
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
小学４年
女子100ｍ

決勝 増田　藍 豊田小 15.64 15.77

中学3年
男子100ｍ

決勝 松本　陸 上諏訪中3 12.37 12.80

小学6年
女子走幅跳

決勝 柿澤　摩歩 高島小 3ｍ94 3ｍ79

中学共通
男子走幅跳

決勝 松本　陸 上諏訪中3 6ｍ38 5ｍ90

小学5年
男子100ｍ

決勝 伊藤　陽斗 中州小 14.41 14.58

小学5年
女子100ｍ

決勝 藤森　七海 湖南小 14.81 14.93

小泉　春花 城南小 3,27.59
岡崎　七海 中州小 3,28.20
小林　季生 諏訪市陸協 4,09.52
湯澤　亮太 信濃むつみ 4,09.54
金澤　拓則 諏訪市陸協 4,12.15

50歳以上
男子1500ｍ

決勝 谷川　秀樹 諏訪市陸協 5,01.23 5,24.75

◆気象状況
時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速
8:30 曇 23.0 67.0 0.0m/sec.
9:00 曇 23.0 52.0 南東 1.5m/sec.
10:00 曇 24.0 53.0 南東 0.1m/sec.
11:00 曇 24.5 60.0 南 2.2m/sec.
12:00 曇 23.0 63.0 南西 0.8m/sec.
13:00 晴 23.0 59.0 南西 1.0m/sec.

高校一般男子
15～29歳1500

ｍ
決勝 4,43.41

第67回諏訪市スポーツ祭　陸上競技大会

諏訪市
諏訪市教育委員会
諏訪市体育連盟

公式記録集

小学6年
女子1000ｍ

決勝 3.29.87

大会新記録一覧

平成27年6月14日（日）
茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：203100）
倉田　圭二
森　安夫

諏訪市陸上競技協会



主催：諏訪市 諏訪市教育委員会 諏訪市体育連盟                                    
主管：諏訪市陸上競技協会                                                        
後援：㈱長野日報社諏訪市民新聞社エルシーブイ                                    

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
06/14 16～29歳男子 小林 季生 4,09.52 湯澤 亮太(3) 4,09.54 金澤 拓則 4,12.15

1500m 一般･諏訪市陸協 GR 一般･信濃むつみ GR 一般･諏訪市陸協 GR 
06/14 50歳以上男子 谷川 秀樹 5,01.23

1500m 一般･諏訪市陸協 GR 
06/14 小学1年男子 増田 祐輝(1) 11.59 山崎 騰雷(1) 11.72 鮎沢 康介(1) 11.92 茅野琥有斗(1) 11.96 小尾 優太(1) 11.97 竹内 栄人(1) 11.98 栗原 賢(1) 小学生･城南小 12.00

60m 小学生･四賀小 小学生･四賀小 小学生･城南小 小学生･高島小 小学生･中洲小 小学生･城南小 蟹江 空紳(1) 小学生･湖南小
06/14 小学2年男子 遠藤晄(2) 10.52 小溝 悠晟(2) 10.52 松木 勇人(2) 10.57 吉澤 陸也(2) 10.95 中村 慶二郎(2) 小学生･湖南小 10.96 鈴木 薫平(2) 10.98 田中 陽介(2) 11.07

60m 小学生･高島小 小学生･城南小 小学生･四賀小 小学生･中洲小 藤森 心吾(2) 小学生･城南小 小学生･湖南小 小学生･城南小
06/14 小学3年男子 小口 蒼葉(3) 15.84 大蔵 郁斗(3) 16.64 中村 奏太(3) 16.74 藤森 大地(3) 17.10 赤羽 琉翔(3) 17.14 加室 澄風(3) 17.30 山崎夏月(3) 小学生･高島小 17.44

100m 小学生･豊田小 小学生･中洲小 小学生･中洲小 小学生･湖南小 小学生･中洲小 小学生･城南小 北原将道(3) 小学生･高島小
06/14 西谷 優希(3) 3.16(0.0) 笠原 幹人(3) 2.86(-1.0) 北原 夕真(3) 2.64(-0.1)

走幅跳 小学生･城南小 小学生･城北小 小学生･城南小
06/14 小学4年男子 瀬川 颯斗(4) 15.78 上原 誠人(4) 15.81 矢澤 陵平(4) 16.16 臼井 伶(4) 16.21 宮下 和秀(4) 16.30 松山 貴大(4) 16.56 金子 和優(4) 16.57 小平 晋太郎(4) 16.72

100m 小学生･城北小 小学生･中洲小 小学生･中洲小 小学生･城南小 小学生･湖南小 小学生･四賀小 小学生･湖南小 小学生･中洲小
06/14 遠藤 優裕(4) 3,44.55 宮下 翔弥(4) 3,44.64 両角 倖輝(4) 3,55.28 藤森 琢矢(4) 3,56.43 里見 大成(4) 4,00.31 小池 悠斗(4) 4,01.48 三井 翔太(4) 4,13.48

1000m 小学生･城南小 小学生･湖南小 小学生･中洲小 小学生･湖南小 小学生･四賀小 小学生･湖南小 小学生･城北小
06/14 坂口 壱昊(4) 2.56(-0.5) 福島 大翔(4) 2.54(+0.2)

走幅跳 小学生･中洲小 小学生･中洲小
06/14 小学5年男子 伊藤 陽斗(5) 14.41 漆戸 柊哉(5) 14.93 芳澤 大樹(5) 15.85 金井 翔和(5) 15.89 大音 昂輝(5) 15.96 守谷 翼(5) 16.35 原田 朔慎(5) 16.59 菅沼 和成(5) 16.89

100m 小学生･中洲小 GR 小学生･湖南小 小学生･四賀小 小学生･中洲小 小学生･城南小 小学生･四賀小 小学生･中洲小 小学生･湖南小
06/14 井出 雅人(5) 3,36.91 林 幸史郎(5) 3,43.45 小泉　陽貴(5) 3,43.78 白鳥輝星(5) 3,44.05 小林 奏太(5) 3,50.64 種山 遥歩(5) 3,51.08 中村 崚太郎(5) 4,07.73

1000m 小学生･城南小 小学生･城南小 小学生･豊田小 小学生･高島小 小学生･湖南小 小学生･城南小 小学生･湖南小
06/14 金子 温貴(5) 3.49(+0.9) 笠原 郁弥(5) 3.31(+0.2) 清水 楓(5) 3.02(-0.2)

走幅跳 小学生･中洲小 小学生･城北小 小学生･四賀小
06/14 中洲小(A)     1,02.77 湖南小     1,04.42 中洲小(B)     1,06.11

4x100m 大蔵 斗真(5) 中村 崚太郎(5) 坂口 壱昊(4)
金井 翔和(5) 原田 朔慎(5)
増澤 駿太(5) 砂川 雄哉(4)
伊藤 陽斗(5) 金子 温貴(5)

06/14 小学6年男子  -0.9山内 翔太(6) 14.35 伊藤 龍生(6) 14.40 岡田 遥人(6) 14.68 鈴木 千紘(6) 15.22 松崎 恭一朗(6) 15.41 花岡 凌一朗(6) 15.49 小松 遼南(6) 15.94
100m 小学生･城南小 小学生･中洲小 小学生･城南小 小学生･湖南小 小学生･湖南小 小学生･城南小 小学生･四賀小

06/14 吉岡伶(6) 3,17.54 小松 拓叶(6) 3,26.84 両角 立輝(6) 3,34.32 三輪 浩太郎(6) 3,54.02
1000m 小学生･高島小 小学生･城南小 小学生･中洲小 小学生･湖南小

06/14 杉村 直俊(6) 3.79(0.0) 田村 蓮(6) 3.59(0.0) 北原 伊吹(6) 3.55(+0.5) 遠藤 雄斗(6) 3.43(0.0)
走幅跳 小学生･城南小 小学生･湖南小 小学生･四賀小 小学生･中洲小

06/14 湖南小     1,00.94 四賀小     1,04.90
4x100m 三輪 浩太郎(6) 守谷 翼(5)

田村 蓮(6) 小松 遼南(6)
松崎 恭一朗(6) 芳澤 大樹(5)
鈴木 千紘(6) 清水 楓(5)

06/14 中学1年男子  +0.1一之瀬 大介(1) 13.56 田口 利彦(1) 14.84
100m 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中

06/14 中学3年男子  +0.1松本  陸(3) 12.37 前田 陸(3) 13.29
100m 中学生･上諏訪中 GR 中学生･上諏訪中

06/14 中学共通男子  +1.1一之瀬 大介(1) 27.77
200m 中学生･上諏訪中

06/14 小沢 直希(3) 4,51.71 柳澤 光(2) 4,59.74 西澤 裕斗(3) 5,05.44 児玉 光輝(2) 5,08.73 三井 晃太(1) 5,09.57 笠原 武流(1) 5,19.59 西澤 駿(1) 5,55.31
1500m 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪中 中学生･上諏訪中

06/14 松本  陸(3) 6.38(+0.4)
走幅跳 中学生･上諏訪中 GR



決勝 6月14日 12:15

大会新  (GR )     5,24.75

 1 谷川 秀樹 一般   5,01.23 
ﾀﾆｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 諏訪市陸協

決勝 6月14日 12:15

大会新  (GR )     4,43.41

 1 小林 季生 一般   4,09.52 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ 諏訪市陸協

 2 湯澤 亮太(3) 一般   4,09.54 
ﾕｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 信濃むつみ

 3 金澤 拓則 一般   4,12.15 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 諏訪市陸協
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11   300
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50歳以上男子

1500m               
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決勝 6月14日  9:40

大会新(GR)    12.80

風速 +0.1

 1 松本  陸(3) 中学生     12.37 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 上諏訪中

 2 前田 陸(3) 中学生     13.29 
ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ 上諏訪中

決勝 6月14日  9:40

大会新(GR)    12.79

風速 +0.1

 1 一之瀬 大介(1) 中学生     13.56 
ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ 上諏訪中

 2 田口 利彦(1) 中学生     14.84 
ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ 上諏訪中

決勝 6月14日 11:20

大会新(GR)    25.32

風速 +1.1

 1 一之瀬 大介(1) 中学生     27.77 
ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ 上諏訪中

決勝 6月14日 12:15

大会新(GR)    4,23.83

 1 小沢 直希(3) 中学生   4,51.71 
ｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 上諏訪中

 2 柳澤 光(2) 中学生   4,59.74 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 上諏訪中

 3 西澤 裕斗(3) 中学生   5,05.44 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 上諏訪中

 4 児玉 光輝(2) 中学生   5,08.73 
ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ 上諏訪中

 5 三井 晃太(1) 中学生   5,09.57 
ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 上諏訪中

 6 笠原 武流(1) 中学生   5,19.59 
ｶｻﾊﾗ ﾀｹﾙ 諏訪中

 7 西澤 駿(1) 中学生   5,55.31 
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｭﾝ 上諏訪中
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決勝 6月14日 11:10

大会新(GR)          12.28

風速 -0.9

 1 山内 翔太(6) 小学生     14.35 
ﾔﾏｳﾁ ｼｮｳﾀ 城南小

 2 伊藤 龍生(6) 小学生     14.40 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 中洲小

 3 岡田 遥人(6) 小学生     14.68 
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 城南小

 4 鈴木 千紘(6) 小学生     15.22 
ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 湖南小

 5 松崎 恭一朗(6) 小学生     15.41 
ﾏﾂｻﾞｷ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 湖南小

 6 花岡 凌一朗(6) 小学生     15.49 
ﾊﾅｵｶ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ 城南小

 7 小松 遼南(6) 小学生     15.94 
ｺﾏﾂ ﾊﾙﾅ 四賀小

決勝 6月14日 10:50

大会新(GR)    14.58

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -1.5

 1 大音 昂輝(5) 小学生     15.96  1 伊藤 陽斗(5) 小学生     14.41 
ｵｵﾄ ｺｳｷ 城南小 ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 中洲小

 2 守谷 翼(5) 小学生     16.35  2 漆戸 柊哉(5) 小学生     14.93 
ﾓﾘﾔ ﾂﾊﾞｻ 四賀小 ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 湖南小

 3 菅沼 和成(5) 小学生     16.89  3 芳澤 大樹(5) 小学生     15.85 
ｽｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 湖南小 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｷ 四賀小

 4 大蔵 斗真(5) 小学生     16.94  4 金井 翔和(5) 小学生     15.89 
ｵｵｸﾗ ﾄｳﾏ 中洲小 ｶﾅｲ ﾄﾜ 中洲小

 5 増澤 駿太(5) 小学生     17.36  5 原田 朔慎(5) 小学生     16.59 
ﾏｽｻﾞﾜ ｼｭﾝﾀ 中洲小 ﾊﾗﾀﾞ ｻｸﾏ 中洲小

   1 伊藤 陽斗(5) 小学生 中洲小     14.41 (-1.5) 大会新   2   1
   2 漆戸 柊哉(5) 小学生 湖南小     14.93 (-1.5)   2   2
   3 芳澤 大樹(5) 小学生 四賀小     15.85 (-1.5)   2   3
   4 金井 翔和(5) 小学生 中洲小     15.89 (-1.5)   2   4
   5 大音 昂輝(5) 小学生 城南小     15.96 (0.0)   1   1
   6 守谷 翼(5) 小学生 四賀小     16.35 (0.0)   1   2
   7 原田 朔慎(5) 小学生 中洲小     16.59 (-1.5)   2   5
   8 菅沼 和成(5) 小学生 湖南小     16.89 (0.0)   1   3
   9 大蔵 斗真(5) 小学生 中洲小     16.94 (0.0)   1   4
  10 増澤 駿太(5) 小学生 中洲小     17.36 (0.0)   1   5
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決勝 6月14日  9:20

大会新(GR)    15.38

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速  0.0

 1 矢澤 陵平(4) 小学生     16.16  1 瀬川 颯斗(4) 小学生     15.78 
ﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳﾍｲ 中洲小 ｾｶﾞﾜ ﾊﾔﾄ 城北小

 2 松山 貴大(4) 小学生     16.56  2 上原 誠人(4) 小学生     15.81 
ﾏﾂﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 四賀小 ｳｴﾊﾗ ﾏｻﾄ 中洲小

 3 金子 和優(4) 小学生     16.57  3 臼井 伶(4) 小学生     16.21 
ｶﾈｺ ｶｽﾞﾔ 湖南小 ｳｽｲ ﾚｲ 城南小

 4 小平 晋太郎(4) 小学生     16.72  4 宮下 和秀(4) 小学生     16.30 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 中洲小 ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 湖南小

 5 遠藤颯(4) 小学生     16.78  5 松崎 亮吾(4) 小学生     17.08 
ｴﾝﾄﾞｳﾊﾔﾃ 高島小 ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳｺﾞ 湖南小

 6 小山 歓太(4) 小学生     17.02  6 松木 凌一(4) 小学生     17.24 
ｺﾔﾏ ｶﾝﾀ 城南小 ﾏﾂｷ ﾘｮｳｲﾁ 四賀小

 7 加藤 良碩(4) 小学生     18.01  7 高坂 祥太(4) 小学生     18.18 
ｶﾄｳ ﾖｼﾐﾁ 湖南小 ｺｳｻｶ ｼｮｳﾀ 中洲小

 8 砂川 雄哉(4) 小学生     18.06  8 込山 駿(4) 小学生     19.49 
ｽﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾔ 中洲小 ｺﾐﾔﾏ ｼｭﾝ 四賀小

   1 瀬川 颯斗(4) 小学生 城北小     15.78 (0.0)   2   1
   2 上原 誠人(4) 小学生 中洲小     15.81 (0.0)   2   2
   3 矢澤 陵平(4) 小学生 中洲小     16.16 (+0.4)   1   1
   4 臼井 伶(4) 小学生 城南小     16.21 (0.0)   2   3
   5 宮下 和秀(4) 小学生 湖南小     16.30 (0.0)   2   4
   6 松山 貴大(4) 小学生 四賀小     16.56 (+0.4)   1   2
   7 金子 和優(4) 小学生 湖南小     16.57 (+0.4)   1   3
   8 小平 晋太郎(4) 小学生 中洲小     16.72 (+0.4)   1   4
   9 遠藤颯(4) 小学生 高島小     16.78 (+0.4)   1   5
  10 小山 歓太(4) 小学生 城南小     17.02 (+0.4)   1   6
  11 松崎 亮吾(4) 小学生 湖南小     17.08 (0.0)   2   5
  12 松木 凌一(4) 小学生 四賀小     17.24 (0.0)   2   6
  13 加藤 良碩(4) 小学生 湖南小     18.01 (+0.4)   1   7
  14 砂川 雄哉(4) 小学生 中洲小     18.06 (+0.4)   1   8
  15 高坂 祥太(4) 小学生 中洲小     18.18 (0.0)   2   7
  16 込山 駿(4) 小学生 四賀小     19.49 (0.0)   2   8
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決勝 6月14日  8:45

大会新  (GR )       15.69

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +0.5

 1 大蔵 郁斗(3) 小学生     16.64  1 小口 蒼葉(3) 小学生     15.84 
ｵｵｸﾗ ｲｸﾄ 中洲小 ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 豊田小

 2 中村 奏太(3) 小学生     16.74  2 藤森 大地(3) 小学生     17.10 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾀ 中洲小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ 湖南小

 3 北原将道(3) 小学生     17.44  3 曽我 佑治郎(3) 小学生     18.20 
ｷﾀﾊﾗﾏｻﾐﾁ 高島小 ｿｶﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 四賀小

 4 漆戸 遥希(3) 小学生     17.94  4 中島 隆斗(3) 小学生     18.23 
ｳﾙｼﾄﾞ ﾊﾙｷ 湖南小 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｶﾄ 中洲小

 5 平出 瑞輝(3) 小学生     18.04  5 神通川 惇(3) 小学生     19.16 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾐｽﾞｷ 四賀小 ｼﾞﾝﾂｳｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 中洲小

 6 林 賢史郎(3) 小学生     18.34  6 齋藤 光佑(3) 小学生     19.26 
ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾛｳ 城南小 ｻｲﾄｳ ｺｳｽｹ 中洲小

 7 柴原 桂介(3) 小学生     18.44  7 小口 克仁(3) 小学生     20.35 
ｼﾊﾞﾊﾗ ｹｲｽｹ 城南小 ｵｸﾞﾁ ｶﾂﾋﾄ 城南小

 8 守谷 虎太郎(3) 小学生     18.54 山田 那由多(3) 小学生
ﾓﾘﾔ ｺﾀﾛｳ 四賀小 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾕﾀ 城南小

[ 3組] 風速 -2.1 [ 4組] 風速 -1.9

 1 赤羽 琉翔(3) 小学生     17.14  1 加室 澄風(3) 小学生     17.30 
ｱｶﾊﾈ ﾘｭｳﾄ 中洲小 ｶﾑﾛ ｽﾐｶｾﾞ 城南小

 2 山崎夏月(3) 小学生     17.44  2 伊藤 稜真(3) 小学生     17.91 
ﾔﾏｻﾞｷｶﾂｷ 高島小 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 湖南小

 3 藤森 大和(3) 小学生     17.51  3 増田 翔太(3) 小学生     18.05 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾔﾏﾄ 中洲小 ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 四賀小

 4 伊藤 気吹(3) 小学生     17.52  4 荒木 恒平(3) 小学生     18.45 
ｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 湖南小 ｱﾗｷ ｺｳﾍｲ 四賀小

 5 相馬未来(3) 小学生     17.57  5 矢﨑 悠哉(3) 小学生     18.98 
ｿｳﾏ ﾐﾗｲ 四賀小 ﾔｻﾞｷ ﾕｳﾔ 城南小

 6 五味 駿矢(3) 小学生     18.39  6 岡本 大知(3) 小学生     19.15 
ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾔ 城南小 ｵｶﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 中洲小

 7 瀬戸 昴(3) 小学生     18.70 田中 利彦(3) 小学生
ｾﾄ ｽﾊﾞﾙ 城南小 ﾀﾅｶ ﾄｼﾋｺ 中洲小

   1 小口 蒼葉(3) 小学生 豊田小     15.84 (+0.5)   2   1
   2 大蔵 郁斗(3) 小学生 中洲小     16.64 (+0.4)   1   1
   3 中村 奏太(3) 小学生 中洲小     16.74 (+0.4)   1   2
   4 藤森 大地(3) 小学生 湖南小     17.10 (+0.5)   2   2
   5 赤羽 琉翔(3) 小学生 中洲小     17.14 (-2.1)   3   1
   6 加室 澄風(3) 小学生 城南小     17.30 (-1.9)   4   1
   7 山崎夏月(3) 小学生 高島小     17.44 (-2.1)   3   2
   7 北原将道(3) 小学生 高島小     17.44 (+0.4)   1   3
   9 藤森 大和(3) 小学生 中洲小     17.51 (-2.1)   3   3
  10 伊藤 気吹(3) 小学生 湖南小     17.52 (-2.1)   3   4
  11 相馬未来(3) 小学生 四賀小     17.57 (-2.1)   3   5
  12 伊藤 稜真(3) 小学生 湖南小     17.91 (-1.9)   4   2
  13 漆戸 遥希(3) 小学生 湖南小     17.94 (+0.4)   1   4
  14 平出 瑞輝(3) 小学生 四賀小     18.04 (+0.4)   1   5
  15 増田 翔太(3) 小学生 四賀小     18.05 (-1.9)   4   3
  16 曽我 佑治郎(3) 小学生 四賀小     18.20 (+0.5)   2   3
  17 中島 隆斗(3) 小学生 中洲小     18.23 (+0.5)   2   4
  18 林 賢史郎(3) 小学生 城南小     18.34 (+0.4)   1   6
  19 五味 駿矢(3) 小学生 城南小     18.39 (-2.1)   3   6
  20 柴原 桂介(3) 小学生 城南小     18.44 (+0.4)   1   7
  21 荒木 恒平(3) 小学生 四賀小     18.45 (-1.9)   4   4
  22 守谷 虎太郎(3) 小学生 四賀小     18.54 (+0.4)   1   8
  23 瀬戸 昴(3) 小学生 城南小     18.70 (-2.1)   3   7
  24 矢﨑 悠哉(3) 小学生 城南小     18.98 (-1.9)   4   5
  25 岡本 大知(3) 小学生 中洲小     19.15 (-1.9)   4   6
  26 神通川 惇(3) 小学生 中洲小     19.16 (+0.5)   2   5
  27 齋藤 光佑(3) 小学生 中洲小     19.26 (+0.5)   2   6
  28 小口 克仁(3) 小学生 城南小     20.35 (+0.5)   2   7
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決勝 6月14日  9:50

大会新(GR)    10.24

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 -0.2

 1 鈴木 薫平(2) 小学生     10.98  1 松木 勇人(2) 小学生     10.57 
ｽｽﾞｷ ｸﾝﾍﾟｲ 湖南小 ﾏﾂｷ ﾊﾔﾄ 四賀小

 2 田中 陽介(2) 小学生     11.07  2 吉澤 陸也(2) 小学生     10.95 
ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 城南小 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｸﾔ 中洲小

 3 髙木 尚太朗(2) 小学生     11.40  3 藤森 心吾(2) 小学生     10.96 
ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 中洲小 ﾌｼﾞﾓﾘ ｼﾝｺﾞ 城南小

 4 木村領李(2) 小学生     11.58  4 杉山 陽(2) 小学生     11.24 
ｷﾑﾗﾚｲ 高島小 ｽｷﾞﾔﾏ ｱｷﾗ 城南小

 5 小泉 諒昊(2) 小学生     11.63  5 神田 駿平(2) 小学生     11.56 
ｺｲｽﾞﾐ ｱｷﾋﾛ 湖南小 ｶﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 湖南小

 6 茅野 悠喜(2) 小学生     12.10  6 服部裕一(2) 小学生     11.62 
ﾁﾉ ﾕｳｷ 中洲小 ﾊｯﾄﾘﾋﾛｶｽﾞ 高島小

 7 植原 崇生(2) 小学生     12.46  7 小山 優太(2) 小学生     12.50 
ｳｴﾊﾗ ｼｭｳ 城南小 ｺﾔﾏ ﾕｳﾀ 城南小

 8 大西 耀人(2) 小学生     12.51  8 大畑 秀直(2) 小学生     12.61 
ｵｵﾆｼ ﾃﾙﾄ 四賀小 ｵｵﾊﾀ ﾋﾃﾞﾅｵ 豊田小

[ 3組] 風速 -0.3 [ 4組] 風速 -0.3

 1 遠藤晄(2) 小学生     10.52  1 中村 慶二郎(2) 小学生     10.96 
ｴﾝﾄﾞｳﾋｶﾘ 高島小 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ 湖南小

 2 小溝 悠晟(2) 小学生     10.52  2 花岡 和志(2) 小学生     11.17 
ｺﾐｿﾞ ﾕｳｾｲ 城南小 ﾊﾅｵｶ ｶｽﾞｼ 城南小

 3 遠藤 涼太(2) 小学生     11.35  3 宮坂 悠(2) 小学生     11.85 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 中洲小 ﾐﾔｻｶﾊﾙｶ 高島小

 4 相馬 一護(2) 小学生     11.51  4 濱 蒼太(2) 小学生     11.85 
ｿｳﾏ ｲﾁｺﾞ 四賀小 ﾊﾏ ｿｳﾀ 城南小

 5 稲葉 朋(2) 小学生     11.87  5 宮下 輝音(2) 小学生     12.19 
ｲﾅﾊﾞ ﾄﾓ 城南小 ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾄ 城南小

 6 瀬戸 亘(2) 小学生     11.92  6 岡田 光生(2) 小学生     12.44 
ｾﾄ ﾜﾀﾙ 城南小 ｵｶﾀﾞ ｺｳｷ 湖南小

 7 加藤 宏碩(2) 小学生     12.33 矢嶋 龍季(2) 小学生
ｶﾄｳ ﾋﾛﾐﾁ 湖南小 ﾔｼﾞﾏ ﾀﾂｷ 中洲小

 8 小澤 拓海(2) 小学生     12.59 
ｺｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 中洲小

   1 遠藤晄(2) 小学生 高島小     10.52 (-0.3)   3   1
   2 小溝 悠晟(2) 小学生 城南小     10.52 (-0.3)   3   2
   3 松木 勇人(2) 小学生 四賀小     10.57 (-0.2)   2   1
   4 吉澤 陸也(2) 小学生 中洲小     10.95 (-0.2)   2   2
   5 中村 慶二郎(2) 小学生 湖南小     10.96 (-0.3)   4   1
   5 藤森 心吾(2) 小学生 城南小     10.96 (-0.2)   2   3
   7 鈴木 薫平(2) 小学生 湖南小     10.98 (+0.2)   1   1
   8 田中 陽介(2) 小学生 城南小     11.07 (+0.2)   1   2
   9 花岡 和志(2) 小学生 城南小     11.17 (-0.3)   4   2
  10 杉山 陽(2) 小学生 城南小     11.24 (-0.2)   2   4
  11 遠藤 涼太(2) 小学生 中洲小     11.35 (-0.3)   3   3
  12 髙木 尚太朗(2) 小学生 中洲小     11.40 (+0.2)   1   3
  13 相馬 一護(2) 小学生 四賀小     11.51 (-0.3)   3   4
  14 神田 駿平(2) 小学生 湖南小     11.56 (-0.2)   2   5
  15 木村領李(2) 小学生 高島小     11.58 (+0.2)   1   4
  16 服部裕一(2) 小学生 高島小     11.62 (-0.2)   2   6
  17 小泉 諒昊(2) 小学生 湖南小     11.63 (+0.2)   1   5
  18 宮坂 悠(2) 小学生 高島小     11.85 (-0.3)   4   3
  19 濱 蒼太(2) 小学生 城南小     11.85 (-0.3)   4   4
  20 稲葉 朋(2) 小学生 城南小     11.87 (-0.3)   3   5
  21 瀬戸 亘(2) 小学生 城南小     11.92 (-0.3)   3   6
  22 茅野 悠喜(2) 小学生 中洲小     12.10 (+0.2)   1   6
  23 宮下 輝音(2) 小学生 城南小     12.19 (-0.3)   4   5
  24 加藤 宏碩(2) 小学生 湖南小     12.33 (-0.3)   3   7
  25 岡田 光生(2) 小学生 湖南小     12.44 (-0.3)   4   6
  26 植原 崇生(2) 小学生 城南小     12.46 (+0.2)   1   7
  27 小山 優太(2) 小学生 城南小     12.50 (-0.2)   2   7
  28 大西 耀人(2) 小学生 四賀小     12.51 (+0.2)   1   8
  29 小澤 拓海(2) 小学生 中洲小     12.59 (-0.3)   3   8
  30 大畑 秀直(2) 小学生 豊田小     12.61 (-0.2)   2   8
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決勝 6月14日 10:25

大会新(GR)    10.84

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 -1.3

 1 藤森 祐吏(1) 小学生     12.06  1 栗原 賢(1) 小学生     12.00 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳﾘ 湖南小 ｸﾘﾊﾗ ｹﾝ 城南小

 2 古畑 颯汰(1) 小学生     12.18  2 三輪 凌太郎(1) 小学生     12.06 
ﾌﾙﾊﾀ ｿｳﾀ 湖南小 ﾐﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 湖南小

 3 小口 双葉(1) 小学生     12.42  3 神通川 友雅(1) 小学生     12.97 
ｵｸﾞﾁ ﾌﾀﾊﾞ 豊田小 ｼﾞﾝﾂｳｶﾞﾜ ﾕｳｶﾞ 中洲小

 4 小瀬 瑛大(1) 小学生     12.55  4 池上 隼斗(1) 小学生     13.19 
ｺｾ ｴｲﾀ 中洲小 ｲｹｶﾞﾐ ﾊﾔﾄ 四賀小

 5 井出 敦也(1) 小学生     13.22  5 荒木 慶(1) 小学生     13.22 
ｲﾃﾞ ｱﾂﾔ 城南小 ｱﾗｷ ｹｲ 四賀小

 6 岸本 翔太郎(1) 小学生     13.29  6 林 陽史郎(1) 小学生     13.23 
ｷｼﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 中洲小 ﾊﾔｼ ｻﾝｼﾛｳ 城南小

 7 曽我 幸三郎(1) 小学生     13.53  7 後町 開(1) 小学生     14.17 
ｿｶﾞ  ｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 四賀小 ｺﾞﾁｮｳ ｶｲ 中洲小

[ 3組] 風速 -0.6 [ 4組] 風速 -1.0

 1 鮎沢 康介(1) 小学生     11.92  1 増田 祐輝(1) 小学生     11.59 
ｱﾕｻﾜ ｺｳｽｹ 城南小 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 四賀小

 2 茅野琥有斗(1) 小学生     11.96  2 山崎 騰雷(1) 小学生     11.72 
ﾁﾉｺｳﾄ 高島小 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｳﾗｲ 四賀小

 3 小尾 優太(1) 小学生     11.97  3 竹内 栄人(1) 小学生     11.98 
ｵﾋﾞ ﾕｳﾀ 中洲小 ﾀｹｳﾁ ｴｲﾄ 城南小

 4 蟹江 空紳(1) 小学生     12.00  4 里見 大地(1) 小学生     12.03 
ｶﾆｴ ｸｳｼﾝ 湖南小 ｻﾄﾐ ﾀﾞｲﾁ 四賀小

 5 河西 遼馬(1) 小学生     12.96  5 藤森 諒(1) 小学生     12.09 
ｶｻｲ ﾘｮｳﾏ 中洲小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｮｳ 湖南小

 6 笠原 大和(1) 小学生     13.06  6 伊藤 龍一(1) 小学生     12.66 
ｶｻﾊﾗ ﾔﾏﾄ 四賀小 ｲﾄｳ ﾘｭｳｲﾁ 中洲小

 7 岩崎 弘聖(1) 小学生     13.75 中島 佑郁(1) 小学生
ｲﾜｻｷ ｺｳｾｲ 四賀小 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｸ 中洲小

   1 増田 祐輝(1) 小学生 四賀小     11.59 (-1.0)   4   1
   2 山崎 騰雷(1) 小学生 四賀小     11.72 (-1.0)   4   2
   3 鮎沢 康介(1) 小学生 城南小     11.92 (-0.6)   3   1
   4 茅野琥有斗(1) 小学生 高島小     11.96 (-0.6)   3   2
   5 小尾 優太(1) 小学生 中洲小     11.97 (-0.6)   3   3
   6 竹内 栄人(1) 小学生 城南小     11.98 (-1.0)   4   3
   7 栗原 賢(1) 小学生 城南小     12.00 (-1.3)   2   1
   7 蟹江 空紳(1) 小学生 湖南小     12.00 (-0.6)   3   4
   9 里見 大地(1) 小学生 四賀小     12.03 (-1.0)   4   4
  10 藤森 祐吏(1) 小学生 湖南小     12.06 (-0.6)   1   1
  10 三輪 凌太郎(1) 小学生 湖南小     12.06 (-1.3)   2   2
  12 藤森 諒(1) 小学生 湖南小     12.09 (-1.0)   4   5
  13 古畑 颯汰(1) 小学生 湖南小     12.18 (-0.6)   1   2
  14 小口 双葉(1) 小学生 豊田小     12.42 (-0.6)   1   3
  15 小瀬 瑛大(1) 小学生 中洲小     12.55 (-0.6)   1   4
  16 伊藤 龍一(1) 小学生 中洲小     12.66 (-1.0)   4   6
  17 河西 遼馬(1) 小学生 中洲小     12.96 (-0.6)   3   5
  18 神通川 友雅(1) 小学生 中洲小     12.97 (-1.3)   2   3
  19 笠原 大和(1) 小学生 四賀小     13.06 (-0.6)   3   6
  20 池上 隼斗(1) 小学生 四賀小     13.19 (-1.3)   2   4
  21 井出 敦也(1) 小学生 城南小     13.22 (-0.6)   1   5
  21 荒木 慶(1) 小学生 四賀小     13.22 (-1.3)   2   5
  23 林 陽史郎(1) 小学生 城南小     13.23 (-1.3)   2   6
  24 岸本 翔太郎(1) 小学生 中洲小     13.29 (-0.6)   1   6
  25 曽我 幸三郎(1) 小学生 四賀小     13.53 (-0.6)   1   7
  26 岩崎 弘聖(1) 小学生 四賀小     13.75 (-0.6)   3   7
  27 後町 開(1) 小学生 中洲小     14.17 (-1.3)   2   7
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決勝 6月14日 11:30

大会新(GR)    3,12.16

 1 吉岡伶(6) 小学生   3,17.54 
ﾖｼｵｶﾚｲ 高島小

 2 小松 拓叶(6) 小学生   3,26.84 
ｺﾏﾂ ﾀｸﾄ 城南小

 3 両角 立輝(6) 小学生   3,34.32 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘﾂｷ 中洲小

 4 三輪 浩太郎(6) 小学生   3,54.02 
ﾐﾜ ｺｳﾀﾛｳ 湖南小

決勝 6月14日 11:30

大会新(GR)    3,27.64

 1 井出 雅人(5) 小学生   3,36.91 
ｲﾃﾞ ﾏｻﾄ 城南小

 2 林 幸史郎(5) 小学生   3,43.45 
ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ 城南小

 3 小泉　陽貴(5) 小学生   3,43.78 
ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ 豊田小

 4 白鳥輝星(5) 小学生   3,44.05 
ｼﾛﾄﾘｷﾗ 高島小

 5 小林 奏太(5) 小学生   3,50.64 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 湖南小

 6 種山 遥歩(5) 小学生   3,51.08 
ﾀﾈﾔﾏ ｱﾕﾑ 城南小

 7 中村 崚太郎(5) 小学生   4,07.73 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 湖南小

決勝 6月14日 11:30

大会新(GR)        3,38.35

 1 遠藤 優裕(4) 小学生   3,44.55 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾋﾛ 城南小

 2 宮下 翔弥(4) 小学生   3,44.64 
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳﾔ 湖南小

 3 両角 倖輝(4) 小学生   3,55.28 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｺｳｷ 中洲小

 4 藤森 琢矢(4) 小学生   3,56.43 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｸﾔ 湖南小

 5 里見 大成(4) 小学生   4,00.31 
ｻﾄﾐ ﾀｲｾｲ 四賀小

 6 小池 悠斗(4) 小学生   4,01.48 
ｺｲｹ ﾕｳﾄ 湖南小

 7 三井 翔太(4) 小学生   4,13.48 
ﾐﾂｲ ｼｮｳﾀ 城北小
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決勝 6月14日 12:35

大会新(GR)          55.93

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 湖南小    33 三輪 浩太郎(6)   1,00.94 

ｺﾅﾐｼｮｳ ﾐﾜ ｺｳﾀﾛｳ
   16 田村 蓮(6)

ﾀﾑﾗ ﾚﾝ
   23 松崎 恭一朗(6)

ﾏﾂｻﾞｷ ｷｮｳｲﾁﾛｳ
    3 鈴木 千紘(6)

ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ
 2   6 四賀小   108 守谷 翼(5)   1,04.90 

ｼｶﾞｼｮｳ ﾓﾘﾔ ﾂﾊﾞｻ
  107 小松 遼南(6)

ｺﾏﾂ ﾊﾙﾅ
   83 芳澤 大樹(5)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｷ
  128 清水 楓(5)

ｼﾐｽﾞｶｴﾃﾞ

決勝 6月14日 12:35

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 中洲小(A)   221 大蔵 斗真(5)   1,02.77 

ﾅｶｽｼｮｳA ｵｵｸﾗ ﾄｳﾏ
  251 金井 翔和(5)

ｶﾅｲ ﾄﾜ
  223 増澤 駿太(5)

ﾏｽｻﾞﾜ ｼｭﾝﾀ
  265 伊藤 陽斗(5)

ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ
 2   3 湖南小    18 中村 崚太郎(5)   1,04.42 

ｺﾅﾐｼｮｳ ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ
   24 小林 奏太(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ
   20 菅沼 和成(5)

ｽｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞﾅﾘ
   31 漆戸 柊哉(5)

ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ
 3   2 中洲小(B)   244 坂口 壱昊(4)   1,06.11 

ﾅｶｽｼｮｳB ｻｶｸﾞﾁ ｲｯｺｳ
  249 原田 朔慎(5)

ﾊﾗﾀﾞ ｻｸﾏ
  245 砂川 雄哉(4)

ｽﾅｶﾞﾜ ﾕｳﾔ
  250 金子 温貴(5)

ｶﾈｺ ｱﾂｷ

小学6年男子

4x100m

決勝

小学5年男子

4x100mR             

決勝



決勝 6月14日 11:30

大会新(GR)    5.90

松本  陸(3) 中学生   6.38    X    X    6.38 大会新
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 上諏訪中   +0.4    +0.4

決勝 6月14日  9:00

大会新(GR)           4.08

杉村 直俊(6) 小学生   3.79   3.63   3.62    3.79 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾅｵﾄｼ 城南小    0.0   -1.0   -1.2     0.0
田村 蓮(6) 小学生   3.59   3.57   3.50    3.59 
ﾀﾑﾗ ﾚﾝ 湖南小    0.0    0.0   -0.8     0.0
北原 伊吹(6) 小学生   3.55   3.51   3.31    3.55 
ｷﾀﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 四賀小   +0.5   +1.0   -0.2    +0.5
遠藤 雄斗(6) 小学生   3.43   3.10   2.97    3.43 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ 中洲小    0.0   -0.9    0.0     0.0

決勝 6月14日  9:00

大会新(GR)    3.86

金子 温貴(5) 小学生   3.38   3.49   3.34    3.49 
ｶﾈｺ ｱﾂｷ 中洲小   -0.2   +0.9   +0.2    +0.9
笠原 郁弥(5) 小学生   3.19   3.31   3.30    3.31 
ｶｻﾊﾗ ｲｸﾔ 城北小   +0.3   +0.2    0.0    +0.2
清水 楓(5) 小学生   2.92    X   3.02    3.02 
ｼﾐｽﾞ ｶｴﾃﾞ 四賀小   +0.2   -0.2    -0.2

決勝 6月14日  9:00

大会新  (GR )        3.49

坂口 壱昊(4) 小学生   2.53   2.56   2.20    2.56 
ｻｶｸﾞﾁ ｲｯｺｳ 中洲小   +2.2   -0.5   -0.5    -0.5
福島 大翔(4) 小学生   2.53    X   2.54    2.54 
ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾄ 中洲小   -0.2   +0.2    +0.2

決勝 6月14日  9:00

大会新  (GR )        3.38

西谷 優希(3) 小学生   3.08   2.93   3.16    3.16 
ﾆｼﾀﾆ ﾕｳｷ 城南小   -0.7   -1.4    0.0     0.0
笠原 幹人(3) 小学生   2.86    X    X    2.86 
ｶｻﾊﾗ ﾐｷﾄ 城北小   -1.0    -1.0
北原 夕真(3) 小学生   2.64   2.55   2.60    2.64 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾏ 城南小   -0.1   -0.2   -0.6    -0.1
清水 梓(3) 小学生    X    X    X 記録なし
ｼﾐｽﾞ ｱｽﾞｻ 四賀小

記録 備考
1 1   288

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