
 

第６３回 木曽郡総合体育大会 

大会コード 15200518 

 

記 録 集 
 

 

 

期 日： 平成２７年７月２６日（日）  

会 場： 大桑村スポーツ公園陸上競技場（205040）  

主 催： 木曽郡体育協会  木曽郡町村会  

審判長： （トラック）井出 誓治  （フィールド）西田 秀明  

記録主任： 荻野 喜一郎  

 

 

グラウンドコンディション 

時刻 天候 風向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 % 

9:00 晴 東 0.5 29.9 63.0 

10:00 晴 南南東 0.3 33.1 58.0 

11:00 晴  南西 0.8 35.7 55.0 

12:00 晴 南西 0.4 37.6 62.0 

13:00 晴 南南東 1.8 37.4 48.0 

14:00 晴 南西 1.8 37.6 48.0 

 



第63回 木曽郡総合体育大会　（コード：15200518） トラック審判長　　：井出　誓治

　期日：平成27年7月26日（日） フィールド審判長 ：西田　秀明 

　主催：木曽郡体育協会、木曽郡町村会 記録主任           ：荻野　喜一郎

  (GR:大会新)

種目 氏名(学年）/所属 記録/風速 氏名(学年）/所属 記録/風速 氏名(学年）/所属 記録/風速 氏名(学年）/所属 記録/風速 氏名(学年）/所属 記録/風速 氏名(学年）/所属 記録/風速

男子 科野 信人 () 12"52 古瀬 晃大 (中3) 12"95 原 大樹 () 13"03 上村 洋介 (中3) 13"19 林 翔太 () 13"28 相馬 巧太郎 (中3) 13"79

100m 大桑 (-0.6) 大桑 (-0.6) 南木曽 (-0.6) 福島 (-0.6) 木祖 (-0.6) 福島 (-0.6)

男子 科野 信人 () 24"69 小谷 渓太 (高1) 25"35 松原 牧志 () 26"15 下出 渉 (中3) 26"62 松原 光哉 (中3) 27"89 相馬 巧太郎 (中3) 28"27

200m 大桑 (-0.5) 福島 (-0.5) 南木曽 (-0.5) 王滝 (-0.5) 大桑 (-0.5) 福島 (-0.5)

男子 科野 信人 () 54"46 小坂 正海 (高1) 55"48 田口 翔斗 () 56"58 中島 拓朗 (高1) 56"84 坂本 隆一 () 1'09"13 #N/A #N/A

400m 大桑 () 福島 () 福島 () 大桑 () 南木曽 () #N/A #N/A

男子 大畑 一喜 () 2'30"09 宮下 勇人 (中3) 2'39"10 森下 佳祐 () 2'40"27 森田 崇敬 (中1) 3'18"14 #N/A #N/A #N/A #N/A

800m 大桑 () 大桑 () 福島 () 福島 () #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 大蔵 泰生 (中2) 5'04"2 北野 仁 (中1) 5'21"1 松原　悟 (中2) 5'23"6 畑中 大翔 (中1) 5'26"9 相馬 拓実 (中1) 5'35"2 野尻 星南 (中3) 5'35"5

1500m 南木曽 () 開田 () 南木曽 () 開田 () 福島 () 大桑 ()

男子 大畑 一喜 () 19'32"2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

5000m 大桑 () #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 大桑A 50"79 福島 51"03 南木曽 52"00 大桑B 52"57 #N/A #N/A #N/A #N/A

4×100mR 科野-大畑-中島-五十嵐 大橋-田口-相馬-上村 松原-原-大蔵-坂本 野尻-夏厩-古瀬-松原 #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 永田 裕樹 () 5.10 大橋 佑斗 (中3) 4.87 夏厩 弘樹 () 4.55 古瀬 匠 (中3) 4.48 #N/A #N/A #N/A #N/A

走幅跳 南木曽 (-1.0) 福島 (-0.5) 大桑 (-1.0) 上松 (-0.5) #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 永田 裕樹 () 1.55 南山 颯汰 (中3) 1.35 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

走高跳 南木曽 () 上松 () #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 児野 智也 () 10.89 幸野 藍斗 (高1) 10.31 下條 久佳 () 9.75 丸山 晃男 () 8.46 大宮 直人 () 7.68 下村 亮也 (中3) 7.42

砲丸投(7.260kg) 木祖 王滝 木祖 上松 南木曽 王滝

男子 下條 久佳 () 26.75 児野 智也 () 26.26 藤懸 純平 () 24.64 須賀 健一 () 22.52 大宮 直人 () 22.42 坂本 隆一 () 21.17

円盤投(2.000kg) 木祖 () 木祖 () 大桑 () 大桑 () 南木曽 () 南木曽 ()

中学男子 下出 渉 (3) 9.62 下村 亮也 (3) 9.47 木下 雅貴 (3) 8.95 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

砲丸投(5.000kg) 王滝 王滝 大桑 #N/A #N/A #N/A

小学4年生以下男子松下 穂路 (4) 9"96 鈴木 康介 (4) 10"10 千村 翔哉 (4) 10"24 上田 創太 (4) 10"40 鷹見 颯汰 (4) 10"44 鈴木 生人 (4) 10"54

60m 南木曽 (-1.7) 福島 (-1.7) 開田 (-1.7) 開田 (-1.7) 南木曽 (-1.7) 福島 (-1.7)

小学5年男子 梶川 輝流 (5) 15"68 木村 柊都 (5) 16"25 倉本 彪雅 (5) 16"69 藤原 充希 (5) 17"07 田近 資武 (5) 17"12 三浦 翔太 (5) 17"15

100m 福島 (-0.7) 南木曽 (-0.7) 日義 (-0.7) 木祖 (-0.7) 王滝 (-0.7) 福島 (-0.7)

小学6年男子 上平 祥徳 (6) 15"46 菊池 快星 (6) 15"81 古瀬 康平 (6) 15"94 大平 幸輝 (6) 16"88 平田 蓮 (6) 17"09 胡桃澤 寛竜 (6) 19"02

100m 三岳 (-2.0) 大桑 (-2.0) 福島 (-2.0) 大桑 (-2.0) 大桑 (-2.0) 王滝 (-2.0)

小学生男子 樋口 拓人 (5) 3'27"62 鷹見 颯汰 (4) 3'49"30 上平 祥徳 (5) 3'52"64 大倉 聖矢 (6) 3'54"11 西尾 俊哉 (5) 3'59"35 伊藤 和希 (3) 4'03"18

1000m 南木曽 () 南木曽 () 三岳 () 王滝 () 大桑 () 南木曽 ()

小学5年男子 南木曽 1'05"89

4×100mR 原-樋口-出口-木村

男子40～44歳 楯 大輔 14"03 水本 崇徳 14"28 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

100m 南木曽 (-1.2) 木祖 (-1.2) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子45～49歳 坂本 隆一 () 13"93 中畑 勇二 () 14"99 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

100m 南木曽 (-1.2) 福島 (-1.2) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

決勝記録一覧表
【競技場】205040　大桑村スポーツ公園陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位

GR 



第63回 木曽郡総合体育大会　（コード：15200518） トラック審判長　　：井出　誓治

　期日：平成27年7月26日（日） フィールド審判長 ：西田　秀明 

　主催：木曽郡体育協会、木曽郡町村会 記録主任           ：荻野　喜一郎

  (GR:大会新)

種目 氏名(学年）/所属 記録/風速 氏名(学年）/所属 記録/風速 氏名(学年）/所属 記録/風速 氏名(学年）/所属 記録/風速 氏名(学年）/所属 記録/風速 氏名(学年）/所属 記録/風速

決勝記録一覧表
【競技場】205040　大桑村スポーツ公園陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位

男子50～54歳 三澤 康幸 () 8"89 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

60m 日義 (-0.5) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子60歳以上 仲上 敏美 () 9"32 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

60m 大桑 (-0.5) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子35～44歳 大畑 一喜 () 5'11"6 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

1500m 大桑 () #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子45～54歳 小林 克彦 () 5'44"2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

1500m 木祖 () #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子55歳以上 仲上 敏美 () 5'55"8 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

1500m 大桑 () #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

小学4年生以下男子小倉 昭良 (4) 3.35 古瀬 建太 (4) 3.24 星山 風雅 (4) 2.97 宇田川 幹太 (4) 2.93 小林 優斗 (4) 2.92 上條 真生 (4) 2.87

走幅跳 南木曽 (0.0) 上松 (-0.5) 三岳 (-0.5) 上松 (-1.0) 福島 (-0.5) 福島 (-1.0)

小学5年男子 木村 柊都 (5) 3.58 倉本 彪雅 (5) 3.34 藤原 充希 (5) 3.23 出口 翔大 (5) 2.96 #N/A #N/A #N/A #N/A

走幅跳 南木曽 (0.0) 日義 (+0.5) 木祖 (+0.5) 南木曽 (+0.5) #N/A #N/A #N/A #N/A

小学6年男子 菊池 快星 4.08 古瀬 康平 3.76 鈴木 朝日 3.66 大平 幸輝 3.43 赤堀 仁紀 2.72 #N/A #N/A

走幅跳 大桑 (+1.0) 福島 (+0.5) 開田 (0.0) 大桑 (+1.0) 日義 (+1.0) #N/A #N/A

男子40～44歳 水本 崇徳 4.43 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

走幅跳 木祖 (-1.0) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子45～49歳 坂本 隆一 4.17

走幅跳 南木曽 (-1.0)

男子50～54歳 三澤 康幸 4.41

走幅跳 日義 (-1.0)

男子35～39歳 藤懸 純平 10.67

砲丸投 大桑 ()

男子45～49歳 小垣外 勝敏 10.42 坂本 隆一 8.03

砲丸投 南木曽 () 南木曽 #N/A

男子50～54歳 須賀 健一 9.21

砲丸投 大桑 ()

男子60歳以上 大宮 直人 9.05

砲丸投 南木曽 GR

GR 



1

大会記録    11"0   田島　英之（王滝） H5
            山崎　亘（大桑） H5
         

( 風速： -0.6)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

1 425 科野 信人 大桑 (1 )
ｼﾅﾉ ﾉﾌﾞﾄ 12"52

2 524 原 大樹 南木曽 (3 )
ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ （中2） 13"03

3 160 林 翔太 木祖 (5 )
ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ 13"28

4 30 相馬 巧太郎 福島 (6 )
ｿｳﾏ ｺｳﾀﾛｳ （中3） 13"79

5 29 上村 洋介 福島 (4 )
ｶﾐﾑﾗ ﾖｳｽｹ （中3） 13"19

6 431 古瀬 晃大 大桑 (2 )
ﾌﾙｾ ｺｳﾀ （中3） 12"95

大会記録    22"9   田島　英之（王滝）
             
         

( 風速： -0.5)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

1 526 松原 牧志 南木曽 (3 )
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｷｼ （中3） 26"15

2 30 相馬 巧太郎 福島 (6 )
ｿｳﾏ ｺｳﾀﾛｳ （中3） 28"27

3 434 松原 光哉 大桑 (5 )
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾂﾔ （中3） 27"89

4 133 下出 渉 王滝 (4 )
ｼﾀﾃﾞ ﾜﾀﾙ （中3） 26"62

5 425 科野 信人 大桑 (1 )
ｼﾅﾉ ﾉﾌﾞﾄ 24"69

6 45 小谷 渓太 福島 (2 )
ｺﾀﾆ ｹｲﾀ （高1） 25"35

大会記録    50"8   池口　真人（大桑） H11
             
         
         

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          
2 31 田口 翔斗 福島 (3 )

ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ （中3） 56"58
3 425 科野 信人 大桑 (1 )

ｼﾅﾉ ﾉﾌﾞﾄ 54"46
4 528 坂本 隆一 南木曽 (5 )

ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 1'09"13
5 427 中島 拓朗 大桑 (4 )

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾛｳ （高1） 56"84
6 46 小坂 正海 福島 (2 )

ｺｻｶ ｾｲｶｲ （高1） 55"48

男子  200m

決勝

男子  400m

決勝

男子  100m

決勝

第63回 木曽郡総合体育大会　（コード：15200518）
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大会記録    1'59"55   永島　侃（木祖） H19
                
         
         

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          
1 430 宮下 勇人 大桑 (2 )

ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾄ （中3） 2'39"10
2 32 森下 佳祐 福島 (3 )

ﾓﾘｼﾀ ｹｲｽｹ （中2） 2'40"27
3 436 大畑 一喜 大桑 (1 )

ｵｵﾊﾀ ｶｽﾞｷ 2'30"09
4 33 森田 崇敬 福島 (4 )

ﾓﾘﾀ ﾀｶﾕｷ （中1） 3'18"14

大会記録    4'17"3   原　浩美（上松）
       　　　家高　晋吾（大桑）        
         
         

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          
1 428 五十嵐 陽介 大桑 (7 )

ｲｶﾞﾗｼ ﾖｳｽｹ 5'41"8
2 266 畑中 大翔 開田 (4 )

ﾊﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ （中1） 5'26"9
3 429 野尻 星南 大桑 (6 )

ﾉｼﾞﾘ ｾﾅ （中3） 5'35"5
4 525 大蔵 泰生 南木曽 (1 )

ｵｵｸﾗ ﾀｲｾｲ （中2） 5'04"2
5 34 古坂 悠貴 福島 ( )

ﾌﾙｻｶ ﾕｳｷ （中3） DNS
6 533 松原　悟 南木曽 (3 )

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻﾄﾙ 5'23"6
7 156 奥谷 楓 木祖 (8 )

ｵｸﾀﾆ ｶｴﾃﾞ （中1） 6'01"2
8 265 北野 仁 開田 (2 )

ｷﾀﾉ ｼﾞﾝ （中1） 5'21"1
9 35 相馬 拓実 福島 (5 )

ｿｳﾏ ﾀｸﾐ （中1） 5'35"2

大会記録    16'01"2   倉田　治彦（楢川）
                
         
         

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          
1 533 青山 隆志 南木曽 ( )

ｱｵﾔﾏ ﾀｶｼ DNS
2 436 大畑 一喜 大桑 (1 )

ｵｵﾊﾀ ｶｽﾞｷ 19'32"2

男子  5000m

決勝

男子  1500m

決勝

男子  800m

決勝



3

大会記録    48"04   大桑 H21
               

          

ｶﾅ/学年/(順位)/[総合]/           

ﾚｰﾝ所属/No 氏名 記録/ｵｰﾀﾞｰ           
2 福島 (2 ) 51"03

29 上村 洋介 ｶﾐﾑﾗ ﾖｳｽｹ(中3) ( 4   )
30 相馬 巧太郎 ｿｳﾏ ｺｳﾀﾛｳ(中3) ( 3   )
34 古坂 悠貴 ﾌﾙｻｶ ﾕｳｷ(中3) (    )
31 田口 翔斗 ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ(中3) ( 2   )
36 大橋 佑斗 ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ(中3) ( 1   )
32 森下 佳祐 ﾓﾘｼﾀ ｹｲｽｹ(中2) (    )

3 大桑B (4 ) 52"57
431 古瀬 晃大 ﾌﾙｾ ｺｳﾀ(中3) ( 3   )
432 夏厩 弘樹 ﾅﾂﾏﾔ ﾋﾛｷ(中3) ( 2   )
434 松原 光哉 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾂﾔ(中3) ( 4   )
430 宮下 勇人 ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾄ(中3) (    )
429 野尻 星南 ﾉｼﾞﾘ ｾﾅ(中3) ( 1   )

4 南木曽 (3 ) 52"00
524 原 大樹 ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ(中2) ( 2   )
525 大蔵 泰生 ｵｵｸﾗ ﾀｲｾｲ(中2) ( 3   )
526 松原 牧志 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾏｷｼ(中3) ( 1   )
532 楯 大輔 ﾀﾃ ﾀﾞｲｽｹ (    )
528 坂本 隆一 ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ ( 4   )
534 永田 裕樹 ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｷ (    )

5 大桑A (1 ) 50"79
425 科野 信人 ｼﾅﾉ ﾉﾌﾞﾄ(大4) ( 1   )
426 中島 大智 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ(大1) (    )
427 中島 拓朗 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾛｳ(高1) ( 3   )
436 大畑 一喜 ｵｵﾊﾀ ｶｽﾞｷ ( 2   )
428 五十嵐 陽介 ｲｶﾞﾗｼ ﾖｳｽｹ ( 4   )

男子  4×100mR

決勝



4

大会記録    9"69   上平　祥徳 H25
             
         

[ 1 組 ] ( 風速： -0.3) [ 3 組 ]          ( 風速： -0.2)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 510 場作 快生 南木曽 (4 )　　[13 ] 2 507 松下 穂路 南木曽 (1 )　　[1 ]
ﾊﾞﾂﾞｸﾘ ｶｲ （2） 10"94 ﾏﾂｼﾀ ﾎﾛ （4） 9"86

3 252 千村 翔哉 開田 (1 )　　[3 ] 3 1 岸本 流維 福島 (3 )　　[8 ]
ﾁﾑﾗ ｼｮｳﾔ （3） 10"09 ｷｼﾓﾄ ﾙｲ （3） 10"41

4 201 織田 煌 日義 (5 )　　[14 ] 4 257 上田 創太 開田 (2 )　　[4 ]
ｵﾀﾞ ｷﾗ （4） 10"95 ｳｴﾀﾞ ｿｳﾀ （4） 10"15

5 2 鈴木 生人 福島 (2 )　　[5 ] 5 311 金森 勇臥 上松 (5 )　　[19 ]
ｽｽﾞｷ ｲｸﾄ （4） 10"25 ｶﾅﾓﾘ ﾕｳｶﾞ （2） 12"24

6 310 古瀬 建太 上松 (3 )　　[7 ] 6 600 星山 風雅 三岳 (4 )　　[11 ]
ﾌﾙｾ ｹﾝﾀ （4） 10"39 ﾎｼﾔﾏ ﾌｳｶﾞ （4） 10"60

[ 2 組 ] ( 風速： -0.2) [ 4 組 ] ( 風速： -0.6)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 150 五味 慎太郎 木祖 (3 )　　[16 ] 2 258 木村 優仁 開田 (4 )　　[12 ]
ｺﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ （4） 10"97 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ （4） 10"80

3 508 鷹見 颯汰 南木曽 (1 )　　[6 ] 3 506 堀 望実 南木曽 (2 )　　[8 ]
ﾀｶﾐ ｿｳﾀ （4） 10"31 ﾎﾘ ﾉｿﾞﾐ （4） 10"41

4 313 佐々木 陸琥 上松 (5 )　　[20 ] 4 104 三角 楓 王滝 (3 )　　[10 ]
ｻｻｷ ﾘｸ （2） 12"38 ﾐｽﾐ ｶｴﾃﾞ （4） 10"58

5 251 木村 維吹 開田 (2 )　　[14 ] 5 3 鈴木 康介 福島 (1 )　　[2 ]
ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ （2） 10"95 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ （4） 10"00

6 108 胡桃澤 佑馬 王滝 (4 )　　[18 ] 6 312 中山 蓮 上松 (5 )　　[17 ]
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｳﾏ （3） 11"74 ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ （2） 11"45

         
( 風速： －1.7)          

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          
1 257 上田 創太 開田 (4 )

ｳｴﾀﾞ ｿｳﾀ （4） 10"40
2 507 松下 穂路 南木曽 (1 )

ﾏﾂｼﾀ ﾎﾛ （4） 9"96
3 3 鈴木 康介 福島 (2 )

ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ （4） 10"10
4 252 千村 翔哉 開田 (3 )

ﾁﾑﾗ ｼｮｳﾔ （3） 10"24
5 2 鈴木 生人 福島 (6 )

ｽｽﾞｷ ｲｸﾄ （4） 10"54
6 508 鷹見 颯汰 南木曽 (5 )

ﾀｶﾐ ｿｳﾀ （4） 10"44

決勝

第63回 木曽郡総合体育大会　（コード：15200518）

小学4年生以下男子  60m

予選 4 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 6



5

大会記録    14"5   大矢　恭章（楢川）
             
         

[ 1 組 ] ( 風速： -0.4) [ 2 組 ]          ( 風速： -1.0)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

1 504 木村 柊都 南木曽 (1 )　　[2 ] 2 445 勝野 光輝 大桑 (3 )　　[7 ]
ｷﾑﾗ ｼｭｳﾄ （5） 16"32 ｶﾂﾉ ｺｳｷ （5） 17"12

2 152 藤原 充希 木祖 (3 )　　[4 ] 3 214 中村 優来 日義 ( )　　[ ]
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ （5） 16"82 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ （5） DNS

3 208 倉本 彪雅 日義 (2 )　　[3 ] 4 503 出口 翔大 南木曽 (4 )　　[9 ]
ｸﾗﾓﾄ ﾋｭｳｶﾞ （5） 16"47 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ （5） 17"40

4 6 三浦 翔太 福島 (4 )　　[5 ] 5 7 梶川 輝流 福島 (1 )　　[1 ]
ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ （5） 16"86 ｶｼﾞｶﾜ ﾋｶﾙ （5） 15"49

5 501 原 蓮樹 南木曽 (5 )　　[8 ] 6 115 田近 資武 王滝 (2 )　　[6 ]
ﾊﾗ ﾚﾝｼﾞｭ （5） 17"28 ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ （5） 16"96

6 601 君口 光 三岳 (6 )　　[10 ]
ｷﾐｸﾞﾁ ﾋｶﾙ （5） 19"13

( 風速： -0.7)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

1 208 倉本 彪雅 日義 (3 )
ｸﾗﾓﾄ ﾋｭｳｶﾞ （5） 16"69

2 152 藤原 充希 木祖 (4 )
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ （5） 17"07

3 7 梶川 輝流 福島 (1 )
ｶｼﾞｶﾜ ﾋｶﾙ （5） 15"68

4 504 木村 柊都 南木曽 (2 )
ｷﾑﾗ ｼｭｳﾄ （5） 16"25

5 6 三浦 翔太 福島 (6 )
ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ （5） 17"15

6 115 田近 資武 王滝 (5 )
ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ （5） 17"12

小学5年男子  100m

予選 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 6

決勝
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大会記録    13"0   山下　真一（福島） H7
             
         

[ 1 組 ] ( 風速： 0.0) [ 2 組 ]          ( 風速： -0.7)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 118 胡桃澤 寛竜 王滝 (3 )　　[6 ] 2 216 篭田 朔也 日義 ( )　　[ ]
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾋﾛﾀﾂ （6） 17"85 ｶｺﾞﾀ ｻｸﾔ （6） DNS

3 443 大平 幸輝 大桑 (2 )　　[4 ] 3 442 菊池 快星 大桑 (2 )　　[2 ]
ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｷ （6） 16"27 ｷｸﾁ ｶｲｾｲ （6） 15"19

4 207 赤堀 仁紀 日義 (4 )　　[7 ] 4 602 上平 祥徳 三岳 (1 )　　[1 ]
ｱｶﾎﾘ ﾏｻｷ （6） 19"03 ｳｴﾀｲﾗ ﾖｼﾉﾘ （6） 14"96

5 8 古瀬 康平 福島 (1 )　　[3 ] 5 444 平田 蓮 大桑 (3 )　　[5 ]
ﾌﾙｾ ｺｳﾍｲ （6） 15"60 ﾋﾗﾀ ﾚﾝ （6） 16"31

             
         

( 風速： -2.0)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

1 118 胡桃澤 寛竜 王滝 (6 )
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾋﾛﾀﾂ （6） 19"02

2 444 平田 蓮 大桑 (5 )
ﾋﾗﾀ ﾚﾝ （6） 17"09

3 602 上平 祥徳 三岳 (1 )
ｳｴﾀｲﾗ ﾖｼﾉﾘ （6） 15"46

4 442 菊池 快星 大桑 (2 )
ｷｸﾁ ｶｲｾｲ （6） 15"81

5 8 古瀬 康平 福島 (3 )
ﾌﾙｾ ｺｳﾍｲ （6） 15"94

6 443 大平 幸輝 大桑 (4 )
ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｷ （6） 16"88

小学6年男子  100m

予選 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 6

決勝
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大会記録    3'10"9   小林　隼人（木祖） H20
               
         
         

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          
1 314 宇田川 幹太 上松 (11 )

ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｶﾝﾀ （4） 4'17"93
2 508 鷹見 颯汰 南木曽 (2 )

ﾀｶﾐ ｿｳﾀ （4） 3'49"30
3 313 佐々木 陸琥 上松 (13 )

ｻｻｷ ﾘｸ （2） 4'22"24
4 260 鈴木 朝日 開田 ( )

ｽｽﾞｷ ｱｻｶ （6） DNS
5 316 漆脇 志咲 上松 (12 )

ｳﾙｼﾜｷ ｼｷ （3） 4'20"07
6 446 西尾 俊哉 大桑 (5 )

ﾆｼｵ ｼｭﾝﾔ （5） 3'59"35
7 208 倉本 彪雅 日義 ( )

ｸﾗﾓﾄ ﾋｭｳｶﾞ （5） DNS
8 255 北野 陽和 開田 (9 )

ｷﾀﾉ ﾋﾖﾘ （3） 4'14"57
9 9 吉見 侑人 福島 (14 )

ﾖｼﾐ  ﾕｳﾄ （3） 4'24"87
10 603 安藤 倖太朗 三岳 (10 )

ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ （5） 4'16"12
11 123 大倉 聖矢 王滝 (4 )

ｵｵｸﾗ ｾｲﾔ （6） 3'54"11
12 509 伊藤 和希 南木曽 (6 )

ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ （3） 4'03"18
13 317 漆脇 琉葵 上松 (8 )

ｳﾙｼﾜｷ ﾙｷ （3） 4'14"14
14 502 樋口 拓人 南木曽 (1 )

ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾄ （5） 3'27"62
15 201 織田 煌 日義 (7 )

ｵﾀﾞ ｷﾗ （4） 4'03"45
16 602 上平 祥徳 三岳 (3 )

ｳｴﾀｲﾗ ﾖｼﾉﾘ （6） 3'52"64

小学生男子  1000m

決勝
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大会記録    59"4   木曽福島町 H9
              

          

ｶﾅ/学年/(順位)/[総合]/           

ﾚｰﾝ所属/No 氏名 記録/ｵｰﾀﾞｰ           
2 南木曽 (1 ) 1'05"89

501 原 蓮樹 ﾊﾗ ﾚﾝｼﾞｭ(5) ( 1   )
502 樋口 拓人 ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾄ(5) ( 2   )
503 出口 翔大 ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ(5) ( 3   )
504 木村 柊都 ｷﾑﾗ ｼｭｳﾄ(5) ( 4   )

大会記録    12"2   征矢野　隆夫（日義） H8
             
         

( 風速： -1.2)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

2 161 水本 崇徳 木祖 (2 )
ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ 14"28

3 532 楯 大輔 南木曽 (1 )
ﾀﾃ ﾀﾞｲｽｹ 14"03

大会記録    12"6   征矢野　隆夫（日義） H15
             
         

( 風速： -1.2)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

4 50 中畑 勇二 福島 (2 )
ﾅｶﾊﾀ ﾕｳｼﾞ 14"99

5 528 坂本 隆一 南木曽 (1 )
ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 13"93

大会記録    8"58   三澤　康幸(日義） H26
             
         

( 風速： -0.5)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

2 219 三澤 康幸 日義 (1 )
ﾐｻﾜ ﾔｽﾕｷ 8"89

小学5年男子  4×100mR

決勝

決勝

男子40～44歳  100m

決勝

男子45～49歳  100m

決勝

男子50～54歳  60m
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大会記録       
         
         

( 風速： -0.5)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

3 437 仲上 敏美 大桑 (1 )　GR
ﾅｶｶﾞﾐ ﾄｼﾐ 9"32

大会記録    4'41"2   武居　竹生（福島） H12
               
         

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          
1 436 大畑 一喜 大桑 (1 )

ｵｵﾊﾀ ｶｽﾞｷ 5'11"6
2 532 楯 大輔 南木曽 ( )

ﾀﾃ ﾀﾞｲｽｹ DNS

大会記録    4'44"9   武居　竹生（福島） H16
               
         
         

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          
3 162 小林 克彦 木祖 (1 )

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾋｺ 5'44"2

大会記録    5'27"00   家高　勝由（大桑） H21
                
         
         

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          
4 437 仲上 敏美 大桑 (1 )

ﾅｶｶﾞﾐ ﾄｼミ 5'55"8
5 438 武居 竹生 大桑 ( )

ﾀｹｲ ﾀｹｵ DNS
6 441 家高 勝由 大桑 ( )

ﾔﾀﾞｶ ｶﾂﾖｼ DNS

決勝

男子60歳以上  60m

決勝

男子35～44歳  1500m

決勝

男子45～54歳  1500m

決勝

男子55歳以上  1500m
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大会記録    6m78   荻原　幹雄（福島）
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 36 大橋 佑斗 福島 (2 ) 4.87          

ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ （中3） (-0.5)
2 321 古瀬 匠 上松 (4 ) 4.48

ﾌﾙｾ ﾀｸﾐ （中3） (-0.5)
3 534 永田 裕樹 南木曽 (1 ) 5.10

ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｷ (-1.0)
4 155 伊倉 柊 木祖 ( ) DNS

ｲｸﾗ ｼｭｳ （中1） ()
5 432 夏厩 弘樹 大桑 (3 ) 4.55

ﾅﾂﾏﾔ ﾋﾛｷ （中3） (-1.0)
6 47 原 拓実 福島 ( ) DNS

ｷﾀﾑﾗ ﾐｵ （高1） ()

大会記録    1m95   中田　勉（王滝）
              菊地　洋二（王滝）
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 534 永田 裕樹 南木曽 (1)          

ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛｷ 1.55

2 320 南山 颯汰 上松 (2)

ﾐﾅﾐﾔﾏ ｿｳﾀ （中3） 1.35

大会記録    12m97   丸山　昭男（福島）
              
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 531 大宮 直人 南木曽 (5)          

ｵｵﾐﾔ ﾅｵﾄ 7.68

2 324 丸山 晃男 上松 (4)

ﾏﾙﾔﾏ ﾃﾙｵ 8.46

3 157 児野 智也 木祖 (1)

ﾁｺﾞﾉ ﾄﾓﾔ 10.89

4 132 下村 亮也 王滝 (6)

ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳﾔ （中3） 7.42

5 158 下條 久佳 木祖 (3)

ｼﾓｼﾞｮｳ ﾋｻﾖｼ 9.75

6 529 藤山 優人 南木曽 ()

ﾌｼﾞﾔﾏ ﾕｳﾄ DNS

7 140 幸野 藍斗 王滝 (2)

ｺｳﾉ ｱｲﾄ （高1） 10.31

男子  砲丸投(7.260kg)

第63回 木曽郡総合体育大会　（コード：15200518）

男子  走幅跳

決勝

男子  走高跳

決勝

決勝
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大会記録    37m02   伊原　龍礼（福島）
              
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 531 大宮 直人 南木曽 (5)          

ｵｵﾐﾔ ﾅｵﾄ 22.42

2 440 須賀 健一 大桑 (4)

ｽｶﾞ ｹﾝｲﾁ 22.52

3 157 児野 智也 木祖 (2)

ﾁｺﾞﾉ ﾄﾓﾔ 26.26

4 439 藤懸 純平 大桑 (3)

ﾌｼﾞｶｹ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 24.64

5 528 坂本 隆一 南木曽 (6)

ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 21.17

6 158 下條 久佳 木祖 (1)

ｼﾓｼﾞｮｳ ﾋｻﾖｼ 26.75

大会記録    11m73   下條　久佳（木祖） H19
              
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 132 下村 亮也 王滝 (2)          

ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳﾔ （3） 9.47

2 433 木下 雅貴 大桑 (3)

ｷﾉｼﾀ ﾏｻｷ （3） 8.95

3 133 下出 渉 王滝 (1)

ｼﾀﾃﾞ ﾜﾀﾙ （3） 9.62

決勝

中学男子  砲丸投(5.000kg)
中学生の部（フィールド）

男子  円盤投(2.000kg)

決勝
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大会記録    3m82   奥谷　貴正（木祖）
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 512 鷹見 瑠我 南木曽 (13 ) 2.02          

ﾀｶﾐ ﾙｶ （1） (-0.5)
2 447 常盤井 楓矢 大桑 (11 ) 2.48

ﾄｷﾜｲ ﾌｳﾔ （4） (0.0)
3 314 宇田川 幹太 上松 (4 ) 2.93

ｳﾀﾞｶﾞﾜ ｶﾝﾀ （4） (-1.0)
4 511 小椋 銀河 南木曽 (8 ) 2.82

ｵｸﾞﾗ ｷﾞﾝｶﾞ （2） (0.0)
5 5 上條 真生 福島 (6 ) 2.87

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｵ （4） (-1.0)
6 218 田島 勇輝 日義 ( )

ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｷ （4） ()
7 150 五味 慎太郎 木祖 (10 ) 2.63

ｺﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ （4） (-0.5)
8 315 新里 春人 上松 (12 ) 2.07

ｼﾝｻﾞﾄ ﾊﾙﾄ （1） (-0.5)
9 4 小林 優斗 福島 (5 ) 2.92

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ （4） (-0.5)
10 310 古瀬 建太 上松 (2 ) 3.24

ﾌﾙｾ ｹﾝﾀ （4） (-0.5)
11 513 松原 陽 南木曽 ( )

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾙ （1） ()
12 252 千村 翔哉 開田 (9 ) 2.81

ﾁﾑﾗ ｼｮｳﾔ （3） (-1.0)
13 600 星山 風雅 三岳 (3 ) 2.97

ﾎｼﾔﾏ ﾌｳｶﾞ （4） (-0.5)
14 505 小倉 昭良 南木曽 (1 ) 3.35

ｵｸﾞﾗ ｱｷﾖｼ （4） (0.0)
15 125 田近 歩武 王滝 (7 ) 2.86

ﾀﾁﾞｶ ｱﾕﾑ （4） (0.0)

大会記録    4m18   畑中　将史（大桑） H8
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 208 倉本 彪雅 日義 (2 ) 3.34          

ｸﾗﾓﾄ ﾋｭｳｶﾞ （5） (+0.5)
2 503 出口 翔大 南木曽 (4 ) 2.96

ﾃﾞｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ （5） (+0.5)
3 214 中村 優来 日義 ( ) DNS

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ （5） ()
4 152 藤原 充希 木祖 (3 ) 3.23

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾐﾂﾞｷ （5） (+0.5)
5 504 木村 柊都 南木曽 (1 ) 3.58

ｷﾑﾗ ｼｭｳﾄ （5） (0.0)

第63回 木曽郡総合体育大会　（コード：15200518）

小学4年生以下男子  走幅跳

決勝

小学5年男子  走幅跳

決勝
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大会記録    4m27   手塚　寿利（楢川）
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 216 篭田 朔也 日義 ( ) DNS          

ｶｺﾞﾀ ｻｸﾔ （6） ()
2 442 菊池 快星 大桑 (1 ) 4.08

ｷｸﾁ ｶｲｾｲ （6） (+1.0)
3 8 古瀬 康平 福島 (2 ) 3.76

ﾌﾙｾ ｺｳﾍｲ （6） (+0.5)
4 260 鈴木 朝日 開田 (3 ) 3.66

ｽｽﾞｷ ｱｻｶ （6） (0.0)
5 443 大平 幸輝 大桑 (4 ) 3.43

ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｷ （6） (+1.0)
6 207 赤堀 仁紀 日義 (5 ) 2.72

ｱｶﾎﾘ ﾏｻｷ （6） (+1.0)

大会記録    5ｍ71   征矢野　隆夫（日義） H9
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 532 楯 大輔 南木曽 ( ) DNS          

ﾀﾃ ﾀﾞｲｽｹ ()
2 161 水本 崇徳 木祖 (1 ) 4.43

ﾐｽﾞﾓﾄ ﾀｶﾉﾘ (-1.0)

大会記録    5ｍ36   征矢野　隆夫（日義） H13
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 528 坂本 隆一 南木曽 (1 ) 4.17          

ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ (-1.0)

大会記録    4ｍ96   征矢野　隆夫（日義） H18
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 219 三澤 康幸 日義 (1 ) 4.41          

ﾐｻﾜ ﾔｽﾕｷ (-1.0)

大会記録    11ｍ96   田口　俊久（三岳） H15
              
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 439 藤懸 純平 大桑 (1)          

ﾌｼﾞｶｹｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 10.67

決勝

小学6年男子  走幅跳

男子40～44歳  走幅跳

決勝

男子45～49歳  走幅跳

決勝

男子50～54歳  走幅跳

決勝

男子35～39歳  砲丸投

決勝
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大会記録    11m54   中野　隆夫（上松）
              
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 528 坂本 隆一 南木曽 (2)          

ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 8.03

2 530 小垣外 勝敏 南木曽 (1)

ｵｶﾞｲﾄ ｶﾂﾄｼ 10.42

大会記録    10m30   中野　隆夫（上松） H10
              
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 440 須賀 健一 大桑 (1)          

ｽｶﾞ ｹﾝｲﾁ 9.21

大会記録    8m75   中野　隆夫（上松） H21
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 531 大宮 直人 南木曽 (1) GR          

ｵｵﾐﾔ ﾅｵﾄ 9.05

決勝

男子60歳以上  砲丸投

決勝

男子45～49歳  砲丸投

決勝

男子50～54歳  砲丸投
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