
主　催：

主　管：
日　時：
会　場：

審判長：
記録主任：

種目 決勝・予選 選手名 所属 記録 従来の記録
50歳未満男子

100ｍ
決勝 三宅　雅文 信濃境 14.57 15.00

小学2年女子
60ｍ

決勝 雨宮　ちとせ 本郷小 10.83 10.90

小学1年男子
60ｍ

決勝 野口　海燕 富士見小 11.05 11.10

中学女子
４×100ｍR

決勝 富士見中（A） 富士見中 54.84 56.80

中学男子
４×100ｍR

決勝 富士見中 富士見中 52.04 55.85

小学6年女子
3kmロードレー

決勝 阿部 真奈美 境小 12,52 12，59

50歳以上男子
走幅跳

決勝 斎藤　忠守 桜ヶ丘 3ｍ86 3ｍ07

50歳未満男子
走幅跳

決勝 三宅　雅文 信濃境 4m21 3m96

◆気象状況
時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速
9:00 晴 22.0 74.0 北東 1.1m/sec.
10:00 曇 23.0 67.0 西 0.3m/sec.
11:00 曇 23.5 64.0 西北西 0.8m/sec.

大会新記録一覧
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NPO法人富士見町体育協会

公式記録集



第４４回富士見町陸上競技選手権大会                                              
第12回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会代表候補選手選考会                      
主催：富士見町教育委員会、NPO法人富士見町体育協会                               
主管：NPO法人富士見町体育協会・陸上競技部                                       

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
06/27 50歳未満男子  -0.7三宅 雅文 14.57

100m 信濃境
06/27 三宅 雅文 4.21(+0.3)

走幅跳 信濃境 GR 
06/27 三宅 雅文 15,15

3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 信濃境
06/27 50歳以上男子  -0.7田所 吉太郎 15.52 斎藤 忠守 16.25

100m 立沢 桜ヶ丘
06/27 斎藤 忠守 3.86(0.0)

走幅跳 桜ヶ丘 GR 
06/27 田所 吉太郎 12,59 斎藤 忠守 13,37

3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 立沢 桜ヶ丘
06/27 中学男子共通   0.0名取 裕基(2) 26.36 三井 官弥(2) 30.21

200m 瀬沢新田･富士見中 桜ヶ丘･富士見中
06/27 小林 優真(2) 5.03(0.0)

走幅跳 田端･富士見中
06/27 富士見中       52.04

4x100m 三井 成起(2) GR 
小林 優真(2)
三井 官弥(2)
名取 裕基(2)

06/27 小林 亮太(2) 10,28 杉山 南(2) 10,58 桑野 杏梧(2) 11,15 細川 隼(2) 11,50
3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 神戸･富士見中 池袋･富士見中 富里･富士見中 塚平･富士見中

06/27 中学2.3年男  -0.3三井 成起(2) 12.97 名取 裕基(2) 13.03 小林 優真(2) 13.04 三井 官弥(2) 14.83
100m 大平･富士見中 瀬沢新田･富士見中 田端･富士見中 桜ヶ丘･富士見中

06/27 小林 亮太(2) 4,42.42 小林 玄(2) 4,59.26 三井 成起(2) 5,23.44
1500m 神戸･富士見中 葛窪･富士見中 大平･富士見中

06/27 小学1年男子 野口 海燕(1) 11.05 岡本 勢良(1) 12.01 雨宮 伊吹(1) 12.04 水野 大河(1) 12.10 平出 真翔(1) 12.12 植松 翔(1) 12.15 樋口 羚(1) 12.27 柳澤 旭飛(1) 12.54
60m 富士見･富士見小 GR 富士見･富士見小 乙事･本郷小 先達･境小 田端･境小 立沢･本郷小 富士見･富士見小 高森･境小

06/27 小学2年男子 清水 遥稀(2) 10.58 伊藤 幸陽(2) 10.63 間島 琉斗(2) 10.79 木次 優敢(2) 10.82 鈴木 縁(2) 10.97 髙橋 崇大(2) 新田･本郷小 11.38 平出 晃士(2) 11.47
60m 原の茶屋･富士見小 富士見ヶ丘･富士見小 南原山･富士見小 田端･境小 乙事･本郷小 植松 碧志(2) 新田･本郷小 池袋･境小

06/27 小学3年男子  +0.9平出 光晟(3) 17.10 小林 勇翔(3) 17.66 石原 浬(3) 17.77 樋口 威佐久(3) 南原山･富士見小 18.04 小林 裕太郎(3) 18.15 植松 太一(3) 19.48 水野 日向(3) 19.61
100m 信濃境･境小 栗生･富士見小 富里･富士見小 深町 東世(3) 信濃境･境小 先達･境小 立沢･本郷小 先達･境小

06/27 富士見小     1,11.84 境小     1,14.68 本郷小     1,20.21
4x100m 石原 浬(3) 深町 東世(3) 岡部 洸佑(3)

小林 勇翔(3) 水野 日向(3) 矢沢 梨空(3)
樋口 威佐久(3) 小林 裕太郎(3) 小池 優介(3)
小林 凰雅(3) 平出 光晟(3) 植松 太一(3)

06/27 平出 光晟(3) 14,01 深町 東世(3) 14,26 小林 勇翔(3) 14,54 樋口 威佐久(3) 15,13 植松 愛大(3) 17,58
3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 信濃境･境小 信濃境･境小 栗生･富士見小 南原山･富士見小 葛窪･境小

06/27 小学4年男子   0.0阿部 拓馬(4) 16.54 窪田 怜真(4) 16.58 花村 彩翔(4) 16.68 平出 大生(4) 17.23 深町 青生(4) 17.30 功力 碧唯(4) 17.49 平島 白櫂(4) 17.98
100m 信濃境･境小 桜ヶ丘･本郷小 富士見･富士見小 池袋･境小 信濃境･境小 池袋･境小 立沢･本郷小

06/27 木次 夏雪(4) 3.19(+0.6) 花村 彩翔(4) 3.18(+0.5) 平出 大生(4) 3.11(+0.2) 平島 白櫂(4) 2.90(+0.3)
走幅跳 田端･境小 富士見･富士見小 池袋･境小 立沢･本郷小

06/27 窪田 怜真(4) 13,27 功力 碧唯(4) 14,59 木次 夏雪(4) 15,02 深町 青生(4) 15,17 平島 白櫂(4) 16,09 平出 大生(4) 16,18 小林 賢伸(4) 16,30 中野 魁人(4) 17,04
3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 桜ヶ丘･本郷小 池袋･境小 田端･境小 信濃境･境小 立沢･本郷小 池袋･境小 高森･境小 高森･境小

06/27 小学5年男子  +0.3内藤 壮哉(5) 14.72 遠藤 爽磨(5) 15.38 窪田 翔真(5) 15.50 長尾 嘉成(5) 15.91 名取 勇人(5) 15.93 田所 夢太郎(5) 15.96 小松原 快仁(5) 16.02 江口 樹(5) 16.14
100m 希望ヶ丘･富士見小 塚平･富士見小 塚平･富士見小 富里･富士見小 富士見台･富士見小 立沢･本郷小 桜ヶ丘･本郷小 富里･富士見小

06/27 内藤 壮哉(5) 3.83(0.0) 窪田 翔真(5) 3.82(+0.1) 長尾 嘉成(5) 3.53(0.0) 小松原 快仁(5)3.42(0.0) 江口 樹(5) 3.35(0.0) 平出 隼翔(5) 3.26(+0.1) 太目 雅斗(5) 3.22(+0.2) 遠藤 爽磨(5) 3.02(0.0)
走幅跳 希望ヶ丘･富士見小 塚平･富士見小 富里･富士見小 桜ヶ丘･本郷小 富里･富士見小 田端･境小 新田･本郷小 塚平･富士見小



第４４回富士見町陸上競技選手権大会                                              
第12回長野県市町村対抗小学生駅伝競走大会代表候補選手選考会                      
主催：富士見町教育委員会、NPO法人富士見町体育協会                               
主管：NPO法人富士見町体育協会・陸上競技部                                       

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
06/27 富士見小     1,01.50 本郷小     1,06.23

4x100m 内藤 壮哉(5) 太目 雅斗(5)
江口 樹(5) 小松原 快仁(5)
窪田 翔真(5) 名取 一樹(5)
遠藤 爽磨(5) 田所 夢太郎(5)

06/27 田所 夢太郎(5) 11,25 久保 結貴(5) 11,59 馬場 直喜(5) 12,08 長尾 嘉成(5) 12,16 小松原 快仁(5) 12,19 井出 駿介(5) 13,06 加々見 颯太(5) 13,21 香川 稜太(5) 14,17
3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 立沢･本郷小 富士見台･富士見小 乙事･本郷小 富里･富士見小 桜ヶ丘･本郷小 富士見･富士見小 葛窪･境小 富士見･富士見小

06/27 小学6年男子  +0.3井内 琉泰(6) 14.60
100m 乙事･本郷小

06/27 井内 琉泰(6) 3.64(0.0)
走幅跳 乙事･本郷小

06/27 野中 大地(6) 13,48 井内 琉泰(6) 13,56 糀谷 薫(6) 14,50 加々見 勇輝(6) 14,58
3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 新田･本郷小 乙事･本郷小 信濃境･境小 葛窪･境小



決勝 6月27日  9:45

大会新(GR)          15.10

風速 -0.7

 1 田所 吉太郎     15.52 
ﾀﾄﾞｺﾛ ｷﾁﾀﾛｳ 立沢

 2 斎藤 忠守     16.25 
ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞﾓﾘ 桜ヶ丘

決勝 6月27日  9:45

大会新(GR)          15.00

風速 -0.7

 1 三宅 雅文     14.57 
ﾐﾔｹ ﾏｻﾌﾐ 信濃境

決勝 6月27日  9:40

大会新(GR)          11.80

風速 -0.3

 1 三井 成起(2) 大平     12.97 
ﾐﾂｲ ﾅﾘｷ 富士見中

 2 名取 裕基(2) 瀬沢新田     13.03 
ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 富士見中

 3 小林 優真(2) 田端     13.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 富士見中

 4 三井 官弥(2) 桜ヶ丘     14.83 
ﾐﾂｲ ｶﾝﾔ 富士見中

決勝 6月27日 10:55

大会新  (GR )       24.51

風速  0.0

 1 名取 裕基(2) 瀬沢新田     26.36 
ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 富士見中

 2 三井 官弥(2) 桜ヶ丘     30.21 
ﾐﾂｲ ｶﾝﾔ 富士見中

決勝 6月27日 11:00

大会新  (GR )     4,36.09

 1 小林 亮太(2) 神戸   4,42.42 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 富士見中

 2 小林 玄(2) 葛窪   4,59.26 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝ 富士見中

 3 三井 成起(2) 大平   5,23.44 
ﾐﾂｲ ﾅﾘｷ 富士見中

記録／備考
4   202

3   200

2   201

50歳以上男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

50歳未満男子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   158

大会新

3   153

4   169

5   152

中学2.3年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

中学男子共通

200m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   169

3   152

中学2.3年男子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   153

1   159

3   156



決勝 6月27日 10:40

大会新(GR)          13.20

風速 +0.3

 1 井内 琉泰(6) 乙事     14.60 
ｲｳﾁ ﾘｭｳﾀﾞｲ 本郷小

予選 6月27日  9:20
決勝 6月27日 10:40

大会新(GR)          14.10

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 -0.7

 1 内藤 壮哉(5) 希望ヶ丘     14.96 q  1 遠藤 爽磨(5) 塚平     15.39 q
ﾅｲﾄｳｿｳﾔ 富士見小 ｴﾝﾄﾞｳｿｳﾏ 富士見小

 2 窪田 翔真(5) 塚平     15.48 q  2 田所 夢太郎(5) 立沢     15.71 q
ｸﾎﾞﾀｼｮｳﾏ 富士見小 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ 本郷小

 3 名取 勇人(5) 富士見台     15.79 q  3 長尾 嘉成(5) 富里     15.84 q
ﾅﾄﾘﾕｳﾄ 富士見小 ﾅｶﾞｵﾖｼﾅﾘ 富士見小

 4 江口 樹(5) 富里     16.17 q  4 小松原 快仁(5) 桜ヶ丘     15.94 q
ｴｸﾞﾁｲﾂｷ 富士見小 ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾔﾄ 本郷小

 5 名取 一樹(5) 新田     18.20  5 太目 雅斗(5) 新田     16.94 
ﾅﾄﾘ ｶｽﾞｷ 本郷小 ｵｵﾒ ﾏｻﾄ 本郷小

 6 金井 春樹(5) 新田     18.60  6 井出 駿介(5) 富士見     17.19 
ｶﾅｲ ﾊﾙｷ 本郷小 ｲﾃﾞｼｭﾝｽｹ 富士見小

風速 +0.3

 1 内藤 壮哉(5) 希望ヶ丘     14.72 
ﾅｲﾄｳｿｳﾔ 富士見小

 2 遠藤 爽磨(5) 塚平     15.38 
ｴﾝﾄﾞｳｿｳﾏ 富士見小

 3 窪田 翔真(5) 塚平     15.50 
ｸﾎﾞﾀｼｮｳﾏ 富士見小

 4 長尾 嘉成(5) 富里     15.91 
ﾅｶﾞｵﾖｼﾅﾘ 富士見小

 5 名取 勇人(5) 富士見台     15.93 
ﾅﾄﾘﾕｳﾄ 富士見小

 6 田所 夢太郎(5) 立沢     15.96 
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ 本郷小

 7 小松原 快仁(5) 桜ヶ丘     16.02 
ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾔﾄ 本郷小

 8 江口 樹(5) 富里     16.14 
ｴｸﾞﾁｲﾂｷ 富士見小

小学6年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

記録／備考 記録／備考

所属名 記録／備考

小学5年男子

100m

1   141

   88

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 No. 氏  名 所属名

7    54

6    66

4    87

3

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5   134

順

2   106

7   110

2    69

6    94

5   111

4    95

3   131

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7    88

4    66

5    94

6   110

8    69

9    54

3   131

2    87



決勝 6月27日 10:30

大会新(GR)          15.00

風速  0.0

 1 阿部 拓馬(4) 信濃境     16.54 
ｱﾍﾞ ﾀｸﾏ 境小

 2 窪田 怜真(4) 桜ヶ丘     16.58 
ｸﾎﾞﾀ ﾚｲﾏ 本郷小

 3 花村 彩翔(4) 富士見     16.68 
ﾊﾅﾑﾗｱﾔﾄ 富士見小

 4 平出 大生(4) 池袋     17.23 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾀｲｾｲ 境小

 5 深町 青生(4) 信濃境     17.30 
ﾌｶﾏﾁ ｱｵｲ 境小

 6 功力 碧唯(4) 池袋     17.49 
ｸﾇｷﾞ ｱｵｲ 境小

 7 平島 白櫂(4) 立沢     17.98 
ﾋﾗｼﾏ ﾊｸﾄ 本郷小

決勝 6月27日 10:20

大会新(GR)          16.20

風速 +0.9

 1 平出 光晟(3) 信濃境     17.10 
ﾋﾗｲﾃﾞ ｺｳｾｲ 境小

 2 小林 勇翔(3) 栗生     17.66 
ｺﾊﾞﾔｼﾕｳﾄ 富士見小

 3 石原 浬(3) 富里     17.77 
ｲｼﾊﾗｶｲﾘ 富士見小

 4 樋口 威佐久(3) 南原山     18.04 
ﾋｸﾞﾁｲｻｸ 富士見小

 4 深町 東世(3) 信濃境     18.04 
ﾌｶﾏﾁ ﾄｳｾｲ 境小

 6 小林 裕太郎(3) 先達     18.15 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾛｳ 境小

 7 植松 太一(3) 立沢     19.48 
ｳｴﾏﾂ ﾀｲﾁ 本郷小

 8 水野 日向(3) 先達     19.61 
ﾐｽﾞﾉ ﾋｭｳｶﾞ 境小

2    26

3   107

4    41

7    92

6    10

8    47

5   133

小学4年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

小学3年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8    76

3    15

4    81

5    31

6    65

7    25

2   122

9    21



決勝 6月27日 10:05

大会新(GR)          10.22

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速  0.0

 1 清水 遥稀(2) 原の茶屋     10.58  1 伊藤 幸陽(2) 富士見ヶ丘     10.63 
ｼﾐｽﾞﾊﾙｷ 富士見小 ｲﾄｳｺｳﾖｳ 富士見小

 2 間島 琉斗(2) 南原山     10.79  2 髙橋 崇大(2) 新田     11.38 
ﾏｼﾏﾘｭｳﾄ 富士見小 ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ 本郷小

 3 木次 優敢(2) 田端     10.82  3 平出 晃士(2) 池袋     11.47 
ｺﾂｷﾞ ﾕﾀｶ 境小 ﾋﾗｲﾃﾞ ｺｳｼ 境小

 4 鈴木 縁(2) 乙事     10.97  4 功力 悠浬(2) 池袋     11.90 
ｽｽﾞｷ ｴﾆｼ 本郷小 ｸﾇｷﾞ ﾕｳﾘ 境小

 5 植松 碧志(2) 新田     11.38  5 斉藤 龍斗(2) 立沢     11.98 
ｳｴﾏﾂ ｱｵｼ 本郷小 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳﾄ 本郷小

 6 前島 拓哉(2) 塚平     11.51  6 名取 駿(2) 富士見台     12.05 
ﾏｴｼﾏﾀｸﾔ 富士見小 ﾅﾄﾘｼｭﾝ 富士見小

 7 髙野 空(2) 富士見     12.33  7 窪田 琉真(2) 塚平     12.23 
ﾀｶﾉｿﾗ 富士見小 ｸﾎﾞﾀﾘｭｳﾏ 富士見小

 8 名取 立起(2) 新田     12.58  8 長尾 充貴(2) 富里     12.30 
ﾅﾄﾘ ﾀﾂｷ 本郷小 ﾅｶﾞｵﾐﾁﾀｶ 富士見小

 9 小林 睦(2) 高森     12.65 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 境小

   1 清水 遥稀(2) 原の茶屋富士見小     10.58 (+0.5)   1   1
   2 伊藤 幸陽(2) 富士見ヶ富士見小     10.63 (0.0)   2   1
   3 間島 琉斗(2) 南原山 富士見小     10.79 (+0.5)   1   2
   4 木次 優敢(2) 田端 境小     10.82 (+0.5)   1   3
   5 鈴木 縁(2) 乙事 本郷小     10.97 (+0.5)   1   4
   6 髙橋 崇大(2) 新田 本郷小     11.38 (0.0)   2   2
   6 植松 碧志(2) 新田 本郷小     11.38 (+0.5)   1   5
   8 平出 晃士(2) 池袋 境小     11.47 (0.0)   2   3
   9 前島 拓哉(2) 塚平 富士見小     11.51 (+0.5)   1   6
  10 功力 悠浬(2) 池袋 境小     11.90 (0.0)   2   4
  11 斉藤 龍斗(2) 立沢 本郷小     11.98 (0.0)   2   5
  12 名取 駿(2) 富士見台富士見小     12.05 (0.0)   2   6
  13 窪田 琉真(2) 塚平 富士見小     12.23 (0.0)   2   7
  14 長尾 充貴(2) 富里 富士見小     12.30 (0.0)   2   8
  15 髙野 空(2) 富士見 富士見小     12.33 (+0.5)   1   7
  16 名取 立起(2) 新田 本郷小     12.58 (+0.5)   1   8
  17 小林 睦(2) 高森 境小     12.65 (+0.5)   1   9

   40

   49
  104
   32

  118
   58
   89
   68

    4
  100
   98
  121
   14
   74

備考 組 順位
   78
   97
   91

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

2    32

タイムレース

6    89

8    68

3   118

2    58

9    14

7    40

No. 氏  名 所属名

5    98

9    49

4   104

記録／備考
4    97

ﾚｰﾝ

1   121

7    74

8     4

6   100

3    78

5    91

小学2年男子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 6月27日  9:50

大会新(GR)          11.10

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速  0.0

 1 岡本 勢良(1) 富士見     12.01  1 野口 海燕(1) 富士見     11.05 
ｵｶﾓﾄ ｾﾗ 富士見小 ﾉｸﾞﾁｶｲｴﾝ 富士見小

 2 水野 大河(1) 先達     12.10  2 雨宮 伊吹(1) 乙事     12.04 
ﾐｽﾞﾉ ﾀｲｶﾞ 境小 ｱﾒﾐﾔ ｲﾌﾞｷ 本郷小

 3 植松 翔(1) 立沢     12.15  3 平出 真翔(1) 田端     12.12 
ｳｴﾏﾂ ｶｹﾙ 本郷小 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾏﾅﾄ 境小

 4 樋口 羚(1) 富士見     12.27  4 柳澤 旭飛(1) 高森     12.54 
ﾋｸﾞﾁﾚｲ 富士見小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｻﾋ 境小

 5 梓澤 岳大(1) 田端     13.15  5 寺尾 壮平(1) 富士見     12.65 
ｱｽﾞｻﾜ ﾀｹﾋﾛ 境小 ﾃﾗｵｿｳﾍｲ 富士見小

 6 中野 渚音(1) 高森     13.54  6 進藤 健(1) 池袋     13.19 
ﾅｶﾉ ｼｮｰﾝ 境小 ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ 境小

   1 野口 海燕(1) 富士見 富士見小     11.05 (0.0) 大会新   2   1
   2 岡本 勢良(1) 富士見 富士見小     12.01 (0.0)   1   1
   3 雨宮 伊吹(1) 乙事 本郷小     12.04 (0.0)   2   2
   4 水野 大河(1) 先達 境小     12.10 (0.0)   1   2
   5 平出 真翔(1) 田端 境小     12.12 (0.0)   2   3
   6 植松 翔(1) 立沢 本郷小     12.15 (0.0)   1   3
   7 樋口 羚(1) 富士見 富士見小     12.27 (0.0)   1   4
   8 柳澤 旭飛(1) 高森 境小     12.54 (0.0)   2   4
   9 寺尾 壮平(1) 富士見 富士見小     12.65 (0.0)   2   5
  10 梓澤 岳大(1) 田端 境小     13.15 (0.0)   1   5
  11 進藤 健(1) 池袋 境小     13.19 (0.0)   2   6
  12 中野 渚音(1) 高森 境小     13.54 (0.0)   1   6

組

   22
   11
  119
   64

   17

    2
   85
   46
   23

   52
   93
  139

所属名 記録（風） 備考

3    23

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 順位

5     2

2    85

4   139

7    11

記録／備考
6    52

大会新

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2    46

4    17

3   119

7    64

5    93

6    22

小学1年男子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 6月27日 11:45

大会新  (GR )       55.85

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 富士見中   153 三井 成起(2)     52.04 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ﾐﾂｲ ﾅﾘｷ 大会新
  158 小林 優真(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ
  152 三井 官弥(2)

ﾐﾂｲ ｶﾝﾔ
  169 名取 裕基(2)

ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ

中学男子共通

4x100m              

決勝



決勝 6月27日 11:35

大会新  (GR )     1,01.40

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 富士見小    66 内藤 壮哉(5)   1,01.50 

ﾌｼﾞﾐｼｮｳ ﾅｲﾄｳｿｳﾔ
   87 江口 樹(5)

ｴｸﾞﾁｲﾂｷ
   88 窪田 翔真(5)

ｸﾎﾞﾀｼｮｳﾏ
   94 遠藤 爽磨(5)

ｴﾝﾄﾞｳｿｳﾏ
 2   7 本郷小   111 太目 雅斗(5)   1,06.23 

ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳ ｵｵﾒ ﾏｻﾄ
  131 小松原 快仁(5)

ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾔﾄ
  106 名取 一樹(5)

ﾅﾄﾘ ｶｽﾞｷ
  110 田所 夢太郎(5)

ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ

決勝 6月27日 11:35

大会新  (GR )     1,03.13

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
  5 境小    10 平出 大生(4)

ｻｶｲｼｮｳ ﾋﾗｲﾃﾞ ﾀｲｾｲ 失格
   47 阿部 拓馬(4)

ｱﾍﾞ ﾀｸﾏ
   26 深町 青生(4)

ﾌｶﾏﾁ ｱｵｲ
    5 木次 夏雪(4)

ｺﾂｷﾞ ﾅﾂｷ

決勝 6月27日 11:35

大会新(GR)        1,08.53

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 富士見小    76 石原 浬(3)   1,11.84 

ﾌｼﾞﾐｼｮｳ ｲｼﾊﾗｶｲﾘ
   81 小林 勇翔(3)

ｺﾊﾞﾔｼﾕｳﾄ
   65 樋口 威佐久(3)

ﾋｸﾞﾁｲｻｸ
   80 小林 凰雅(3)

ｺﾊﾞﾔｼｵｳｶﾞ
 2   4 境小    25 深町 東世(3)   1,14.68 

ｻｶｲｼｮｳ ﾌｶﾏﾁ ﾄｳｾｲ
   21 水野 日向(3)

ﾐｽﾞﾉ ﾋｭｳｶﾞ
   31 小林 裕太郎(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾛｳ
   15 平出 光晟(3)

ﾋﾗｲﾃﾞ ｺｳｾｲ
 3   2 本郷小   135 岡部 洸佑(3)   1,20.21 

ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳ ｵｶﾍﾞ ｺｳｽｹ
  102 矢沢 梨空(3)

ﾔｻﾞﾜ ﾘｸ
  124 小池 優介(3)

ｺｲｹ ﾕｳｽｹ
  122 植松 太一(3)

ｳｴﾏﾂ ﾀｲﾁ

決勝

4x100m              

決勝

小学3年男子

4x100m

小学5年男子

4x100m              

決勝

小学4年男子



決勝 6月27日  9:00

大会新  (GR )        3.07

斎藤 忠守    -   3.86   3.55    3.86 大会新
ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞﾓﾘ 桜ヶ丘    0.0   +0.1     0.0

決勝 6月27日  9:00

大会新  (GR )        3.96

三宅 雅文   3.80   4.21   3.96    4.21 大会新
ﾐﾔｹ ﾏｻﾌﾐ 信濃境   +0.1   +0.3   +0.4    +0.3

決勝 6月27日  9:00

大会新(GR)           5.95

小林 優真(2) 田端   3.77   5.03   4.94    5.03 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 富士見中   +0.1    0.0   -0.1     0.0

記録 備考
1 1   200

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

50歳以上男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

50歳未満男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 1   201

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

中学男子共通

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 1   158

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



決勝 6月27日  9:00

大会新(GR)           4.44

井内 琉泰(6) 乙事   3.64   3.56   3.48    3.64 
ｲｳﾁ ﾘｭｳﾀﾞｲ 本郷小    0.0   +0.1    0.0     0.0

決勝 6月27日  9:00

大会新(GR)           4.13

内藤 壮哉(5) 希望ヶ丘   3.80   3.83    X    3.83 
ﾅｲﾄｳｿｳﾔ 富士見小    0.0    0.0     0.0
窪田 翔真(5) 塚平   3.82    X   3.69    3.82 
ｸﾎﾞﾀｼｮｳﾏ 富士見小   +0.1   +0.2    +0.1
長尾 嘉成(5) 富里   3.53   3.32    X    3.53 
ﾅｶﾞｵﾖｼﾅﾘ 富士見小    0.0   -0.1     0.0
小松原 快仁(5) 桜ヶ丘    -   3.42   3.25    3.42 
ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾔﾄ 本郷小    0.0    0.0     0.0
江口 樹(5) 富里   3.35   3.25    X    3.35 
ｴｸﾞﾁｲﾂｷ 富士見小    0.0   -0.1     0.0
平出 隼翔(5) 田端   3.26   3.10   3.21    3.26 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾊﾔﾄ 境小   +0.1    0.0    0.0    +0.1
太目 雅斗(5) 新田    -   2.91   3.22    3.22 
ｵｵﾒ ﾏｻﾄ 本郷小   +0.1   +0.2    +0.2
遠藤 爽磨(5) 塚平    -   3.02    X    3.02 
ｴﾝﾄﾞｳｿｳﾏ 富士見小    0.0     0.0
名取 勇人(5) 富士見台    X    X   3.01    3.01 
ﾅﾄﾘﾕｳﾄ 富士見小    0.0     0.0
井出 駿介(5) 富士見   2.85   3.00   2.98    3.00 
ｲﾃﾞｼｭﾝｽｹ 富士見小    0.0   +0.1    0.0    +0.1
名取 一樹(5) 新田    -   2.60   2.88    2.88 
ﾅﾄﾘ ｶｽﾞｷ 本郷小    0.0    0.0     0.0
植松 心大(5) 葛窪   2.81   2.86   2.76    2.86 
ｳｴﾏﾂ ｼﾝﾀ 境小   -0.2   -0.1   +0.2    -0.1
香川 稜太(5) 富士見   2.43   2.62   2.55    2.62 
ｶｶﾞﾜﾘｮｳﾀ 富士見小    0.0    0.0    0.0     0.0
金井 春樹(5) 新田    -    X    X 記録なし
ｶﾅｲ ﾊﾙｷ 本郷小

決勝 6月27日  9:00

大会新(GR)           3.87

木次 夏雪(4) 田端   3.19   2.97   3.18    3.19 
ｺﾂｷﾞ ﾅﾂｷ 境小   +0.6    0.0    0.0    +0.6
花村 彩翔(4) 富士見   3.18   2.92   2.87    3.18 
ﾊﾅﾑﾗｱﾔﾄ 富士見小   +0.5   +0.2   -0.1    +0.5
平出 大生(4) 池袋   3.11    X    X    3.11 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾀｲｾｲ 境小   +0.2    +0.2
平島 白櫂(4) 立沢   2.90   2.58   2.55    2.90 
ﾋﾗｼﾏ ﾊｸﾄ 本郷小   +0.3   +0.4    0.0    +0.3

1   134

12 7    27

13 9    86

10 3    95

11 8   106

8 13    94

9 11    54

6 6     9

7 2   111

4 14   131

5 5    87

2 4    88

3 12    69

記録 備考
1 10    66

-3- -4- -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 -1- -2-

小学6年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 1   141

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

小学4年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 3     5

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

4 2   107

2 4    92

3 1    10



決勝 6月27日 12:20

大会新  (GR )       10,48

 1 田所 吉太郎     12,59 
ﾀﾄﾞｺﾛ ｷﾁﾀﾛｳ 立沢

 2 斎藤 忠守     13,37 
ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞﾓﾘ 桜ヶ丘

決勝 6月27日 12:20

大会新  (GR )       10,13

 1 三宅 雅文     15,15 
ﾐﾔｹ ﾏｻﾌﾐ 信濃境

決勝 6月27日 12:20

大会新  (GR )       10,16

 1 小林 亮太(2) 神戸     10,28 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 富士見中

 2 杉山 南(2) 池袋     10,58 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾅﾐ 富士見中

 3 桑野 杏梧(2) 富里     11,15 
ｸﾜﾉ ｷｮｳｺﾞ 富士見中

 4 細川 隼(2) 塚平     11,50 
ﾎｿｶﾜ ﾊﾔﾄ 富士見中

決勝 6月27日 12:20

大会新(GR)          10,23

 1 野中 大地(6) 新田     13,48 
ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 本郷小

 2 井内 琉泰(6) 乙事     13,56 
ｲｳﾁ ﾘｭｳﾀﾞｲ 本郷小

 3 糀谷 薫(6) 信濃境     14,50 
ｺｳｼﾞﾔ ｶｵﾙ 境小

 4 加々見 勇輝(6) 葛窪     14,58 
ｶｶﾞﾐ ﾕｳｷ 境小

記録／備考
2   202

1   200

1   201

50歳以上男子

3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名

50歳未満男子

3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

中学男子共通

3kmロードレース     

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   145

4   159

1   161

No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   151

2   103

4   141

小学6年男子

3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

決勝

順

3    44

1     1



決勝 6月27日 12:20

大会新  (GR )       11,15

 1 田所 夢太郎(5) 立沢     11,25 
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ 本郷小

 2 久保 結貴(5) 富士見台     11,59 
ｸﾎﾞﾕｳｷ 富士見小

 3 馬場 直喜(5) 乙事     12,08 
ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾅｵｷ 本郷小

 4 長尾 嘉成(5) 富里     12,16 
ﾅｶﾞｵﾖｼﾅﾘ 富士見小

 5 小松原 快仁(5) 桜ヶ丘     12,19 
ｺﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾔﾄ 本郷小

 6 井出 駿介(5) 富士見     13,06 
ｲﾃﾞｼｭﾝｽｹ 富士見小

 7 加々見 颯太(5) 葛窪     13,21 
ｶｶﾞﾐ ﾊﾔﾀ 境小

 8 香川 稜太(5) 富士見     14,17 
ｶｶﾞﾜﾘｮｳﾀ 富士見小

 9 植松 心大(5) 葛窪     15,01 
ｳｴﾏﾂ ｼﾝﾀ 境小

10 平出 隼翔(5) 田端     15,02 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾊﾔﾄ 境小

11 進藤 一騎(5) 池袋     15,18 
ｼﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞｷ 境小

12 金井 春樹(5) 新田     15,35 
ｶﾅｲ ﾊﾙｷ 本郷小

13 名取 一樹(5) 新田     16,02 
ﾅﾄﾘ ｶｽﾞｷ 本郷小

決勝 6月27日 12:20

大会新(GR)          11,55

 1 窪田 怜真(4) 桜ヶ丘     13,27 
ｸﾎﾞﾀ ﾚｲﾏ 本郷小

 2 功力 碧唯(4) 池袋     14,59 
ｸﾇｷﾞ ｱｵｲ 境小

 3 木次 夏雪(4) 田端     15,02 
ｺﾂｷﾞ ﾅﾂｷ 境小

 4 深町 青生(4) 信濃境     15,17 
ﾌｶﾏﾁ ｱｵｲ 境小

 5 平島 白櫂(4) 立沢     16,09 
ﾋﾗｼﾏ ﾊｸﾄ 本郷小

 6 平出 大生(4) 池袋     16,18 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾀｲｾｲ 境小

 7 小林 賢伸(4) 高森     16,30 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾌﾞ 境小

 8 中野 魁人(4) 高森     17,04 
ﾅｶﾉ ｶｲﾄ 境小

決勝 6月27日 12:20

大会新(GR)          12,23

 1 平出 光晟(3) 信濃境     14,01 
ﾋﾗｲﾃﾞ ｺｳｾｲ 境小

 2 深町 東世(3) 信濃境     14,26 
ﾌｶﾏﾁ ﾄｳｾｲ 境小

 3 小林 勇翔(3) 栗生     14,54 
ｺﾊﾞﾔｼﾕｳﾄ 富士見小

 4 樋口 威佐久(3) 南原山     15,13 
ﾋｸﾞﾁｲｻｸ 富士見小

 5 植松 愛大(3) 葛窪     17,58 
ｳｴﾏﾂ ｶﾅﾀ 境小
水野 日向(3) 先達
ﾐｽﾞﾉ ﾋｭｳｶﾞ 境小

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   110

8    90

小学5年男子
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順
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1    86

6    95

2     9

9    24

4    27

3   106

7   134

小学4年男子
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決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

2     5

5   133

4    41

6    10

1    26

7   107

3    37

8    18

小学3年男子

3kmﾛｰﾄﾞﾚｰｽ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

3    81

2    15

5    25

4    21
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1    65

6    28
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