
第58回茅野市総合体育大会陸上競技                                                
主催：茅野市,茅野市教育委員会,(特)茅野市体育協会                                
共催：茅野市陸上競技協会                                                        
主管：茅野市陸上競技協会                                                        

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】203100  茅野市総合運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
07/28 男子 清陵α     2,11.05

100m+200m+300m 帶川 恵輔(2)
小口 直希(2)
矢野 考典(2)
小池 竜煕(1)

07/28 小学男子 両角 祥也(6) 3,34.88 伊藤 怜央馬(5) 3,42.62 岩波 克飛(4) 3,44.49 由澤 汐七(4) 3,44.63 小島 星也(4) 3,49.91 矢崎 智大(5) 4,21.91 北澤 弘都(4) 4,32.36 雨宮 水晶(3) 4,58.15
1000m 小学生･北山小学校 小学生･宮川小 小学生･宮川小 小学生･宮川小 小学生･金沢小 小学生･永明小 小学生･北山小学校 小学生･宮川小

07/28 黒岩 翔吾(6) 17.84 小宮山 資(5) 18.12 松田 航翔(5) 18.72 鮎澤 諒(6) 18.74 柴 誠人(4) 20.09
80mH 小学生･湖東小 小学生･玉川小 小学生･湖東小 小学生･宮川小 小学生･湖東小

07/28 湖東小     1,04.35
4×100mR 松田 航翔(5)

土橋 琉斗(5)
戸島 輝人(5)
篠原 礼二朗(5)

07/28 小学３年男子  +0.4 関 太陽(3) 16.86 戸島 悠翔(3) 17.42 矢島 壮野(3) 17.74 金川 健登(3) 18.21 矢島 武流(3) 18.36
100m 小学生･湖東小 小学生･湖東小 小学生･玉川小 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

07/28 関 太陽(3) 3.07(+0.3) 戸島 悠翔(3) 2.92(+1.1) 金川 健登(3) 2.84(+0.3)
走幅跳 小学生･湖東小 小学生･湖東小 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

07/28 小学４年男子  +1.2 川瀬 創太(4) 15.06 小平 将斗(4) 15.51 宮坂 仁士(4) 15.82 岩波 克飛(4) 15.88 北澤 弘都(4) 16.19 藤岡 佳秀(4) 16.43 木村 望夢(4) 16.45 奥谷 祐斗(4) 16.46
100m 小学生･永明小 小学生･金沢小 小学生･宮川小 小学生･宮川小 小学生･北山小学校 小学生･湖東小 小学生･玉川小 小学生･湖東小

07/28 宮坂 仁士(4) 3.70(+0.5) 奥谷 祐斗(4) 3.31(+0.5) 柴 誠人(4) 3.28(+2.9) 北原 和哉(4) 3.19(+1.3) 藤岡 佳秀(4) 3.09(+1.3) 石山 純雅(4) 2.62(+0.8)
走幅跳 小学生･宮川小 小学生･湖東小 小学生･湖東小 小学生･永明小 小学生･湖東小 小学生･湖東小

07/28 小学５年男子  +1.3 佐野 希汐(5) 14.13 早川 宏平(5) 15.11 木村 歩夢(5) 16.69 鈴木 颯太(5) 18.69
100m 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･北山小学校 小学生･玉川小 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

07/28 小宮山 資(5) 3.56(0.0) 早川 宏平(5) 3.34(+0.3) 伊藤 怜央馬(5)3.31(+0.7)
走幅跳 小学生･玉川小 小学生･北山小学校 小学生･宮川小

07/28 小学６年男子  +1.3 黒岩 翔吾(6) 15.30 濵 裕輝(6) 15.36
100m 小学生･湖東小 小学生･北山小学校

07/28 中学男子  -1.4 丹羽 南樹(3) 12.24 小林 蒼泉(3) 12.32 荒道 飛翔(3) 12.34 野田 大夢(2) 12.36 三井 雄汰郎(3) 12.47 土屋 哲平(1) 13.17 浅井 威風(2) 13.32 藤森 遥斗(2) 13.41
100m 中学生･茅野北部中 中学生･茅野東部中 中学生･茅野北部中 中学生･長峰中 中学生･茅野北部中 中学生･茅野東部中 中学生･長峰中 中学生･長峰中

07/28 伊藤 来夢(3) 55.91 小平 祐貴(3) 58.26 三井 雄汰郎(3) 1,00.16 佐々木 健(3) 1,00.73 小松 翔(1) 1,02.15 望月 怜音(1) 1,07.25 藤澤 雄大(1) 1,10.28 小沢 拓也(1) 1,16.01
400m 中学生･長峰中 GR 中学生･長峰中 中学生･茅野北部中 中学生･長峰中 中学生･茅野北部中 中学生･茅野東部中 中学生･茅野東部中 中学生･長峰中

07/28 宮坂 翔太(3) 2,17.89 小松 翔(1) 2,20.87 牛山 英駿(2) 2,30.71 石山 凌雅(3) 2,34.23 河野 明仁(2) 2,35.81 利根川 大悟(1) 2,42.44 清水 冬威(1) 2,43.10 水野 雄斗(1) 2,45.57
800m 中学生･長峰中 中学生･茅野北部中 中学生･茅野東部中 中学生･茅野北部中 中学生･永明中 中学生･茅野東部中 中学生･茅野東部中 中学生･長峰中

07/28 矢島 洸一(2) 9,44.11 伊藤 輝(1) 10,31.65 五味 拓実(3) 11,10.33 血脇 悠斗(2) 11,22.71 牛山 幸光(1) 13,49.46
3000m 中学生･長峰中 中学生･茅野東部中 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･永明中

07/28  +0.4 伊藤 来夢(3) 16.44
110mH 中学生･長峰中 GR 

07/28 小林 蒼泉(3) 5.45(-0.5) 丹羽 南樹(3) 5.43(+1.0) 荒道 飛翔(3) 5.35(+0.3) 小平 祐貴(3) 5.31(0.0) 田中 龍宗(1) 4.59(+0.9) 小池 隆也(1) 4.13(0.0) 湯田坂 友哉(1)4.03(+0.8) 赤羽 信司(1) 3.96(+2.2)
走幅跳 中学生･茅野東部中 中学生･茅野北部中 中学生･茅野北部中 中学生･長峰中 中学生･茅野東部中 中学生･茅野東部中 中学生･永明中 中学生･永明中

07/28 勝野 真信(3) 9.31 松田 剛司(2) 7.33 安蒜 和樹(2) 7.19 牛山 英駿(2) 6.26 五味 駿太(2) 5.99 関 悠登(3) 5.98 久保田 光胤(3) 5.72 宮坂 岳志(1) 5.30
砲丸投 中学生･茅野北部中 中学生･永明中 中学生･永明中 中学生･茅野東部中 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･茅野北部中

07/28 茅野北部中(A)      47.78 長峰中(A)       48.14 長峰中(B)       52.25 茅野北部中(B)      55.90
4×100mR 三井 雄汰郎(3 GR 五味 拓実(3) GR 浅井 威風(2) 宮坂 一冴(2)

荒道 飛翔(3) 伊藤 来夢(3) 野田 大夢(2) 宮坂 空(1)
勝野 真信(3) 佐々木 健(3) 五味 駿太(2) 宮坂 岳志(1)
丹羽 南樹(3) 小平 祐貴(3) 藤森 遥斗(2) 石山 征雅(1)

07/28 29歳以下男子  -0.7 小口 直希(2) 12.08 帶川 恵輔(2) 12.22
100m 高校生･清陵α 高校生･清陵α

07/28 坂井 和人(2) 51.64 金箱 樹(3) 52.84 小口 直希(2) 55.60
400m 高校生･東海大三 高校生･東海大三 高校生･諏訪清陵高
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決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】203100  茅野市総合運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
07/28 矢野 孝典(2) 2,05.41 帶川 恵輔(2) 2,09.74

800m 一般･甲陵高 高校生･清陵α
07/28 井上 和己(3) 4,15.53 名取 将大(3) 4,17.85 所河 北斗(3) 4,21.79 藤井 直輝(2) 4,24.87 小林 隼人(2) 4,25.16 金成 孝司(2) 4,34.69 福澤 弘樹(2) 4,36.08 滝澤 代聖(1) 4,36.96

1500m 高校生･東海大三 高校生･東海大三 高校生･東海大三 高校生･東海大三 高校生･東海大三 高校生･東海大三 高校生･東海大三 高校生･東海大三
07/28 丸山 貴倫(1) 1.93 松澤 和也(1) 1.90

走高跳 一般･諏訪東京理科大 高校生･諏訪実業高
07/28 木村 浩樹(1) 3.50

棒高跳 高校生･下諏訪向陽高
07/28 30歳以上男子 上島 司 5,08.59

1500m 一般･諏訪西中職
07/28 田中 米人 2.40

棒高跳 一般･茅野陸協
07/28 50歳以上男子 田中 米人 10.13

砲丸投 一般･茅野陸協
07/28 小学6年男ｵｰﾌ  +1.3 田中 圭(6) 14.48

100m 小学生･川中島JRC
07/28 小学男ｵｰﾌﾟﾝ 窪田 翔真(3) 3,59.17

1000m 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ
07/28  +0.7 田中 圭(6) 14.10

80mH 小学生･川中島JRC
07/28 中男ｵｰﾌﾟﾝ 鎌倉 慎太郎(1) 2.40 小池 嶺(1) 2.00

棒高跳 中学生･原中 中学生･原中
07/28 小学3年男ｵｰﾌ  +0.4 窪田 翔真(3) 16.76

100m 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ



決勝 7月28日 13:20

大会新(GR)    

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   1 清陵α   154 帶川 恵輔(2)   2,11.05 

ｾｲﾘｮｳｱﾙﾌｧｰ ｵﾋﾞｶﾜ ｹｲｽｹ
  151 小口 直希(2)

ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ
  153 矢野 考典(2)

ﾔﾉ ｺｳｽｹ
  152 小池 竜煕(1)

ｺｲｹ ﾀﾂｷ

男子

100m+200m+300m+400m100m+200m+300m+400m

決勝決勝決勝



決勝 7月28日 10:45

大会新(GR)        3,18.55

 1 両角 祥也(6) 小学生   3,34.88 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｮｳﾔ 北山小学校

 2 伊藤 怜央馬(5) 小学生   3,42.62 
ｲﾄｳ ﾚｵﾏ 宮川小

 3 岩波 克飛(4) 小学生   3,44.49 
ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 宮川小

 4 由澤 汐七(4) 小学生   3,44.63 
ﾖｼｻﾞﾜ ｾﾅ 宮川小

 5 小島 星也(4) 小学生   3,49.91 
ｺｼﾞﾏ ｾｲﾔ 金沢小

 6 矢崎 智大(5) 小学生   4,21.91 
ﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 永明小

 7 北澤 弘都(4) 小学生   4,32.36 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 北山小学校

 8 雨宮 水晶(3) 小学生   4,58.15 
ｱﾒﾐﾔ ﾐｽﾞｷ 宮川小
上原 翔建(3) 小学生
ｳｴﾊﾗ ｼｮｳﾀ 湖東小

小学男子

1000m1000m

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
1212     3    3

1111   100  100

1616   103  103

1414   112  112

1313   125  125

1515    53   53

1717     7    7

99   101  101

1010   139  139
欠場欠場



決勝 7月28日  9:15

大会新  (GR )       14.17

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 -0.3

 1 松田 航翔(5) 小学生     18.72  1 黒岩 翔吾(6) 小学生     17.84 
ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 湖東小 ｸﾛｲﾜ ｼｮｳｺﾞ 湖東小

 2 鮎澤 諒(6) 小学生     18.74  2 小宮山 資(5) 小学生     18.12 
ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳ 宮川小 ｺﾐﾔﾏ ﾀｽｸ 玉川小
日向 蓮(6) 小学生 山本 慶汰(5) 小学生
ﾋﾅﾀ ﾚﾝ 湖東小 ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ 湖東小

[ 3組] 風速 +0.7

 1 柴 誠人(4) 小学生     20.09 
ｼﾊﾞ ﾏｻﾄ 湖東小
両角 祥也(6) 小学生
ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｮｳﾔ 北山小学校

小学男子

80mH                80mH                

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
88   138  138

77    98   98

66   143  143
欠場欠場

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
77   134  134

66   117  117

88   135  135
欠場欠場

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
77   137  137

66     3    3
欠場欠場



   1 黒岩 翔吾(6) 小学生 湖東小     17.84 (-0.3)   2   1
   2 小宮山 資(5) 小学生 玉川小     18.12 (-0.3)   2   2
   3 松田 航翔(5) 小学生 湖東小     18.72 (+1.3)   1   1
   4 鮎澤 諒(6) 小学生 宮川小     18.74 (+1.3)   1   2
   5 柴 誠人(4) 小学生 湖東小     20.09 (+0.7)   3   1

小学男子小学男子

80mH                80mH                
タイムレースタイムレースタイムレース

順位順位 No.No. 氏  名氏  名 都道府県都道府県 所属名所属名 記録（風）記録（風） 備考備考 組組 順位順位

   98   98
  137  137

  134  134
  117  117
  138  138



決勝 7月28日 13:35

大会新(GR)          55.60

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 湖東小   138 松田 航翔(5)   1,04.35 

ｺﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾄ
  141 土橋 琉斗(5)

ﾂﾁﾊｼ ﾘｭｳﾄ
  132 戸島 輝人(5)

ﾄｼﾏ ﾃﾙﾄ
  136 篠原 礼二朗(5)

ｼﾉﾊﾗ ﾚｲｼﾞﾛｳ

小学男子

4×100mR4×100mR

決勝決勝決勝



決勝 7月28日 11:45

大会新  (GR )       16.36

風速 +0.4

 1 関 太陽(3) 小学生     16.86 
ｾｷ ﾀｲﾖｳ 湖東小

 2 戸島 悠翔(3) 小学生     17.42 
ﾄｼﾏ ﾕｳﾄ 湖東小

 3 矢島 壮野(3) 小学生     17.74 
ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 玉川小

 4 金川 健登(3) 小学生     18.21 
ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝﾄ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 矢島 武流(3) 小学生     18.36 
ﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ
上原 翔建(3) 小学生
ｳｴﾊﾗ ｼｮｳﾀ 湖東小

小学３年男子

100m                100m                

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44   130  130

22   133  133

55    11   11

33    91   91

11    96   96

66   139  139
欠場欠場



決勝 7月28日  8:45

大会新(GR)           3.17

関 太陽(3) 小学生   2.86   2.91   3.07    3.07 
ｾｷ ﾀｲﾖｳ 湖東小   +0.1   +1.9   +0.3    +0.3
戸島 悠翔(3) 小学生   2.46   2.92   2.85    2.92 
ﾄｼﾏ ﾕｳﾄ 湖東小   +0.4   +1.1   +0.6    +1.1
金川 健登(3) 小学生   2.60   2.81   2.84    2.84 
ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝﾄ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ   +0.9   +0.8   +0.3    +0.3

小学３年男子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 22   130  130

-5--5-

22 33   133  133

33 11    91   91



予選 7月28日 10:30
決勝 7月28日 11:55

大会新(GR)          14.60

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +0.3

 1 小平 将斗(4) 小学生     15.75 q  1 川瀬 創太(4) 小学生     15.22 q
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ 金沢小 ｶﾜｾ ｿｳﾀ 永明小

 2 宮坂 仁士(4) 小学生     15.97 q  2 北澤 弘都(4) 小学生     16.35 q
ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 宮川小 ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 北山小学校

 3 岩波 克飛(4) 小学生     16.07 q  3 奥谷 祐斗(4) 小学生     16.63 q
ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 宮川小 ｵｸﾀﾆ ﾕｳﾄ 湖東小

 4 北原 和哉(4) 小学生     17.01  4 藤岡 佳秀(4) 小学生     16.70 q
ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 永明小 ﾌｼﾞｵｶ ｶｼｭｳ 湖東小

 5 小深田 音明(4) 小学生     17.81  5 木村 望夢(4) 小学生     17.00 q
ｺﾌﾞｶﾀ ﾄｱ 豊平小 ｷﾑﾗ ﾉｿﾞﾑ 玉川小

 6 両角 太一(4) 小学生     18.00  6 由澤 汐七(4) 小学生     17.25 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾀｲﾁ 北山小学校 ﾖｼｻﾞﾜ ｾﾅ 宮川小

 7 石山 純雅(4) 小学生     18.04 
ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｶﾞ 湖東小

風速 +1.2

 1 川瀬 創太(4) 小学生     15.06 
ｶﾜｾ ｿｳﾀ 永明小

 2 小平 将斗(4) 小学生     15.51 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ 金沢小

 3 宮坂 仁士(4) 小学生     15.82 
ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 宮川小

 4 岩波 克飛(4) 小学生     15.88 
ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 宮川小

 5 北澤 弘都(4) 小学生     16.19 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 北山小学校

 6 藤岡 佳秀(4) 小学生     16.43 
ﾌｼﾞｵｶ ｶｼｭｳ 湖東小

 7 木村 望夢(4) 小学生     16.45 
ｷﾑﾗ ﾉｿﾞﾑ 玉川小

 8 奥谷 祐斗(4) 小学生     16.46 
ｵｸﾀﾆ ﾕｳﾄ 湖東小

小学４年男子

100m100m

予選予選予選 通過基準  2組  0着 + 8通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
66   126  126

33   104  104

11   103  103

22    52   52

55   181  181

44     8    8

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
22    49   49

77     7    7

11   129  129

66   142  142

33   122  122

55   112  112

44   140  140

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55    49   49

44   126  126

66   104  104

77   103  103

88     7    7

33   142  142

22   122  122

99   129  129



決勝 7月28日  8:45

大会新(GR)           3.91

宮坂 仁士(4) 小学生   3.48   3.70   3.65    3.70 
ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 宮川小   +1.6   +0.5    0.0    +0.5
奥谷 祐斗(4) 小学生   3.10   3.08   3.31    3.31 
ｵｸﾀﾆ ﾕｳﾄ 湖東小   +1.0   +0.3   +0.5    +0.5
柴 誠人(4) 小学生   3.16   3.28    X    3.28 
ｼﾊﾞ ﾏｻﾄ 湖東小   +1.2   +2.9    +2.9
北原 和哉(4) 小学生   2.94   3.07   3.19    3.19 
ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 永明小   +2.6   +2.3   +1.3    +1.3
藤岡 佳秀(4) 小学生   2.93   3.09   2.83    3.09 
ﾌｼﾞｵｶ ｶｼｭｳ 湖東小   +1.1   +1.3   +1.0    +1.3
石山 純雅(4) 小学生   2.33   2.51   2.62    2.62 
ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｶﾞ 湖東小   +0.9   -0.1   +0.8    +0.8

小学４年男子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 66   104  104

-5--5-

22 33   129  129

33 44   137  137

44 55    52   52

55 11   142  142

66 22   140  140



決勝 7月28日 12:05

大会新(GR)          14.10

風速 +1.3

 1 佐野 希汐(5) 小学生     14.13 
ｻﾉ ｷｾｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 早川 宏平(5) 小学生     15.11 
ﾊﾔｶﾜ ｺｳﾍｲ 北山小学校

 3 木村 歩夢(5) 小学生     16.69 
ｷﾑﾗ ｱﾕﾑ 玉川小

 4 鈴木 颯太(5) 小学生     18.69 
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

小学５年男子

100m100m

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
33    56   56

22     5    5

44   121  121

55    97   97



決勝 7月28日  8:45

大会新(GR)           4.31

小宮山 資(5) 小学生   3.53   3.56   3.23    3.56 
ｺﾐﾔﾏ ﾀｽｸ 玉川小   +1.0    0.0    0.0     0.0
早川 宏平(5) 小学生    X   3.34    X    3.34 
ﾊﾔｶﾜ ｺｳﾍｲ 北山小学校   +0.3    +0.3
伊藤 怜央馬(5) 小学生    X   3.31   3.23    3.31 
ｲﾄｳ ﾚｵﾏ 宮川小   +0.7   +1.0    +0.7

小学５年男子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 11   117  117

-5--5-

22 33     5    5

33 22   100  100



決勝 7月28日 12:15

大会新(GR)          13.35

風速 +1.3

 1 黒岩 翔吾(6) 小学生     15.30 
ｸﾛｲﾜ ｼｮｳｺﾞ 湖東小

 2 濵 裕輝(6) 小学生     15.36 
ﾊﾏ ﾕｳｷ 北山小学校

小学６年男子

100m100m

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
77   134  134

66     2    2



決勝 7月28日  8:45

大会新(GR)           4.63

日向 蓮(6) 小学生 欠場
ﾋﾅﾀ ﾚﾝ 湖東小

小学６年男子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11   143  143

-5--5-



予選 7月28日 10:15
決勝 7月28日 12:30

大会新(GR)          11.50

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +0.4

 1 三井 雄汰郎(3) 中学生     12.58 q  1 丹羽 南樹(3) 中学生     12.36 q
ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ 茅野北部中 ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野北部中

 2 小林 蒼泉(3) 中学生     12.81 q  2 野田 大夢(2) 中学生     12.37 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 茅野東部中 ﾉﾀ ﾞﾋﾛﾑ 長峰中

 3 浅井 威風(2) 中学生     13.21 q  3 土屋 哲平(1) 中学生     13.29 q
ｱｻｲ ｲﾌﾞｷ 長峰中 ﾂﾁﾔ ﾃｯﾍﾟｲ 茅野東部中

 4 小池 隆也(1) 中学生     13.97  4 宮坂 空(1) 中学生     14.11 
ｺｲｹ ﾀｶﾔ 茅野東部中 ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 茅野北部中

 5 石山 征雅(1) 中学生     14.19  5 五味 駿太(2) 中学生     14.58 
ｲｼﾔﾏ ｾｲｶﾞ 茅野北部中 ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ 長峰中

 6 松本 萌甫(1) 中学生     14.81  6 両角 伊吹(2) 中学生     14.71 
ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴﾄｼ 長峰中 ﾓﾛｽﾞﾐ ｲﾌﾞｷ 永明中

 7 両角 涼芽(1) 中学生     14.95  7 伊東 悠磨(1) 中学生     15.24 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｮｳｶﾞ 永明中 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 茅野東部中

 8 今井 大輔(1) 中学生     17.05  8 矢崎 雄大(1) 中学生     16.54 
ｲﾏｲ ﾀﾞｲｽｹ 長峰中 ﾔｻﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 永明中

[ 3組] 風速 +2.2

 1 荒道 飛翔(3) 中学生     12.94 q
ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ 茅野北部中

 2 藤森 遥斗(2) 中学生     13.29 q
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ 長峰中

 3 田中 龍宗(1) 中学生     13.58 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼｭｳ 茅野東部中

 4 安蒜 和樹(2) 中学生     13.59 
ｱﾝﾋﾞﾙ ｶｽﾞｷ 永明中

 5 宮坂 一冴(2) 中学生     14.21 
ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ 茅野北部中

 6 杉野 翔太(1) 中学生     15.33 
ｽｷﾞﾉ ｼｮｳﾀ 茅野東部中

 7 小沢 拓也(1) 中学生     15.46 
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 長峰中

 8 本澤 悟(1) 中学生     16.46 
ﾎﾝｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 永明中

風速 -1.4

 1 丹羽 南樹(3) 中学生     12.24 
ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野北部中

 2 小林 蒼泉(3) 中学生     12.32 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 茅野東部中

 3 荒道 飛翔(3) 中学生     12.34 
ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ 茅野北部中

 4 野田 大夢(2) 中学生     12.36 
ﾉﾀ ﾞﾋﾛﾑ 長峰中

 5 三井 雄汰郎(3) 中学生     12.47 
ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ 茅野北部中

 6 土屋 哲平(1) 中学生     13.17 
ﾂﾁﾔ ﾃｯﾍﾟｲ 茅野東部中

 7 浅井 威風(2) 中学生     13.32 
ｱｻｲ ｲﾌﾞｷ 長峰中

 8 藤森 遥斗(2) 中学生     13.41 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ 長峰中

中学男子

100m100m

予選予選予選 通過基準  3組  0着 + 8通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
22  1379 1379

88    61   61

77  1395 1395

44  1416 1416

66  1366 1366

55  1390 1390

11  1344 1344

33  1393 1393

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
11  1375 1375

22  1398 1398

77  1425 1425

33  1359 1359

44  1399 1399

66  1331 1331

55  1411 1411

88  1339 1339

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
66  1374 1374

77  1396 1396

44  1423 1423

11  1329 1329

22  1352 1352

88  1412 1412

33  1389 1389

55  1343 1343

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44  1375 1375

55    61   61

88  1374 1374

77  1398 1398

66  1379 1379

33  1425 1425

99  1395 1395

22  1396 1396



決勝 7月28日 11:25

大会新(GR)          56.34

[ 1組] [ 2組]

 1 三井 雄汰郎(3) 中学生   1,00.16  1 伊藤 来夢(3) 中学生     55.91 
ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ 茅野北部中 ｲﾄｳ ﾗｲﾑ 長峰中

 2 望月 怜音(1) 中学生   1,07.25  2 小平 祐貴(3) 中学生     58.26 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｵﾝ 茅野東部中 ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 長峰中

 3 藤澤 雄大(1) 中学生   1,10.28  3 佐々木 健(3) 中学生   1,00.73 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 茅野東部中 ｻｻｷ ｹﾝ 長峰中

 4 小沢 拓也(1) 中学生   1,16.01  4 小松 翔(1) 中学生   1,02.15 
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 長峰中 ｺﾏﾂ ｶｹﾙ 茅野北部中
矢島 稜梧(3) 中学生
ﾔｼﾞﾏ ﾘｮｳｺﾞ 長峰中

中学男子

400m400m

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
66  1379 1379

33  1436 1436

55  1414 1414

22  1389 1389

44  1386 1386
欠場欠場

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
22  1383 1383

大会新大会新
33  1384 1384

55  1405 1405

44  1361 1361



   1 伊藤 来夢(3) 中学生 長峰中       55.91 大会新   2   1
   2 小平 祐貴(3) 中学生 長峰中       58.26   2   2
   3 三井 雄汰郎(3) 中学生 茅野北部中     1,00.16   1   1
   4 佐々木 健(3) 中学生 長峰中     1,00.73   2   3
   5 小松 翔(1) 中学生 茅野北部中     1,02.15   2   4
   6 望月 怜音(1) 中学生 茅野東部中     1,07.25   1   2
   7 藤澤 雄大(1) 中学生 茅野東部中     1,10.28   1   3
   8 小沢 拓也(1) 中学生 長峰中     1,16.01   1   4

中学男子中学男子

400m400m
タイムレースタイムレースタイムレース

順位順位 No.No. 氏  名氏  名 都道府県都道府県 所属名所属名 記録記録 備考備考 組組 順位順位
 1383 1383
 1384 1384
 1379 1379

 1414 1414
 1389 1389

 1405 1405
 1361 1361
 1436 1436



決勝 7月28日  9:40

大会新(GR)        2,05.47

 1 宮坂 翔太(3) 中学生   2,17.89 
ﾐﾔｻｶ ｼｮｳﾀ 長峰中

 2 小松 翔(1) 中学生   2,20.87 
ｺﾏﾂ ｶｹﾙ 茅野北部中

 3 牛山 英駿(2) 中学生   2,30.71 
ｳｼﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 茅野東部中

 4 石山 凌雅(3) 中学生   2,34.23 
ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ 茅野北部中

 5 河野 明仁(2) 中学生   2,35.81 
ｶﾜﾉ ｱｷﾄ 永明中

 6 利根川 大悟(1) 中学生   2,42.44 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 茅野東部中

 7 清水 冬威(1) 中学生   2,43.10 
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｲ 茅野東部中

 8 水野 雄斗(1) 中学生   2,45.57 
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ 長峰中

 9 小松 祥也(1) 中学生   2,45.77 
ｺﾏﾂ ｼｮｳﾔ｣ 長峰中

10 矢野 峻太郎(1) 中学生   2,51.01 
ﾔﾉｼｭﾝ ﾀﾛｳ 永明中

11 中村 源士(1) 中学生   2,55.61 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝｼﾞ 永明中

12 竹村 啓哉(1) 中学生   2,56.14 
ﾀｹﾑﾗ ｹｲﾔ 永明中

13 尾台 裕季(1) 中学生   3,03.66 
ｵﾀﾞｲ ﾕｳｷ 永明中
宮坂 夏輝(1) 中学生
ﾐﾔｻｶ ﾅﾂｷ 茅野東部中

中学男子

800m800m

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
1010  1397 1397

1111  1361 1361

66  1438 1438

1313  1376 1376

33  1332 1332

22  1440 1440

1212  1432 1432

44  1392 1392

1414  1391 1391

11  1345 1345

99  1336 1336

55  1342 1342

77  1338 1338

88  1430 1430
欠場欠場



決勝 7月28日 11:00

大会新  (GR )     9,05.10

 1 矢島 洸一(2) 中学生   9,44.11 
ﾔｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 長峰中

 2 伊藤 輝(1) 中学生  10,31.65 
ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 茅野東部中

 3 五味 拓実(3) 中学生  11,10.33 
ｺﾞﾐ ﾀｸﾐ 長峰中

 4 血脇 悠斗(2) 中学生  11,22.71 
ﾁﾜｷ ﾕｳﾄ 長峰中

 5 牛山 幸光(1) 中学生  13,49.46 
ｳｼﾔﾏ ﾕｷﾐﾂ 永明中
關 凱人(2) 中学生
ｾｷ ｶｲﾄ 茅野東部中

中学男子

3000m               3000m               

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
11  1394 1394

66  1439 1439

55  1385 1385

33  1400 1400

44  1337 1337

22  1433 1433
欠場欠場



決勝 7月28日  8:55

大会新  (GR )       18.99

風速 +0.4

 1 伊藤 来夢(3) 中学生     16.44 
ｲﾄｳ ﾗｲﾑ 長峰中

中学男子

110mH               110mH               

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
33  1383 1383

大会新大会新



決勝 7月28日  8:45

大会新(GR)           1.79

宮坂 夏輝(1) 中学生 記録なし
ﾐﾔｻｶ ﾅﾂｷ 茅野東部中

中学男子

走高跳走高跳

決勝決勝決勝

順位順位順位 試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 記録記録記録 備考備考備考1m201m201m20
11  1430 1430

XXXXXX



決勝 7月28日 10:50

大会新(GR)           6.51

小林 蒼泉(3) 中学生    X   5.45   5.35    X    X    X    5.45 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 茅野東部中   -0.5   +0.3    -0.5
丹羽 南樹(3) 中学生   5.28    X   5.43   5.42   5.29    X    5.43 
ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野北部中   -1.4   +1.0   +0.2   +2.9    +1.0
荒道 飛翔(3) 中学生   5.00   5.35   5.24   5.31   5.24   4.92    5.35 
ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ 茅野北部中   -2.2   +0.3    0.0   +0.4   +2.2   +1.3    +0.3
小平 祐貴(3) 中学生   5.31   5.21    -    X    X   5.14    5.31 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 長峰中    0.0   -0.6   +1.1     0.0
田中 龍宗(1) 中学生   4.50    X   4.30   4.51   4.59   4.40    4.59 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼｭｳ 茅野東部中   -1.8   +1.6   +1.5   +0.9   +1.4    +0.9
小池 隆也(1) 中学生   3.90    X   4.13    X    X   3.79    4.13 
ｺｲｹ ﾀｶﾔ 茅野東部中   -1.3    0.0   +0.4     0.0
湯田坂 友哉(1) 中学生   3.81   3.88   4.03   3.84   3.46   3.79    4.03 
ﾕﾀﾞｻｶ ﾄﾓﾔ 永明中   -1.0   +2.1   +0.8   +0.8   +1.0   +1.8    +0.8
赤羽 信司(1) 中学生   3.58   3.96   3.84   3.73   3.82   3.62    3.96 
ｱｶﾊﾈ ｼﾝｼﾞ 永明中   -0.1   +2.2   +1.6   +0.8   +0.9   +0.5    +2.2
松本 萌甫(1) 中学生   3.59    X   3.82    3.82 
ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴﾄｼ 長峰中   -2.0   +1.4    +1.4
小口 巧(1) 中学生   3.26   3.41   3.39    3.41 
ｵｸﾞﾁ ﾀｸ 茅野北部中   +0.3   -0.2   +0.3    -0.2
清水 崚央(1) 中学生   3.23   3.19   3.20    3.23 
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ 永明中    0.0   +3.2   +0.6     0.0

中学男子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 1111    61   61

-5--5-

22 99  1375 1375

33 88  1374 1374

44 1010  1384 1384

55 66  1423 1423

66 77  1416 1416

77 55  1340 1340

88 33  1341 1341

99 44  1390 1390

1010 11  1367 1367

1111 22  1335 1335



決勝 7月28日 11:00

大会新(GR)          10.29

勝野 真信(3) 中学生
ｶﾂﾉ ﾏｻﾉﾌﾞ 茅野北部中
松田 剛司(2) 中学生
ﾏﾂﾀﾞ ﾂﾖｼ 永明中
安蒜 和樹(2) 中学生
ｱﾝﾋﾞﾙ ｶｽﾞｷ 永明中
牛山 英駿(2) 中学生
ｳｼﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 茅野東部中
五味 駿太(2) 中学生
ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ 長峰中
関 悠登(3) 中学生
ｾｷ ﾕｳﾄ 長峰中
久保田 光胤(3) 中学生
ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛﾂｸﾞ 長峰中
宮坂 岳志(1) 中学生
ﾐﾔｻｶ ﾀｹｼ 茅野北部中

中学男子

砲丸投(5.000kg)砲丸投(5.000kg)

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 88  1377 1377

 8.85 8.85  9.31 9.31  9.09 9.09  8.93 8.93  8.63 8.63  8.62 8.62   9.31   9.31 

22 77  1330 1330
 7.33 7.33  7.02 7.02  7.06 7.06  7.20 7.20  7.27 7.27   X  X   7.33   7.33 

33 55  1329 1329
 6.03 6.03  6.67 6.67  7.19 7.19  6.85 6.85  6.26 6.26  6.73 6.73   7.19   7.19 

44 66  1438 1438
 5.91 5.91  5.67 5.67  6.26 6.26  5.95 5.95  5.77 5.77  5.63 5.63   6.26   6.26 

55 33  1399 1399
 5.86 5.86  5.55 5.55   X  X  5.08 5.08  5.99 5.99  5.63 5.63   5.99   5.99 

66 44  1410 1410
 5.14 5.14  5.64 5.64  5.55 5.55  5.98 5.98  5.81 5.81  5.42 5.42   5.98   5.98 

77 11  1408 1408
 5.52 5.52  5.50 5.50  5.61 5.61  5.72 5.72  5.57 5.57  5.26 5.26   5.72   5.72 

88 22  1368 1368
 5.04 5.04   X  X  5.30 5.30   5.30   5.30   X  X  5.27 5.27   X  X



決勝 7月28日 13:45

大会新  (GR )       49.78

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 茅野北部中(A)  1379 三井 雄汰郎(3)     47.78 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳA ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ 大会新
 1374 荒道 飛翔(3)

ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ
 1377 勝野 真信(3)

ｶﾂﾉ ﾏｻﾉﾌﾞ
 1375 丹羽 南樹(3)

ﾆﾜ ﾅﾐｷ
 2   4 長峰中(A)  1385 五味 拓実(3)     48.14 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳA ｺﾞﾐ ﾀｸﾐ 大会新
 1383 伊藤 来夢(3)

ｲﾄｳ ﾗｲﾑ
 1405 佐々木 健(3)

ｻｻｷ ｹﾝ
 1384 小平 祐貴(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ
 3   6 長峰中(B)  1395 浅井 威風(2)     52.25 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳB ｱｻｲ ｲﾌﾞｷ
 1398 野田 大夢(2)

ﾉﾀ ﾞﾋﾛﾑ
 1399 五味 駿太(2)

ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ
 1396 藤森 遥斗(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ
 4   5 茅野北部中(B)  1352 宮坂 一冴(2)     55.90 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳB ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ
 1359 宮坂 空(1)

ﾐﾔｻｶ ｿﾗ
 1368 宮坂 岳志(1)

ﾐﾔｻｶ ﾀｹｼ
 1366 石山 征雅(1)

ｲｼﾔﾏ ｾｲｶﾞ

中学男子

4×100mR            4×100mR            

決勝決勝決勝



決勝 7月28日 12:20

大会新(GR)          11.46

風速 -0.7

 1 小口 直希(2) 高校生     12.08 
ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ 清陵α

 2 帶川 恵輔(2) 高校生     12.22 
ｵﾋﾞｶﾜ ｹｲｽｹ 清陵α

29歳以下男子

100m100m

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
33   151  151

44   154  154



決勝 7月28日 11:20

大会新  (GR )       49.91

 1 坂井 和人(2) 高校生     51.64 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ 東海大三

 2 金箱 樹(3) 高校生     52.84 
ｶﾅﾊﾞｺ ﾀﾂｷ 東海大三

 3 小口 直希(2) 高校生     55.60 
ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ 諏訪清陵高
矢野 孝典(2) 一般
ﾔﾉ ｺｳｽｹ 甲陵高
奥垣内 将晴(3) 高校生
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾏｻﾊﾙ 東海大三

29歳以下男子

400m                400m                

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
22    42   42

66    41   41

55   151  151

33   144  144
欠場欠場

44    43   43
欠場欠場



決勝 7月28日  9:50

大会新(GR)        2,02.60

 1 矢野 孝典(2) 一般   2,05.41 
ﾔﾉ ｺｳｽｹ 甲陵高

 2 帶川 恵輔(2) 高校生   2,09.74 
ｵﾋﾞｶﾜ ｹｲｽｹ 清陵α

29歳以下男子

800m800m

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
11   144  144

22   154  154



決勝 7月28日 13:10

大会新(GR)        4,07.90

 1 井上 和己(3) 高校生   4,15.53 
ｲﾉｳｴ ｶｽﾞﾐ 東海大三

 2 名取 将大(3) 高校生   4,17.85 
ﾅﾄﾘ ﾏｻﾋﾛ 東海大三

 3 所河 北斗(3) 高校生   4,21.79 
ｼｮｶﾜ ﾎｸﾄ 東海大三

 4 藤井 直輝(2) 高校生   4,24.87 
ﾌｼﾞｲ ﾅｵｷ 東海大三

 5 小林 隼人(2) 高校生   4,25.16 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 東海大三

 6 金成 孝司(2) 高校生   4,34.69 
ｶﾈﾅﾘ ｺｳｼﾞ 東海大三

 7 福澤 弘樹(2) 高校生   4,36.08 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 東海大三

 8 滝澤 代聖(1) 高校生   4,36.96 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 東海大三
高梨 良介(2) 高校生
ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ 東海大三

29歳以下男子

1500m1500m

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
22   176  176

11   179  179

33   178  178

99   183  183

66   188  188

88    12   12

55   184  184

77   185  185

44   177  177
欠場欠場



決勝 7月28日  8:45

大会新(GR)           2.00

丸山 貴倫(1) 一般
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾐﾁ 諏訪東京理科大
松澤 和也(1) 高校生
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 諏訪実業高

29歳以下男子

走高跳走高跳

決勝決勝決勝

順位順位順位 試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 記録記録記録1m801m80 1m851m85 備考備考備考1m701m701m70 1m751m751m75 1m80 1m85 1m901m901m90 1m951m951m95 1m951m951m95 1m931m931m93
11 22   149  149

-- -- OO XOXO OO XXXXXX XXXXXX OO  1.93 1.93

22 11   146  146
OO OO OO XOXO OO XXXXXX  1.90 1.90XXXXXX XX



決勝 7月28日  9:15

大会新  (GR )        4.50

木村 浩樹(1) 高校生
ｷﾑﾗ ﾋﾛｷ 下諏訪向陽高

29歳以下男子

棒高跳              棒高跳              

決勝決勝決勝

順位順位順位 試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 記録記録記録3m603m60 備考備考備考3m403m403m40 3m503m503m50 3m60
11 11   190  190

XOXO XXOXXO XXXXXX  3.50 3.50



決勝 7月28日 13:10

大会新  (GR )     4,49.60

 1 上島 司 一般   5,08.59 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾂｶｻ 諏訪西中職

30歳以上男子

1500m               1500m               

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
1010   148  148



決勝 7月28日  9:15

大会新(GR)           2.70

田中 米人 一般
ﾀﾅｶ ﾖﾈﾄ 茅野陸協

30歳以上男子

棒高跳棒高跳

決勝決勝決勝

順位順位順位 試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 記録記録記録2m502m50 備考備考備考2m302m302m30 2m402m402m40 2m50
11 11    90   90

OO XOXO XXXXXX  2.40 2.40



決勝 7月28日 10:50

大会新  (GR )        6.32

篠原　克修 一般 欠場
ｼﾉﾊﾗ ｶﾂﾉﾌﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

30歳以上男子

走幅跳              走幅跳              

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11   200  200

-5--5-



決勝 7月28日 11:00

大会新  (GR )       13.35

田中 米人 一般
ﾀﾅｶ ﾖﾈﾄ 茅野陸協

50歳以上男子

砲丸投(2.721kg)     砲丸投(2.721kg)     

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 11    90   90

 9.98 9.98   X  X 10.1010.10  9.87 9.87  9.92 9.92 10.1310.13  10.13  10.13 



決勝 7月28日 12:15

風速 +1.3

 1 田中 圭(6) 小学生     14.48 
ﾀﾅｶ ｹｲ 川中島JRC

小学6年男ｵｰﾌﾟﾝ

100m100m

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
88   155  155



決勝 7月28日 10:45

 1 窪田 翔真(3) 小学生   3,59.17 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

小学男ｵｰﾌﾟﾝ

1000m1000m

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
1818    92   92



決勝 7月28日  9:15

風速 +0.7

 1 田中 圭(6) 小学生     14.10 
ﾀﾅｶ ｹｲ 川中島JRC

小学男ｵｰﾌﾟﾝ

80mH80mH

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
88   155  155



決勝 7月28日  9:15

鎌倉 慎太郎(1) 中学生
ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 原中
小池 嶺(1) 中学生
ｺｲｹ ﾘｮｳ 原中
眞道 大志(1) 中学生 欠場
ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ 原中

中男ｵｰﾌﾟﾝ

棒高跳棒高跳

決勝決勝決勝

順位順位順位 試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 記録記録記録2m302m30 2m402m40 備考備考備考2m002m002m00 2m202m202m20 2m30 2m40 2m502m502m50
11 33  1441 1441

-- -- OO XXOXXO XXXXXX  2.40 2.40

22 11  1443 1443
OO XXXXXX  2.00 2.00

22  1445 1445



決勝 7月28日 11:45

風速 +0.4

 1 窪田 翔真(3) 小学生     16.76 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

小学3年男ｵｰﾌﾟﾝ

100m100m

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
77    92   92
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