
平成26年度第32回諏訪地方ジュニア陸上競技大会                                    
兼第31回長野県小学生陸上競技大会諏訪地区選考会                                  
主催：茅野市教育委員会,（特）茅野市体育協会,諏訪中学校体育連盟,諏訪陸上競技協会 
後援：(一財)長野陸上競技協会                                                    

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
05/18 小学５年男子  +0.9河野 統徳(5) 14.47 川瀬 創太(5) 14.65 岩波 克飛(5) 14.76 伊藤 龍生(5) 14.88 平山 舜治(5) 14.96 小平 将斗(5) 15.10 髙橋 佳(5) 15.29 今井 晴基(5) 15.44

100m 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･永明小 小学生･宮川小 小学生･中洲小 小学生･下諏訪北小 小学生･金沢小 小学生･長地小 小学生･神明小
05/18 小学６年男子  +1.6中村 拓実(6) 13.24 佐野 希汐(6) 13.45 杉田 伊吹(6) 13.61 矢澤 雄太(6) 13.94 山崎 雷馬(6) 14.25 平島 春輝(6) 14.44 小穴 隼也(6) 14.65 伊倉 大哉(6) 14.69

100m 小学生･下諏訪北 GR 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･小井川小 小学生･中洲小 四賀小 小学生･富士見本郷小 小学生･中洲小 小学生･下諏訪南小
05/18 小学共通男子 植松 孝太(6) 3,18.61 伊藤 怜央馬(6) 3,20.53 矢﨑 琉晟(6) 3,28.47 吉岡 伶(5) 3,31.45 児玉 光輝(6) 3,32.11 由澤 汐七(5) 3,32.12 矢島 琉聖(6) 3,33.79 日達 羽琉(5) 3,34.69

1000m 小学生･富士見本郷小 小学生･宮川小 小学生･下諏訪南小 小学生･高島小 小学生･諏訪FA 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･金沢小 小学生･原PCｼﾞｭﾆｱ
05/18  +1.1坂井 拓海(6) 16.10 星野 光太(5) 17.26 山本 慶汰(6) 18.09

80mH(0.700m) 小学生･下諏訪南小 小学生･長地小 小学生･湖東小
05/18 鈴木 駿介(6) 1.25 林 佑希人(6) 1.10

走高跳 小学生･岡谷小 小学生･下諏訪南小
05/18 小川 達也(6) 4.35(+0.8) 宮坂 仁士(5) 3.80(+1.2) 太田 悠斗(5) 3.60(+0.9) 森 大樹(6) 3.59(0.0) 杉村 直俊(5) 3.57(+1.3) 栁澤 賢心(6) 3.51(+0.4) 木下 貴晴(5) 3.33(+1.1) 髙山 翔平(6) 3.27(+1.2)

走幅跳 小学生･富士見小 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･富士見小 小学生･小井川小 小学生･城南小 小学生･永明小 小学生･岡谷小 小学生･湖南小
05/18 河西 雅人(6) 58.31 玉井 元(6) 51.91 酒井 浩二郎(6) 50.01 丸茂 虎之助(5) 48.47 藤岡 佳秀(5) 46.53 小泉 勇人(5) 44.43 野村 健流(6) 42.03 北原 伊吹(5) 40.86

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投(1号) 小学生･下諏訪北小 小学生･川岸小 小学生･豊田小 四賀小 小学生･湖東小 小学生･玉川小 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 四賀小
05/18 長地小       58.78 下諏訪南小     1,00.20 城南小     1,00.24 永明小     1,04.93

4x100m 花岡 歩樹(6) 藤森 康希(6) 笠原 優星(6) 石田 快(5)
平本 夏輝(6) 樫尾 泰生(6) 中原 海利(6) 小川 純衣(5)
小口 皓正(6) 網倉 聖弥(6) 清水 昭吾(6) 後町 大夢(5)
宮澤 喬佑(6) 武居 蒼大(6) 瀧澤 我玖(6) 梨本 陸央(5)

05/18 中学１年男子  +2.5中澤  新(1) 12.90 小林 尚矢(1) 13.24 矢代 智章(1) 13.53 松田 蓮太郎(1) 13.59 高木 玲緒(1) 13.65 地濃 郁人(1) 13.70 伊東 稜真(1) 13.78 安部 公士郎(1) 13.83
100m 中学生･清陵附属中 中学生･長峰中 中学生･富士見中 中学生･岡谷東部中 中学生･茅野東部中 中学生･長峰中 中学生･諏訪南中 中学生･原中

05/18  +0.2小林 亮太(1) 5,09.40 今井 晴大(1) 5,10.90 宮澤 薫(1) 5,24.93 篠原 琉佑(1) 5,26.45 柳澤 光(1) 5,31.05 中島 優太(1) 5,33.68 小林 玄(1) 5,37.84 嶋本 和磨(1) 5,41.60
1500m 中学生･富士見中 中学生･諏訪西中 中学生･岡谷西部中 中学生･長峰中 中学生･上諏訪中 中学生･岡谷東部中 中学生･富士見中 中学生･茅野北部中

05/18 中学２年男子  -0.4安藤 賢博(2) 12.06 土屋 哲平(2) 12.41 菊池 岳仁(2) 12.51 宮坂 学(2) 12.54 田中 龍宗(2) 12.69 井出 純一朗(2) 12.77 藤森 暖生(2) 12.79 鎌倉 慎太郎(2) 13.18
100ｍ 中学生･岡谷東部中 中学生･茅野東部中 中学生･原中 中学生･岡谷北部中 中学生･茅野東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･諏訪西中 中学生･原中

05/18 中学３年男子  +0.1鳴海 裕斗(3) 11.95 船城 聡史(3) 11.96 中村 謙士(3) 12.18 野田 大夢(3) 12.45 田中 仁(3) 12.51 赤羽 尚輝(3) 12.68 白井 裕介(3) 12.70 澁谷 拓見(3) 12.73
100m 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･上諏訪中 中学生･長峰中 中学生･岡谷東部中 中学生･諏訪南中 中学生･上諏訪中 中学生･岡谷東部中

05/18 中学共通男子  +1.6船城 聡史(3) 24.02 土屋 哲平(2) 25.17 白井 裕介(3) 25.63 宮坂 学(2) 25.88 伊藤 駿(3) 26.11 宮坂 一冴(3) 26.15 吉山 廉心(2) 26.95 宮下 恒輝(2) 27.21
200m 中学生･岡谷東部中 中学生･茅野東部中 中学生･上諏訪中 中学生･岡谷北部中 中学生･上諏訪中 中学生･茅野北部中 中学生･諏訪西中 中学生･岡谷北部中

05/18 三井 洪太(3) 56.66 中澤 隆良(3) 57.61 宮坂 一冴(3) 57.66 小松 翔(2) 58.54 中川 祐岐(2) 59.76 藤森 遥斗(3) 1,03.93 藤澤 雄大(2) 1,05.69 望月 怜音(2) 1,06.70
400m 中学生･富士見中 中学生･長峰中 中学生･茅野北部中 中学生･茅野北部中 中学生･岡谷南部中 中学生･長峰中 中学生･茅野東部中 中学生･茅野東部中

05/18 中谷 雄飛(3) 2,00.03 中村 駿吾(3) 2,11.13 小口 優希(3) 2,11.20 池田 悠司(2) 2,13.19 小松 翔(2) 2,14.82 近藤 大地(3) 2,16.17 大滝 一輝(3) 2,24.13 小松 祥也(2) 2,28.42
800m 中学生･下諏訪中 GR 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷南部中 中学生･諏訪西中 中学生･茅野北部中 中学生･富士見中 中学生･下諏訪中 中学生･長峰中

05/18 矢島 洸一(3) 9,23.06 清水 大希(3) 9,34.80 伊藤 輝(2) 9,41.38 佐藤 龍我(2) 10,05.55 児玉 拓矢(3) 10,23.33 池田 真之介(2) 10,47.99 熊谷 大輔(3) 10,52.01 両角 睦紀(2) 11,30.41
3000m 中学生･長峰中 GR 中学生･富士見中 中学生･茅野東部中 中学生･岡谷南部中 中学生･上諏訪中 中学生･岡谷南部中 中学生･永明中 中学生･岡谷東部中

05/18 中村 謙士(3) 16.52 澁谷 拓見(3) 16.76 菊池 岳仁(2) 17.49 井出 純一朗(2) 17.66 小池 隆也(2) 19.33 雨宮 海斗(2) 19.91 前田 陸(2) 20.13 野々村 一人(2) 20.38
110mH(0.914m) 中学生･上諏訪中 中学生･岡谷東部中 中学生･原中 中学生･岡谷西部中 中学生･茅野東部中 中学生･富士見中 中学生･上諏訪中 中学生･原中

05/18 小山 竜司(3) 1.75 小林 凌(3) 1.60 渡部 翔太(3) 1.45 阿部 和真(2) 1.40 湯田坂 友哉(2) 1.35 浅井 威風(3) 1.35 宮坂 夏輝(2) 1.30
走高跳 中学生･岡谷東部中 中学生･富士見中 中学生･諏訪南中 中学生･岡谷東部中 中学生･永明中 中学生･長峰中 中学生･茅野東部中

05/18 鎌倉 慎太郎(2) 2.40 小池 嶺(2) 2.40 伊東 馨(2) 2.40
棒高跳 中学生･原中 中学生･原中 中学生･原中

05/18 小山 竜司(3) 6.35(+1.0) 松本 陸(2) 5.45(+1.1) 竹村 文貴(3) 5.29(+0.6) 井口 晃輔(3) 5.28(+2.4) 中野 颯己(3) 5.11(+1.9) 名取 大輔(2) 5.05(+2.0) 安藤 賢博(2) 4.87(+1.2) 安部 公士郎(1)4.58(+0.6)
走幅跳 中学生･岡谷東部 GR 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中 中学生･下諏訪中 中学生･富士見中 中学生･富士見中 中学生･岡谷東部中 中学生･原中

05/18 近藤 大地(3) 8.85 安蒜 和樹(3) 8.19 松田 剛司(3) 7.84 牛山 英駿(3) 7.28 五味 駿太(3) 6.32 宮坂 岳志(2) 6.14 寺島 克起(1) 6.06 田中 耀介(1) 5.47
砲丸投 中学生･富士見中 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･茅野北部中 中学生･永明中 中学生･長峰中

05/18 井口 晃輔(3) 42.88 松田 剛司(3) 36.14 野田 大夢(3) 35.72 牛山 英駿(3) 32.79 中野 颯己(3) 30.65 清水 崚央(2) 28.23 斉藤 裕吾(1) 27.41 中村 源士(2) 26.53
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･下諏訪中 中学生･永明中 中学生･長峰中 中学生･茅野東部中 中学生･富士見中 中学生･永明中 中学生･下諏訪中 中学生･永明中

05/18 岡谷東部中A       45.85 上諏訪中A       48.37 長峰中A       49.54 諏訪南中       49.76 茅野東部中A       50.44 茅野北部中A       50.51 富士見中       51.62 諏訪西中       51.67
4x100m 安藤 賢博(2) GR 松本 陸(2) 浅井 威風(3) 伊東 稜真(1) 望月 怜音(2) 小松 翔(2) 雨宮 海斗(2) 金子 聖也(2)

鳴海 裕斗(3) 中村 謙士(3) 野田 大夢(3) 赤羽 尚輝(3) 田中 龍宗(2) 宮坂 空(2) 名取 大輔(2) 若林 凌(3)
小山 竜司(3) 白井 裕介(3) 五味 駿太(3) 伊東 奨真(3) 土屋 哲平(2) 宮坂 岳志(2) 矢代 智章(1) 吉山 廉心(2)
船城 聡史(3) 伊藤 駿(3) 藤森 遥斗(3) 渡部 翔太(3) 小池 隆也(2) 宮坂 一冴(3) 近藤 大地(3) 藤森 暖生(2)
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決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 男  子 【競技場】203100  茅野市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
05/18 中学2.3年男 中谷 雄飛(3) 4,16.65 児玉 拓矢(3) 4,30.62 血脇 悠斗(3) 4,32.65 池田 悠司(2) 4,33.80 中村 駿吾(3) 4,38.68 小林 竜也(2) 4,40.64 前島 陸哉(3) 4,45.80 小松 宗平(3) 4,56.82

1500m 中学生･下諏訪中 中学生･上諏訪中 中学生･長峰中 中学生･諏訪西中 中学生･岡谷東部中 中学生･富士見中 中学生･永明中 中学生･岡谷南部中
05/18 ｵｰﾌﾟﾝ小学男  +0.5松田 圭吾(4) 16.33 小林 大勇(4) 16.86 山本 琢磨(4) 18.11

100m 小学生･小井川小 小学生･玉川小 小学生･下諏訪南小B



予選 5月18日 10:15
決勝 5月18日 15:35

諏訪新  (SR )       12.07
大会新  (GR )       12.40

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 +1.3

 1 矢代 智章(1) 中学生     13.44 q  1 小林 尚矢(1) 中学生     13.45 q
ﾔｼﾛ ﾄﾓｱｷ 富士見中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 長峰中

 2 高木 玲緒(1) 中学生     13.73 q  2 松田 蓮太郎(1) 中学生     13.54 q
ﾀｶｷﾞ ﾚｵ 茅野東部中 ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中

 3 安部 公士郎(1) 中学生     13.89 q  3 伊東 稜真(1) 中学生     13.85 q
ｱﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ 原中 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 諏訪南中

 4 立石 幸祐(1) 中学生     14.12  4 原田 恒太朗(1) 中学生     13.99 
ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 長峰中 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 茅野北部中

 5 高木 裕太(1) 中学生     14.97  5 菊池 樹輝(1) 中学生     14.30 
ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾀ 下諏訪中 ｷｸﾁ ｲﾂｷ 原中

 6 中山 晃希(1) 中学生     15.07  6 神通川 和也(1) 中学生     15.72 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ 岡谷西部中 ｼﾞﾝﾂｳｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 岡谷南部中

 7 中島 優太(1) 中学生     15.44  7 青木 悠(1) 中学生     15.74 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 岡谷東部中 ｱｵｷ ﾕｳ 永明中

 8 小松 琉聖(1) 中学生     16.42  8 竹村 直紀(1) 中学生     16.49 
ｺﾏﾂ ﾘｭｳｾｲ 永明中 ﾀｹﾑﾗ ﾅｵｷ 永明中

 9 大藪 叡(1) 中学生     16.82  9 三井 官弥(1) 中学生     16.70 
ｵｵﾔﾌﾞ ｻﾄﾙ 富士見中 ﾐﾂｲ ｶﾝﾔ 富士見中

[ 3組] 風速 -0.2 [ 4組] 風速 +1.0

 1 中澤  新(1) 中学生     12.91 q  1 笠原 智哉(1) 中学生     13.97 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 清陵附属中 ｶｻﾊﾗ ﾄﾓﾔ 永明中

 2 地濃 郁人(1) 中学生     13.70 q  2 小林 優真(1) 中学生     14.37 
ﾁﾉｳ ｲｸﾄ 長峰中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 富士見中

 3 名取 裕基(1) 中学生     14.21  3 伊藤 瑠真(1) 中学生     14.56 
ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 富士見中 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾏ 原中

 4 塚田 千紘(1) 中学生     14.39  4 嶋本 和磨(1) 中学生     14.71 
ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 岡谷東部中 ｼﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 茅野北部中

 5 斉藤 裕吾(1) 中学生     14.90  5 巻渕 勇人(1) 中学生     14.87 
ｻｲﾄｳ ﾕｳｺﾞ 下諏訪中 ﾏｷﾌﾞﾁ ﾊﾔﾄ 岡谷南部中

 6 三石 剛(1) 中学生     15.68  6 城 慧(1) 中学生     15.25 
ﾐﾂｲｼ ｺﾞｳ 永明中 ｼﾞｮｳ ｻﾄﾙ 岡谷東部中

 7 小松 隼(1) 中学生     16.04  7 大淵 翔也(1) 中学生     15.32 
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 茅野北部中 ｵｵﾌﾞﾁ ｼｮｳﾔ 永明中

 8 偆道 怜央(1) 中学生     17.28  8 小泉 友哉(1) 中学生     15.33 
ｼｭﾝﾄﾞｳ ﾚｵ 原中 ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾔ 下諏訪中

風速 +2.5

 1 中澤  新(1) 中学生     12.90 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 清陵附属中

 2 小林 尚矢(1) 中学生     13.24 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 長峰中

 3 矢代 智章(1) 中学生     13.53 
ﾔｼﾛ ﾄﾓｱｷ 富士見中

 4 松田 蓮太郎(1) 中学生     13.59 
ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中

 5 高木 玲緒(1) 中学生     13.65 
ﾀｶｷﾞ ﾚｵ 茅野東部中

 6 地濃 郁人(1) 中学生     13.70 
ﾁﾉｳ ｲｸﾄ 長峰中

 7 伊東 稜真(1) 中学生     13.78 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 諏訪南中

 8 安部 公士郎(1) 中学生     13.83 
ｱﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ 原中
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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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 5月18日  9:50
決勝 5月18日 15:30

諏訪新  (SR )       11.64
大会新  (GR )       11.94

[ 1組] 風速 +2.1 [ 2組] 風速 +0.4

 1 安藤 賢博(2) 中学生     12.16 q  1 菊池 岳仁(2) 中学生     12.48 q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 岡谷東部中 ｷｸﾁ ﾀｹﾄ 原中

 2 土屋 哲平(2) 中学生     12.45 q  2 井出 純一朗(2) 中学生     12.77 q
ﾂﾁﾔ ﾃｯﾍﾟｲ 茅野東部中 ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岡谷西部中

 3 宮坂 空(2) 中学生     13.18  3 名取 大輔(2) 中学生     13.22 
ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 茅野北部中 ﾅﾄﾘﾀﾞ ｲｽｹ 富士見中

 4 伊東 馨(2) 中学生     13.82  4 渡辺 慎(2) 中学生     13.42 
ｲﾄｳ ｶｵﾙ 原中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 岡谷東部中

 5 松本 萌甫(2) 中学生     13.92  5 石山 征雅(2) 中学生     13.56 
ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴﾄｼ 長峰中 ｲｼﾔﾏ ｾｲｶﾞ 茅野北部中

 6 金子 聖也(2) 中学生     14.14  6 伊東 悠磨(2) 中学生     14.44 
ｶﾈｺ ｾｲﾔ 諏訪西中 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 茅野東部中

 7 小口 功紀(2) 中学生     14.35  7 矢崎 雄大(2) 中学生     14.53 
ｵｸﾞﾁ ｺｳｷ 岡谷東部中 ﾔｻﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 永明中

 8 藤森 友士(2) 中学生     14.53  8 小沢 拓也(2) 中学生     14.76 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｼ 上諏訪中 ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 長峰中

 9 本澤 悟(2) 中学生     15.97 
ﾎﾝｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 永明中

[ 3組] 風速 +1.6 [ 4組] 風速 +0.8

 1 宮坂 学(2) 中学生     12.51 q  1 藤森 暖生(2) 中学生     12.80 q
ﾐﾔｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 岡谷北部中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｷ 諏訪西中

 2 田中 龍宗(2) 中学生     12.86 q  2 鎌倉 慎太郎(2) 中学生     13.05 q
ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼｭｳ 茅野東部中 ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 原中

 3 雨宮 海斗(2) 中学生     13.22  3 門脇 大(2) 中学生     13.08 
ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ 富士見中 ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾛ 茅野北部中

 4 吉山 廉心(2) 中学生     13.30  4 宮下 恒輝(2) 中学生     13.08 
ﾖｼﾔﾏ ﾚﾝ 諏訪西中 ﾐﾔｼﾀ ｺｳｷ 岡谷北部中

 5 阿部 和真(2) 中学生     13.84  5 小池 隆也(2) 中学生     13.58 
ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾏ 岡谷東部中 ｺｲｹ ﾀｶﾔ 茅野東部中

 6 小沢 直希(2) 中学生     14.13  6 浅川 雄太(2) 中学生     14.02 
ｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 上諏訪中 ｱｻｶﾜ ﾕｳﾀ 岡谷東部中

 7 高橋 和真(2) 中学生     14.76  7 前田 陸(2) 中学生     14.53 
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 諏訪南中 ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ 上諏訪中

 8 小池 嶺(2) 中学生     14.82  8 今井 大輔(2) 中学生     15.15 
ｺｲｹ ﾘｮｳ 原中 ｲﾏｲ ﾀﾞｲｽｹ 長峰中

風速 -0.4

 1 安藤 賢博(2) 中学生     12.06 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 岡谷東部中

 2 土屋 哲平(2) 中学生     12.41 
ﾂﾁﾔ ﾃｯﾍﾟｲ 茅野東部中

 3 菊池 岳仁(2) 中学生     12.51 
ｷｸﾁ ﾀｹﾄ 原中

 4 宮坂 学(2) 中学生     12.54 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 岡谷北部中

 5 田中 龍宗(2) 中学生     12.69 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼｭｳ 茅野東部中

 6 井出 純一朗(2) 中学生     12.77 
ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岡谷西部中

 7 藤森 暖生(2) 中学生     12.79 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｷ 諏訪西中

 8 鎌倉 慎太郎(2) 中学生     13.18 
ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 原中

8   639

3   579

2   512

9   354

5   581

7   469

4   382

6   513

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   411

9   675

2   468

所属名 記録／備考
6   639

8   579

順 ﾚｰﾝ No.

4   557

5   504

3   6069   653

3   586

5   381

7   600

8   728

2   626

氏  名
6   469

4   512

2   347

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1   349

8   680

9   552

5   492

4   765

3   422

記録／備考
7   581

6   354

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

9   404

8   610

4   685

2   629

3   540

6   577

記録／備考
5   382

7   513

中学２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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 5月18日  9:30
決勝 5月18日 15:20

諏訪新  (SR )       10.85
大会新  (GR )       11.05

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +2.3

 1 中村 謙士(3) 中学生     12.08 q  1 鳴海 裕斗(3) 中学生     12.04 q
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 上諏訪中 ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東部中

 2 船城 聡史(3) 中学生     12.09 q  2 野田 大夢(3) 中学生     12.29 q
ﾌﾅｷ ｻﾄｼ 岡谷東部中 ﾉﾀ ﾞﾋﾛﾑ 長峰中

 3 田中 仁(3) 中学生     12.35 q  3 白井 裕介(3) 中学生     12.44 q
ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 岡谷東部中 ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ 上諏訪中

 4 赤羽 尚輝(3) 中学生     12.72  4 澁谷 拓見(3) 中学生     12.44 q
ｱｶﾊﾈ ﾅｵｷ 諏訪南中 ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 岡谷東部中

 5 浅井 威風(3) 中学生     12.78  5 伊藤 駿(3) 中学生     12.72 
ｱｻｲ ｲﾌﾞｷ 長峰中 ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 上諏訪中

 6 三井 健太郎(3) 中学生     12.98  6 若林 凌(3) 中学生     13.16 
ﾐﾂｲ ｹﾝﾀﾛｳ 富士見中 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 諏訪西中

 7 五味 駿太(3) 中学生     13.96  7 藤森 遥斗(3) 中学生     13.18 
ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ 長峰中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ 長峰中

 8 両角 伊吹(2) 中学生     14.20 茅野 拓輝(3) 中学生
ﾓﾛｽﾞﾐ ｲﾌﾞｷ 永明中 ﾁﾉ ﾋﾛｷ 諏訪南中

風速 +0.1

 1 鳴海 裕斗(3) 中学生     11.95 
ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東部中

 2 船城 聡史(3) 中学生     11.96 
ﾌﾅｷ ｻﾄｼ 岡谷東部中

 3 中村 謙士(3) 中学生     12.18 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 上諏訪中

 4 野田 大夢(3) 中学生     12.45 
ﾉﾀ ﾞﾋﾛﾑ 長峰中

 5 田中 仁(3) 中学生     12.51 
ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 岡谷東部中

 6 赤羽 尚輝(3) 中学生     12.68 
ｱｶﾊﾈ ﾅｵｷ 諏訪南中

 7 白井 裕介(3) 中学生     12.70 
ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ 上諏訪中

 8 澁谷 拓見(3) 中学生     12.73 
ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 岡谷東部中

 9 伊藤 駿(3) 中学生     12.88 
ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 上諏訪中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学３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

5   412

所属名 記録／備考
7   608

3   420

2   658

6   741

8   673

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

9   351

4   689

4   698

所属名 記録／備考
6   425

5   594

7   611

8   431

3   647
欠場

9   634

2   696

所属名 記録／備考
4   425

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5   608

3   698

6   412

1   658

7   611

2   420

9   594

8   431



予選 5月18日 10:45
決勝 5月18日 13:55

諏訪新  (SR )       21.92
大会新  (GR )       23.09

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +0.6

 1 船城 聡史(3) 中学生     24.93 q  1 土屋 哲平(2) 中学生     25.39 q
ﾌﾅｷ ｻﾄｼ 岡谷東部中 ﾂﾁﾔ ﾃｯﾍﾟｲ 茅野東部中

 2 宮坂 一冴(3) 中学生     26.49 q  2 門脇 大(2) 中学生     27.13 
ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ 茅野北部中 ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾛ 茅野北部中

 3 若林 凌(3) 中学生     27.09  3 藤森 暖生(2) 中学生     27.50 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 諏訪西中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｷ 諏訪西中

 4 望月 怜音(2) 中学生     29.19  4 松田 蓮太郎(1) 中学生     27.97 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｵﾝ 茅野東部中 ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中

 5 原田 恒太朗(1) 中学生     30.41  5 矢代 智章(1) 中学生     28.04 
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 茅野北部中 ﾔｼﾛ ﾄﾓｱｷ 富士見中

 6 尾台 裕季(2) 中学生     33.76  6 大藪 叡(1) 中学生     36.17 
ｵﾀﾞｲ ﾕｳｷ 永明中 ｵｵﾔﾌﾞ ｻﾄﾙ 富士見中

 7 三井 官弥(1) 中学生     34.86 
ﾐﾂｲ ｶﾝﾔ 富士見中

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速 -2.9

 1 伊藤 駿(3) 中学生     26.12 q  1 白井 裕介(3) 中学生     26.15 q
ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 上諏訪中 ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ 上諏訪中

 2 吉山 廉心(2) 中学生     26.81 q  2 宮坂 学(2) 中学生     26.45 q
ﾖｼﾔﾏ ﾚﾝ 諏訪西中 ﾐﾔｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 岡谷北部中

 3 宮下 恒輝(2) 中学生     26.88 q  3 宮坂 空(2) 中学生     27.02 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｷ 岡谷北部中 ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 茅野北部中

 4 藤澤 雄大(2) 中学生     28.09  4 金子 聖也(2) 中学生     30.09 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 茅野東部中 ｶﾈｺ ｾｲﾔ 諏訪西中

 5 石山 征雅(2) 中学生     28.72  5 名取 裕基(1) 中学生     30.11 
ｲｼﾔﾏ ｾｲｶﾞ 茅野北部中 ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 富士見中

 6 小林 優真(1) 中学生     30.24  6 伊東 悠磨(2) 中学生     30.99 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 富士見中 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 茅野東部中

風速 +1.6

 1 船城 聡史(3) 中学生     24.02 
ﾌﾅｷ ｻﾄｼ 岡谷東部中

 2 土屋 哲平(2) 中学生     25.17 
ﾂﾁﾔ ﾃｯﾍﾟｲ 茅野東部中

 3 白井 裕介(3) 中学生     25.63 
ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ 上諏訪中

 4 宮坂 学(2) 中学生     25.88 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 岡谷北部中

 5 伊藤 駿(3) 中学生     26.11 
ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 上諏訪中

 6 宮坂 一冴(3) 中学生     26.15 
ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ 茅野北部中

 7 吉山 廉心(2) 中学生     26.95 
ﾖｼﾔﾏ ﾚﾝ 諏訪西中

 8 宮下 恒輝(2) 中学生     27.21 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｷ 岡谷北部中
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 順



予選 5月18日  9:20
決勝 5月18日 14:25

諏訪新  (SR )       50.53
大会新  (GR )       54.21

[ 1組] [ 2組]

 1 中澤 隆良(3) 中学生     57.92 q  1 三井 洪太(3) 中学生     57.03 q
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶﾗ 長峰中 ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 富士見中

 2 小松 翔(2) 中学生     58.33 q  2 宮坂 一冴(3) 中学生     58.26 q
ｺﾏﾂ ｶｹﾙ 茅野北部中 ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ 茅野北部中

 3 中川 祐岐(2) 中学生     58.78 q  3 藤森 遥斗(3) 中学生   1,02.56 q
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 岡谷南部中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ 長峰中

 4 藤澤 雄大(2) 中学生   1,05.25 q  4 望月 怜音(2) 中学生   1,05.23 q
ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 茅野東部中 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｵﾝ 茅野東部中

 5 中村 源士(2) 中学生   1,15.98  5 濵 琉斗(2) 中学生   1,05.44 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝｼﾞ 永明中 ﾊﾏ ﾘｭｳﾄ 岡谷北部中
山﨑 萌生(2) 中学生
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓｴｷ 岡谷西部中

 1 三井 洪太(3) 中学生     56.66 
ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 富士見中

 2 中澤 隆良(3) 中学生     57.61 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶﾗ 長峰中

 3 宮坂 一冴(3) 中学生     57.66 
ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ 茅野北部中

 4 小松 翔(2) 中学生     58.54 
ｺﾏﾂ ｶｹﾙ 茅野北部中

 5 中川 祐岐(2) 中学生     59.76 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 岡谷南部中

 6 藤森 遥斗(3) 中学生   1,03.93 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ 長峰中

 7 藤澤 雄大(2) 中学生   1,05.69 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 茅野東部中

 8 望月 怜音(2) 中学生   1,06.70 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｵﾝ 茅野東部中
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中学共通男子

400m                

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

順 No. 氏  名 順



決勝 5月18日 13:25

諏訪新  (SR )     1,58.26
大会新  (GR )     2,04.24

[ 1組] [ 2組]

 1 小松 祥也(2) 中学生   2,28.42  1 中谷 雄飛(3) 中学生   2,00.03 
ｺﾏﾂ ｼｮｳﾔ 長峰中 ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ 下諏訪中

 2 赤羽 龍希(2) 中学生   2,32.16  2 中村 駿吾(3) 中学生   2,11.13 
ｱｶﾊ ﾘｭｳｷ 上諏訪中 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部中

 3 利根川 大悟(2) 中学生   2,33.07  3 小口 優希(3) 中学生   2,11.20 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 茅野東部中 ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ 岡谷南部中

 4 三井 成起(1) 中学生   2,45.73  4 池田 悠司(2) 中学生   2,13.19 
ﾐﾂｲ ﾅﾘｷ 富士見中 ｲｹﾀﾞ ﾁｶｼ 諏訪西中

 5 杉野 翔太(2) 中学生   2,51.35  5 小松 翔(2) 中学生   2,14.82 
ｽｷﾞﾉ ｼｮｳﾀ 茅野東部中 ｺﾏﾂ ｶｹﾙ 茅野北部中

 6 藤森 友士(2) 中学生   2,51.68  6 近藤 大地(3) 中学生   2,16.17 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｼ 上諏訪中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 富士見中

 7 細川 隼(1) 中学生   2,56.59  7 大滝 一輝(3) 中学生   2,24.13 
ﾎｿｶﾜ ﾊﾔﾄ 富士見中 ｵｵﾀｷ ｶｽﾞｷ 下諏訪中
河野 明仁(3) 中学生  8 両角 涼芽(2) 中学生   2,37.61 
ｶﾜﾉ ｱｷﾄ 永明中 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｮｳｶﾞ 永明中
山﨑 萌生(2) 中学生 三井 洪太(3) 中学生
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓｴｷ 岡谷西部中 ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 富士見中

   1 中谷 雄飛(3) 中学生 下諏訪中     2,00.03 大会新   2   1
   2 中村 駿吾(3) 中学生 岡谷東部中     2,11.13   2   2
   3 小口 優希(3) 中学生 岡谷南部中     2,11.20   2   3
   4 池田 悠司(2) 中学生 諏訪西中     2,13.19   2   4
   5 小松 翔(2) 中学生 茅野北部中     2,14.82   2   5
   6 近藤 大地(3) 中学生 富士見中     2,16.17   2   6
   7 大滝 一輝(3) 中学生 下諏訪中     2,24.13   2   7
   8 小松 祥也(2) 中学生 長峰中     2,28.42   1   1
   9 赤羽 龍希(2) 中学生 上諏訪中     2,32.16   1   2
  10 利根川 大悟(2) 中学生 茅野東部中     2,33.07   1   3
  11 両角 涼芽(2) 中学生 永明中     2,37.61   2   8
  12 三井 成起(1) 中学生 富士見中     2,45.73   1   4
  13 杉野 翔太(2) 中学生 茅野東部中     2,51.35   1   5
  14 藤森 友士(2) 中学生 上諏訪中     2,51.68   1   6
  15 細川 隼(1) 中学生 富士見中     2,56.59   1   7

中学共通男子
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決勝 5月18日 14:30

諏訪新  (SR )     4,22.18
大会新  (GR )     4,50.60

 1 小林 亮太(1) 中学生   5,09.40 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 富士見中

 2 今井 晴大(1) 中学生   5,10.90 
ｲﾏｲ ﾊﾙﾄ 諏訪西中

 3 宮澤 薫(1) 中学生   5,24.93 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｵﾙ 岡谷西部中

 4 篠原 琉佑(1) 中学生   5,26.45 
ｼﾉﾊﾗ ﾘｭｳｽｹ 長峰中

 5 柳澤 光(1) 中学生   5,31.05 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 上諏訪中

 6 中島 優太(1) 中学生   5,33.68 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 岡谷東部中

 7 小林 玄(1) 中学生   5,37.84 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝ 富士見中

 8 嶋本 和磨(1) 中学生   5,41.60 
ｼﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 茅野北部中

 9 杉山 南(1) 中学生   5,41.77 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾅﾐ 富士見中

10 桑野 杏梧(1) 中学生   5,59.80 
ｸﾜﾉ ｷｮｳｺﾞ 富士見中

11 小松 隼(1) 中学生   6,07.93 
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 茅野北部中

12 金澤 斗哉(1) 中学生   6,09.79 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾄｳﾔ 岡谷東部中

13 黒澤 友哉(1) 中学生   6,12.76 
ｸﾛｻﾜ ﾄﾓﾔ 長峰中

14 鷹左右 侑生(1) 中学生   6,17.41 
ﾀｶｿｳ ﾕｳｷ 永明中

15 折井 優樹(1) 中学生   6,21.59 
ｵﾘｲ ﾕｳｷ 永明中

16 矢﨑 雄暉(1) 中学生   6,31.18 
ﾔｻﾞｷ ﾕｳｷ 長峰中

No. 氏  名 所属名 記録／備考
16   750

10   630

中学１年男子

1500m               

決勝

順

5   678

11   612

6   358

12   746

15   554

7   417

8   732

3   549

4   754

1   674

14   337

9   391

13   700

2   334



決勝 5月18日 14:45

諏訪新  (SR )     4,05.80
大会新  (GR )     4,13.37

[ 1組] [ 2組]

 1 小松 宗平(3) 中学生   4,56.82  1 中谷 雄飛(3) 中学生   4,16.65 
ｺﾏﾂ ｼｭｳﾍｲ 岡谷南部中 ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ 下諏訪中

 2 曽原 隼太郎(3) 中学生   4,58.37  2 児玉 拓矢(3) 中学生   4,30.62 
ｿﾊﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岡谷南部中 ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾔ 上諏訪中

 3 小沢 直希(2) 中学生   4,59.93  3 血脇 悠斗(3) 中学生   4,32.65 
ｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 上諏訪中 ﾁﾜｷ ﾕｳﾄ 長峰中

 4 水野 雄斗(2) 中学生   5,00.26  4 池田 悠司(2) 中学生   4,33.80 
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ 長峰中 ｲｹﾀﾞ ﾁｶｼ 諏訪西中

 5 河野 明仁(3) 中学生   5,04.72  5 中村 駿吾(3) 中学生   4,38.68 
ｶﾜﾉ ｱｷﾄ 永明中 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部中

 6 原 賢人(3) 中学生   5,07.63  6 小林 竜也(2) 中学生   4,40.64 
ﾊﾗ ｹﾝﾄ 諏訪南中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 富士見中

 7 浅川 雄太(2) 中学生   5,14.56  7 前島 陸哉(3) 中学生   4,45.80 
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾀ 岡谷東部中 ﾏｴｼﾏ ﾘｸﾔ 永明中

 8 西澤 裕斗(2) 中学生   5,22.78  8 水上 健介(3) 中学生   4,57.28 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 上諏訪中 ﾐｽﾞｶﾐ ｹﾝｽｹ 下諏訪中

 9 遠藤 隼也(2) 中学生   5,26.67  9 清水 冬威(2) 中学生   4,59.71 
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ 諏訪西中 ｼﾐｽﾞ ﾄｳｲ 茅野東部中

10 牛山 幸光(2) 中学生   5,35.12 10 矢﨑 堅人(3) 中学生   5,31.23 
ｳｼﾔﾏ ﾕｷﾐﾂ 永明中 ﾔｻﾞｷ ｹﾝﾄ 岡谷東部中

11 小口 巧(2) 中学生   5,42.26 11 矢野 峻太郎(2) 中学生   5,48.52 
ｵｸﾞﾁ ﾀｸ 茅野北部中 ﾔﾉｼｭﾝ ﾀﾛｳ 永明中

12 加納 光(2) 中学生   5,44.19 大滝 一輝(3) 中学生
ｶﾉｳ ﾋｶﾙ 下諏訪中 ｵｵﾀｷ ｶｽﾞｷ 下諏訪中

13 高橋 唯(2) 中学生   6,03.24 両角 涼芽(2) 中学生
ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 茅野北部中 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｮｳｶﾞ 永明中
小池 勇次(3) 中学生
ｺｲｹ ﾕｳｼﾞ 諏訪南中

   1 中谷 雄飛(3) 中学生 下諏訪中     4,16.65   2   1
   2 児玉 拓矢(3) 中学生 上諏訪中     4,30.62   2   2
   3 血脇 悠斗(3) 中学生 長峰中     4,32.65   2   3
   4 池田 悠司(2) 中学生 諏訪西中     4,33.80   2   4
   5 中村 駿吾(3) 中学生 岡谷東部中     4,38.68   2   5
   6 小林 竜也(2) 中学生 富士見中     4,40.64   2   6
   7 前島 陸哉(3) 中学生 永明中     4,45.80   2   7
   8 小松 宗平(3) 中学生 岡谷南部中     4,56.82   1   1
   9 水上 健介(3) 中学生 下諏訪中     4,57.28   2   8
  10 曽原 隼太郎(3) 中学生 岡谷南部中     4,58.37   1   2
  11 清水 冬威(2) 中学生 茅野東部中     4,59.71   2   9
  12 小沢 直希(2) 中学生 上諏訪中     4,59.93   1   3
  13 水野 雄斗(2) 中学生 長峰中     5,00.26   1   4
  14 河野 明仁(3) 中学生 永明中     5,04.72   1   5
  15 原 賢人(3) 中学生 諏訪南中     5,07.63   1   6
  16 浅川 雄太(2) 中学生 岡谷東部中     5,14.56   1   7
  17 西澤 裕斗(2) 中学生 上諏訪中     5,22.78   1   8
  18 遠藤 隼也(2) 中学生 諏訪西中     5,26.67   1   9
  19 矢﨑 堅人(3) 中学生 岡谷東部中     5,31.23   2  10
  20 牛山 幸光(2) 中学生 永明中     5,35.12   1  10
  21 小口 巧(2) 中学生 茅野北部中     5,42.26   1  11
  22 加納 光(2) 中学生 下諏訪中     5,44.19   1  12
  23 矢野 峻太郎(2) 中学生 永明中     5,48.52   2  11
  24 高橋 唯(2) 中学生 茅野北部中     6,03.24   1  13
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決勝 5月18日 15:45

諏訪新(SR)        8,33.96
大会新(GR)        9,24.39

 1 矢島 洸一(3) 中学生   9,23.06 
ﾔｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 長峰中

 2 清水 大希(3) 中学生   9,34.80 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ 富士見中

 3 伊藤 輝(2) 中学生   9,41.38 
ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 茅野東部中

 4 佐藤 龍我(2) 中学生  10,05.55 
ｻﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 岡谷南部中

 5 児玉 拓矢(3) 中学生  10,23.33 
ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾔ 上諏訪中

 6 池田 真之介(2) 中学生  10,47.99 
ｲｹﾀﾞ ｼﾝﾉｽｹ 岡谷南部中

 7 熊谷 大輔(3) 中学生  10,52.01 
ｸﾏｶﾞｲ ﾀﾞｲｽｹ 永明中

 8 両角 睦紀(2) 中学生  11,30.41 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾑﾂｷ 岡谷東部中

 9 武井 翔太郎(2) 中学生  11,46.42 
ﾀｹｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 岡谷南部中

10 坂井 結音(3) 中学生  11,46.54 
ｻｶｲ ﾕｲﾝ 上諏訪中

11 矢沢 佑馬(2) 中学生  12,17.75 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 岡谷東部中
前島 陸哉(3) 中学生
ﾏｴｼﾏ ﾘｸﾔ 永明中
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決勝 5月18日  8:55

諏訪新  (SR )       15.14
大会新  (GR )       15.70

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +0.9

 1 小池 隆也(2) 中学生     19.33  1 中村 謙士(3) 中学生     16.52 
ｺｲｹ ﾀｶﾔ 茅野東部中 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 上諏訪中

 2 前田 陸(2) 中学生     20.13  2 澁谷 拓見(3) 中学生     16.76 
ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ 上諏訪中 ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 岡谷東部中

 3 野々村 一人(2) 中学生     20.38  3 菊池 岳仁(2) 中学生     17.49 
ﾉﾉﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 原中 ｷｸﾁ ﾀｹﾄ 原中

 4 三井 健太郎(3) 中学生     21.21  4 井出 純一朗(2) 中学生     17.66 
ﾐﾂｲ ｹﾝﾀﾛｳ 富士見中 ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岡谷西部中

 5 眞道 大志(2) 中学生     21.94  5 雨宮 海斗(2) 中学生     19.91 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｼ 原中 ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ 富士見中

 6 塚田 千紘(1) 中学生     22.30 渡部 翔太(3) 中学生
ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 岡谷東部中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 諏訪南中

 7 竹村 啓哉(2) 中学生     23.62 
ﾀｹﾑﾗ ｹｲﾔ 永明中

   1 中村 謙士(3) 中学生 上諏訪中     16.52 (+0.9)   2   1
   2 澁谷 拓見(3) 中学生 岡谷東部中     16.76 (+0.9)   2   2
   3 菊池 岳仁(2) 中学生 原中     17.49 (+0.9)   2   3
   4 井出 純一朗(2) 中学生 岡谷西部中     17.66 (+0.9)   2   4
   5 小池 隆也(2) 中学生 茅野東部中     19.33 (+1.2)   1   1
   6 雨宮 海斗(2) 中学生 富士見中     19.91 (+0.9)   2   5
   7 前田 陸(2) 中学生 上諏訪中     20.13 (+1.2)   1   2
   8 野々村 一人(2) 中学生 原中     20.38 (+1.2)   1   3
   9 三井 健太郎(3) 中学生 富士見中     21.21 (+1.2)   1   4
  10 眞道 大志(2) 中学生 原中     21.94 (+1.2)   1   5
  11 塚田 千紘(1) 中学生 岡谷東部中     22.30 (+1.2)   1   6
  12 竹村 啓哉(2) 中学生 永明中     23.62 (+1.2)   1   7

中学共通男子

110mH(0.914m)       

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ
6   504

7   606

順

2   419

5   741

8

No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   338

  591

4   590 4   581

5   608

3   431

2   661
欠場

7   354

6   728

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

  581
  354
  504
  728

組 順位
  608
  431

  419
  338

  606
  590
  741
  591



予選 5月18日 12:25
決勝 5月18日 16:10

諏訪新  (SR )       45.59
大会新  (GR )       46.79

[ 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   4 上諏訪中A   614 松本 陸(2)     48.05 q  1   7 岡谷東部中A   382 安藤 賢博(2)     45.89 q

ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 大会新
  616 中村 謙士(3)   425 鳴海 裕斗(3)

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ
  617 白井 裕介(3)   405 小山 竜司(3)

ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ
  613 伊藤 駿(3)   412 船城 聡史(3)

ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ ﾌﾅｷ ｻﾄｼ
 2   5 茅野北部中A   550 小松 翔(2)     50.83 q  2   8 諏訪南中   644 伊東 稜真(1)     49.50 q

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｺﾏﾂ ｶｹﾙ ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ
  540 宮坂 空(2)   658 赤羽 尚輝(3)

ﾐﾔｻｶ ｿﾗ ｱｶﾊﾈ ﾅｵｷ
  539 宮坂 岳志(2)   643 伊東 奨真(3)

ﾐﾔｻｶ ﾀｹｼ ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ
  538 宮坂 一冴(3)   661 渡部 翔太(3)

ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ
 3   7 茅野東部中A   515 望月 怜音(2)     51.28 q  3   4 長峰中A   689 浅井 威風(3)     49.95 q

ﾁﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｵﾝ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｱｻｲ ｲﾌﾞｷ
  512 田中 龍宗(2)   698 野田 大夢(3)

ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼｭｳ ﾉﾀ ﾞﾋﾛﾑ
  513 土屋 哲平(2)   673 五味 駿太(3)

ﾂﾁﾔ ﾃｯﾍﾟｲ ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ
  504 小池 隆也(2)   696 藤森 遥斗(3)

ｺｲｹ ﾀｶﾔ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ
 4   6 富士見中   728 雨宮 海斗(2)     51.80 q  4   3 原中   582 菊池 樹輝(1)     52.50 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ ﾊﾗﾁｭｳ ｷｸﾁ ｲﾂｷ
  765 名取 大輔(2)   576 安部 公士郎(1)

ﾅﾄﾘﾀﾞ ｲｽｹ ｱﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ
  767 矢代 智章(1)   579 鎌倉 慎太郎(2)

ﾔｼﾛ ﾄﾓｱｷ ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ
  731 近藤 大地(3)   581 菊池 岳仁(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ ｷｸﾁ ﾀｹﾄ
 5   1 諏訪西中   629 金子 聖也(2)     52.46 q  5   6 岡谷東部中B   406 松田 蓮太郎(1)     53.42 

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ｶﾈｺ ｾｲﾔ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ
  634 若林 凌(3)   422 渡辺 慎(2)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ
  626 吉山 廉心(2)   419 塚田 千紘(1)

ﾖｼﾔﾏ ﾚﾝ ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ
  639 藤森 暖生(2)   381 阿部 和真(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｷ ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾏ
 6   8 茅野東部中B   501 高木 玲緒(1)     57.67  6   2 長峰中B   683 小林 尚矢(1)     54.05 

ﾁﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾀｶｷﾞ ﾚｵ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ
  514 藤澤 雄大(2)   685 松本 萌甫(2)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾀﾞｲ ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴﾄｼ
  519 利根川 大悟(2)   680 小沢 拓也(2)

ﾄﾈｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ
  492 伊東 悠磨(2)   691 地濃 郁人(1)

ｲﾄｳ ﾕｳﾏ ﾁﾉｳ ｲｸﾄ
 7   3 上諏訪中B   615 前田 陸(2)     59.23  7   5 岡谷西部中   367 中山 晃希(1)     56.22 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ
  605 赤羽 龍希(2)   354 井出 純一朗(2)

ｱｶﾊ ﾘｭｳｷ ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ
  604 西澤 裕斗(2)   361 山﨑 萌生(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ﾔﾏｻﾞｷ ﾓｴｷ
  610 藤森 友士(2)   358 宮澤 薫(1)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｼ ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｵﾙ
 8   2 永明中   327 三石 剛(1)   1,02.54 

ｴｲﾒｲﾁｭｳ ﾐﾂｲｼ ｺﾞｳ
  336 大淵 翔也(1)

ｵｵﾌﾞﾁ ｼｮｳﾔ
  333 青木 悠(1)

ｱｵｷ ﾕｳ
  339 竹村 直紀(1)

ﾀｹﾑﾗ ﾅｵｷ

中学共通男子

4x100m              

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



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 岡谷東部中A   382 安藤 賢博(2)     45.85 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 大会新
  425 鳴海 裕斗(3)

ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ
  405 小山 竜司(3)

ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ
  412 船城 聡史(3)

ﾌﾅｷ ｻﾄｼ
 2   5 上諏訪中A   602 松本 陸(2)     48.37 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ
  608 中村 謙士(3)

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ
  611 白井 裕介(3)

ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ
  594 伊藤 駿(3)

ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ
 3   3 長峰中A   689 浅井 威風(3)     49.54 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｱｻｲ ｲﾌﾞｷ
  698 野田 大夢(3)

ﾉﾀ ﾞﾋﾛﾑ
  673 五味 駿太(3)

ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ
  696 藤森 遥斗(3)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ
 4   6 諏訪南中   644 伊東 稜真(1)     49.76 

ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ
  658 赤羽 尚輝(3)

ｱｶﾊﾈ ﾅｵｷ
  643 伊東 奨真(3)

ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ
  661 渡部 翔太(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ
 5   2 茅野東部中A   515 望月 怜音(2)     50.44 

ﾁﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｵﾝ
  512 田中 龍宗(2)

ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼｭｳ
  513 土屋 哲平(2)

ﾂﾁﾔ ﾃｯﾍﾟｲ
  504 小池 隆也(2)

ｺｲｹ ﾀｶﾔ
 6   7 茅野北部中A   564 小松 翔(2)     50.51 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｺﾏﾂ ｶｹﾙ
  562 宮坂 空(2)

ﾐﾔｻｶ ｿﾗ
  539 宮坂 岳志(2)

ﾐﾔｻｶ ﾀｹｼ
  560 宮坂 一冴(3)

ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ
 7   1 富士見中   728 雨宮 海斗(2)     51.62 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ
  765 名取 大輔(2)

ﾅﾄﾘﾀﾞ ｲｽｹ
  767 矢代 智章(1)

ﾔｼﾛ ﾄﾓｱｷ
  731 近藤 大地(3)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ
 8   8 諏訪西中   629 金子 聖也(2)     51.67 

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ｶﾈｺ ｾｲﾔ
  634 若林 凌(3)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ
  626 吉山 廉心(2)

ﾖｼﾔﾏ ﾚﾝ
  639 藤森 暖生(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｷ

中学共通男子

4x100m              
決勝



決勝 5月18日 12:30

諏訪新  (SR )        1.89
大会新  (GR )        1.80

1m80
小山 竜司(3) 中学生 - - - - O XO O O XO XXO
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 岡谷東部中 XXX
小林 凌(3) 中学生 - - O O O XO XO XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 富士見中
渡部 翔太(3) 中学生 - - O XO XXX
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 諏訪南中
阿部 和真(2) 中学生 XO O XXO XXX
ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾏ 岡谷東部中
湯田坂 友哉(2) 中学生 O O XXX
ﾕﾀﾞｻｶ ﾄﾓﾔ 永明中
浅井 威風(3) 中学生 XO XO XXX
ｱｻｲ ｲﾌﾞｷ 長峰中
宮坂 夏輝(2) 中学生 XO XXX
ﾐﾔｻｶ ﾅﾂｷ 茅野東部中
宮坂 岳志(2) 中学生 欠場
ﾐﾔｻｶ ﾀｹｼ 茅野北部中

決勝 5月18日  9:30

諏訪新  (SR )        4.20
大会新  (GR )        3.70

鎌倉 慎太郎(2) 中学生
ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 原中
小池 嶺(2) 中学生
ｺｲｹ ﾘｮｳ 原中
伊東 馨(2) 中学生
ｲﾄｳ ｶｵﾙ 原中

中学共通男子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考2m00 2m10 2m20 2m30 2m40 2m50
1 3   579

- O XO O O

O O

XXX

2 2   586
- - XXO XXX

 2.40

 2.40

3 1   577
O O O O XO

2   539

 2.40XXX

6 5   689
 1.35

7 6   498
 1.30

4 1   381
 1.40

5 4   344
 1.35

2 7   751
 1.60

3 3   661
 1.45

1m70 1m75

1 8   405
 1.75

記録 備考
1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65

中学共通男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月18日 12:30

諏訪新  (SR )        6.86
大会新  (GR )        6.22

小山 竜司(3) 中学生   6.35    X    -    X    X   5.82    6.35 大会新
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 岡谷東部中   +1.0   +1.8    +1.0
松本 陸(2) 中学生   5.44   5.34   5.24   5.34    X   5.45    5.45 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 上諏訪中   +0.9   +0.6   +2.9   +1.0   +1.1    +1.1
竹村 文貴(3) 中学生   5.20   4.93   5.07   5.10   5.27   5.29    5.29 
ﾀｹﾑﾗ ﾌﾐﾀｶ 上諏訪中   +1.2   +1.4   +2.1   +1.8   +1.5   +0.6    +0.6
井口 晃輔(3) 中学生   4.89   4.80   5.17   5.09   5.14   5.28    5.28 
ｲｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 下諏訪中   -0.6   +1.4   +1.3   +1.5    0.0   +2.4    +2.4
中野 颯己(3) 中学生    -    X   4.78   5.11   4.68   4.94    5.11 
ﾅｶﾉ ｿｳｷ 富士見中   +1.1   +1.9   +1.5   +2.0    +1.9
名取 大輔(2) 中学生   4.43   4.67   4.86   4.74   5.05   4.70    5.05 
ﾅﾄﾘﾀﾞ ｲｽｹ 富士見中    0.0   +1.5   +1.5   +2.7   +2.0   +1.9    +2.0
安藤 賢博(2) 中学生   4.87    X   4.24   3.93    X    X    4.87 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 岡谷東部中   +1.2   +2.1   +2.0    +1.2
安部 公士郎(1) 中学生   4.40   4.58   4.57   4.52   4.33   4.35    4.58 
ｱﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ 原中   -1.1   +0.6   +2.7    0.0   +1.0   +1.6    +0.6
野々村 一人(2) 中学生   4.20   4.31   4.41    4.41 
ﾉﾉﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 原中   -1.2   +1.3    0.0     0.0
鷹野原 怜(1) 中学生   4.27   4.37   4.14    4.37 
ﾀｶﾉﾊﾗ ﾘｮｳ 諏訪西中   -0.6   -0.4   +1.1    -0.4
渡辺 慎(2) 中学生   4.14   4.20   4.28    4.28 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 岡谷東部中   -1.0   +0.6   +1.4    +1.4
松本 萌甫(2) 中学生   4.15   4.27   4.08    4.27 
ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴﾄｼ 長峰中   +0.5   +2.4   +1.0    +2.4
中澤  新(1) 中学生   2.23    X   4.26    4.26 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 清陵付属中   -0.7   -0.4    -0.4
小林 蓮(1) 中学生   3.76   3.78   4.07    4.07 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪西中   +0.1   +1.5    0.0     0.0
眞道 大志(2) 中学生   3.80   3.78   3.96    3.96 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｼ 原中    0.0   +2.5   +1.6    +1.6
立石 幸祐(1) 中学生   3.85    X    X    3.85 
ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 長峰中   +0.8    +0.8
伊藤 瑠真(1) 中学生   3.79   3.41   3.01    3.79 
ｲﾄｳ ﾘｭｳﾏ 原中   -0.4   +1.3   +0.5    -0.4
小口 功紀(2) 中学生   3.11   3.14   3.76    3.76 
ｵｸﾞﾁ ｺｳｷ 岡谷東部中    0.0   +0.9   -0.2    -0.2
城 慧(1) 中学生   3.71   3.75   3.63    3.75 
ｼﾞｮｳ ｻﾄﾙ 岡谷東部中   -0.2    0.0   +1.0     0.0
矢崎 雄大(2) 中学生   3.66   3.73   3.64    3.73 
ﾔｻﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 永明中   +0.8   +2.4   +0.9    +2.4
菊池 樹輝(1) 中学生   3.63    X    X    3.63 
ｷｸﾁ ｲﾂｷ 原中   -0.3    -0.3
小口 巧(2) 中学生   2.75   3.57   2.79    3.57 
ｵｸﾞﾁ ﾀｸ 茅野北部中   +1.2   +2.9   +0.9    +2.9
地濃 郁人(1) 中学生    X   3.26   3.41    3.41 
ﾁﾉｳ ｲｸﾄ 長峰中   +1.8   -1.8    -1.8
町田 恭佑(1) 中学生   3.21   3.09   3.34    3.34 
ﾏﾁﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 永明中   +0.4   +1.7   +1.7    +1.7
濱 想一郎(1) 中学生    X   3.30   2.65    3.30 
ﾊﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 下諏訪中   +0.9   +0.4    +0.9
清水 崚央(2) 中学生   3.29   3.08   3.19    3.29 
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ 永明中   +1.8   +1.8   +1.2    +1.8
高橋 唯(2) 中学生   2.74   3.15   3.10    3.15 
ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 茅野北部中   +1.7   +1.7   +1.1    +1.7
角丸 豊(1) 中学生   2.98   3.15    X    3.15 
ｶｸﾏﾙ ﾕﾀｶ 永明中   +1.9   +1.7    +1.7
偆道 怜央(1) 中学生    X   2.89   2.70    2.89 
ｼｭﾝﾄﾞｳ ﾚｵ 原中   +1.6   +0.3    +1.6

28 4   322

29 3   592

26 5   332

27 2   545

24 6   341

25 1   491

22 13   548

23 16   691

20 7   349

21 18   582

18 12   404

19 11   408

16 17   701

17 20   578

14 8   636

15 14   591

12 15   685

13 10   664

10 9   637

11 21   422

8 22   576

9 19   590

6 23   765

7 24   382

4 28   476

5 25   758

2 27   602

3 26   607

記録 備考
1 29   405

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

中学共通男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月18日  9:00

諏訪新  (SR )       11.84
大会新  (GR )       11.13

近藤 大地(3) 中学生
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 富士見中
安蒜 和樹(3) 中学生
ｱﾝﾋﾞﾙ ｶｽﾞｷ 永明中
松田 剛司(3) 中学生
ﾏﾂﾀﾞ ﾂﾖｼ 永明中
牛山 英駿(3) 中学生
ｳｼﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 茅野東部中
五味 駿太(3) 中学生
ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ 長峰中
宮坂 岳志(2) 中学生
ﾐﾔｻｶ ﾀｹｼ 茅野北部中
寺島 克起(1) 中学生
ﾃﾗｼﾏ ｶﾂｷ 永明中
田中 耀介(1) 中学生
ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 長峰中

決勝 5月18日 11:00

諏訪新  (SR )       52.01
大会新  (GR )       43.29

井口 晃輔(3) 中学生
ｲｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 下諏訪中
松田 剛司(3) 中学生
ﾏﾂﾀﾞ ﾂﾖｼ 永明中
野田 大夢(3) 中学生
ﾉﾀ ﾞﾋﾛﾑ 長峰中
牛山 英駿(3) 中学生
ｳｼﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 茅野東部中
中野 颯己(3) 中学生
ﾅｶﾉ ｿｳｷ 富士見中
清水 崚央(2) 中学生
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ 永明中
斉藤 裕吾(1) 中学生
ｻｲﾄｳ ﾕｳｺﾞ 下諏訪中
中村 源士(2) 中学生
ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝｼﾞ 永明中
本澤 悟(2) 中学生
ﾎﾝｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 永明中
中澤 隆良(3) 中学生
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶﾗ 長峰中
坂井 結音(3) 中学生
ｻｶｲ ﾕｲﾝ 上諏訪中
篠原 琉佑(1) 中学生
ｼﾉﾊﾗ ﾘｭｳｽｹ 長峰中
小林 尚矢(1) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 長峰中
田中 耀介(1) 中学生
ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 長峰中
河西 優弥(1) 中学生
ｶｻｲ ﾕｳﾔ 長峰中

中学共通男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ         

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 14   476
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2 12   331
36.14   O   O  36.14 

3 15   698
  O 35.72   O  35.72 

4 11   499
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5 9   758
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12 3   678
  O 20.59   O  20.59 

13 5   683
  O 18.94   O  18.94 

14 4   693
18.71   O   O

15 1   666
12.42   O   O

 5.99   6.06 

 12.42 

 18.71 

8 1   693
 4.85  5.14   5.47 

 5.51  6.06

 5.16  4.98  5.47   X

 6.06   X  6.14   6.14 

7 2   328
 5.68  5.81  6.05

 6.32  6.16  6.21   6.32 

6 5   539
  X  5.69  5.64

 7.08  6.46  7.05   7.28 

5 3   673
 6.10  5.85   -

  X  7.61  6.87   7.84 

4 4   499
 7.17  6.86  7.28

 7.71  7.39  8.19   8.19 

3 7   331
 7.48  7.84   -

 6.84  8.42  8.85   8.85 

2 6   320
 7.89  7.41  7.46

1 8   731
 7.71  8.35  8.80

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学共通男子

砲丸投(5.000kg)     

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



予選 5月18日 11:20
決勝 5月18日 14:05

諏訪新  (SR )       12.63
大会新  (GR )       13.30

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 +1.0

 1 佐野 希汐(6) 小学生     13.47 q  1 中村 拓実(6) 小学生     13.36 q
ｻﾉ ｷｾｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 下諏訪北小

 2 矢澤 雄太(6) 小学生     14.20 q  2 杉田 伊吹(6) 小学生     13.70 q
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 中洲小 ｽｷﾞﾀ ｲﾌﾞｷ 小井川小

 3 伊倉 大哉(6) 小学生     14.74 q  3 山崎 雷馬(6)     14.36 q
ｲｸﾗﾋﾛﾔ 下諏訪南小 ﾔﾏｻﾞｷ ﾗｲﾏ 四賀小

 4 森本 理斗(6)     15.83  4 平島 春輝(6) 小学生     14.37 q
ﾓﾘﾓﾄ ﾏｻﾄ 四賀小 ﾋﾗｼﾏ ﾊﾙｷ 富士見本郷小

 5 沓掛 蒼大(6) 小学生     16.12  5 小穴 隼也(6) 小学生     14.64 q
ｸﾂｶｹ ｿｳﾀﾞｲ 岡谷小 ｵﾅﾅ ｼﾞｭﾝﾔ 中洲小

 6 田嶋 零史(6) 小学生     16.78  6 小池 遥介(6) 小学生     14.76 
ﾀｼﾞﾏ ﾚｲｼﾞ 下諏訪北小 ｺｲｹ ﾖｳｽｹ 金沢小

 7 野々村 勇人(6) 小学生     16.99  7 小松 祐太(6) 小学生     15.42 
ﾉﾉﾑﾗ ﾊﾔﾄ 原PCｼﾞｭﾆｱ ｺﾏﾂ ﾕｳﾀ 下諏訪北小

 8 鈴木 颯太(6) 小学生     17.88  8 小山 宗一朗(6) 小学生     15.62 
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ ｺﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 9 五味 未来矢(6) 小学生     18.92 
ｺﾞﾐ ﾐｸﾔ 豊平小

風速 +1.6

 1 中村 拓実(6) 小学生     13.24 
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 下諏訪北小

 2 佐野 希汐(6) 小学生     13.45 
ｻﾉ ｷｾｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 3 杉田 伊吹(6) 小学生     13.61 
ｽｷﾞﾀ ｲﾌﾞｷ 小井川小

 4 矢澤 雄太(6) 小学生     13.94 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 中洲小

 5 山崎 雷馬(6)     14.25 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾗｲﾏ 四賀小

 6 平島 春輝(6) 小学生     14.44 
ﾋﾗｼﾏ ﾊﾙｷ 富士見本郷小

 7 小穴 隼也(6) 小学生     14.65 
ｵﾅﾅ ｼﾞｭﾝﾔ 中洲小

 8 伊倉 大哉(6) 小学生     14.69 
ｲｸﾗﾋﾛﾔ 下諏訪南小

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
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予選 5月18日 11:45
決勝 5月18日 14:15

諏訪新  (SR )       13.32
大会新  (GR )       14.22

[ 1組] 風速 +1.9 [ 2組] 風速 +0.2

 1 平山 舜治(5) 小学生     14.63 q  1 河野 統徳(5) 小学生     14.59 q
ﾋﾗﾔﾏ ｼｭﾝｼﾞ 下諏訪北小 ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 川瀬 創太(5) 小学生     14.71 q  2 伊藤 龍生(5) 小学生     14.89 q
ｶﾜｾ ｿｳﾀ 永明小 ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 中洲小

 3 今井 晴基(5) 小学生     15.23 q  3 名取 将輝(5) 小学生     15.35 
ｲﾏｲ ﾊﾙｷ 神明小 ﾅﾄﾘﾏｻｷ 富士見小

 4 濱 光太(5) 小学生     15.60  4 小川 高輝(5) 小学生     15.63 
ﾊﾏｺｳﾀ 下諏訪南小 ｵｶﾞﾜ ｺｳｷ 永明小

 5 菊池 孝弥(5) 小学生     15.83  5 北澤 弘都(5) 小学生     15.71 
ｷｸﾁ ﾀｶﾔ 原PCｼﾞｭﾆｱ ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 北山小

 6 宮下 一斗(5) 小学生     16.09  5 遠藤 伸之輔(5) 小学生     15.71 
ﾐﾔｼﾀ ｲﾁﾄ 玉川小 ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾝﾉｽｹ 下諏訪北小

 7 藤木 孔明(5)     16.66  7 井出 慶汰(5) 小学生     16.03 
ﾌｼﾞｷ ｺｳﾒｲ 四賀小 ｲﾃﾞｹｲﾀ 下諏訪南小

 8 矢島 大誠(5) 小学生     17.94  8 小松 遼南(5)     16.07 
ﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲｾｲ 北山小 ｺﾏﾂ ﾊﾙﾅ 四賀小
金子 空翔(5) 小学生  9 有井 啓人(5) 小学生     16.37 
ｶﾈｺ ｱｷﾄ 中洲小 ｱﾘｲ ﾋﾛﾄ 湖南小

[ 3組] 風速 -0.3

 1 岩波 克飛(5) 小学生     14.92 q
ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 宮川小

 2 小平 将斗(5) 小学生     15.16 q
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ 金沢小

 3 髙橋 佳(5) 小学生     15.22 q
ﾀｶﾊｼ ｹｲ 長地小

 4 今井 英寿(5)     15.56 
ｲﾏｲ ﾋﾃﾞﾄｼ 四賀小

 5 中澤 拓士(5) 小学生     15.69 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 下諏訪北小

 6 両角 立輝(5) 小学生     16.15 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘﾂｷ 中洲小

 7 小倉 健緑(5) 小学生     16.48 
ｵｸﾞﾗ ｹﾝﾛｸ 玉川小

 8 矢野 宏典(5) 小学生     16.59 
ﾔﾉ ｺｳｽｹ 川岸小

風速 +0.9

 1 河野 統徳(5) 小学生     14.47 
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 川瀬 創太(5) 小学生     14.65 
ｶﾜｾ ｿｳﾀ 永明小

 3 岩波 克飛(5) 小学生     14.76 
ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 宮川小

 4 伊藤 龍生(5) 小学生     14.88 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 中洲小

 5 平山 舜治(5) 小学生     14.96 
ﾋﾗﾔﾏ ｼｭﾝｼﾞ 下諏訪北小

 6 小平 将斗(5) 小学生     15.10 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ 金沢小

 7 髙橋 佳(5) 小学生     15.29 
ﾀｶﾊｼ ｹｲ 長地小

 8 今井 晴基(5) 小学生     15.44 
ｲﾏｲ ﾊﾙｷ 神明小
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 5月18日 13:45

諏訪新  (SR )     3,01.51
大会新  (GR )     3,12.60

[ 1組] [ 2組]

 1 植松 孝太(6) 小学生   3,18.61  1 吉岡 伶(5) 小学生   3,31.45 
ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 富士見本郷小 ﾖｼｵｶ ﾚｲ 高島小

 2 伊藤 怜央馬(6) 小学生   3,20.53  2 児玉 光輝(6) 小学生   3,32.11 
ｲﾄｳ ﾚｵﾏ 宮川小 ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ 諏訪FA

 3 矢﨑 琉晟(6) 小学生   3,28.47  3 由澤 汐七(5) 小学生   3,32.12 
ﾔｻﾞｷﾘｭｳｾｲ 下諏訪南小 ﾖｼｻﾞﾜ ｾﾅ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 4 矢島 琉聖(6) 小学生   3,33.79  4 日達 羽琉(5) 小学生   3,34.69 
ﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ 金沢小 ﾋﾀﾁ ﾊﾙ 原PCｼﾞｭﾆｱ

 5 笠原 武流(6) 小学生   3,34.86  5 佐藤 直也(5) 小学生   3,35.13 
ｶｻﾊﾗ ﾀｹﾙ 城南小 ｻﾄｳ ﾅｵﾔ 田中小

 6 内藤 孔明(6) 小学生   3,36.88  6 林 翔大(6) 小学生   3,41.47 
ﾅｲﾄｳ ｺｳﾒｲ 城南小 ﾊﾔｼ ｼｮｳﾄ 川岸小

 7 小松 拓叶(5) 小学生   3,39.58  7 林 航輝(6) 小学生   3,42.75 
ｺﾏﾂ ﾀｸﾄ 城南小 ﾊﾔｼ ｺｳｷ 川岸小

 8 奥谷 祐斗(5) 小学生   3,46.14  8 戸田 弦(5) 小学生   3,46.90 
ｵｸﾀﾆ ﾕｳﾄ 湖東小 ﾄﾀﾞ ﾕﾂﾞﾞﾙ 永明小

 9 柴 誠人(5) 小学生   3,50.83  9 大滝 隼輝(5) 小学生   3,48.89 
ｼﾊﾞ ﾏｻﾄ 湖東小 ｵｵﾀｷｼｭﾝｷ 下諏訪南小

10 佐藤 智也(5) 小学生   3,53.75 10 土屋 光輝(5) 小学生   4,05.52 
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 田中小 ﾂﾁﾔ ﾐﾂｷ 下諏訪南小

11 櫻井 惟仁(5) 小学生   4,01.00 11 山岸 稜(6) 小学生   4,14.65 
ｻｸﾗｲ ｱﾘﾄ 中洲小 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳ 永明小

12 横山 巧真(5) 小学生   4,10.23 12 松村 佳一利(5) 小学生   4,20.92 
ﾖｺﾔﾏ ﾀｸﾏ 長地小 ﾏﾂﾑﾗ ｶｲﾄ 玉川小

13 西澤 駿(6) 小学生   4,10.39 13 矢崎 智大(6) 小学生   4,30.45 
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｭﾝ 高島小 ﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 永明小

14 篠原 良粋(5) 小学生   4,18.14 
ｼﾉﾊﾗ ﾗｲｷ 長地小

   1 植松 孝太(6) 小学生 富士見本郷小     3,18.61   1   1
   2 伊藤 怜央馬(6) 小学生 宮川小     3,20.53   1   2
   3 矢﨑 琉晟(6) 小学生 下諏訪南小     3,28.47   1   3
   4 吉岡 伶(5) 小学生 高島小     3,31.45   2   1
   5 児玉 光輝(6) 小学生 諏訪FA     3,32.11   2   2
   6 由澤 汐七(5) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     3,32.12   2   3
   7 矢島 琉聖(6) 小学生 金沢小     3,33.79   1   4
   8 日達 羽琉(5) 小学生 原PCｼﾞｭﾆｱ     3,34.69   2   4
   9 笠原 武流(6) 小学生 城南小     3,34.86   1   5
  10 佐藤 直也(5) 小学生 田中小     3,35.13   2   5
  11 内藤 孔明(6) 小学生 城南小     3,36.88   1   6
  12 小松 拓叶(5) 小学生 城南小     3,39.58   1   7
  13 林 翔大(6) 小学生 川岸小     3,41.47   2   6
  14 林 航輝(6) 小学生 川岸小     3,42.75   2   7
  15 奥谷 祐斗(5) 小学生 湖東小     3,46.14   1   8
  16 戸田 弦(5) 小学生 永明小     3,46.90   2   8
  17 大滝 隼輝(5) 小学生 下諏訪南小     3,48.89   2   9
  18 柴 誠人(5) 小学生 湖東小     3,50.83   1   9
  19 佐藤 智也(5) 小学生 田中小     3,53.75   1  10
  20 櫻井 惟仁(5) 小学生 中洲小     4,01.00   1  11
  21 土屋 光輝(5) 小学生 下諏訪南小     4,05.52   2  10
  22 横山 巧真(5) 小学生 長地小     4,10.23   1  12
  23 西澤 駿(6) 小学生 高島小     4,10.39   1  13
  24 山岸 稜(6) 小学生 永明小     4,14.65   2  11
  25 篠原 良粋(5) 小学生 長地小     4,18.14   1  14
  26 松村 佳一利(5) 小学生 玉川小     4,20.92   2  12
  27 矢崎 智大(6) 小学生 永明小     4,30.45   2  13
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決勝 5月18日  9:10

諏訪新  (SR )       13.72
大会新  (GR )       13.99

風速 +1.1

 1 坂井 拓海(6) 小学生     16.10 
ｻｶｲﾀｸﾐ 下諏訪南小

 2 星野 光太(5) 小学生     17.26 
ﾎｼﾉ ｺｳﾀ 長地小

 3 山本 慶汰(6) 小学生     18.09 
ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ 湖東小

小学共通男子

80mH(0.700m)        

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   153

5    33

3   268



決勝 5月18日 12:40

諏訪新(SR)          51.61
大会新(GR)          54.90

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 長地小   257 花岡 歩樹(6)     58.78 

ｵｻﾁｼｮｳ ﾊﾅｵｶ ｱﾕｷ
  270 平本 夏輝(6)

ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂｷ
  267 小口 皓正(6)

ｵｸﾞﾁ ｺｳｾｲ
  260 宮澤 喬佑(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ
 2   4 下諏訪南小    37 藤森 康希(6)   1,00.20 

ｼﾓｽﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ﾌｼﾞﾓﾘｺｳｷ
   31 樫尾 泰生(6)

ｶｼｵﾔｽｷ
   40 網倉 聖弥(6)

ｱﾐｸﾗｾｲﾔ
   38 武居 蒼大(6)

ﾀｹｲｿｳﾀ
 3   3 城南小   204 笠原 優星(6)   1,00.24 

ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ ｶｻﾊﾗ ﾕｳｾｲ
  212 中原 海利(6)

ﾅｶﾊﾗ ｶｲﾄ
  209 清水 昭吾(6)

ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｺﾞ
  211 瀧澤 我玖(6)

ﾀｷｻﾞﾜ ｶﾞｸ
 4   2 永明小    15 石田 快(5)   1,04.93 

ｴｲﾒｲｼｮｳ ｲｼﾀﾞ ｶｲ
   12 小川 純衣(5)

ｵｶﾞﾜ ｽﾐ
    6 後町 大夢(5)

ｺﾞﾁｮｳ ﾋﾛﾑ
   19 梨本 陸央(5)

ﾅｼﾓﾄ ﾘｸｵ

小学共通男子

4x100m

決勝



決勝 5月18日 11:00

諏訪新  (SR )        1.40
大会新  (GR )        1.35

鈴木 駿介(6) 小学生
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 岡谷小
林 佑希人(6) 小学生
ﾊﾔｼﾕｷﾋﾄ 下諏訪南小

決勝 5月18日  9:00

諏訪新  (SR )        5.35
大会新  (GR )        4.89

小川 達也(6) 小学生   4.34   4.35   4.09    4.35 
ｵｶﾞﾜﾀﾂﾔ 富士見小   +0.3   +0.8    0.0    +0.8
宮坂 仁士(5) 小学生   3.50   3.78   3.80    3.80 
ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +0.9    0.0   +1.2    +1.2
太田 悠斗(5) 小学生   3.60   3.42   3.06    3.60 
ｵｵﾀﾕｳﾄ 富士見小   +0.9   +0.9   +2.6    +0.9
森 大樹(6) 小学生   3.48   3.48   3.59    3.59 
ﾓﾘ ﾀｲｷ 小井川小   +0.8   +0.1    0.0     0.0
杉村 直俊(5) 小学生   3.29   3.49   3.57    3.57 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅｵﾄｼ 城南小   +0.9   +1.3   +1.3    +1.3
栁澤 賢心(6) 小学生   3.47   3.51   3.47    3.51 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹﾝｼﾝ 永明小   +0.8   +0.4   +1.2    +0.4
木下 貴晴(5) 小学生   3.33   2.71   3.01    3.33 
ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾊﾙ 岡谷小   +1.1   +0.4    0.0    +1.1
髙山 翔平(6) 小学生    X   3.27   3.20    3.27 
ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 湖南小   +1.2   -0.1    +1.2
三輪 浩太郎(5) 小学生   3.08   3.14   2.87    3.14 
ﾐﾜ ｺｳﾀﾛｳ 湖南小   +0.9   +1.1   +2.0    +1.1
三浦 桜佳(5) 小学生    X   3.14   2.94    3.14 
ﾐｳﾗ ｵｳｶ 永明小   +1.1   -0.5    +1.1
高橋 洸介(5) 小学生   3.12   2.96   2.88    3.12 
ﾀｶﾊｼ ｺｳｽｹ 長地小   +0.7   +1.3   +0.5    +0.7
三浦 志音(6) 小学生   2.95   2.78   3.09    3.09 
ﾐｳﾗ ｼｵﾝ 永明小   +1.6   +0.6   +0.8    +0.8
岩波 恵祐(5) 小学生    X   3.05   3.07    3.07 
ｲﾜﾅﾐ ｹｲｽｹ 中洲小   +1.4   +0.8    +0.8
浜 忍斗(5) 小学生   2.97   3.07   2.39    3.07 
ﾊﾏ ｼﾞﾝﾄ 神明小   +0.9   +0.9   +1.2    +0.9
五味 俊二(6) 小学生   3.02   2.98   2.92    3.02 
ｺﾞﾐ ｼｭﾝｼﾞ 湖東小   +2.0   +1.4   +0.1    +2.0
小口 伸太郎(5) 小学生    X   2.93   2.95    2.95 
ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 長地小   +0.3   +1.1    +1.1
植松 佑斗(5) 小学生    X   2.88   2.82    2.88 
ｳｴﾏﾂ ﾕｳﾄ 富士見本郷小   -1.0   +1.7    -1.0
両角 太一(5) 小学生   2.88   2.37   2.64    2.88 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾀｲﾁ 北山小   +0.3    0.0   +0.9    +0.3
野中 大地(5) 小学生    X    X   2.77    2.77 
ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 富士見本郷小   +1.9    +1.9
加納 辰郎(5) 小学生   2.70   2.56   2.31    2.70 
ｶﾉｳ ﾀﾂﾛｳ 原PCｼﾞｭﾆｱ   +0.5   +0.7   +0.1    +0.5
八城 岳英(5) 小学生    X   2.62   2.57    2.62 
ﾔｼﾛ ﾀｹﾋﾃﾞ 原PCｼﾞｭﾆｱ   +0.4   +0.4    +0.4
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決勝 5月18日 14:00

諏訪新  (SR )       65.66
大会新  (GR )       61.22

河西 雅人(6) 小学生
ｶｻｲ ﾏｻﾄ 下諏訪北小
玉井 元(6) 小学生
ﾀﾏｲ ﾊｼﾞﾒ 川岸小
酒井 浩二郎(6) 小学生
ｻｶｲ ｺｳｼﾞﾛｳ 豊田小
丸茂 虎之助(5)
ﾏﾙﾓ ﾄﾗﾉｽｹ 四賀小
藤岡 佳秀(5) 小学生
ﾌｼﾞｵｶ ｶｼｭｳ 湖東小
小泉 勇人(5) 小学生
ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾄ 玉川小
野村 健流(6) 小学生
ﾉﾑﾗ ﾀｹﾙ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
北原 伊吹(5)
ｷﾀﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 四賀小
佐藤 圭一(5) 小学生
ｻﾄｳ ｹｲｲﾁ 玉川小
高橋 良空(5) 小学生
ﾀｶﾊｼ ﾗｸ 城南小
関寺 瑶(6) 小学生
ｾｷﾃﾞﾗ ﾖｳ 宮川小
中澤 陸人(6) 小学生
ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｸﾄ 豊田小
岩波 玲希(5) 小学生
ｲﾜﾅﾐ ﾚｲｷ 永明小
石山 純雅(5) 小学生
ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｶﾞ 湖東小
岩波 舞希(5) 小学生
ｲﾜﾅﾐ ﾏｲｷ 永明小

決勝 5月18日 12:00

風速 +0.5

 1 松田 圭吾(4) 小学生     16.33 
ﾏﾂﾀﾞ ｹｲｺﾞ 小井川小

 2 小林 大勇(4) 小学生     16.86 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾕｳ 玉川小

 3 山本 琢磨(4) 小学生     18.11 
ﾔﾏﾓﾄﾀｸﾏ 下諏訪南小B
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