 4:44.81 菅 真志(3) 4:44.84 村瀬 勇哉(2) 4:47.31 百瀬 賢一(3) 4:48.11 土屋 勇太(2) 4:50.08
1500m 塩尻広陵中 鉢盛中 附属松本中 波田中 附属松本中 梓川中 清水中 鉢盛中



予選 5月19日 9:30
決勝 5月19日 15:05

大会記録(GR)                    14.78 

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 +2.7

 1 山縣 一心(4)    16.53 q 1 藤原 想也(4)    15.34 q
ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯｼﾝ 穂高北小 ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾔ 穂高北小

 2 望月 輝哉(4)    16.63 q 2 洞 幸聖(4)    16.05 q
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾃﾙﾔ 穂高南小 ﾎﾗ ｺｳｾｲ 明南小

 3 下川 心太郎(4)    16.69 3 百瀬 匠汰(4)    16.54 q
ｼﾏｶﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 豊科南小B ﾓﾓｾ  ｼｮｳﾀ 豊科南小A

 4 大月 渉(4)    16.70 4 福岡 璃久(4)    17.40 
ｵｵﾂｷ ﾜﾀﾙ 穂高西小 ﾌｸｵｶ ﾘｸ 豊科北AC

 5 丸山 英嗣(4)    16.72 5 両角 航輝(4)    17.43 
ﾏﾙﾔﾏ ｴｲｼﾞ 豊科北AC ﾓﾛｽﾞﾐ ｺｳｷ 穂高西小

 6 笠井 雄貴(4)    17.84 6 小林 俊介(4)    17.78 
ｶｻｲ ﾕｳｷ 豊科北AC ｺﾊﾞﾔｼ  ｼｭﾝｽｹ 豊科南小A

 7 五十嵐 脩祐(4)    18.39 7 庄司 陽澄(4)    18.62 
ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｽｹ 堀金小 ｼｮｳｼﾞ ﾊﾙﾄ 穂高北小
鈴木 適(4) 髙橋 大地(4)
ｽｽﾞｷ  ｶﾅｳ 豊科南小A ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾁ 穂高南小

泉 颯汰(4)
ｲｽﾞﾐ ｿｳﾀ 堀金小

[ 3組] 風速 -1.4

 1 細川 篤士(4)    16.11 q
ﾎｿｶﾜ ｱﾂｼ 穂高北小

 2 三村 雄斗(4)    16.57 q
ﾐﾑﾗ ﾕｳﾄ 堀金小

 3 市原 直起(4)    16.64 
ｲﾁﾊﾗ  ﾅｵｷ 豊科南小A

 3 浅輪 佳大(4)    16.64 
ｱｻﾜ ｹｲﾀ 穂高西小

 5 堀金 空広(4)    16.91 
ﾎﾘｶﾞﾈ ﾀｶﾋﾛ 豊科北AC

 6 田尻 真裕(4)    17.94 
ﾀｼﾞﾘ  ﾏﾋﾛ 豊科南小A

 7 倉科 優哉(4)    17.98 
ｸﾗｼﾅ ﾕｳﾔ 明北

 8 須釜 啓斗(4)    18.81 
ｽｶﾞﾏ ｹｲﾄ 穂高西小

風速 +1.6

 1 藤原 想也(4)    15.53 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾔ 穂高北小

 2 細川 篤士(4)    15.88 
ﾎｿｶﾜ ｱﾂｼ 穂高北小

 3 市原 直起(4)    16.29 
ｲﾁﾊﾗ  ﾅｵｷ 豊科南小A

 4 洞 幸聖(4)    16.30 
ﾎﾗ ｺｳｾｲ 明南小

 5 山縣 一心(4)    16.32 
ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯｼﾝ 穂高北小

 6 三村 雄斗(4)    16.40 
ﾐﾑﾗ ﾕｳﾄ 堀金小

 7 望月 輝哉(4)    16.53 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾃﾙﾔ 穂高南小

 8 浅輪 佳大(4)    16.58 
ｱｻﾜ ｹｲﾀ 穂高西小

 9 百瀬 匠汰(4)    16.61 
ﾓﾓｾ  ｼｮｳﾀ 豊科南小A
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決勝 5月19日 11:55

大会記録(GR)                  3:39.96 

 1 萩原 滉太郎(4)  3:37.29 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳﾀﾛｳ 穂高西小

 2 奥田 琉暉(4)  3:38.99 
ｵｸﾀﾞ ﾘｭｳｷ 堀金小

 3 野本 享佑(4)  3:43.06 
ﾉﾓﾄ ｷｮｳｽｹ 三郷小

 4 赤堀 壱成(4)  3:46.79 
ｱｶﾎﾘ ｲｯｾｲ 堀金小

 5 古川 楓馬(4)  3:47.28 
ﾌﾙｶﾜ ﾌｳﾏ 豊科東小

 6 白澤 貫太郎(4)  3:48.04 
ｼﾗｻﾜ  ｶﾝﾀﾛｳ 豊科南小A

 7 北原 奈緒人(4)  3:49.66 
ｷﾀﾊﾗ ﾅｵﾄ 三郷小

 8 古畑 龍利(4)  3:53.78 
ﾌﾙﾊﾀ ﾀﾂﾄｼ 堀金小

 9 斉藤 春樹(4)  4:03.61 
ｻｲﾄｳ  ﾊﾙｷ 豊科南小A

10 佐原 楓英(4)  4:04.29 
ｻﾊﾗ ﾌｳｴｲ 堀金小

11 會川 奏太(4)  4:04.32 
ｱｲｶﾜ ｿｳﾀ 穂高南小
横山 太一(4)
ﾖｺﾔﾏ ﾀｲﾁ 堀金小

小学４年男子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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予選 5月19日 9:40
決勝 5月19日 15:10

大会記録(GR)                    14.68 

[ 1組] 風速 +2.5 [ 2組] 風速 -1.7

 1 児玉 太一(5)    15.42 q 1 髙山 大吉(5)    15.39 q
ｺﾀﾞﾏ ﾀｲﾁ 穂高西小 ﾀｶﾔﾏ  ﾀﾞｲｷﾁ 豊科南小A

 2 片桐 耕太(5)    15.50 q 2 篠原 翼(5)    15.84 q
ｶﾀｷﾞﾘ ｺｳﾀ 穂高北小 ｼﾉﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 豊科東小

 3 太田 貴将(5)    15.85 q 3 德武 優作(5)    16.07 q
ｵｵﾀ ﾀｶﾏｻ 豊科東小 ﾄｸﾀｹ ﾕｳｻｸ 明南小

 4 鷲澤 晴(5)    15.91 q 4 宮澤 大翔(5)    16.22 
ﾜｼｻﾞﾜ  ﾊﾙ 豊科南小A ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 明北

 5 畔田 隼(5)    16.15 5 滝川 渉(5)    16.60 
ｸﾛﾀﾞ ﾊﾔﾄ 豊科北AC ﾀｷｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 穂高北小

 6 原田凌磨(5)    16.75 6 久保村 友晴(5)    16.98 
ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 堀金小 ｸﾎﾞﾑﾗ ﾄﾓﾊﾙ 豊科北AC

 7 歌代 元太朗(5)    16.76 7 大坂 壮(5)    17.09 
ｳﾀｼﾛ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 三郷小 ｵｵｻｶ ｿｳ 三郷小

[ 3組] 風速 +0.6

 1 浅輪 大二郎(5)    15.83 q
ｱｻﾜ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 豊科北AC

 2 竹内 寛弥(5)    16.19 
ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾔ 穂高西小

 3 三好 駿平(5)    16.47 
ﾐﾖｼ ｼｭﾝﾍﾟｲ 穂高南小

 4 手塚 大介(5)    16.50 
ﾃﾂﾞｶ  ﾀﾞｲｽｹ 豊科南小A

 5 井藤翔月(5)    16.77 
ｲﾄｳ ｶﾂﾞｷ 堀金小

 6 武田 基(5)    17.95 
ﾀｹﾀﾞ ﾓﾄｲ 三郷小

風速 -0.5

 1 髙山 大吉(5)    15.68 
ﾀｶﾔﾏ  ﾀﾞｲｷﾁ 豊科南小A

 2 片桐 耕太(5)    15.77 
ｶﾀｷﾞﾘ ｺｳﾀ 穂高北小

 3 児玉 太一(5)    15.85 
ｺﾀﾞﾏ ﾀｲﾁ 穂高西小

 4 浅輪 大二郎(5)    16.02 
ｱｻﾜ ﾀﾞｲｼﾞﾛｳ 豊科北AC

 5 鷲澤 晴(5)    16.07 
ﾜｼｻﾞﾜ  ﾊﾙ 豊科南小A

 6 篠原 翼(5)    16.09 
ｼﾉﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 豊科東小

 7 太田 貴将(5)    16.49 
ｵｵﾀ ﾀｶﾏｻ 豊科東小
德武 優作(5)
ﾄｸﾀｹ ﾕｳｻｸ 明南小 失格
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決勝 5月19日 12:05

大会記録(GR)                  3:12.85 

 1 田中 仁之輔(6)  3:20.79 
ﾀﾅｶ   ｼﾞﾝﾉｽｹ 明南小

 2 臼井 崇詞(6)  3:28.74 
ｳｽｲ ﾀｶｼ 北小陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 髙山 侑杜(5)  3:32.34 
ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾄ 穂高北小

 4 栗原 竜一(6)  3:33.12 
ｸﾘﾊﾗ ﾘｭｳｲﾁ 穂高北小

 5 村松 卓弥(6)  3:35.98 
ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾔ 三郷小

 6 遠藤 惠太(6)  3:38.12 
ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾀ 明北

 7 百瀬 陸人(5)  3:38.26 
ﾓﾓｾ ﾘｸﾄ 穂高北小

 8 宮澤 陽(5)  3:39.30 
ﾐﾔｻﾞﾜ  ｱｷﾗ 豊科南小A

 9 下條 大輔(5)  3:40.37 
ｼﾓｼﾞｮｳ ﾀﾞｲｽｹ 三郷小

10 三間 玲緒(6)  3:43.06 
ﾐﾂﾏ   ﾚｵ 明南小

11 中村 勇太(6)  3:47.94 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 三郷小

12 宮沢 航太(5)  3:48.95 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾀ 明北

13 黒岩優斗(6)  3:49.88 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ 堀金小

14 野本 恵希(6)  3:50.41 
ﾉﾓﾄ ﾖｼｷ 三郷小

15 生冨 遼(5)  3:50.72 
ｲｸﾄﾐ  ﾘｮｳ 豊科南小A

16 山田 蒼真(5)  3:52.12 
ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾏ 穂高北小

17 鈴木 暁(5)  3:52.27 
ｽｽﾞｷ ｻﾄﾙ 穂高南小

18 川上智也(5)  3:57.35 
ｶﾜｶﾐ ﾄﾓﾔ 堀金小

19 宮田 温輝(5)  3:57.87 
ﾐﾔﾀ ﾊﾙｷ 穂高南小

20 倉科 拓実(5)  4:14.85 
ｸﾗｼﾅ ﾀｸﾐ 豊科北AC
荒川 一樹(6)
ｱﾗｶﾜ ｲﾂｷ 堀金小
伊藤 柾(6)
ｲﾄｳ ﾏｻｷ 穂高北小 欠場
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予選 5月19日 9:50
決勝 5月19日 15:15

大会記録(GR)                    13.90 

[ 1組] 風速 +3.2 [ 2組] 風速 -0.1

 1 内川 敢太(6)    14.16 q 1 細川 大吾(6)    14.42 q
ｳﾁｶﾜ ｶﾝﾀ 豊科東小 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 穂高北小

 2 一志瑠衣斗(6)    14.53 q 2 大月洸典(6)    14.71 q
ｲｯｼ ﾙｲﾄ 堀金小 ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 堀金小

 3 上田 隼也(6)    15.26 3 山崎 杜馬(6)    14.96 q
ｳｴﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 穂高西小 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｳﾏ 三郷小

 4 釜野井 捷馬(6)    15.44 4 齊藤 瑛史(6)    15.79 
ｶﾏﾉｲ ｼｮｳﾏ 三郷小 ｻｲﾄｳ ｱｷﾌﾐ 豊科東小

 5 髙橋 柚月(6)    15.56 5 下腰 朋也(6)    16.35 
ﾀｶﾊｼ ﾕﾂﾞｷ 三郷小 ｼﾓｺｼ ﾄﾓﾔ 三郷小

 6 宮澤 洸成(6)    16.88 6 冨永雄太郎(6)    17.03 
ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾋﾛﾅﾘ 豊科南小A ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 堀金小

 7 竹内恒平(6)    17.14 
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ 堀金小

[ 3組] 風速 -1.1

 1 有馬 寿哉(6)    13.93 q
ｱﾘﾏ  ﾄｼﾔ 豊科南小A

 2 篠原 翔(6)    14.75 q
ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科東小

 3 二瓶 柊(6)    14.98 q
ﾆﾍｲ ｼｭｳ 三郷小T&F

 4 板花諒征(6)    15.26 
ｲﾀﾊﾅ ﾘｮｳｾｲ 堀金小

 5 柴野 有透(6)    15.66 
ｼﾊﾞﾉ ｱﾙﾄ 三郷小

 6 原 雅貴(6)    17.28 
ﾊﾗ  ﾏｻｷ 豊科南小A

風速 -0.4

 1 有馬 寿哉(6)    13.98 
ｱﾘﾏ  ﾄｼﾔ 豊科南小A

 2 内川 敢太(6)    14.25 
ｳﾁｶﾜ ｶﾝﾀ 豊科東小

 3 細川 大吾(6)    14.44 
ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 穂高北小

 4 大月洸典(6)    14.66 
ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 堀金小

 5 篠原 翔(6)    14.90 
ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科東小

 6 一志瑠衣斗(6)    14.92 
ｲｯｼ ﾙｲﾄ 堀金小

 7 山崎 杜馬(6)    14.92 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｳﾏ 三郷小

 8 二瓶 柊(6)    14.93 
ﾆﾍｲ ｼｭｳ 三郷小T&F
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決勝 5月19日 14:00

大会記録(GR)                    14.10 

風速 +4.3

 1 横川 穣羽(5)    16.99 
ﾖｺｶﾜ ｼﾞｮｳ 明南小

 2 太田 浩季(5)    17.75 
ｵｵﾀ ﾋﾛｷ 豊科北AC

 3 奥原 大輔(6)    21.15 
ｵｸﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 豊科東小
唐澤侑甫(6)
ｶﾗｻﾜ ﾕｳｽｹ 堀金小 欠場
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3   453

5   160

4   328
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決勝 5月19日 9:00

大会記録(GR)                     1.40 

丸山凌矢(6)
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 堀金小
清水 悠矢(5)
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾔ 穂高北小
花岡 成聖(6)
ﾊﾅｵｶ ﾅﾙｾ 穂高北小
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決勝 5月19日 9:00

大会記録(GR)                     3.43 

３回の
最高記録

有沢 将也(4)  3.28  3.42   x   3.42    3.42 
ｱﾘｻﾜ ﾏｻﾔ 三郷小  +0.9  +0.3   +0.3    +0.3
大倉 克哉(4)  3.18  2.90   x   3.18    3.18 
ｵｵｸﾗ ｶﾂﾔ 三郷小  -0.1  -0.5   -0.1    -0.1
宮澤 友貴(4)  3.01  2.86  2.74   3.01    3.01 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 三郷小  +0.5  -0.4  +1.6   +0.5    +0.5
吉澤 諒(4)   x  2.92  2.77   2.92    2.92 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ 明北  +1.3  +0.6   +1.3    +1.3
横山陸(4)  2.89  2.10  2.59   2.89    2.89 
ﾖｺﾔﾏ ﾘｸ 堀金小  +2.2  -0.7  -1.3   +2.2    +2.2
和泉田 済人(4)  2.86   x  2.44   2.86    2.86 
ｲｽﾞﾐﾀ ｽﾐﾄ 穂高北小  +0.7  -1.3   +0.7    +0.7
黒木 玲真(4)  2.80   x   x   2.80    2.80 
ｸﾛｷﾞ ﾘｮｳﾏ 豊科北AC  +0.6   +0.6    +0.6
古畑 圭悟(4)  2.25  2.34  2.54   2.54    2.54 
ﾌﾙﾊﾀ ｹｲｺﾞ 堀金小  +0.5  -2.6  -0.7   -0.7    -0.7

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- 記録 備考

1 4   368

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

2 6   369

3 8   367

4 3   408

5 2   312

8 1   313

6 5    36

7 7   155



決勝 5月19日 9:00

大会記録(GR)                     4.02 

３回の
最高記録

木村 悦士(6)  3.81  3.86  3.80   3.86    3.86 
ｷﾑﾗ ｴﾂｼ 豊科北AC  -1.4  +1.3  +3.3   +1.3    +1.3
野口 陽生(6)  3.09   x  3.63   3.63    3.63 
ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 明北  +1.8  +2.9   +2.9    +2.9
草野 開(5)  3.47  3.57  3.42   3.57    3.57 
ｸｻﾉ  ｶｲ 豊科南小A  +1.1  +2.6   0.0   +2.6    +2.6
前田 賢汰(6)   x  3.52  3.42   3.52    3.52 
ﾏｴﾀﾞ ｹﾝﾀ 明北  +3.3  +2.3   +3.3    +3.3
望月 至(6)  3.45  3.06  3.09   3.45    3.45 
ﾓﾁﾂﾞｷ  ｲﾀﾙ 豊科南小A  +2.0  +1.8  -0.4   +2.0    +2.0
坂口 孔明(5)   x  3.39  3.33   3.39    3.39 
ｻｶｸﾞﾁ ｺｳﾒｲ 豊科東小  +0.7  +2.3   +0.7    +0.7
萩原 拓海(6)  3.39   x  3.15   3.39    3.39 
ﾊｷﾞﾜﾗ  ﾀｸﾐ 豊科南小A  -1.8  +2.9   -1.8    -1.8
宮島 隆輔(5)   x  3.04  3.29   3.29    3.29 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 堀金小  +2.2  +0.8   +0.8    +0.8
小倉 康大(5)  3.15  3.26   x   3.26    3.26 
ｵｸﾞﾗ ｺｳﾀﾞｲ 豊科東小  -0.3  -0.7   -0.7    -0.7
高橋 健太(5)  3.16  3.08   x   3.16    3.16 
ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 三郷小T&F  -1.4  +2.2   -1.4    -1.4
江田能教(5)  3.00  3.13  3.12   3.13    3.13 
ｴﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 堀金小  +2.9  -0.4  +2.9   -0.4    -0.4
保科 圭佑(6)  2.72  3.01   x   3.01    3.01 
ﾎｼﾅ ｹｲｽｹ 穂高南小  +0.8  -1.0   -1.0    -1.0
樋口 拓真(5)   x  2.79   x   2.79    2.79 
ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 三郷小T&F  +1.0   +1.0    +1.0
北澤 拓弥(6)  2.57  2.40  2.34   2.57    2.57 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 豊科東小  -1.0  +0.2   0.0   -1.0    -1.0
荻原 暁紘(6) 欠場
ｵｷﾞﾜﾗ ｱｷﾋﾛ 三郷小
矢花 涼平(5) 欠場
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｮｳﾍｲ 穂高北小
荒川 舜登(6) 欠場
ｱﾗｶﾜ ｼｭﾝﾄ 三郷小

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 16   154

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

2 1   409

3 14   226

4 4   410

5 10   224

6 5   266

7 12   225

8 6   320

9 3   261

10 13   379

11 2   316

12 8    57

13 9   380

14 7   264

15   359

11    27

17   360



決勝 5月19日 14:45

風速 -0.4

 1 橋本 涼(5)    15.76 
ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 豊科北AC

 2 赤坂 侑音(4)    16.61 
ｱｶｻｶ ﾕｳﾄ 豊科北小

 3 等々力 潤(4)    16.77 
ﾄﾄﾞﾘｷ ｼﾞｭﾝ 豊科北小

4   174

3   151

2   175

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



決勝 5月19日 15:40

大会記録(GR)                    56.88 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 三郷小(A)   373 大山 至(6)    57.48 

ﾐｻﾄｼｮｳA ｵｵﾔﾏ ｲﾀﾙ
  371 横内 大輝(6)

ﾖｺｳﾁ ﾀﾞｲｷ
  372 大木 陽太(6)

ｵｵｷ ﾖｳﾀ
  370 古川 祐輝(6)

ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ
 2   2 穂高西小(A)   120 中嶋 海久(6)    57.59 

ﾎﾀｶﾆｼA ﾅｶｼﾞﾒ ﾐｸ
  121 中島 晋作(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｻｸ
  122 伊藤基也(6)

ｲﾄｳ ﾓﾄﾔ
  123 小林 鏡巳(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｶﾞﾐ
 3   4 穂高西小(B)   124 岩下 慎之介(5)  1:00.84 

ﾎﾀｶﾆｼB ｲﾜｼﾀ ｼﾝﾉｽｹ
  126 浅川 雄亮(5)

ｱｻｶﾜ ﾕｳｽｹ
  125 内藤 歩(5)

ﾅｲﾄｳ ｱﾕﾑ
  127 熊井 秀(5)

ｸﾏｲ ｼｭｳ
 4   3 穂高南小    61 等々力 颯馬(6)  1:02.10 

ﾎﾀｶﾐﾅﾐｼｮｳ ﾄﾄﾞﾘｷ ｿｳﾏ
   62 等々力 岳甫(6)

ﾄﾄﾞﾘｷ ｶﾞｸﾎ
   63 細野 敬心(6)

ﾎｿﾉ ﾖｼﾐ
   64 等々力 諒(6)

ﾄﾄﾞﾘｷ ﾘｮｳ

小学男子

4×100m

決勝



決勝 5月19日 10:00

大会記録(GR)                    57.32 

３回の
最高記録

宮入 康徳(6)
ﾐﾔｲﾘ  ﾔｽﾉﾘ 豊科南小A
山越 雅大(6)
ﾔﾏｺｼ ﾏｻﾋﾛ 豊科東小
幅 樹生(6)
ﾊﾊﾞ ｼﾞｭｲｷ 明北
曽山耕平(6)
ｿﾔﾏ ｺｳﾍｲ 堀金小
長岩 和希(5)
ﾅｶﾞｲﾜ ｶｽﾞｷ 豊科東小
石塚 奏多(6)
ｲｼﾂﾞｶ ｶﾅﾀ 穂高南小
澤田 航希(6)
ｻﾜﾀﾞ ｺｳｷ 豊科北AC
下村 一渓(5)
ｼﾓﾑﾗ ｲｯｹｲ 豊科東小
野口 流聖(6)
ﾉｸﾞﾁ  ﾘｭｳｾｲ 豊科南小A
小林 雅弥(6)
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾏｻﾔ 豊科南小A
石川 大翔(5)
ｲｼｶﾜ ﾋﾛﾄ 明北

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

  44.39

記録 備考

1 11   220
   o  46.43    o   46.43

2 10   265
   o  44.39    o  44.39 

 46.43 

  40.06

   o    o   41.96
3 4   406

 41.96

4 9   324
 40.06    o    o  40.06 

 41.96 

  37.26

   o    o   39.70
5 8   263

 39.70

6 2    58
   o  37.26    o  37.26 

 39.70 

  36.87

   o  37.05   37.05
7 7   153

   o

8 6   262
 36.87    o    o  36.87 

 37.05 

   o    o   32.02
9 3   221

 32.02

 30.98 

 32.02 

10 5   222
   o    o

11 1   405
 28.91

 30.98   30.98

 28.91    o    x   28.91



決勝 5月19日 11:00

大会記録(GR)                    12.87 

風速 -0.8

 1 穂刈 康人(1)    13.21 
ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 三郷中

 2 福岡 歩武(1)    13.53 
ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ 豊科北中

 3 中西 竜歩(1)    13.58 
ﾅｶﾆｼ ﾘｭｳﾎ 穂高東中

 4 箭内 理一(1)    14.97 
ﾔﾅｲ ﾘｲﾁ 豊科北中

 5 鹿川 和樹(1)    15.10 
ｼｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 穂高西中

 6 加藤 耀央(1)    15.11 
ｶﾄｳ ﾈｵ 穂高西中

 7 坂槇 健汰(1)    15.16 
ｻｶﾏｷ ｹﾝﾀ 豊科北中

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  3585

4  3491

中学１年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ

6  3492

7  3468

3  3437

8  3490

5  3466



決勝 5月19日 10:50

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +0.7

 1 戸叶 健司(1)    14.14 1 堺 信幸(1)    14.29 
ﾄｶﾉ ｹﾝｼﾞ 波田中 ｻｶｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 波田中

 2 野中 優海(1)    14.30 2 花岡 拓登(1)    14.81 
ﾉﾅｶ ﾕｳ 波田中 ﾊﾅｵｶ ﾀｸﾄ 附属松本中

 3 今井 侑志(1)    14.75 3 樋口 晃汰(1)    15.07 
ｲﾏｲ ﾕｳｼ 波田中 ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀ 附属松本中

 4 城山 達也(1)    14.79 4 村田 瞭(1)    15.12 
ｼﾛﾔﾏ ﾀﾂﾔ 波田中 ﾑﾗﾀ ﾘｮｳ 附属松本中

 5 三村 光一郎(1)    15.28 5 大橋 佑斗(1)    15.24 
ﾐﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 波田中 ｵｵﾊｼ  ﾕｳﾄ 福島中

 6 安部 隼人(1)    16.18 6 笠原 里央(1)    15.72 
ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ 附属松本中 ｶｻﾊﾗ ﾘｵ 附属松本中

 7 山本 悠斗(1)    16.28 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 附属松本中

[ 3組] 風速 +0.3

 1 権田 将拓(1)    13.48 
ｺﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 丸ﾉ内中

 2 横前 洸佑(1)    14.01 
ﾖｺﾏｴ ｺｳｽｹ 附属松本中

 3 田中 駿祐(1)    14.27 
ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 附属松本中

 4 天児 幹治(1)    14.56 
ｱﾏｺ ｶﾝｼﾞ 附属松本中

 5 今井 啓(1)    14.69 
ｲﾏｲ ｹｲ 附属松本中
西村 陽杜(1)
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 信明中

中学１年男子オープン

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ

 3267

4  3269

6  3268

8  3264

順

7  6885

2  3266

3

3  3263

2  6887

No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  6882

5  2866

4  6890

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

6  6891

5  6881

7  6884

所属名 記録／備考
6  5762

3  6889

5  6883

2  6886

4  5734
欠場



   1 権田 将拓(1) 丸ﾉ内中    13.48 (+0.3)  3  1
   2 横前 洸佑(1) 附属松本中    14.01 (+0.3)  3  2
   3 戸叶 健司(1) 波田中    14.14 (+0.7)  1  1
   4 田中 駿祐(1) 附属松本中    14.27 (+0.3)  3  3
   5 堺 信幸(1) 波田中    14.29 (+0.7)  2  1
   6 野中 優海(1) 波田中    14.30 (+0.7)  1  2
   7 天児 幹治(1) 附属松本中    14.56 (+0.3)  3  4
   8 今井 啓(1) 附属松本中    14.69 (+0.3)  3  5
   9 今井 侑志(1) 波田中    14.75 (+0.7)  1  3
  10 城山 達也(1) 波田中    14.79 (+0.7)  1  4
  11 花岡 拓登(1) 附属松本中    14.81 (+0.7)  2  2
  12 樋口 晃汰(1) 附属松本中    15.07 (+0.7)  2  3
  13 村田 瞭(1) 附属松本中    15.12 (+0.7)  2  4
  14 大橋 佑斗(1) 福島中    15.24 (+0.7)  2  5
  15 三村 光一郎(1) 波田中    15.28 (+0.7)  1  5
  16 笠原 里央(1) 附属松本中    15.72 (+0.7)  2  6
  17 安部 隼人(1) 附属松本中    16.18 (+0.7)  1  6
  18 山本 悠斗(1) 附属松本中    16.28 (+0.7)  1  7

所属名 記録（風） 備考

中学１年男子オープン

組 順位
 5762
 6884

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県

 6886
 6889
 3269
 3266

 3268
 6883
 3263
 3264

 3267
 6891
 6885
 6881

 6887
 6890
 6882
 2866



決勝 5月19日 11:10

大会記録(GR)                    12.16 

[ 1組] 風速 +2.2 [ 2組] 風速 +3.2

 1 曽根原亮太(2)    13.08 1 平林 柚葵(2)    12.08 
ｿﾈﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 豊科南中 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ  ﾕｳｷ 三郷中

 2 北嶋 竣(2)    13.64 2 坂中 勇磨(2)    12.37 
ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ 豊科北中 ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ 三郷中

 3 古澤 賢人(2)    13.77 3 内田 祐介(2)    12.69 
ﾌﾙｻﾜ ｹﾝﾄ 三郷中 ｳﾁﾀﾞ  ﾕｳｽｹ 三郷中

 4 横川 政二(2)    14.05 4 山口 光太郎(2)    12.96 
ﾖｺｶﾜ ｾｲｼﾞ 三郷中 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 堀金中

 5 丸山 嗣温(2)    15.17 5 知久平 恒希(2)    13.12 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｵﾝ 豊科北中 ﾁｸﾀﾞｲﾗ ｺｳｷ 三郷中
浅野 拓真(2) 6 山岡 由澄(2)    13.53 
ｱｻﾉ ﾀｸﾏ 穂高東中 ﾔﾏｵｶ  ﾕｳﾄ 三郷中

中学２年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

 3511

5  3603

4  3521

6  3513

No. 氏  名 所属名

7  3451

3  3599

2

4  3596

3  3601

記録／備考
7  3597

ﾚｰﾝ

2  3598

6  3600

5  3550

欠場



   1 平林 柚葵(2) 三郷中    12.08 (+3.2)  2  1
   2 坂中 勇磨(2) 三郷中    12.37 (+3.2)  2  2
   3 内田 祐介(2) 三郷中    12.69 (+3.2)  2  3
   4 山口 光太郎(2) 堀金中    12.96 (+3.2)  2  4
   5 曽根原亮太(2) 豊科南中    13.08 (+2.2)  1  1
   6 知久平 恒希(2) 三郷中    13.12 (+3.2)  2  5
   7 山岡 由澄(2) 三郷中    13.53 (+3.2)  2  6
   8 北嶋 竣(2) 豊科北中    13.64 (+2.2)  1  2
   9 古澤 賢人(2) 三郷中    13.77 (+2.2)  1  3
  10 横川 政二(2) 三郷中    14.05 (+2.2)  1  4
  11 丸山 嗣温(2) 豊科北中    15.17 (+2.2)  1  5

順位 No. 氏  名 都道府県

中学２年男子

100m
タイムレース

順位
 3597
 3596
 3601

所属名 記録（風） 備考 組

 3513
 3603
 3599
 3511

 3550
 3521
 3598
 3600



決勝 5月19日 11:05

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +2.4

 1 松永 蓮汰(2)    13.43 1 小谷 渓太(2)    12.13 
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚﾝﾀ 鉢盛中 ｺﾀﾆ ｹｲﾀ 福島中

 2 古畑 佑都(2)    13.61 2 原 圭史郎(2)    12.74 
ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳﾄ 波田中 ﾊﾗ ｹｲｼﾛｳ 松島中

 3 田中 佑八(2)    13.99 3 前澤 圭人(2)    12.79 
ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 高綱中 ﾏｴｻﾞﾜｹｲﾄ 菅野中

 4 渡邉 鈴(2)    14.64 4 平林  航(2)    12.91 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ 高綱中 ﾋﾗﾊﾞﾔｼﾜﾀﾙ 菅野中
西村 慶次(2) 5 渡邉 昭洋(2)    13.02 
ﾆｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ 波田中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 附属松本中
忠地 涼汰(2)
ﾀﾀﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 波田中

No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
7  6082

4  3259

中学２年男子オープン

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ

3  5925

2  3260

5  5921

記録／備考
6  2861

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

欠場

2  5950

5  5822

4  5947

3  6112
欠場

6  3258



   1 小谷 渓太(2) 福島中    12.13 (+2.4)  2  1
   2 原 圭史郎(2) 松島中    12.74 (+2.4)  2  2
   3 前澤 圭人(2) 菅野中    12.79 (+2.4)  2  3
   4 平林  航(2) 菅野中    12.91 (+2.4)  2  4
   5 渡邉 昭洋(2) 附属松本中    13.02 (+2.4)  2  5
   6 松永 蓮汰(2) 鉢盛中    13.43 (+0.5)  1  1
   7 古畑 佑都(2) 波田中    13.61 (+0.5)  1  2
   8 田中 佑八(2) 高綱中    13.99 (+0.5)  1  3
   9 渡邉 鈴(2) 高綱中    14.64 (+0.5)  1  4

所属名 記録（風） 備考

中学２年男子オープン

組 順位
 2861
 5822

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県

 3259
 5921
 5925

 5947
 5950
 6112
 6082



決勝 5月19日 11:25

大会記録(GR)                    11.54 

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 +2.4

 1 望月 春希(3)    12.32 1 飯島 拓海(3)    11.88 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｷ 穂高東中 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 豊科北中

 2 花形 駿介(3)    12.45 2 髙木 涼太(3)    11.93 
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 豊科北中 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 豊科北中

 3 増子 良平(3)    12.53 3 山田 晴海(3)    12.33 
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 三郷中 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾐ 穂高東中

 4 高山 晃希(3)    12.53 4 下川 省吾(3)    12.41 
ﾀｶﾔﾏ ｺｳｷ 穂高東中 ｼﾓｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 穂高西中

 5 須澤 佑也(3)    12.86 5 有沢 透生(3)    12.59 
ｽｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 堀金中 ｱﾘｻﾜ  ﾄｳｲ 三郷中

 6 竹内 真滉(3)    12.91 6 務台 拓矢(3)    12.72 
ﾀｹｳﾁ ﾏﾋﾛ 三郷中 ﾑﾀｲ  ﾀｸﾔ 三郷中
望月 章史(3) 7 青柳 穣(3)    12.85 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾌﾐ 豊科北中 ｱｵﾔｷﾞ ﾕﾀｶ 堀金中

[ 3組] 風速 +2.2

 1 長﨑 祐介(3)    11.61 
ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 豊科北中

 2 竹内 誠(3)    11.72 
ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ 穂高東中

 3 三宅 浩生(3)    11.75 
ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 三郷中

 4 甕 慎伍(3)    11.94 
ﾓﾀｲ  ｼﾝｺﾞ 三郷中

 5 東井 隆希(3)    12.27 
ﾄｳｲ  ﾘｭｳｷ 三郷中

 6 種山 翔太(3)    12.49 
ﾀﾈﾔﾏ ｼｮｳﾀ 三郷中

中学３年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ

5  3576

4  3432

6  3500

3  3584

2  3433

7  3575

No. 氏  名 所属名 記録／備考

 3503
欠場

順

8  3438

3  3504

5  3501

6  3582

7  3460

4  3595

 3569

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8

4  3502

7  3435

2

6  3587

3  3588

2  3579

5  3605



   1 長﨑 祐介(3) 豊科北中    11.61 (+2.2)  3  1
   2 竹内 誠(3) 穂高東中    11.72 (+2.2)  3  2
   3 三宅 浩生(3) 三郷中    11.75 (+2.2)  3  3
   4 飯島 拓海(3) 豊科北中    11.88 (+2.4)  2  1
   5 髙木 涼太(3) 豊科北中    11.93 (+2.4)  2  2
   6 甕 慎伍(3) 三郷中    11.94 (+2.2)  3  4
   7 東井 隆希(3) 三郷中    12.27 (+2.2)  3  5
   8 望月 春希(3) 穂高東中    12.32 (+0.2)  1  1
   9 山田 晴海(3) 穂高東中    12.33 (+2.4)  2  3
  10 下川 省吾(3) 穂高西中    12.41 (+2.4)  2  4
  11 花形 駿介(3) 豊科北中    12.45 (+0.2)  1  2
  12 種山 翔太(3) 三郷中    12.49 (+2.2)  3  6
  13 増子 良平(3) 三郷中    12.53 (+0.2)  1  3
  13 高山 晃希(3) 穂高東中    12.53 (+0.2)  1  4
  15 有沢 透生(3) 三郷中    12.59 (+2.4)  2  5
  16 務台 拓矢(3) 三郷中    12.72 (+2.4)  2  6
  17 青柳 穣(3) 堀金中    12.85 (+2.4)  2  7
  18 須澤 佑也(3) 堀金中    12.86 (+0.2)  1  5
  19 竹内 真滉(3) 三郷中    12.91 (+0.2)  1  6

都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 3502
 3435

中学３年男子

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名

 3588
 3432
 3438
 3460

 3579
 3504
 3501
 3587

 3584

 3595
 3582
 3569
 3575

 3500
 3605
 3576
 3433



決勝 5月19日 11:15

[ 1組] 風速 +4.7 [ 2組] 風速 +1.1

 1 井嶋 亮太(3)    12.58 1 斉藤 巧(3)    12.06 
ｲｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 波田中 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 波田中

 2 犬飼 基統(3)    13.07 2 中村 彰汰(3)    12.25 
ｲﾇｶｲ ﾓﾄ 高綱中 ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 附属松本中

 3 奥原 聖人(3)    13.16 3 中島 嘉活(3)    12.59 
ｵｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 高綱中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｶﾂ 松島中

 4 加藤 優弥(3)    13.19 4 百瀬 正広(3)    12.95 
ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 波田中 ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ 波田中

 5 波多腰 貴雅(3)    13.41 5 藤井 天良(3)    13.47 
ﾊﾀｺｼ ﾀｶﾏｻ 波田中 ﾌｼﾞｲ ｿﾗ 鉢盛中

 6 池口 響(3)    13.77 6 伊藤 孔希(3)    13.52 
ｲｹｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ 波田中 ｲﾄｳ ｺｳｷ 清水中

 7 今井 知樹(3)    14.18 曽山 優太(3)
ｲﾏｲ ﾄﾓｷ 波田中 ｿﾔﾏ ﾕｳﾀ 高綱中

 8 惣洞 侑大(3)    14.81 
ｿｳﾎﾞﾗ ﾕｳﾀ 波田中

[ 3組] 風速 +1.5

 1 木村 幸太(3)    11.39 
ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 鉢盛中

 2 赤堀 拓夢(3)    12.10 
ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ 附属松本中

 3 木下 祐太郎(3)    12.21 
ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 松島中

 4 井口 将理(3)    12.24 
ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ 清水中

 5 村田 淳(3)    12.26 
ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝ 附属松本中

 6 中村 奈央(3)    12.27 
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ 波田中

 7 米倉 敬宏(3)    12.35 
ﾖﾈｸﾗ ﾀｶﾋﾛ 附属松本中

中学３年男子オープン

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

3  5912

7  3256

5  5910

2  3251

8  3257

6  3253
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9  3254

順 ﾚｰﾝ No.
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3  6076

6  6134

欠場

5  5679

4  6123
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   1 木村 幸太(3) 鉢盛中    11.39 (+1.5)  3  1
   2 斉藤 巧(3) 波田中    12.06 (+1.1)  2  1
   3 赤堀 拓夢(3) 附属松本中    12.10 (+1.5)  3  2
   4 木下 祐太郎(3) 松島中    12.21 (+1.5)  3  3
   5 井口 将理(3) 清水中    12.24 (+1.5)  3  4
   6 中村 彰汰(3) 附属松本中    12.25 (+1.1)  2  2
   7 村田 淳(3) 附属松本中    12.26 (+1.5)  3  5
   8 中村 奈央(3) 波田中    12.27 (+1.5)  3  6
   9 米倉 敬宏(3) 附属松本中    12.35 (+1.5)  3  7
  10 井嶋 亮太(3) 波田中    12.58 (+4.7)  1  1
  11 中島 嘉活(3) 松島中    12.59 (+1.1)  2  3
  12 百瀬 正広(3) 波田中    12.95 (+1.1)  2  4
  13 犬飼 基統(3) 高綱中    13.07 (+4.7)  1  2
  14 奥原 聖人(3) 高綱中    13.16 (+4.7)  1  3
  15 加藤 優弥(3) 波田中    13.19 (+4.7)  1  4
  16 波多腰 貴雅(3) 波田中    13.41 (+4.7)  1  5
  17 藤井 天良(3) 鉢盛中    13.47 (+1.1)  2  5
  18 伊藤 孔希(3) 清水中    13.52 (+1.1)  2  6
  19 池口 響(3) 波田中    13.77 (+4.7)  1  6
  20 今井 知樹(3) 波田中    14.18 (+4.7)  1  7
  21 惣洞 侑大(3) 波田中    14.81 (+4.7)  1  8

中学３年男子オープン

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

 6134
 5821
 5679
 6133

組 順位
 6076
 3247

 5818
 3249
 5910
 5912

 6123
 3248
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 3256

 3251
 3252
 3254

 3257
 3253
 6075
 5676



決勝 5月19日 12:35

大会記録(GR)                  4:44.10 

 1 小澤 大輝(1)  4:56.85 
ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 穂高東中

 2 坂槇 健汰(1)  5:09.14 
ｻｶﾏｷ ｹﾝﾀ 豊科北中

 3 窪田 涼也(1)  5:23.35 
ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳﾔ 明科中

 4 二村 俊平(1)  5:29.22 
ﾆﾑﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ 穂高西中

4  3282

1  3442

2  3490

3  3470

中学１年男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月19日 12:35

 1 石曽根 歩(1)  4:55.05 
ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ 松島中

 2 中村 剛(1)  5:13.33 
ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 鉢盛中

 3 上田 桂悟(1)  5:20.33 
ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 鉢盛中

 4 三島 颯太(1)  5:36.71 
ﾐｼﾏ ｿｳﾀ 鉢盛中

 5 田口 翔斗(1)  5:43.14 
ﾀｸﾞﾁ  ｼｮｳﾄ 福島中

 6 天児 幹治(1)  5:46.86 
ｱﾏｺ ｶﾝｼﾞ 附属松本中

 7 北澤 光記(1)  5:48.21 
ｷﾀｻﾞﾜ ｺｳｷ 波田中

 8 花岡 拓登(1)  5:50.37 
ﾊﾅｵｶ ﾀｸﾄ 附属松本中

 9 今井 啓(1)  5:50.89 
ｲﾏｲ ｹｲ 附属松本中

10 横前 洸佑(1)  5:51.21 
ﾖｺﾏｴ ｺｳｽｹ 附属松本中

11 野村 拓未(1)  5:51.42 
ﾉﾑﾗ ﾀｸﾐ 波田中

12 村田 瞭(1)  5:54.63 
ﾑﾗﾀ ﾘｮｳ 附属松本中

13 山本 悠斗(1)  5:55.99 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 附属松本中

14 赤羽 栄紀(1)  5:56.47 
ｱｶﾊﾈ ﾊﾙｷ 鎌田中

15 田中 駿祐(1)  5:56.47 
ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 附属松本中

16 安部 隼人(1)  6:04.23 
ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ 附属松本中

17 渡邊 駿(1)  6:06.89 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 波田中

18 樋口 晃汰(1)  6:27.01 
ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀ 附属松本中

19 二木 敦也(1)  6:35.31 
ﾌﾀﾂｷﾞ ｱﾂﾔ 波田中

20 笠原 里央(1)  6:45.28 
ｶｻﾊﾗ ﾘｵ 附属松本中

21 米久保 颯人(1)  7:47.40 
ﾖﾈｸﾎﾞ ﾊﾔﾄ 波田中

22 西 一樹(1)  7:59.34 
ﾆｼ ｶｽﾞｷ 波田中
川島 翔太(1)
ｶﾜｼﾏ ｼｮｳﾀ 高瀬中

16  3272

欠場

14  3270

20  4270

26  3271

11  6891

8  3273

25  6890

19  6883

17  6885

13  6881

21  5701

10  3265

5  6882

7  6889

23  6884

6  3262

15  6887

27  2872

9  6886

22  6084

18  6086

12  5840

24  6085

中学１年男子オープン
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決勝 5月19日 12:55

大会記録(GR)                  4:15.8  

 1 百瀬大輝(3)  4:38.94 
ﾓﾓｾﾋﾛｷ 豊科南中

 2 黒岩 慶大(3)  4:40.06 
ｸﾛｲﾜ ｹｲﾀ 堀金中

 3 岡村 慧胤(3)  4:42.41 
ｵｶﾑﾗ ｹｲﾝ 豊科北中

 4 吉野 元貴(3)  4:43.37 
ﾖｼﾉ ｹﾞﾝｷ 穂高西中

 5 飯森 友蘭(3)  4:57.81 
ｲｲﾓﾘ ﾕﾗ 三郷中

 6 外舘 真之介(2)  5:03.86 
ﾄﾀﾞﾃ ｼﾝﾉｽｹ 穂高西中

 7 安永 幸太(2)  5:05.92 
ﾔｽﾅｶﾞ ｺｳﾀ 穂高西中

 8 原 拓仁(2)  5:08.32 
ﾊﾗ ﾀｸﾄ 堀金中

 9 坂本 大輔(2)  5:10.30 
ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 豊科北中

10 百瀬 稜(2)  5:12.47 
ﾓﾓｾ ﾘｮｳ 堀金中

11 山口 将史(2)  5:13.32 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 豊科北中

12 平林 聖也(3)  5:14.92 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ 穂高西中

13 有賀 大介(2)  5:31.00 
ｱﾙｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 穂高西中

14 遠藤 慧斗(2)  5:34.48 
ｴﾝﾄﾞｳｹｲﾄ 穂高東中
高井 悠登(3)
ﾀｶｲ ﾊﾙﾄ 堀金中
大月 海世(3)
ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 明科中
渡邊 陽也(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾔ 三郷中
笹川 昂輝(3)
ｻｻｶﾞﾜ  ｺｳｷ 三郷中

15  3583
欠場

17  3578
欠場

1  3574
欠場

8  3280
欠場

2  3462

13  3453

18  3512

14  3479

6  3510

11  3549

10  3485

3  3552

7  3580

16  3483

12  3505

4  3484

9  3522

5  3573

中学２・３年男子
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決勝 5月19日 12:45

 1 下村 勇喜(3)  4:27.33 
ｼﾓﾑﾗ ﾕｳｷ 塩尻広陵中

 2 木村 祐太(3)  4:28.98 
ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 鉢盛中

 3 下條 源太郎(2)  4:33.86 
ｼﾓｼﾞｮｳ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 附属松本中

 4 井嶋 亮太(3)  4:44.81 
ｲｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 波田中

 5 菅 真志(3)  4:44.84 
ｽｶﾞ ﾏｻｼ 附属松本中

 6 村瀬 勇哉(2)  4:47.31 
ﾑﾗｾ ﾕｳﾔ 梓川中

 7 百瀬 賢一(3)  4:48.11 
ﾓﾓｾ ｹﾝｲﾁ 清水中

 8 土屋 勇太(2)  4:50.08 
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀ 鉢盛中

 9 海川 和哉(3)  4:52.29 
ｳﾐｶﾜ ｶｽﾞﾔ 鉢盛中

10 中田 智貴(2)  4:53.21 
ﾅｶﾀ  ﾄﾓﾀｶ 清水中

11 中塚 俊助(2)  4:54.86 
ﾅｶﾂｶ ｼｭﾝｽｹ 鉢盛中

12 折井 秀太朗(2)  4:55.40 
ｵﾘｲ ｼｭｳﾀﾛｳ 附属松本中

13 宮本 侃汰(3)  4:56.15 
ﾐﾔﾓﾄ ｶﾝﾀ 開成中

14 丸山 浩成(3)  4:56.73 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾅﾘ 鎌田中

15 上條 俊文(2)  4:58.58 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｼﾌﾐ 鉢盛中

16 徳原 冬威(2)  5:05.38 
ﾄｸﾊﾗ ﾄｳｲ 高綱中

17 大川天斗(2)  5:05.71 
ｵｵｶﾜﾀｶﾄ 菅野中

18 西澤 遼介(2)  5:05.73 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 鉢盛中

19 小林勇輝(2)  5:06.34 
ｺﾊﾞﾔｼﾕｳｷ 菅野中

20 波多腰 貴雅(3)  5:12.82 
ﾊﾀｺｼ ﾀｶﾏｻ 波田中

21 池口 響(3)  5:12.96 
ｲｹｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ 波田中

22 今井 知樹(3)  5:15.22 
ｲﾏｲ ﾄﾓｷ 波田中

23 北島 颯(2)  5:21.17 
ｷﾀｼﾞﾏ ﾊﾔﾃ 福島中

24 堀口 旺伽(2)  5:22.32 
ﾎﾘｸﾞﾁ  ｵｳｶ 丸ﾉ内中

25 田邊 奨(2)  5:23.23 
ﾀﾅﾍﾞ  ｼｮｳ 丸ﾉ内中

26 廣部 幹也(2)  5:23.69 
ﾋﾛﾍﾞ ﾐｷﾔ 高綱中

27 加藤 優弥(3)  5:29.20 
ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 波田中

28 岡田絃希(3)  5:29.66 
ｵｶﾀﾞｹﾞﾝｷ 菅野中

29 兼子 峻(2)  5:35.83 
ｶﾈｺ ｼｭﾝ 附属松本中
西田 光孝(2)
ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 福島中

26  6107

1  2863
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決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月19日 13:45

大会記録(GR)                    54.32 

[ 1組] [ 2組]

 1 竹内 誠(3)    54.90 1 長﨑 祐介(3)    53.18 
ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ 穂高東中 ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 豊科北中

 2 髙木 涼太(3)    56.37 2 有賀 健(3)    55.59 
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 豊科北中 ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ 穂高西中

 3 山田 晴海(3)    59.54 3 望月 春希(3)    56.30 
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾐ 穂高東中 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｷ 穂高東中

 4 北嶋 竣(2)  1:02.50 4 花形 駿介(3)    56.41 
ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ 豊科北中 ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 豊科北中

 5 加科 凌(2)  1:04.51 5 飯島 拓海(3)    58.32 
ｶｼﾅ ﾘｮｳ 三郷中 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 豊科北中

 6 坂本 大輔(2)  1:05.12 6 岡村 慧胤(3)  1:01.30 
ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 豊科北中 ｵｶﾑﾗ ｹｲﾝ 豊科北中

 7 小澤 大輝(1)  1:05.17 大月 海世(3)
ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 穂高東中 ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 明科中

 8 山口 将史(2)  1:08.70 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 豊科北中

欠場

6  3500

所属名 記録／備考
2  3502

大会新
5  3457

 3504

3  3280

順 ﾚｰﾝ No.
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7  3512

46  3589

5  3510
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3  3513

4  3435

9  3501

中学男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 長﨑 祐介(3) 豊科北中      53.18 大会新  2  1
   2 竹内 誠(3) 穂高東中      54.90  1  1
   3 有賀 健(3) 穂高西中      55.59  2  2
   4 望月 春希(3) 穂高東中      56.30  2  3
   5 髙木 涼太(3) 豊科北中      56.37  1  2
   6 花形 駿介(3) 豊科北中      56.41  2  4
   7 飯島 拓海(3) 豊科北中      58.32  2  5
   8 山田 晴海(3) 穂高東中      59.54  1  3
   9 岡村 慧胤(3) 豊科北中    1:01.30  2  6
  10 北嶋 竣(2) 豊科北中    1:02.50  1  4
  11 加科 凌(2) 三郷中    1:04.51  1  5
  12 坂本 大輔(2) 豊科北中    1:05.12  1  6
  13 小澤 大輝(1) 穂高東中    1:05.17  1  7
  14 山口 将史(2) 豊科北中    1:08.70  1  8 3512

 3438
 3505
 3513
 3589

 3432
 3501
 3500
 3504

 3510
 3442

 3435
 3457

所属名 記録 備考 組順位 No. 氏  名 都道府県 順位
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400m
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決勝 5月19日 13:35

[ 1組] [ 2組]

 1 松永 蓮汰(2)    58.84 1 小田 龍貴(3)    58.10 
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚﾝﾀ 鉢盛中 ｵﾀﾞ ﾘｭｳｷ 開成中

 2 片田 慎人(2)  1:02.08 2 横澤 陸王(3)    59.24 
ｶﾀﾀﾞ ﾏｺﾄ 梓川中 ﾖｺｻﾜ ﾘｸｵｳ 旭町中

 3 飯吉 杏純(2)  1:05.27 3 奥垣内 崇史(2)    59.30 
ｲｲﾖｼ  ｱｽﾞﾐ 丸ﾉ内中 ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 鉢盛中

 4 惣洞 侑大(3)  1:16.68 4 柳沢 道徳(3)  1:00.91 
ｿｳﾎﾞﾗ ﾕｳﾀ 波田中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾁﾉﾘ 附属松本中
千村 剛芳(2) 5 熊谷 拓真(3)  1:01.21 
ﾁﾑﾗ ﾀｶﾖｼ 附属松本中 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ 松島中
赤羽 栄紀(1) 6 藤澤 光(2)  1:04.26 
ｱｶﾊﾈ ﾊﾙｷ 鎌田中 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 高綱中
池上 一希(3)
ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ 清水中

[ 3組]

 1 木村 幸太(3)    52.41 
ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 鉢盛中

 2 輪湖 勇哉(3)    53.41 
ﾜｺ ﾕｳﾔ 附属松本中

 3 樋口 一馬(3)    53.92 
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 波田中

 4 浅原 隼風(3)    56.10 
ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ 旭町中

 5 小池 寿輝(2)    57.20 
ｺｲｹ  ﾏｻｷ 丸ﾉ内中

 6 中沢 夏輝(2)    58.04 
ﾅｶｻﾞﾜﾅﾂｷ 菅野中

6  5760

2  5936

3  3255

7  5810

4  6076

5  6106

7  5924

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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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 ﾚｰﾝ



   1 木村 幸太(3) 鉢盛中      52.41  3  1
   2 輪湖 勇哉(3) 附属松本中      53.41  3  2
   3 樋口 一馬(3) 波田中      53.92  3  3
   4 浅原 隼風(3) 旭町中      56.10  3  4
   5 小池 寿輝(2) 丸ﾉ内中      57.20  3  5
   6 中沢 夏輝(2) 菅野中      58.04  3  6
   7 小田 龍貴(3) 開成中      58.10  2  1
   8 松永 蓮汰(2) 鉢盛中      58.84  1  1
   9 横澤 陸王(3) 旭町中      59.24  2  2
  10 奥垣内 崇史(2) 鉢盛中      59.30  2  3
  11 柳沢 道徳(3) 附属松本中    1:00.91  2  4
  12 熊谷 拓真(3) 松島中    1:01.21  2  5
  13 片田 慎人(2) 梓川中    1:02.08  1  2
  14 藤澤 光(2) 高綱中    1:04.26  2  6
  15 飯吉 杏純(2) 丸ﾉ内中    1:05.27  1  3
  16 惣洞 侑大(3) 波田中    1:16.68  1  4
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決勝 5月19日 16:20

大会記録(GR)                    45.78 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 豊科北中(A)  3501 髙木 涼太(3)    45.83 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳA ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ
 3502 長﨑 祐介(3)

ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ
 3500 花形 駿介(3)

ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ
 3504 飯島 拓海(3)

ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ
 2   9 三郷中(A)  3588 東井 隆希(3)    46.37 

ﾐｻﾄﾁｭｳA ﾄｳｲ  ﾘｭｳｷ
 3579 三宅 浩生(3)

ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ
 3587 甕 慎伍(3)

ﾓﾀｲ  ｼﾝｺﾞ
 3597 平林 柚葵(2)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ  ﾕｳｷ
 3   5 穂高東中  3433 高山 晃希(3)    46.97 

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾀｶﾔﾏ ｺｳｷ
 3435 竹内 誠(3)

ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ
 3432 望月 春希(3)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｷ
 3438 山田 晴海(3)

ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾐ
 4   8 穂高西中  3457 有賀 健(3)    48.87 

ﾎﾀｶﾆｼﾁｭｳ ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ
 3460 下川 省吾(3)

ｼﾓｶﾜ ｼｮｳｺﾞ
 3479 平林 聖也(3)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ
 3478 寺島 利明(3)

ﾃﾗｼﾏ ﾄｼｱｷ
 5   7 三郷中(B)  3582 務台 拓矢(3)    48.89 

ﾐｻﾄﾁｭｳB ﾑﾀｲ  ﾀｸﾔ
 3596 坂中 勇磨(2)

ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ
 3576 増子 良平(3)

ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ
 3595 有沢 透生(3)

ｱﾘｻﾜ  ﾄｳｲ
 6   3 三郷中(C)  3605 種山 翔太(3)    49.36 

ﾐｻﾄﾁｭｳC ﾀﾈﾔﾏ ｼｮｳﾀ
 3584 竹内 真滉(3)

ﾀｹｳﾁ ﾏﾋﾛ
 3598 知久平 恒希(2)

ﾁｸﾀﾞｲﾗ ｺｳｷ
 3601 内田 祐介(2)

ｳﾁﾀﾞ  ﾕｳｽｹ
 7   4 堀金中  3569 青柳 穣(3)    50.20 

ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ｱｵﾔｷﾞ ﾕﾀｶ
 3571 吉田 快(3)

ﾖｼﾀﾞ ｶｲ
 3573 黒岩 慶大(3)

ｸﾛｲﾜ ｹｲﾀ
 3575 須澤 佑也(3)

ｽｻﾞﾜ ﾕｳﾔ
 8   2 豊科北中(B)  3492 箭内 理一(1)    54.67 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳB ﾔﾅｲ ﾘｲﾁ
 3491 福岡 歩武(1)

ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ
 3513 北嶋 竣(2)

ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ
 3510 坂本 大輔(2)

ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ

中学男子

4×100m

決勝



決勝 5月19日 16:05

[ 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   3 高綱中  5912 奥原 聖人(3)    49.83 1  2 波田中(A) 3256 井嶋 亮太(3)    46.77 

ﾀｶﾂﾅﾁｭｳ ｵｸﾊﾗ ﾏｻﾄ ﾊﾀA ｲｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ
 5908 北野 慧(3) 3247 斉藤 巧(3)

ｷﾀﾉ ｹｲ ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 5910 犬飼 基統(3) 3248 中村 奈央(3)

ｲﾇｶｲ ﾓﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ
 5911 原田 慶太(3) 3255 樋口 一馬(3)

ﾊﾗﾀﾞ ｹｲﾀ ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ
 2   6 福島中  2857 田口 竜成(3)    50.06 2  7 附属松本中(A) 6883 田中 駿祐(1)    46.92 

ﾌｸｼﾏﾁｭｳ ﾀｸﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳA ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ
 2861 小谷 渓太(2) 6884 横前 洸佑(1)

ｺﾀﾆ ｹｲﾀ ﾖｺﾏｴ ｺｳｽｹ
 2860 小坂 正海(2) 6125 刀祢 槙斗(2)

ｺｻｶ ｾｲｶｲ ﾄﾈ ﾏｷﾄ
 2864 原 拓実(2) 6112 渡邉 昭洋(2)

ﾊﾗ ﾀｸﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ
 3   4 丸ﾉ内中  5761 飯吉 杏純(2)    52.14 3  6 鉢盛中 6075 藤井 天良(3)    48.22 

ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ ｲｲﾖｼ  ｱｽﾞﾐ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾌｼﾞｲ ｿﾗ
 5760 小池 寿輝(2) 6076 木村 幸太(3)

ｺｲｹ  ﾏｻｷ ｷﾑﾗ ｺｳﾀ
 5764 相澤 翼(1) 6078 奥垣内 崇史(2)

ｱｲｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ
 5762 権田 将拓(1) 6079 木村 祐太(3)

ｺﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ
 4   7 高綱中  5923 中澤 達也(2)    53.95 4  4 松島中(A) 5822 原 圭史郎(2)    49.66 

ﾀｶﾂﾅﾁｭｳ ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ ﾏﾂｼﾏﾁｭｳA ﾊﾗ ｹｲｼﾛｳ
 5917 上原 晟弘(2) 5821 木下 祐太郎(3)

ｳｴﾊﾗ ｱｷﾋﾛ ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾀﾛｳ
 5919 赤澤 虎太郎(2) 5823 熊谷 拓真(3)

ｱｶｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ
 5915 小林 雅人(2) 5818 中島 嘉活(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｶﾂ
 5   5 波田中(B)  3268 戸叶 健司(1)    54.88 5  3 菅野中 5950 平林  航(2)    50.71 

ﾊﾀB ﾄｶﾉ ｹﾝｼﾞ ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ﾋﾗﾊﾞﾔｼﾜﾀﾙ
 3259 古畑 佑都(2) 5936 中沢 夏輝(2)

ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳﾄ ﾅｶｻﾞﾜﾅﾂｷ
 3261 村上 貴哉(2) 5947 前澤 圭人(2)

ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾔ ﾏｴｻﾞﾜｹｲﾄ
 3263 堺 信幸(1) 5949 倉科 佳典(2)

ｻｶｲ ﾉﾌﾞﾕｷ ｸﾗｼﾅﾖｼﾉﾘ
 6   2 附属松本中(B)  6106 輪湖 勇哉(3)    55.23  5 清水中 5676 伊藤 孔希(3)

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳB ﾜｺ ﾕｳﾔ ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ｲﾄｳ ｺｳｷ 失格
 6124 米倉 敬宏(3) 5680 岡田 大志(3) R1(2-3)

ﾖﾈｸﾗ ﾀｶﾋﾛ ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ
 6133 中村 彰汰(3) 5681 百瀬 賢一(3)

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ ﾓﾓｾ ｹﾝｲﾁ
 6134 赤堀 拓夢(3) 5679 井口 将理(3)

ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ

中学男子オープン

4×100m

決勝



   1 波田中(A)    46.77 井嶋 亮太(3) 斉藤 巧(3) 中村 奈央(3) 樋口 一馬(3)  2  1
   2 附属松本中(A)    46.92 田中 駿祐(1) 横前 洸佑(1) 刀祢 槙斗(2) 渡邉 昭洋(2)  2  2
   3 鉢盛中    48.22 藤井 天良(3) 木村 幸太(3) 奥垣内 崇史(2) 木村 祐太(3)  2  3
   4 松島中(A)    49.66 原 圭史郎(2) 木下 祐太郎(3) 熊谷 拓真(3) 中島 嘉活(3)  2  4
   5 高綱中    49.83 奥原 聖人(3) 北野 慧(3) 犬飼 基統(3) 原田 慶太(3)  1  1
   6 福島中    50.06 田口 竜成(3) 小谷 渓太(2) 小坂 正海(2) 原 拓実(2)  1  2
   7 菅野中    50.71 平林  航(2) 中沢 夏輝(2) 前澤 圭人(2) 倉科 佳典(2)  2  5
   8 丸ﾉ内中    52.14 飯吉 杏純(2) 小池 寿輝(2) 相澤 翼(1) 権田 将拓(1)  1  3
   9 高綱中    53.95 中澤 達也(2) 上原 晟弘(2) 赤澤 虎太郎(2) 小林 雅人(2)  1  4
  10 波田中(B)    54.88 戸叶 健司(1) 古畑 佑都(2) 村上 貴哉(2) 堺 信幸(1)  1  5
  11 附属松本中(B)    55.23 輪湖 勇哉(3) 米倉 敬宏(3) 中村 彰汰(3) 赤堀 拓夢(3)  1  6

ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

中学男子オープン

4×100m
タイムレース



決勝 5月19日 14:35

大会記録(GR)                    17.04 

風速 +0.2

 1 三宅 浩生(3)    16.20 
ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 三郷中

 2 南澤 憲史(3)    18.40 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｹﾝｼ 穂高東中
望月 章史(3)
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾌﾐ 豊科北中

3  3503
欠場

4  3579
大会新

2  3440

中学男子

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月19日 14:30

風速 +2.5

 1 岡田 大志(3)    17.39 
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ 清水中

 2 原田 慶太(3)    17.52 
ﾊﾗﾀﾞ ｹｲﾀ 高綱中

 3 増本 泰河(3)    18.52 
ﾏｽﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 附属松本中

 4 北原 樹(3)    19.69 
ｷﾀﾊﾗ ｲﾂｷ 附属松本中

 5 上水 大知(3)    21.35 
ｶﾐﾐｽﾞ ﾀﾞｲﾁ 開成中

 6 小坂 正海(2)    22.10 
ｺｻｶ ｾｲｶｲ 福島中

 7 和田 智哉(2)    22.12 
ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾔ 附属松本中

 8 北野 慧(3)    24.72 
ｷﾀﾉ ｹｲ 高綱中
村田 淳(3)
ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝ 附属松本中

1  6123
欠場

7  6127

2  5908

6  5859

4  2860

9  6135

5  6108

3  5680

8  5911

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



決勝 5月19日 11:00

大会記録(GR)                     1.66 

1m70 1m72 1m74 1m75 1m77
青柳 朋和(3) - - - xo o o o o o xxo 大会新
ｱｵﾔｷﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 堀金中 xo xxo xxo xo xxx
東井 隆希(3) - - - - o o o o o o 大会新
ﾄｳｲ  ﾘｭｳｷ 三郷中 xo xo xxx
小野 寛貴(3) - - - - - o o o o o 大会新
ｵﾉ ﾋﾛｷ 穂高西中 xo xxx
吉田 快(3) - - - xo o o o o o xxx
ﾖｼﾀﾞ ｶｲ 堀金中
笹川 昂輝(3) - - - xo o o o xo xxx
ｻｻｶﾞﾜ  ｺｳｷ 三郷中
柳澤 喜允(2) o xxx
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾖｼﾉﾌﾞ 三郷中
小野澤 郁也(3) 欠場
ｵﾉｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ 穂高東中

6 1  3594
 1.20

2  3439

4 4  3571
 1.60

5 3  3578
 1.55

2 5  3588
 1.72

3 7  3458
 1.70

1m60 1m65

1 6  3567
 1.75

記録 備考
1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55

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 12:30

大会記録(GR)                     5.65 

３回の
最高記録

竹内 真滉(3)   x  5.79  5.72   5.79    5.79 
ﾀｹｳﾁ ﾏﾋﾛ 三郷中  +3.4  +2.8   +3.4    +3.4
増子 良平(3)  5.41  5.27  5.38   5.41    5.41 
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 三郷中  +0.5  +2.8  +2.3   +0.5    +0.5
渡邊 陽也(3)  5.21  5.11   x   5.21    5.21 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾔ 三郷中  +3.7  +1.4   +3.7    +3.7
知久平 恒希(2)   x   x  4.90   4.90    4.90 
ﾁｸﾀﾞｲﾗ ｺｳｷ 三郷中  +1.3   +1.3    +1.3
坂中 勇磨(2)  4.84   x  4.87   4.87    4.87 
ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ 三郷中  +2.9  +3.1   +3.1    +3.1
内田 祐介(2)  4.73  4.27   x   4.73    4.73 
ｳﾁﾀﾞ  ﾕｳｽｹ 三郷中  +4.2  +2.8   +4.2    +4.2
中谷 夏希(2)  4.72  4.55  4.45   4.72    4.72 
ﾅｶﾔ ﾅﾂｷ 三郷中  +0.2  +1.8  +3.5   +0.2    +0.2
高山 晃希(3)  3.40  4.52  4.70   4.70    4.70 
ﾀｶﾔﾏ ｺｳｷ 穂高東中  +3.0  +4.4  +3.7   +3.7    +3.7
穂刈 康人(1)   x  4.57  4.59   4.59    4.59 
ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 三郷中   0.0  +2.7   +2.7    +2.7
小口 泰治(3)  4.28   x  4.24   4.28    4.28 
ｵｸﾞﾁ ﾀｲｼﾞ 堀金中  +4.4  +2.8   +4.4    +4.4
福岡 歩武(1)   x   x  3.95   3.95    3.95 
ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ 豊科北中  +3.0   +3.0    +3.0
浅野 拓真(2)  3.70  3.77  3.81   3.81    3.81 
ｱｻﾉ ﾀｸﾏ 穂高東中  +0.6  +1.2  +3.7   +3.7    +3.7
清水 朋弥(1)  3.27  3.43  3.49   3.49    3.49 
ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾔ 三郷中  +2.8  +2.0  +3.7   +3.7    +3.7
箭内 理一(1)  3.10  2.28  2.71   3.10    3.10 
ﾔﾅｲ ﾘｲﾁ 豊科北中  +1.8  +1.2  -1.5   +1.8    +1.8

14 1  3492

12 6  3451

13 3  3586

10 9  3572

11 5  3491

8 2  3433

9 7  3585

6 8  3601

7 10  3577

4 12  3598

5 4  3596

2 11  3576

3 13  3583

記録 備考

1 14  3584

-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-



決勝 5月19日 13:00

大会記録(GR)                     9.24 

３回の
最高記録

務台 拓矢(3)
ﾑﾀｲ  ﾀｸﾔ 三郷中
横川 政二(2)
ﾖｺｶﾜ ｾｲｼﾞ 三郷中
丸山 嗣温(2)
ﾏﾙﾔﾏ ｼｵﾝ 豊科北中

  4.89   4.89   4.72    4.89
3 2  3511

  4.67

  6.42    6.85   6.85 

   6.99   6.99 

2 1  3599
  6.85   5.73

1 3  3582
   x   6.99    x

-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-
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