
《大会コード　　　１５２００５４８》

主　催　：　岡谷市教育委員会　(公財)岡谷市体育協会　
               岡谷市陸上競技協会
主　管　：　岡谷市陸上競技協会
期　日　：　平成２７年５月１７日(日）
会　場　：　岡谷市営陸上競技場（岡谷東部中学校庭）

《競技場コード　　　２０４０４０》

審 判 長 ：宮坂　繁
記録主任：森　安夫

予・決 記録 所属 従来の記録

決勝 １ｍ１５ 長地小 １ｍ１０

予・決 記録 所属

決勝 1m40 岡谷西部中

決勝 1m40 岡谷西部中

風力測定主任：林　甲市

時刻 天候 気温　℃ 湿度 風向 備考

 9:00 晴れ 18.0℃  44.0 % 北   0.8m/sec.

10:00 晴れ 20.0℃ 36% 南  2.0m/sec.

11:00 晴れ 21.0℃ 38% 北北西   2.1m/sec.

12:00 晴れ 22.0℃ 36% 北西   2.1m/sec.

13:00 晴れ 23.0℃ 34% 北東   1.2m/sec.

14:00 晴れ 23.5℃ 34% 西南西   1.3m/sec.

15:00 晴れ 23.5℃ 32% 北北東   2.3m/sec.

平成27年
岡谷市民春季陸上競技大会

この大会で記録された新記録

大 会 新 記 録 一 覧 表

種　　目 氏　　名

小学男子5･6年走高跳 小口　伸太郎

大 会 タ イ 記 録 一 覧 表

種　　目 氏　　名

グ ラ ン ド コ ン デ シ ョ ン

風速

中学2年女子走高跳 花岡　瑚徒

中学2年女子走高跳 倉科　愛美



平成27年度岡谷市民陸上競技大会                                                  
主催：岡谷市教育委員会　(公財)岡谷市体育協会　岡谷市陸上競技協会                
主管：岡谷市陸上競技協会                                                        

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 男  子 【競技場】204040  下諏訪町営陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
05/17 中学3年男子  +1.3安藤 賢博(3) 12.24 宮坂 学(3) 12.56 井出 純一朗(3) 12.79 渡辺 慎(3) 13.03 阿部 和真(3) 13.38 宮下 恒輝(3) 13.42

100m 岡谷東部中(A) 岡谷北部中 岡谷西部中 岡谷東部中(A) 岡谷東部中(A) 岡谷北部中
05/17  +1.4中川 祐岐(3) 26.64 武井 翔太郎(3) 28.22

200m 岡谷南部 岡谷南部
05/17 佐藤 龍我(3) 4,39.43 両角 睦紀(3) 4,55.41 武井 翔太郎(3) 5,07.53 三澤 弘季(3) 5,08.22 山﨑 萌生(3) 5,11.08

1500m 岡谷南部 岡谷東部中(A) 岡谷南部 岡谷西部中 岡谷西部中
05/17 小口 功紀(3) 1.55 渡辺 慎(3) 1.45

走高跳 岡谷東部中(A) 岡谷東部中(A)
05/17 濵 琉斗(3) 4.47(-1.7) 宮下 恒輝(3) 4.07(-1.8)

走幅跳 岡谷北部中 岡谷北部中
05/17 小学6年男子  +1.7河野 統徳(6) 14.16 濵 照瑛(6) 14.75 白木 洸成(6) 15.19 今井 晴基(6) 15.30 今井 康介(6) 15.67 笠原 淳平(6) 15.80 林 郁也(6) 17.38

100m 才教学園小 神明小(B) 神明小(B) 神明小(A) 神明小(A) 小井川小 岡谷小
05/17 佐藤 直也(6) 3,44.86 西山 晃生(6) 3,51.50 横山 巧真(6) 3,53.22 佐藤 智也(6) 3,57.30 笠原 渉(6) 4,19.93

1000m 田中小 神明小(B) 長地小 田中小 上の原小
05/17 濱 忍斗(6) 3.49(-0.1) 後藤 蒼巳(6) 3.29(0.0) 高橋 洸介(6) 3.12(0.0) 花岡 開史(6) 3.05(0.0)

走幅跳 神明小(A) 神明小(B) 長地小 岡谷小
05/17 神明小(A)     1,01.50 神明小(B)     1,01.59

4×100mR 小口 和真(6) 後藤 蒼巳(6)
今井 康介(6) 白木 洸成(6)
濱 忍斗(6) 西山 晃生(6)
今井 晴基(6) 濵 照瑛(6)

05/17 小学3･4年男  -0.8山岡 陸兎(4) 16.10 田村 琉信(4) 16.55 大矢 陽(3) 16.80 中島 健登(4) 16.83 小達 瑞生(4) 16.94 原 和真(4) 16.95 日室 佑輔(3) 17.15
100m 田中小(A) 長地小 長地小 川岸小 神明小 田中小(A) 神明小

05/17 宮坂 志一(4) 2,57.66 津田 和樹(3) 3,04.16 武井 慶次郎(4) 3,06.43 早川 隼斗(3) 3,06.63 村瀬 貴哉(4) 3,11.37 落合秀人(3) 3,11.74 今井翔介(4) 3,13.71 根岸 勇成(4) 3,13.73
800m 小井川小 神明小 田中小 神明小 岡谷小 上の原小 上の原小 長地小

05/17 田中小(A)     1,08.07 小井川小     1,09.95 川岸小     1,10.44 神明小(B)     1,11.75 神明小(A)     1,12.28 岡谷小     1,13.57 田中小(B)     1,14.81
4×100mR 濵 愛十(4) 北原 福人(4) 上田 隼(3) 小島 蒼葉(3) 池田 大地(4) 西澤 拓(4) 伊藤 和輝(3)

原 和真(4) 森 悠人(3) 中島 健登(4) 津田 和樹(3) 早出 拓(4) 笠原 佑斗(4) 比賀 大貴(3)
八幡 昂樹(4) 山杢 春真(4) 向山 皓太(4) 早川 隼斗(3) 宮坂 大翔(4) 大池 慎太郎(4) 下川 悠太(3)
山岡 陸兎(4) 宮坂 志一(4) 関 温真(4) 日室 佑輔(3) 小達 瑞生(4) 村瀬 貴哉(4) 小山 唯斗(3)

05/17 小学1･2年男  -0.1山岡 琉維(2) 10.85 小口 陽喜(2) 10.99 白鳥 広太郎(2) 11.02 馬場 志高(2) 11.22 中西 春仁(2) 11.43 中村 優斗(1) 11.64 伊藤 輝星(2) 12.10
60m 田中小 田中小 小井川小 田中小 長地小 田中小 神明小

05/17 吉原 和哉(2) 2,34.89 齊藤 維吹(2) 2,40.89 小口 翔大(2) 2,41.20 今井 力々寿(1) 2,52.93 澁谷 朋也(2) 3,02.49
600m 川岸小 川岸小 小井川小 神明小 長地小

05/17 小学5年男子  -0.4池田 太陽(5) 15.53 松山 佳嵩(5) 15.96 長嶺 翔(5) 16.22 青柳 匠真(5) 16.54 柄澤 兼二郎(5) 16.89 平出 天斗(5) 16.99 下田 泰平(5) 17.05
100m 神明小 小井川小 神明小 小井川小 神明小 上の原小 神明小

05/17 伊藤 晴希(5) 3,59.94 丸山 大翔(5) 4,06.44 説田 祐貴(5) 4,22.24 宮坂 陽太(5) 4,26.93
1000m 岡谷小 川岸小 岡谷小 長地小

05/17 山田 凱斗(5) 3.52(0.0) 辛 広輝(5) 3.01(0.0)
走幅跳 長地小 田中小

05/17 神明小     1,05.49 小井川小     1,05.81
4×100mR 柄澤 兼二郎(5) 宮坂 琉介(5)

下田 泰平(5) 阿達 竜馬(5)
長嶺 翔(5) 青柳 匠真(5)
池田 太陽(5) 松山 佳嵩(5)

05/17 中学1年男子  +3.3宮澤 喬佑(1) 14.21 保科 健照(1) 14.62
100m 岡谷東部中 岡谷北部中

05/17  +1.4保科 健照(1) 31.92
200m 岡谷北部中

05/17 中学2年男子  +1.5武井 孝史朗(2) 12.59 松田 蓮太郎(2) 12.80 髙橋 祐哉(2) 13.02 塚田 千紘(2) 13.56 中山 晃希(2) 14.04 巻渕 勇人(2) 14.05
100m 岡谷西部中 岡谷東部中(B) 岡谷北部中 岡谷東部中(B) 岡谷西部中 岡谷南部



平成27年度岡谷市民陸上競技大会                                                  
主催：岡谷市教育委員会　(公財)岡谷市体育協会　岡谷市陸上競技協会                
主管：岡谷市陸上競技協会                                                        

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 男  子 【競技場】204040  下諏訪町営陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
05/17  +1.4松田 蓮太郎(2) 26.51 巻渕 勇人(2) 29.34

200m 岡谷東部中(B) 岡谷南部
05/17 宮澤 薫(2) 5,07.42 久保村 光汰(2) 5,16.87 中島 優太(2) 5,21.00 柄澤 昇太郎(2) 5,24.97 神通川 和也(2) 5,26.13 金澤 斗哉(2) 5,26.14

1500m 岡谷西部中 岡谷北部中 岡谷東部中(B) 岡谷北部中 岡谷南部 岡谷東部中(B)
05/17 城 慧(2) 4.69(-1.8) 髙橋 祐哉(2) 4.56(-1.2)

走幅跳 岡谷東部中(B) 岡谷北部中
05/17 中学共通男子 岡谷東部中(A)      50.52 岡谷西部中       50.89 岡谷北部中       51.00

4×100mR 宮澤 喬佑(1) 中山 晃希(2) 宮下 恒輝(3)
渡辺 慎(3) 三澤 弘季(3) 髙橋 祐哉(2)
阿部 和真(3) 武井 孝史朗(2) 濵 琉斗(3)
安藤 賢博(3) 井出 純一朗(3) 宮坂 学(3)

05/17 小学5･6年男 小口 伸太郎(6) 1.15
走高跳 長地小 GR 



決勝 5月17日 12:05

大会新              13.08

風速 +3.3

 1 宮澤 喬佑(1)     14.21 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 岡谷東部中

 2 保科 健照(1)     14.62 
ﾎｼﾅ ｹﾝｼｮｳ 岡谷北部中

決勝 5月17日 12:10

大会新              12.30

風速 +1.5

 1 武井 孝史朗(2)     12.59 
ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ 岡谷西部中

 2 松田 蓮太郎(2)     12.80 
ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中(B)

 3 髙橋 祐哉(2)     13.02 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 岡谷北部中

 4 塚田 千紘(2)     13.56 
ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 岡谷東部中(B)

 5 中山 晃希(2)     14.04 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ 岡谷西部中

 6 巻渕 勇人(2)     14.05 
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ 岡谷南部

決勝 5月17日 12:15

大会新              11.43
諏訪新              10.85

風速 +1.3

 1 安藤 賢博(3)     12.24 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ 岡谷東部中(A)

 2 宮坂 学(3)     12.56 
ﾐﾔｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 岡谷北部中

 3 井出 純一朗(3)     12.79 
ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岡谷西部中

 4 渡辺 慎(3)     13.03 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 岡谷東部中(A)

 5 阿部 和真(3)     13.38 
ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾏ 岡谷東部中(A)

 6 宮下 恒輝(3)     13.42 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｷ 岡谷北部中

3   304

2   366

3   313

5   335

2   372

  370

1   332

4   310

所属名 記録／備考
6

中学2年男子

100m                

決勝

ﾚｰﾝ No.順 氏  名

中学1年男子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

中学3年男子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   367

4   329

1   323

5   308

2   328

6   325



決勝 5月17日 13:55

大会新              26.09

風速 +1.4

 1 保科 健照(1)     31.92 
ﾎｼﾅ ｹﾝｼｮｳ 岡谷北部中

決勝 5月17日 13:55

大会新              25.20

風速 +1.4

 1 松田 蓮太郎(2)     26.51 
ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中(B)

 2 巻渕 勇人(2)     29.34 
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ 岡谷南部

決勝 5月17日 13:55

大会新              23.66
諏訪新              21.92

風速 +1.4

 1 中川 祐岐(3)     26.64 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 岡谷南部

 2 武井 翔太郎(3)     28.22 
ﾀｹｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 岡谷南部

3   304

No. 氏  名

中学3年男子

決勝

順 氏  名 所属名 記録／備考
4   332

6   303

5   302

200m                

決勝

順 ﾚｰﾝ 所属名 記録／備考

2   313

中学2年男子

200m                

ﾚｰﾝ No.

中学1年男子

200m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月17日  9:20

濵　慶祐(2)
ﾊﾏ ｹｲｽｹ 岡谷南部

決勝 5月17日  9:20

大会新              54.50
諏訪新              50.53

中川 祐岐(3)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 岡谷南部

No. 氏  名 所属名 記録／備考

記録／備考

3   381

中学3年男子

中学2年男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ

2   303

400m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 5月17日 14:40

大会新            4,42.47

 1 宮澤 薫(2)   5,07.42 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｵﾙ 岡谷西部中

 2 久保村 光汰(2)   5,16.87 
ｸﾎﾞﾑﾗ ｺｳﾀ 岡谷北部中

 3 中島 優太(2)   5,21.00 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 岡谷東部中(B)

 4 柄澤 昇太郎(2)   5,24.97 
ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 岡谷北部中

 5 神通川 和也(2)   5,26.13 
ｼﾞﾝﾂｳｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 岡谷南部

 6 金澤 斗哉(2)   5,26.14 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾄｳﾔ 岡谷東部中(B)

決勝 5月17日 14:40

大会新            4,32.92
諏訪新            4,06.11

 1 佐藤 龍我(3)   4,39.43 
ｻﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 岡谷南部

 2 両角 睦紀(3)   4,55.41 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾑﾂｷ 岡谷東部中(A)

 3 武井 翔太郎(3)   5,07.53 
ﾀｹｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 岡谷南部

 4 三澤 弘季(3)   5,08.22 
ﾐｻﾜ ﾋﾛｷ 岡谷西部中

 5 山﨑 萌生(3)   5,11.08 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓｴｷ 岡谷西部中

9   302

12   368

10   369

11   301

13   330

中学3年男子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   305

3   333

7   334

6   312

5   371

4   311

中学2年男子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月17日 11:30

大会新               5.58

城 慧(2)   4.49   4.69   4.56   4.57   4.22   4.25    4.69 
ｼﾞｮｳ ｻﾄﾙ 岡谷東部中(B)   +1.8   -1.8   -1.5   -1.6   -1.7   -1.7    -1.8
髙橋 祐哉(2)    X    -    -    -   4.56   4.35    4.56 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 岡谷北部中   -1.2   -1.2    -1.2

決勝 5月17日 11:30

大会新               6.64

濵 琉斗(3)    X   4.47    X   4.20   4.40   3.91    4.47 
ﾊﾏ ﾘｭｳﾄ 岡谷北部中   -1.7   -1.8   -1.6   -1.5    -1.7
宮下 恒輝(3)   4.07    -    -    -    -   3.45    4.07 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｷ 岡谷北部中   -1.8   -1.5    -1.8

備考
1 1   309

-4- -5- -6-ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

2 2   308

-3-

2 1   310

中学3年男子

記録

走幅跳              

決勝

順位 試技

記録 備考
1 2   331

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

中学2年男子

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17日 10:00

大会新               1.75

小口 功紀(3)
ｵｸﾞﾁ ｺｳｷ 岡谷東部中(A)
渡辺 慎(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 岡谷東部中(A)

氏  名 所属名 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45

中学3年男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

- O

1m50 1m55 1m60

1 2   327
- - - XO XO O XXX

記録 備考

 1.55

2 1   328
- - - O O  1.45O XXX



決勝 5月17日 14:55

大会新  (GR )       48.26
諏訪新  (SR )       45.38

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 岡谷東部中(A)   366 宮澤 喬佑(1)     50.52 

ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ
  328 渡辺 慎(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ
  325 阿部 和真(3)

ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾏ
  329 安藤 賢博(3)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ
 2   4 岡谷西部中   372 中山 晃希(2)     50.89 

ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ
  368 三澤 弘季(3)

ﾐｻﾜ ﾋﾛｷ
  370 武井 孝史朗(2)

ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ
  367 井出 純一朗(3)

ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ
 3   2 岡谷北部中   308 宮下 恒輝(3)     51.00 

ﾐﾔｼﾀ ｺｳｷ
  310 髙橋 祐哉(2)

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ
  309 濵 琉斗(3)

ﾊﾏ ﾘｭｳﾄ
  323 宮坂 学(3)

ﾐﾔｻｶ ﾏﾅﾌﾞ

中学共通男子

4×100mR            

決勝



予選 5月17日  9:45
決勝 5月17日 11:35

中学新              10.60

[ 1組] 風速 -2.4 [ 2組] 風速 -1.8

 1 北川 悠人(2)     12.48  1 白鳥 広太郎(2)     11.73 q
ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 田中小 ｼﾛﾄﾘ ｺｳﾀﾛｳ 小井川小

 2 古川 透也(2)     12.74  2 上條 允暉(2)     12.40 
ｺｶﾞﾜ ﾄｳﾔ 小井川小 ｶﾐｼﾞｮｳ ｲﾂｷ 田中小

 3 矢沢 遼馬(2)     12.88  3 横山 雄大(2)     12.55 
ﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 長地小 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 長地小

 4 山岡 俊太(1)     13.17  4 小口 浩輝(1)     12.64 
ﾔﾏｵｶ ｼｭﾝﾀ みなと小 ｵｸﾞﾁ ﾋﾛｷ みなと小

 5 渡辺 優(1)     13.48  5 来栖 拓夢(2)     12.72 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 長地小 ｸﾘｽ ﾀｸﾑ 長地小

 6 石田 泰侶(1)     13.70  6 北島 健伸(1)     13.15 
ｲｼﾀﾞ ﾀﾛ 神明小 ｷﾀｼﾞﾏ ｹﾝｼﾝ 神明小

 7 北澤 興(1)     13.90  7 笠原 悠司(1)     14.56 
ｷﾀｻﾞﾜ ｺｳ 上の原小 ｶｻﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 岡谷小

[ 3組] 風速 -1.6 [ 4組] 風速 -2.1

 1 小口 陽喜(2)     11.30 q  1 山岡 琉維(2)     11.14 q
ｵｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 田中小 ﾔﾏｵｶ ﾙｲ 田中小

 2 黒田 聖七(2)     12.21  2 酒井 駿多(2)     12.05 
ｸﾛﾀﾞ ｾﾅ 神明小 ｻｶｲ ｼｭﾝﾀ 長地小

 3 永長 直也(1)     12.43  3 山崎 玄琉(2)     12.34 
ﾅｶﾞｵｻ ﾅｵﾔ 長地小 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙ 川岸小

 4 小口 深徳(1)     12.97  4 林 律輝(2)     12.43 
ｵｸﾞﾁ ﾐﾉﾘ 田中小 ﾊﾔｼ ﾘﾂｷ 田中小

 5 神尾 航佑(1)     13.29  5 小松 和滉(1)     12.72 
ｶﾐｵ ｺｳｽｹ 岡谷小 ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾋﾛ 長地小

 6 高林 大地(2)     13.39  6 岩佐　雅寿(1)     13.03 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 小井川小 ｲﾜｻ ﾏｻﾄｼ 小井川小

 7 守屋 莉杜(1)     13.40 
ﾓﾘﾔ ﾘﾄ 長地小

[ 5組] 風速 -0.4 [ 6組] 風速 -2.5

 1 星野 耀喜(2)     12.12  1 馬場 志高(2)     11.43 q
ﾎｼﾉ ﾃﾙｷ 小井川小 ﾊﾞﾊﾞ ｼｺｳ 田中小

 2 濵 貫太(2)     12.80  2 中西 春仁(2)     11.72 q
ﾊﾏ ｶﾝﾀ 田中小 ﾅｶﾆｼ ﾊﾙﾋﾄ 長地小

 3 宮下 凌空(1)     13.10  3 中村 優斗(1)     11.80 q
ﾐﾔｼﾀ ﾘｸ 長地小 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 田中小

 4 上條 颯(1)     13.88  4 伊藤 輝星(2)     11.86 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊﾔﾃ みなと小 ｲﾄｳ ｷﾗ 神明小

 5 久保田 紘基(1)     14.17  5 小口 藍丸(1)     13.45 
ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛｷ 長地小 ｵｸﾞﾁ ﾗﾝﾏﾙ 小井川小

 6 林 巧巳(1)     15.71  6 八木 颯太(1)     13.60 
ﾊﾔｼ ﾀｸﾐ 岡谷小 ﾔｷﾞ ｿｳﾀ 岡谷小

[ 7組] 風速 -1.6

 1 影山 慶人(2)     12.00 
ｶｹﾞﾔﾏ ｹｲﾄ 岡谷小

 2 大橋 一太(2)     12.20 
ｵｵﾊｼ ｲﾁﾀ 川岸小

 3 壬生 光(2)     12.36 
ﾐﾌﾞ ﾋｶﾙ 小井川小

 4 田村 蒼晴(1)     12.81 
ﾀﾑﾗ ｿｳｾｲ 長地小

 5 今井 弥裕志(1)     13.11 
ｲﾏｲ ﾐﾕｼ 長地小

 6 岡田 和馬(1)     14.00 
ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 田中小

6   242

2   277

1    52

4   244

5    10

3   164

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1     2 2     1

2   248 6    44

3   292 3   149

6   245 1   250

4   268 4   240

所属名 記録／備考
5    49 5   286

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

2   246

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1    51 1    43

4     3 6   243

7   254 3   272

6   247 2   163

3   109 4   236

5   257 5   266
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3    81 2     6

6   106 4   136

1   249 3   238

4   293 6   294

7   239 7   237

5    48 5   267

記録／備考
2   279 1    50

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

小学1･2年男子

60m                 

予選 通過基準  7組  0着 + 7 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



風速 -0.1

 1 山岡 琉維(2)     10.85 
ﾔﾏｵｶ ﾙｲ 田中小

 2 小口 陽喜(2)     10.99 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 田中小

 3 白鳥 広太郎(2)     11.02 
ｼﾛﾄﾘ ｺｳﾀﾛｳ 小井川小

 4 馬場 志高(2)     11.22 
ﾊﾞﾊﾞ ｼｺｳ 田中小

 5 中西 春仁(2)     11.43 
ﾅｶﾆｼ ﾊﾙﾋﾄ 長地小

 6 中村 優斗(1)     11.64 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 田中小

 7 伊藤 輝星(2)     12.10 
ｲﾄｳ ｷﾗ 神明小

4   240

7   149

1   250

6    50

3   286

5   266

2   257

小学1･2年男子

60m                 

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 5月17日 10:30
決勝 5月17日 12:25

大会新              14.71

[ 1組] 風速 -0.9 [ 2組] 風速 -1.5

 1 大矢 陽(3)     17.20 q  1 濵 愛十(4)     17.48 
ｵｵﾔ ﾊﾙ 長地小 ﾊﾏ ｱｲﾄ 田中小

 2 森 悠人(3)     17.50  2 北澤 瑛(3)     18.75 
ﾓﾘ ﾕｳﾄ 小井川小 ｷﾀｻﾞﾜ ｱｷ 上の原小

 3 比賀 大貴(3)     19.33  3 城 泉吹(3)     19.76 
ﾋｶﾞ ﾀｲｷ 田中小(B) ｼﾞｮｳ ｲﾌﾞｷ 長地小

 4 吉越 匠海(4)     19.63  4 北澤 草(3)     19.88 
ﾖｼｺﾞｴ ﾀｸﾐ 川岸小 ｷﾀｻﾞﾜ ｿｳ 神明小

 5 中田 晴斗(4)     21.16  5 平井 隼人(3)     24.84 
ﾅｶﾀ ﾊﾙﾄ 神明小 ﾋﾗｲ ﾊﾔﾄ 神明小

 6 戸谷田 泰生(3)     22.07 
ﾄﾔﾀ ﾀｲｷ 田中小

[ 3組] 風速 -1.6 [ 4組] 風速 -1.3

 1 八幡 昂樹(4)     17.46  1 上田 隼(3)     17.96 
ﾔﾊﾀ ｺｳｷ 田中小(A) ｳｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ 川岸小

 2 林 峻矢(3)     17.71  2 北原 福人(4)     18.01 
ﾊﾔｼ ｼｭﾝﾔ 岡谷小 ｷﾀﾊﾗ ﾌｸﾄ 小井川小

 3 三澤 煌明(4)     18.01  3 伊藤 和輝(3)     18.42 
ﾐｻﾜ ｺｳﾒｲ 川岸小 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 田中小(B)

 4 山岡 璃玖(3)     18.76  4 下川 悠太(3)     19.56 
ﾔﾏｵｶ ﾘｸ 神明小 ｼﾓｶﾜ ﾕｳﾀ 田中小(B)

 5 永井 瓦獅(4)     19.02  5 濵 隆貴(4)     21.60 
ﾅｶﾞｲ ｶｼﾞ 小井川小 ﾊﾏ ﾘｭｳｷ 神明小

 6 向山 史晃(4)     19.12 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾌﾐｱｷ 長地小

[ 5組] 風速 -0.2 [ 6組] 風速 +1.6

 1 田村 琉信(4)     16.64 q  1 山岡 陸兎(4)     16.34 q
ﾀﾑﾗ ﾘｭｳｼﾝ 長地小 ﾔﾏｵｶ ﾘｸﾄ 田中小(A)

 2 原 和真(4)     16.79 q  2 山杢 春真(4)     17.74 
ﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 田中小(A) ﾔﾏﾓｸ ﾊﾙﾏ 小井川小

 3 日室 佑輔(3)     16.87 q  3 小島 蒼葉(3)     18.03 
ﾋﾑﾛ ﾕｳｽｹ 神明小 ｺｼﾞﾏ ｱｵﾊﾞ 神明小

 4 池田 大地(4)     17.64  4 早出 拓(4)     18.34 
ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ 神明小 ｿｳﾃﾞ ﾀｸ 神明小

 5 向山 皓太(4)     18.60  5 関 温真(4)     18.45 
ﾑｶｲﾔﾏ ｺｳﾀ 川岸小 ｾｷ ﾊﾙﾏ 川岸小

[ 7組] 風速 -2.0

 1 小達 瑞生(4)     17.31 q
ｺﾀﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 神明小

 2 中島 健登(4)     17.46 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾄ 川岸小

 3 小口 依吹(4)     18.10 
ｵｸﾞﾁ ｲﾌﾞｷ 田中小

 4 宮澤 豪汰(3)     19.07 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｺﾞｳﾀ 長地小

 5 松田 哲弥(3)     20.29 
ﾏﾂﾀﾞ ﾃﾂﾔ 神明小

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学3･4年男子

100m                

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

所属名 記録／備考所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ
5   235 5   289

No. 氏  名

1    78 1    88

2   271 4   233

3   173 2   152

4   120 6   116

6   285 0

所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   288 2   170

No. 氏  名順 ﾚｰﾝ

4    16 4    58

1   172 5   275

5   117 1   270

6   232

3    59 3   135

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 所属名 記録／備考
4   230 3   251

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

1   262 2    60

3   115 1   156

5   119 5   157

2   176 4   174

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   264

5   118

2   175

3   234

1   113



風速 -0.8

 1 山岡 陸兎(4)     16.10 
ﾔﾏｵｶ ﾘｸﾄ 田中小(A)

 2 田村 琉信(4)     16.55 
ﾀﾑﾗ ﾘｭｳｼﾝ 長地小

 3 大矢 陽(3)     16.80 
ｵｵﾔ ﾊﾙ 長地小

 4 中島 健登(4)     16.83 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾄ 川岸小

 5 小達 瑞生(4)     16.94 
ｺﾀﾞﾁ ﾐｽﾞｷ 神明小

 6 原 和真(4)     16.95 
ﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 田中小(A)

 7 日室 佑輔(3)     17.15 
ﾋﾑﾛ ﾕｳｽｹ 神明小

予選 5月17日 11:00
決勝 5月17日 12:35

大会新              14.10

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +0.5

 1 池田 太陽(5)     15.59 q  1 松山 佳嵩(5)     16.21 q
ｲｹﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 神明小 ﾏﾂﾔﾏ ｹｲｼｭｳ 小井川小

 2 青柳 匠真(5)     16.39 q  2 平出 天斗(5)     17.04 q
ｱｵﾔｷﾞ ﾀｸﾏ 小井川小 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾃﾝﾄ 上の原小

 3 長嶺 翔(5)     16.52 q  3 下田 泰平(5)     17.42 q
ﾅｶﾞﾐﾈ ｶｹﾙ 神明小 ｼﾓﾀﾞ ﾀｲﾍｲ 神明小

 4 山田 直輝(5)     17.52  4 柄澤 兼二郎(5)     17.48 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ 長地小 ｶﾗｻﾜ ｹﾝｼﾞﾛｳ 神明小

 5 阿達 竜馬(5)     17.68  5 神尾 祐渡(5)     18.37 
ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳﾏ 小井川小 ｶﾐｵ ﾋﾛﾄ 岡谷小

 6 山田 登輝(5)     18.43 
ﾔﾏﾀﾞ ﾄｷ 長地小

風速 -0.4

 1 池田 太陽(5)     15.53 
ｲｹﾀﾞ ﾀｲﾖｳ 神明小

 2 松山 佳嵩(5)     15.96 
ﾏﾂﾔﾏ ｹｲｼｭｳ 小井川小

 3 長嶺 翔(5)     16.22 
ﾅｶﾞﾐﾈ ｶｹﾙ 神明小

 4 青柳 匠真(5)     16.54 
ｱｵﾔｷﾞ ﾀｸﾏ 小井川小

 5 柄澤 兼二郎(5)     16.89 
ｶﾗｻﾜ ｹﾝｼﾞﾛｳ 神明小

 6 平出 天斗(5)     16.99 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾃﾝﾄ 上の原小

 7 下田 泰平(5)     17.05 
ｼﾓﾀﾞ ﾀｲﾍｲ 神明小

3   130

2   146

7   101

1   144

6    64

5   121

4    66

3   226

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

4    65 4    30

6   227 2   130

5   144 6   146

2    64 5   101

記録／備考
3   121 1    66

記録／備考 順 No. 氏  名 所属名

小学5年男子

100m                

予選 通過基準  2組  0着 + 7 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名 所属名

氏  名 所属名 記録／備考
4   251

6   230

決勝

順 ﾚｰﾝ No.

1   175

2   118

7   235

5   115

3   262



決勝 5月17日 12:45

大会新              13.10

風速 +1.7

 1 河野 統徳(6)     14.16 
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園小

 2 濵 照瑛(6)     14.75 
ﾊﾏ ｼｮｳｴｲ 神明小(B)

 3 白木 洸成(6)     15.19 
ｼﾛｷ ｺｳｾｲ 神明小(B)

 4 今井 晴基(6)     15.30 
ｲﾏｲ ﾊﾙｷ 神明小(A)

 5 今井 康介(6)     15.67 
ｲﾏｲ ｺｳｽｹ 神明小(A)

 6 笠原 淳平(6)     15.80 
ｶｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小井川小

 7 林 郁也(6)     17.38 
ﾊﾔｼ ｲｸﾔ 岡谷小

3   142

2    36

6    70

1   122

5   125

4    42

7   150

小学6年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月17日 11:45

大会新            2,20.00

 1 吉原 和哉(2)   2,34.89 
ﾖｼﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 川岸小

 2 齊藤 維吹(2)   2,40.89 
ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 川岸小

 3 小口 翔大(2)   2,41.20 
ｵｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 小井川小

 4 今井 力々寿(1)   2,52.93 
ｲﾏｲ ﾘｷﾄ 神明小

 5 澁谷 朋也(2)   3,02.49 
ｼﾌﾞﾔ ﾄﾓﾔ 長地小

小学1･2年男子

600m                

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

2    54

1   168

5   169

4   107

3   241



決勝 5月17日 13:00

大会新            2,54.41

[ 1組] [ 2組]

 1 津田 和樹(3)   3,04.16  1 宮坂 志一(4)   2,57.66 
ﾂﾀﾞ ｶｽﾞｷ 神明小 ﾐﾔｻｶ ｼﾝｲﾁ 小井川小

 2 村瀬 貴哉(4)   3,11.37  2 武井 慶次郎(4)   3,06.43 
ﾑﾗｾ ﾀｶﾔ 岡谷小 ﾀｹｲ ｹｲｼﾞﾛｳ 田中小

 3 笠原 佑斗(4)   3,15.01  3 早川 隼斗(3)   3,06.63 
ｶｻﾊﾗ ﾕｳﾄ 岡谷小 ﾊﾔｶﾜ ﾊﾔﾄ 神明小

 4 宮澤 真成(3)   3,17.42  4 落合秀人(3)   3,11.74 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ 神明小 ｵﾄｱｲ ｼｭｳﾄ 上の原小

 5 滝沢 大和(3)   3,19.19  5 今井翔介(4)   3,13.71 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ 小井川小 ｲﾏｲ ｼｮｳｽｹ 上の原小

 6 西澤 拓(4)   3,20.42  6 根岸 勇成(4)   3,13.73 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸ 岡谷小 ﾈｷﾞｼ ﾕｳｾｲ 長地小

 7 原 知樹(3)   3,20.53  7 宮坂 大翔(4)   3,18.68 
ﾊﾗ ﾄﾓｷ 上の原小 ﾐﾔｻｶ ﾀﾞｲﾄ 神明小

 8 大橋 巧拓(4)   3,28.36  8 塩入 隆清(4)   3,19.28 
ｵｵﾊｼ ｺｳﾀ 上の原小 ｼｵｲﾘ ﾘｭｳｾｲ 田中小

 9 真壁 啓太(3)   3,29.39  9 小山 唯斗(3)   3,19.86 
ﾏｶﾍﾞ ｹｲﾀ 田中小 ｺﾔﾏ ﾕｲﾄ 田中小(B)

10 林 健太郎(3)   3,35.60 10 井口 蓮(3)   3,20.22 
ﾊﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 田中小 ｲｸﾞﾁ ﾚﾝ 岡谷小

11 平林 脩斗(3)   3,37.56 11 大池 慎太郎(4)   3,22.39 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾄ 田中小 ｵｵｲｹ ｼﾝﾀﾛｳ 岡谷小

12 今井 雄大(3)   3,44.24 12 濵 蒼真(3)   3,23.27 
ｲﾏｲ ﾕｳﾀﾞｲ 上の原小 ﾊﾏ ｿｳﾏ 岡谷小

13 今井 太惺(3)   3,46.23 
ｲﾏｲ ﾀｲｾｲ 小井川小

   1 宮坂 志一(4) 小井川小     2,57.66   2   1
   2 津田 和樹(3) 神明小     3,04.16   1   1
   3 武井 慶次郎(4) 田中小     3,06.43   2   2
   4 早川 隼斗(3) 神明小     3,06.63   2   3
   5 村瀬 貴哉(4) 岡谷小     3,11.37   1   2
   6 落合秀人(3) 上の原小     3,11.74   2   4
   7 今井翔介(4) 上の原小     3,13.71   2   5
   8 根岸 勇成(4) 長地小     3,13.73   2   6
   9 笠原 佑斗(4) 岡谷小     3,15.01   1   3
  10 宮澤 真成(3) 神明小     3,17.42   1   4
  11 宮坂 大翔(4) 神明小     3,18.68   2   7
  12 滝沢 大和(3) 小井川小     3,19.19   1   5
  13 塩入 隆清(4) 田中小     3,19.28   2   8
  14 小山 唯斗(3) 田中小(B)     3,19.86   2   9
  15 井口 蓮(3) 岡谷小     3,20.22   2  10
  16 西澤 拓(4) 岡谷小     3,20.42   1   6
  17 原 知樹(3) 上の原小     3,20.53   1   7
  18 大池 慎太郎(4) 岡谷小     3,22.39   2  11
  19 濵 蒼真(3) 岡谷小     3,23.27   2  12
  20 大橋 巧拓(4) 上の原小     3,28.36   1   8
  21 真壁 啓太(3) 田中小     3,29.39   1   9
  22 林 健太郎(3) 田中小     3,35.60   1  10
  23 平林 脩斗(3) 田中小     3,37.56   1  11
  24 今井 雄大(3) 上の原小     3,44.24   1  12
  25 今井 太惺(3) 小井川小     3,46.23   1  13

   22
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順位
   61
  155
  283

所属名 記録 備考 組

800m                

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県

4    55

小学3･4年男子

7    89 11    41

8   284 9    25

6   273 3    19

1   276 2   269

9    94 4   263

13    90 7   143

11    22 10   231

10    56 8    96

2   141 6    87

3    24 1   140

5    21 12   283

記録／備考
12   155 5    61

No. 氏  名 所属名

小学3･4年男子

800m                

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 5月17日 13:30

大会新            3,34.23

 1 伊藤 晴希(5)   3,59.94 
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 岡谷小

 2 丸山 大翔(5)   4,06.44 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ 川岸小

 3 説田 祐貴(5)   4,22.24 
ｾﾂﾀﾞ ﾕｳｷ 岡谷小

 4 宮坂 陽太(5)   4,26.93 
ﾐﾔｻｶ ﾖｳﾀ 長地小

決勝 5月17日 13:30

大会新            3,20.12

 1 佐藤 直也(6)   3,44.86 
ｻﾄｳ ﾅｵﾔ 田中小

 2 西山 晃生(6)   3,51.50 
ﾆｼﾔﾏ ｺｳｾｲ 神明小(B)

 3 横山 巧真(6)   3,53.22 
ﾖｺﾔﾏ ﾀｸﾏ 長地小

 4 佐藤 智也(6)   3,57.30 
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 田中小

 5 笠原 渉(6)   4,19.93 
ｶｻﾊﾗ ﾜﾀﾙ 上の原小

8   223

7   259

5   105

記録／備考
9   260

6   126

決勝

順 No. 氏  名 所属名

No. 氏  名 所属名 記録／備考

小学6年男子

1000m

1    31

4   183

小学5年男子

1000m               

決勝

順

2   228

3    32



決勝 5月17日  9:30

大会新  (GR )        1.10

小口 伸太郎(6) 大会新
ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 長地小

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

小学5･6年男子

走高跳              

決勝

氏  名 所属名 m90 m95 1m201m00 1m05 1m10 1m15 記録 備考
1 1   224

O O O O O  1.15O XXX



決勝 5月17日  9:20

大会新               4.14

山田 凱斗(5)   3.33   3.33   3.52    3.52 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 長地小    0.0    0.0    0.0     0.0
辛 広輝(5)   2.84   2.92   3.01    3.01 
ｼﾝ ﾋﾛｷ 田中小    0.0    0.0    0.0     0.0

-1- -2- -5- -6-

小学5年男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

2 2   258

記録 備考
1 1   229

-3- -4-



決勝 5月17日 14:15

大会新  (GR )     1,03.77

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 田中小(A)   289 濵 愛十(4)   1,08.07 

ﾊﾏ ｱｲﾄ
  262 原 和真(4)

ﾊﾗ ｶｽﾞﾏ
  288 八幡 昂樹(4)

ﾔﾊﾀ ｺｳｷ
  251 山岡 陸兎(4)

ﾔﾏｵｶ ﾘｸﾄ
 2   3 小井川小    58 北原 福人(4)   1,09.95 

ｷﾀﾊﾗ ﾌｸﾄ
   78 森 悠人(3)

ﾓﾘ ﾕｳﾄ
   60 山杢 春真(4)

ﾔﾏﾓｸ ﾊﾙﾏ
   61 宮坂 志一(4)

ﾐﾔｻｶ ｼﾝｲﾁ
 3   7 川岸小   170 上田 隼(3)   1,10.44 

ｳｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ
  175 中島 健登(4)

ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾄ
  176 向山 皓太(4)

ﾑｶｲﾔﾏ ｺｳﾀ
  174 関 温真(4)

ｾｷ ﾊﾙﾏ
 4   6 神明小(B)   156 小島 蒼葉(3)   1,11.75 

ｺｼﾞﾏ ｱｵﾊﾞ
  155 津田 和樹(3)

ﾂﾀﾞ ｶｽﾞｷ
  140 早川 隼斗(3)

ﾊﾔｶﾜ ﾊﾔﾄ
  115 日室 佑輔(3)

ﾋﾑﾛ ﾕｳｽｹ
 5   4 神明小(A)   119 池田 大地(4)   1,12.28 

ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲﾁ
  157 早出 拓(4)

ｿｳﾃﾞ ﾀｸ
  143 宮坂 大翔(4)

ﾐﾔｻｶ ﾀﾞｲﾄ
  118 小達 瑞生(4)

ｺﾀﾞﾁ ﾐｽﾞｷ
 6   2 岡谷小    22 西澤 拓(4)   1,13.57 

ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸ
   24 笠原 佑斗(4)

ｶｻﾊﾗ ﾕｳﾄ
   25 大池 慎太郎(4)

ｵｵｲｹ ｼﾝﾀﾛｳ
   21 村瀬 貴哉(4)

ﾑﾗｾ ﾀｶﾔ
 7   1 田中小(B)   275 伊藤 和輝(3)   1,14.81 

ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ
  271 比賀 大貴(3)

ﾋｶﾞ ﾀｲｷ
  270 下川 悠太(3)

ｼﾓｶﾜ ﾕｳﾀ
  269 小山 唯斗(3)

ｺﾔﾏ ﾕｲﾄ

小学3･4年男子

4×100mR            

決勝



決勝 5月17日 14:20

大会新            1,00.53

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 神明小   130 柄澤 兼二郎(5)   1,05.49 

ｶﾗｻﾜ ｹﾝｼﾞﾛｳ
  146 下田 泰平(5)

ｼﾓﾀﾞ ﾀｲﾍｲ
  144 長嶺 翔(5)

ﾅｶﾞﾐﾈ ｶｹﾙ
  121 池田 太陽(5)

ｲｹﾀﾞ ﾀｲﾖｳ
 2   2 小井川小    79 宮坂 琉介(5)   1,05.81 

ﾐﾔｻｶ ﾘｭｳｽｹ
   65 阿達 竜馬(5)

ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳﾏ
   64 青柳 匠真(5)

ｱｵﾔｷﾞ ﾀｸﾏ
   66 松山 佳嵩(5)

ﾏﾂﾔﾏ ｹｲｼｭｳ

決勝 5月17日 14:25

大会新  (GR )       57.50

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 神明小(A)   162 小口 和真(6)   1,01.50 

ｵｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ
  142 今井 康介(6)

ｲﾏｲ ｺｳｽｹ
  127 濱 忍斗(6)

ﾊﾏ ｼﾞﾝﾄ
  125 今井 晴基(6)

ｲﾏｲ ﾊﾙｷ
 2   5 神明小(B)   151 後藤 蒼巳(6)   1,01.59 

ｺﾞﾄｳ ｱｵｲ
  122 白木 洸成(6)

ｼﾛｷ ｺｳｾｲ
  126 西山 晃生(6)

ﾆｼﾔﾏ ｺｳｾｲ
  150 濵 照瑛(6)

ﾊﾏ ｼｮｳｴｲ

小学5年男子

決勝

4×100mR            

決勝

小学6年男子

4×100mR            
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