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◆大会記録一覧

種目 決勝・予選 選手名 所属 記録 従来の記録
小学4年男子

100ｍ
決勝 小口 蒼葉 豊田小 15.10 15.38

中学3年男子
100ｍ

決勝 伊東 稜真 諏訪南中 12.14 12.37

中学3年男子
100ｍ

決勝 小林 蓮 諏訪西中 12.27 12.37

小学4年男子
1000ｍ

決勝 藤森 大和 中州小 3,36.77 3,38.35

小学5年男子
1000ｍ

決勝 遠藤 優裕 城南小 3,23.54 3,27.64

30-39歳
1500m

決勝 矢花 之宏 諏訪市陸協 4,51.04 5,13.30

小学4年男子
走幅跳

決勝 西谷 優希 城南小 3.54 3.49

◆気象状況
時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速(m/sec.)
 8:45 曇り  25.0 48.0 西北西 0.5
 9:00 曇り  26.0 47.0 0.0
10:00 曇り  26.7 47.0 東 2.0
11:00 曇り  27.1 46.0 北東 1.2
12:00 曇り  27.2 45.0 南 0.8
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第68回諏訪市スポーツ祭陸上競技大会(16200718)                                    
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                                                        

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 男  子 【競技場】203100  茅野市陸上競技場

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
06/12 男子 矢花 之宏 4,51.04

30-39歳1500m 一般･諏訪市陸協 GR 
06/12 小学１年男子 高橋 甲(1) 11.38 佐藤 孝次朗(1) 11.80 一之瀬 爽多(1) 11.82 上條 温大(1) 11.90 中村 龍政(1) 12.21 恩田 眞史(1) 12.25 両角 俐夢(1) 12.30 山岸 剛大(1) 12.41

60m 小学生･中洲小 小学生･四賀小 小学生･中洲小 小学生･高島小 小学生･中洲小 小学生･中洲小 小学生･四賀小 小学生･四賀小
06/12 小学２年男子 望月　賢太(2) 10.53 相澤 伊吹(2) 10.57 川村 侑史(2) 10.67 増田 祐輝(2) 10.85 蟹江 空紳(2) 10.90 里見 大地(2) 11.01 栗原 賢(2) 小学生･城南小 11.05

60m 小学生･城北小 小学生･中洲小 小学生･城南小 小学生･四賀小 小学生･湖南小学校 小学生･四賀小 小瀬 瑛大(2) 小学生･中洲小
06/12 小学３年男子 小溝 悠晟(3) 15.91 遠藤 晄(3) 16.07 鈴木 薫平(3) 16.75 中村 慶二郎(3) 17.13 田中 陽介(3) 17.24 髙木 尚太朗(3) 17.38 宮坂 悠(3) 17.61 木村 領季(3) 17.80

100m 小学生･城南小 小学生･高島小 小学生･湖南小学校 小学生･湖南小学校 小学生･城南小 小学生･中洲小 小学生･高島小 小学生･高島小
06/12 吉澤 陸也(3) 2.38(-0.7) 溝口 一騎(3) 2.21(-0.4) 中瀬 仁和(3) 2.11(-1.1)

走幅跳 小学生･中洲小 小学生･四賀小 小学生･四賀小
06/12 小学４年男子 小口 蒼葉(4) 15.10 赤羽 琉翔(4) 15.79 藤森 大地(4) 15.94 中村 奏太(4) 16.02 山崎 夏月(4) 16.06 小原 優輝(4) 16.13 北原 将道(4) 16.34 相馬 未来(4) 16.40

100m 小学生･豊田小 GR 小学生･中洲小 小学生･湖南小学校 小学生･中洲小 小学生･高島小 小学生･中洲小 小学生･高島小 小学生･四賀小
06/12 藤森 大和(4) 3,36.77 林 賢史郎(4) 3,57.88 山田 那由多(4) 4,32.21 北原 夕真(4) 4,34.95

1000m 小学生･中洲小 GR 小学生･城南小 小学生･城南小 小学生･城南小
06/12 西谷 優希(4) 3.54(-0.4) 曽我 佑治郎(4)3.23(0.0) 小井出 遥斗(4)3.01(0.0) 市川 志音(4) 2.85(+0.5)

走幅跳 小学生･城南小 GR 小学生･四賀小 小学生･高島小 小学生･四賀小
06/12 小学５年男子  -1.2臼井 伶(5) 15.26 上原 誠人(5) 15.73 矢澤 陵平(5) 15.85 金子 和優(5) 15.98 吉沢 カオル(5) 18.80

100m 小学生･城南小 小学生･中洲小 小学生･中洲小 小学生･湖南小学校 小学生･四賀小
06/12 遠藤 優裕(5) 3,23.54 宮下 翔弥(5) 3,32.42 藤森 琢矢(5) 3,54.56 両角 倖輝(5) 3,56.58 里見 大成(5) 3,57.20 谷本 隼人(5) 3,57.98 小池 悠斗(5) 3,58.12

1000m 小学生･城南小 GR 小学生･湖南小学校 小学生･湖南小学校 小学生･中洲小 小学生･四賀小 小学生･四賀小 小学生･湖南小学校
06/12 松崎 亮吾(5) 3.38(+0.3) 宮坂 春輝(5) 3.07(-0.4) 福島 大翔(5) 2.10(0.0)

走幅跳 小学生･湖南小学校 小学生･城南小 小学生･中洲小
06/12 四賀小     1,09.13

4x100m 谷本 隼人(5)
吉沢 カオル(5)
北澤 悠尊(4)
増田 翔太(4)

06/12 小学６年男子 伊藤 陽斗(6) 14.10 宮坂 匠(6) 15.32 小泉 陽貴(6) 15.34 金井 翔和(6) 15.46 浜 裕太(6) 15.58 芳澤 大樹(6) 15.75 櫛田 耕次郎(6) 15.82 平澤 太洋(6) 15.92
100m 小学生･中洲小 小学生･高島小 小学生･豊田小 小学生･中洲小 小学生･四賀小 小学生･四賀小 小学生･中洲小 小学生･高島小

06/12 井出 雅人(6) 3,20.83 宮嵜 和真(6) 3,26.65 矢﨑 公也(6) 3,33.44 古谷 理玖(6) 3,42.01 林 幸史郎(6) 3,44.92 小林 奏太(6) 3,51.14 白鳥輝星(6) 3,52.29 中村 崚太郎(6) 4,05.15
1000m 小学生･城南小 小学生･城南小 小学生･四賀小 小学生･高島小 小学生･城南小 小学生･湖南小学校 小学生･高島小 小学生･湖南小学校

06/12 金子 温貴(6) 3.60(-0.1) 笠原　郁哉(6) 3.32(0.0) 矢崎 大也(6) 3.16(0.0)
走幅跳 小学生･中洲小 小学生･城北小 小学生･四賀小

06/12 中洲小       59.19 四賀小(B)     1,05.29 四賀小(A)     1,05.98
4x100m 金子 温貴(6) 里見 大成(5) 矢﨑 公也(6)

金井 翔和(6) 芳澤 大樹(6) 浜 裕太(6)
櫛田 耕次郎(6) 矢崎 大也(6) 矢﨑 春翔(6)
伊藤 陽斗(6) 守谷 翼(6) 池原 孝宜(6)

06/12 中学１年男子  -1.5伊藤 和哉(1) 13.96 諏訪 玲二(1) 15.12 松本 力(1) 15.74
100m 中学生･諏訪南中 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中

06/12 中学２年男子  -1.5一之瀬 大介(2) 12.85 小林 大源(2) 13.70 田口 利彦(2) 14.01
100m 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中

06/12 中学３年男子  -0.1伊東 稜真(3) 12.14 小林 蓮(3) 12.27 立石 将太(3) 12.69 柳澤 光(3) 12.91 中澤 青空(3) 13.02 中平 秀喜(3) 14.19 大西 奎吾(3) 14.24
100m 中学生･諏訪南中 GR 中学生･諏訪西中 GR 中学生･諏訪南中 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪南中 中学生･諏訪南中

06/12 中学共通男子  -2.1小林 大源(2) 27.85 諏訪 玲二(1) 30.85
200m 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中

06/12 柳澤 光(3) 4,48.34 服部 広平(2) 4,50.34 児玉 光輝(2) 5,02.14 三井 晃太(2) 5,04.43 酒井 応太(1) 5,04.91 笠原 武流(2) 5,13.61 小松 拓叶(1) 5,16.67 両角 公輔(1) 5,28.84
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･諏訪中 中学生･上諏訪中

06/12 小林 蓮(3) 5.79(+0.3) 立石 将太(3) 5.23(+0.9) 伊東 稜真(3) 5.15(0.0) 一之瀬 大介(2)4.73(0.0) 中平 秀喜(3) 4.43(+1.0) 伊藤 和哉(1) 4.14(+2.2) 吉岡 伶(1) 3.85(-0.3) 松本 力(1) 3.48(-0.8)
走幅跳 中学生･諏訪西中 中学生･諏訪南中 中学生･諏訪南中 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪南中 中学生･諏訪南中 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中



第68回諏訪市スポーツ祭陸上競技大会(16200718)                                    
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                                                        

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 男  子 【競技場】203100  茅野市陸上競技場

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
06/12 諏訪南(B)       50.11 上諏訪中(A)       50.63 上諏訪中(B)       54.85

4x100m 大西 奎吾(3) 服部 広平(2) 両角 公輔(1)
立石 将太(3) 一之瀬 大介(2) 小林 大源(2)
中平 秀喜(3) 柳澤 光(3) 田口 利彦(2)
伊東 稜真(3) 中澤 青空(3) 酒井 応太(1)



決勝 6月12日 10:10

大会新  (GR )       10.84

[ 1組] 風速 -1.4 [ 2組] 風速 +1.5

 1 恩田 眞史(1) 小学生     12.25  1 高橋 甲(1) 小学生     11.38 
ｵﾝﾀﾞ ﾏﾅﾄ 中洲小 ﾀｶﾊｼ ｺｳ 中洲小

 2 山岸 剛大(1) 小学生     12.41  2 佐藤 孝次朗(1) 小学生     11.80 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾊﾙﾀｶ 四賀小 ｻﾄｳ ｺｳｼﾞﾛｳ 四賀小

 3 小松 孝汰朗(1) 小学生     12.58  3 中村 龍政(1) 小学生     12.21 
ｺﾏﾂ ｺｳﾀﾛｳ 城南小 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 中洲小

 4 新井 そら(1) 小学生     12.68  4 森本 紘矢(1) 小学生     12.47 
ｱﾗｲ ｿﾗ 湖南小学校 ﾓﾘﾓﾄ ﾋﾛﾔ 城南小

 5 永田 隼也(1) 小学生     12.80  5 今井 優太(1) 小学生     12.71 
ﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝﾔ 中洲小 ｲﾏｲ ﾕｳﾀ 四賀小

 6 藤本 睦生(1) 小学生     12.88  6 小泉 遼真(1) 小学生     12.75 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾑﾂｷ 中洲小 ｺｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾏ 湖南小学校

 7 飯田 琥汰郎(1) 小学生     13.39  7 小口 雅人(1) 小学生     13.02 
ｲｲﾀﾞ ｺﾀﾛｳ 城南小 ｵｸﾞﾁ ﾏｻﾄ 城南小

小松 結斗(1) 小学生
ｺﾏﾂ ﾕｲﾄ 中洲小

[ 3組] 風速 -1.1

 1 一之瀬 爽多(1) 小学生     11.82 
ｲﾁﾉｾ ｿｳﾀ 中洲小

 2 上條 温大(1) 小学生     11.90 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊﾙﾄ 高島小

 3 両角 俐夢(1) 小学生     12.30 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘﾑ 四賀小

 4 宮坂 喜信(1) 小学生     12.60 
ﾐﾔｻｶ ﾖｼﾉﾌﾞ 城南小

 5 池田光之介(1) 小学生     12.67 
ｲｹﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ 高島小

 6 内藤 拓飛(1) 小学生     12.78 
ﾅｲﾄｳ ﾀｸﾄ 四賀小

 7 窪田 悟希(1) 小学生     12.81 
ｸﾎﾞﾀ ｻﾄｷ 中洲小

 8 宮坂　凜太郎(1) 小学生     13.25 
ﾐﾔｻｶ ﾘﾝﾀﾛｳ 高島小

   1 高橋 甲(1) 小学生 中洲小     11.38 (+1.5)   2   1
   2 佐藤 孝次朗(1) 小学生 四賀小     11.80 (+1.5)   2   2
   3 一之瀬 爽多(1) 小学生 中洲小     11.82 (-1.1)   3   1
   4 上條 温大(1) 小学生 高島小     11.90 (-1.1)   3   2
   5 中村 龍政(1) 小学生 中洲小     12.21 (+1.5)   2   3
   6 恩田 眞史(1) 小学生 中洲小     12.25 (-1.4)   1   1
   7 両角 俐夢(1) 小学生 四賀小     12.30 (-1.1)   3   3
   8 山岸 剛大(1) 小学生 四賀小     12.41 (-1.4)   1   2
   9 森本 紘矢(1) 小学生 城南小     12.47 (+1.5)   2   4
  10 小松 孝汰朗(1) 小学生 城南小     12.58 (-1.4)   1   3
  11 宮坂 喜信(1) 小学生 城南小     12.60 (-1.1)   3   4
  12 池田光之介(1) 小学生 高島小     12.67 (-1.1)   3   5
  13 新井 そら(1) 小学生 湖南小学校     12.68 (-1.4)   1   4
  14 今井 優太(1) 小学生 四賀小     12.71 (+1.5)   2   5
  15 小泉 遼真(1) 小学生 湖南小学校     12.75 (+1.5)   2   6
  16 内藤 拓飛(1) 小学生 四賀小     12.78 (-1.1)   3   6
  17 永田 隼也(1) 小学生 中洲小     12.80 (-1.4)   1   5
  18 窪田 悟希(1) 小学生 中洲小     12.81 (-1.1)   3   7
  19 藤本 睦生(1) 小学生 中洲小     12.88 (-1.4)   1   6
  20 小口 雅人(1) 小学生 城南小     13.02 (+1.5)   2   7
  21 宮坂　凜太郎(1) 小学生 高島小     13.25 (-1.1)   3   8
  22 飯田 琥汰郎(1) 小学生 城南小     13.39 (-1.4)   1   7

小学１年男子

60m                 

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ
6   232

8    95

2   231

5   185

7   194

順

4   270

3    27

No. 氏  名 所属名 記録／備考
9   246

3    91

4   267

6   187

5    90

7    20

8   182

2   251
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   230

2    64

5   138

7   168

8   502

3   122

4   243

9   503

小学１年男子

60m                 
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 順位
  246
   91
  230

所属名 記録（風） 備考 組

   64
  267
  232
  138
   95
  187
  185
  168
  502
   27
   90
   20

  182
  503
  194

  122
  231
  243
  270



決勝 6月12日  9:45

大会新  (GR )       10.24

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 -0.6

 1 増田 祐輝(2) 小学生     10.85  1 三輪 凌太郎(2) 小学生     11.38 
ﾏｽﾀ ﾞﾕｳｷ 四賀小 ﾐﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 湖南小学校

 2 金子 颯汰(2) 小学生     11.18  2 屋良 琉球(2) 小学生     11.43 
ｶﾈｺ ｿｳﾀ 湖南小学校 ﾔﾗ ﾘｭｳｸ 城南小

 3 小尾 優太(2) 小学生     11.35  3 曽我 幸三郎(2) 小学生     11.77 
ｵﾋﾞ ﾕｳﾀ 中洲小 ｿｶ ﾞｺｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 四賀小

 4 古畑 颯汰(2) 小学生     11.40  4 北原 暖人(2) 小学生     11.87 
ﾌﾙﾊﾀ ｿｳﾀ 湖南小学校 ｷﾀﾊﾗ ﾊﾙﾄ 湖南小学校

 5 清水 悠一朗(2) 小学生     11.46  5 小口 双葉(2) 小学生     11.97 
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 高島小 ｵｸﾞﾁ ﾌﾀﾊﾞ 豊田小

 6 河西 遼馬(2) 小学生     11.86  6 松澤 稜大(2) 小学生     12.49 
ｶｻｲ ﾘｮｳﾏ 中洲小 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 中洲小

 7 井出 敦也(2) 小学生     12.11  7 岸本 翔太郎(2) 小学生     12.51 
ｲﾃﾞ ｱﾂﾔ 城南小 ｷｼﾓﾄ ｼｮｳﾀﾛｳ 中洲小
後町 開(2) 小学生 鮎沢 康介(2) 小学生
ｺﾞﾁｮｳ ｶｲ 中洲小 ｱﾕｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 城南小

[ 3組] 風速 +1.1 [ 4組] 風速 +1.0

 1 望月　賢太(2) 小学生     10.53  1 相澤 伊吹(2) 小学生     10.57 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｹﾝﾀ 城北小 ｱｲｻﾞﾜ ｲﾌﾞｷ 中洲小

 2 川村 侑史(2) 小学生     10.67  2 蟹江 空紳(2) 小学生     10.90 
ｶﾜﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 城南小 ｶﾆｴ ｸｳｼﾝ 湖南小学校

 3 里見 大地(2) 小学生     11.01  3 栗原 賢(2) 小学生     11.05 
ｻﾄﾐ ﾀﾞｲﾁ 四賀小 ｸﾘﾊﾗ ｹﾝ 城南小

 4 小瀬 瑛大(2) 小学生     11.05  4 山崎 騰雷(2) 小学生     11.20 
ｺｾ ｴｲﾀ 中洲小 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄｳﾗｲ 四賀小

 5 藤森 祐吏(2) 小学生     11.14  5 竹内 栄人(2) 小学生     11.28 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳﾘ 湖南小学校 ﾀｹｳﾁ ｴｲﾄ 城南小

 6 湯田坂 世南(2) 小学生     11.27  6 荒木 慶(2) 小学生     11.78 
ﾕﾀﾞｻｶ ｾﾅ 城南小 ｱﾗｷ ｹｲ 四賀小

 7 茅野 琥有斗(2) 小学生     11.54  7 平林 旬(2) 小学生     11.78 
ﾁﾉ ｺｳﾄ 高島小 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 中洲小

 8 藤森 一心(2) 小学生     11.69  8 宮澤 龍之助(2) 小学生     13.30 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｲｼﾝ 湖南小学校 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 中洲小

7    35 2   239

9    54 9   276

8   193 4    89

5    41 3   191

2   252 8    96

3   137 5   172

4   190 7     6

6   207 6   262
No. 氏  名順 ﾚｰﾝ 所属名 記録／備考

欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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5   163 9   237

6   234 3   254

3    66 2   290

7    14 7    42

2   253 6   107

9    12 8   166
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4   112 5    15

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

小学２年男子

60m                 

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 望月　賢太(2) 小学生 城北小     10.53 (+1.1)   3   1
   2 相澤 伊吹(2) 小学生 中洲小     10.57 (+1.0)   4   1
   3 川村 侑史(2) 小学生 城南小     10.67 (+1.1)   3   2
   4 増田 祐輝(2) 小学生 四賀小     10.85 (-0.3)   1   1
   5 蟹江 空紳(2) 小学生 湖南小学校     10.90 (+1.0)   4   2
   6 里見 大地(2) 小学生 四賀小     11.01 (+1.1)   3   3
   7 栗原 賢(2) 小学生 城南小     11.05 (+1.0)   4   3
   7 小瀬 瑛大(2) 小学生 中洲小     11.05 (+1.1)   3   4
   9 藤森 祐吏(2) 小学生 湖南小学校     11.14 (+1.1)   3   5
  10 金子 颯汰(2) 小学生 湖南小学校     11.18 (-0.3)   1   2
  11 山崎 騰雷(2) 小学生 四賀小     11.20 (+1.0)   4   4
  12 湯田坂 世南(2) 小学生 城南小     11.27 (+1.1)   3   6
  13 竹内 栄人(2) 小学生 城南小     11.28 (+1.0)   4   5
  14 小尾 優太(2) 小学生 中洲小     11.35 (-0.3)   1   3
  15 三輪 凌太郎(2) 小学生 湖南小学校     11.38 (-0.6)   2   1
  16 古畑 颯汰(2) 小学生 湖南小学校     11.40 (-0.3)   1   4
  17 屋良 琉球(2) 小学生 城南小     11.43 (-0.6)   2   2
  18 清水 悠一朗(2) 小学生 高島小     11.46 (-0.3)   1   5
  19 茅野 琥有斗(2) 小学生 高島小     11.54 (+1.1)   3   7
  20 藤森 一心(2) 小学生 湖南小学校     11.69 (+1.1)   3   8
  21 曽我 幸三郎(2) 小学生 四賀小     11.77 (-0.6)   2   3
  22 荒木 慶(2) 小学生 四賀小     11.78 (+1.0)   4   6
  22 平林 旬(2) 小学生 中洲小     11.78 (+1.0)   4   7
  24 河西 遼馬(2) 小学生 中洲小     11.86 (-0.3)   1   6
  25 北原 暖人(2) 小学生 湖南小学校     11.87 (-0.6)   2   4
  26 小口 双葉(2) 小学生 豊田小     11.97 (-0.6)   2   5
  27 井出 敦也(2) 小学生 城南小     12.11 (-0.3)   1   7
  28 松澤 稜大(2) 小学生 中洲小     12.49 (-0.6)   2   6
  29 岸本 翔太郎(2) 小学生 中洲小     12.51 (-0.6)   2   7
  30 宮澤 龍之助(2) 小学生 中洲小     13.30 (+1.0)   4   8
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決勝 6月12日  8:45

大会新  (GR )       15.69

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +0.9

 1 小溝 悠晟(3) 小学生     15.91  1 田中 陽介(3) 小学生     17.24 
ｺﾐｿﾞ ﾕｳｾｲ 城南小 ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 城南小

 2 遠藤 晄(3) 小学生     16.07  2 宮坂 悠(3) 小学生     17.61 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾘ 高島小 ﾐﾔｻｶ ﾊﾙｶ 高島小

 3 鈴木 薫平(3) 小学生     16.75  3 宮坂 明征(3) 小学生     17.90 
ｽｽﾞｷ ｸﾝﾍﾟｲ 湖南小学校 ﾐﾔｻｶ ｱｷﾕｷ 湖南小学校

 4 小泉 諒昊(3) 小学生     17.83  4 福島 康生(3) 小学生     17.95 
ｺｲｽﾞﾐ ｱｷﾋﾛ 湖南小学校 ﾌｸｼﾏ ｺｳｷ 中洲小

 5 矢嶋 龍季(3) 小学生     18.15  5 茅野 悠喜(3) 小学生     17.99 
ﾔｼﾞﾏ  ﾀﾂｷ 中洲小 ﾁﾉ ﾕｳｷ 中洲小

 6 大西 輝人(3) 小学生     19.44  6 守屋 瑠我(3) 小学生     19.60 
ｵｵﾆｼ ﾃﾙﾄ 四賀小 ﾓﾘﾔ ﾘｭｳｶﾞ 四賀小

[ 3組] 風速 +0.1

 1 中村 慶二郎(3) 小学生     17.13 
ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼﾞﾛｳ 湖南小学校

 2 髙木 尚太朗(3) 小学生     17.38 
ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 中洲小

 3 木村 領季(3) 小学生     17.80 
ｷﾑﾗ ﾚｲ 高島小

 4 相馬 一護(3) 小学生     18.15 
ｿｳﾏ ｲﾁｺﾞ 四賀小

 5 加藤 宏碩(3) 小学生     18.28 
ｶﾄｳ ﾋﾛﾐﾁ 湖南小学校

 6 服部 裕一(3) 小学生     18.62 
ﾊｯﾄﾘ ﾋﾛｶｽﾞ 高島小

   1 小溝 悠晟(3) 小学生 城南小     15.91 (+0.5)   1   1
   2 遠藤 晄(3) 小学生 高島小     16.07 (+0.5)   1   2
   3 鈴木 薫平(3) 小学生 湖南小学校     16.75 (+0.5)   1   3
   4 中村 慶二郎(3) 小学生 湖南小学校     17.13 (+0.1)   3   1
   5 田中 陽介(3) 小学生 城南小     17.24 (+0.9)   2   1
   6 髙木 尚太朗(3) 小学生 中洲小     17.38 (+0.1)   3   2
   7 宮坂 悠(3) 小学生 高島小     17.61 (+0.9)   2   2
   8 木村 領季(3) 小学生 高島小     17.80 (+0.1)   3   3
   9 小泉 諒昊(3) 小学生 湖南小学校     17.83 (+0.5)   1   4
  10 宮坂 明征(3) 小学生 湖南小学校     17.90 (+0.9)   2   3
  11 福島 康生(3) 小学生 中洲小     17.95 (+0.9)   2   4
  12 茅野 悠喜(3) 小学生 中洲小     17.99 (+0.9)   2   5
  13 相馬 一護(3) 小学生 四賀小     18.15 (+0.1)   3   4
  13 矢嶋 龍季(3) 小学生 中洲小     18.15 (+0.5)   1   5
  15 加藤 宏碩(3) 小学生 湖南小学校     18.28 (+0.1)   3   5
  16 服部 裕一(3) 小学生 高島小     18.62 (+0.1)   3   6
  17 大西 輝人(3) 小学生 四賀小     19.44 (+0.5)   1   6
  18 守屋 瑠我(3) 小学生 四賀小     19.60 (+0.9)   2   6

小学３年男子
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決勝 6月12日  9:10

諏訪新  (SR )       14.62
大会新  (GR )       15.38

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速  0.0

 1 藤森 大地(4) 小学生     15.94  1 小口 蒼葉(4) 小学生     15.10 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ 湖南小学校 ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 豊田小

 2 中村 奏太(4) 小学生     16.02  2 赤羽 琉翔(4) 小学生     15.79 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾅﾀ 中洲小 ｱｶﾊﾈ ﾘｭｳﾄ 中洲小

 3 小原 優輝(4) 小学生     16.13  3 山崎 夏月(4) 小学生     16.06 
ｵﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 中洲小 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂｷ 高島小

 4 北原 将道(4) 小学生     16.34  4 伊藤 気吹(4) 小学生     16.54 
ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾐﾁ 高島小 ｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 湖南小学校

 5 相馬 未来(4) 小学生     16.40  5 漆戸 遥希(4) 小学生     16.58 
ｿｳﾏ ﾐﾗｲ 四賀小 ｳﾙｼﾄﾞ ﾊﾙｷ 湖南小学校

 6 伊藤 稜真(4) 小学生     16.86  6 増田 翔太(4) 小学生     16.60 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 湖南小学校 ﾏｽﾀ ﾞｼｮｳﾀ 四賀小

 7 守谷 虎太朗(4) 小学生     17.48  7 北澤 悠尊(4) 小学生     17.07 
ﾓﾘﾔ ｺﾀﾛｳ 四賀小 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳｿﾝ 四賀小

 8 平出 瑞輝(4) 小学生     17.71 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾐｽﾞｷ 四賀小

   1 小口 蒼葉(4) 小学生 豊田小     15.10 (0.0) 大会新   2   1
   2 赤羽 琉翔(4) 小学生 中洲小     15.79 (0.0)   2   2
   3 藤森 大地(4) 小学生 湖南小学校     15.94 (+0.2)   1   1
   4 中村 奏太(4) 小学生 中洲小     16.02 (+0.2)   1   2
   5 山崎 夏月(4) 小学生 高島小     16.06 (0.0)   2   3
   6 小原 優輝(4) 小学生 中洲小     16.13 (+0.2)   1   3
   7 北原 将道(4) 小学生 高島小     16.34 (+0.2)   1   4
   8 相馬 未来(4) 小学生 四賀小     16.40 (+0.2)   1   5
   9 伊藤 気吹(4) 小学生 湖南小学校     16.54 (0.0)   2   4
  10 漆戸 遥希(4) 小学生 湖南小学校     16.58 (0.0)   2   5
  11 増田 翔太(4) 小学生 四賀小     16.60 (0.0)   2   6
  12 伊藤 稜真(4) 小学生 湖南小学校     16.86 (+0.2)   1   6
  13 北澤 悠尊(4) 小学生 四賀小     17.07 (0.0)   2   7
  14 守谷 虎太朗(4) 小学生 四賀小     17.48 (+0.2)   1   7
  15 平出 瑞輝(4) 小学生 四賀小     17.71 (+0.2)   1   8
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決勝 6月12日 10:25

諏訪新  (SR )       13.32
大会新  (GR )       14.41

風速 -1.2

 1 臼井 伶(5) 小学生     15.26 
ｳｽｲ ﾚｲ 城南小

 2 上原 誠人(5) 小学生     15.73 
ｳｴﾊﾗ ﾏｻﾄ 中洲小

 3 矢澤 陵平(5) 小学生     15.85 
ﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳﾍｲ 中洲小

 4 金子 和優(5) 小学生     15.98 
ｶﾈｺ ｶｽﾞﾔ 湖南小学校

 5 吉沢 カオル(5) 小学生     18.80 
ﾖｼｻﾞﾜ ｶｵﾙ 四賀小

決勝 6月12日 10:45

諏訪新  (SR )       12.63
大会新  (GR )       13.77

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 -0.1

 1 伊藤 陽斗(6) 小学生     14.10  1 宮坂 匠(6) 小学生     15.32 
ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 中洲小 ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 高島小

 2 小泉 陽貴(6) 小学生     15.34  2 金井 翔和(6) 小学生     15.46 
ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ 豊田小 ｶﾅｲ ﾄﾜ 中洲小

 3 浜 裕太(6) 小学生     15.58  3 芳澤 大樹(6) 小学生     15.75 
ﾊﾏ ﾕｳﾀ 四賀小 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｷ 四賀小

 4 櫛田 耕次郎(6) 小学生     15.82  4 守谷 翼(6) 小学生     16.26 
ｸｼﾀﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ 中洲小 ﾓﾘﾔ ﾂﾊﾞｻ 四賀小

 5 平澤 太洋(6) 小学生     15.92 
ﾋﾗｻﾜ ﾀｲﾖｳ 高島小

 6 望月　翔太(6) 小学生     16.02 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ 城北小

   1 伊藤 陽斗(6) 小学生 中洲小     14.10 (+0.6)   1   1
   2 宮坂 匠(6) 小学生 高島小     15.32 (-0.1)   2   1
   3 小泉 陽貴(6) 小学生 豊田小     15.34 (+0.6)   1   2
   4 金井 翔和(6) 小学生 中洲小     15.46 (-0.1)   2   2
   5 浜 裕太(6) 小学生 四賀小     15.58 (+0.6)   1   3
   6 芳澤 大樹(6) 小学生 四賀小     15.75 (-0.1)   2   3
   7 櫛田 耕次郎(6) 小学生 中洲小     15.82 (+0.6)   1   4
   8 平澤 太洋(6) 小学生 高島小     15.92 (+0.6)   1   5
   9 望月　翔太(6) 小学生 城北小     16.02 (+0.6)   1   6
  10 守谷 翼(6) 小学生 四賀小     16.26 (-0.1)   2   4

  242
   76
  209
  102

  293
  240
  124
  126

組 順位
  229
   55

小学６年男子

100m                
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

8   209

6    76

7   242 4   102

3   124 6   126

4   293 3   240

5   229 5    55
No. 氏  名 所属名 記録／備考所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学６年男子

100m                

決勝

6    11

4    86

7   280

3   164

5   255

小学５年男子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月12日  9:30

諏訪新  (SR )       12.07
大会新  (GR )       12.79

風速 -1.5

 1 伊藤 和哉(1) 中学生     13.96 
ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 諏訪南中

 2 諏訪 玲二(1) 中学生     15.12 
ｽﾜ ﾚｲｼﾞ 上諏訪中

 3 松本 力(1) 中学生     15.74 
ﾏﾂﾓﾄ ﾁｶﾗ 上諏訪中

決勝 6月12日  9:30

諏訪新  (SR )       11.64
大会新  (GR )       12.28

風速 -1.5

 1 一之瀬 大介(2) 中学生     12.85 
ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ 上諏訪中

 2 小林 大源(2) 中学生     13.70 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｹﾞﾝ 上諏訪中

 3 田口 利彦(2) 中学生     14.01 
ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ 上諏訪中

決勝 6月12日  9:35

諏訪新  (SR )       10.85
大会新  (GR )       12.37

風速 -0.1

 1 伊東 稜真(3) 中学生     12.14 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 諏訪南中

 2 小林 蓮(3) 小学生     12.27 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪西中

 3 立石 将太(3) 中学生     12.69 
ﾀﾃｲｼ ｼｮｳﾀ 諏訪南中

 4 柳澤 光(3) 中学生     12.91 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 上諏訪中

 5 中澤 青空(3) 中学生     13.02 
ﾅｶｻﾞﾜ ｾｲﾗ 上諏訪中

 6 中平 秀喜(3) 中学生     14.19 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾋﾃﾞｷ 諏訪南中

 7 大西 奎吾(3) 中学生     14.24 
ｵｵﾆｼ ｹｲｺﾞ 諏訪南中

5   310

3   311

所属名 記録／備考
4   329

6   334

  335

5   319

中学１年男子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4

7   314

大会新
8   337

2   328
大会新

3   325

中学３年男子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

中学２年男子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   302

8   309

6   315



決勝 6月12日 11:05

諏訪新  (SR )       21.92
大会新  (GR )       25.32

風速 -2.1

 1 小林 大源(2) 中学生     27.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｹﾞﾝ 上諏訪中

 2 諏訪 玲二(1) 中学生     30.85 
ｽﾜ ﾚｲｼﾞ 上諏訪中

中学共通男子

200m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   309

3   311



決勝 6月12日 11:15

諏訪新  (SR )     3,01.51
大会新  (GR )     3,38.35

 1 藤森 大和(4) 小学生   3,36.77 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾔﾏﾄ 中洲小

 2 林 賢史郎(4) 小学生   3,57.88 
ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾛｳ 城南小

 3 山田 那由多(4) 小学生   4,32.21 
ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾕﾀ 城南小

 4 北原 夕真(4) 小学生   4,34.95 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾏ 城南小

決勝 6月12日 11:15

諏訪新  (SR )     3,01.51
大会新  (GR )     3,27.64

 1 遠藤 優裕(5) 小学生   3,23.54 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾋﾛ 城南小

 2 宮下 翔弥(5) 小学生   3,32.42 
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳﾔ 湖南小学校

 3 藤森 琢矢(5) 小学生   3,54.56 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｸﾔ 湖南小学校

 4 両角 倖輝(5) 小学生   3,56.58 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｺｳｷ 中洲小

 5 里見 大成(5) 小学生   3,57.20 
ｻﾄﾐ ﾀｲｾｲ 四賀小

 6 谷本 隼人(5) 小学生   3,57.98 
ﾀﾆﾓﾄ ﾊﾔﾄ 四賀小

 7 小池 悠斗(5) 小学生   3,58.12 
ｺｲｹ ﾕｳﾄ 湖南小学校

決勝 6月12日 11:25

諏訪新  (SR )     3,01.51
大会新  (GR )     3,12.16

 1 井出 雅人(6) 小学生   3,20.83 
ｲﾃﾞ ﾏｻﾄ 城南小

 2 宮嵜 和真(6) 小学生   3,26.65 
ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞﾏ 城南小

 3 矢﨑 公也(6) 小学生   3,33.44 
ﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾅﾘ 四賀小

 4 古谷 理玖(6) 小学生   3,42.01 
ﾌﾙﾔ ﾘｸ 高島小

 5 林 幸史郎(6) 小学生   3,44.92 
ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ 城南小

 6 小林 奏太(6) 小学生   3,51.14 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 湖南小学校

 7 白鳥輝星(6) 小学生   3,52.29 
ｼﾛﾄﾘｷﾗ 高島小

 8 中村 崚太郎(6) 小学生   4,05.15 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾀﾛｳ 湖南小学校

 9 鵜飼 久遠(6) 小学生   4,17.41 
ｳｶｲ ｸｵﾝ 高島小

10 上條晄生(6) 小学生   4,18.55 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳｾｲ 高島小

11 藤森 壱真(6) 小学生   4,29.48 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｲｯｼﾝ 高島小

11    65

3    71

5    48

9    73

4    33

2    25

1    58

10   200

7   133

6   161

8   171

1000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

9    24

小学６年男子

8   116

6   281

10   136

11    39

7   165
大会新

5     8

小学５年男子

1000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

小学４年男子

1000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   269

大会新
1   199

2   195

4   179



決勝 6月12日 11:45

諏訪新  (SR )     4,05.80
大会新  (GR )     4,23.83

 1 柳澤 光(3) 中学生   4,48.34 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 上諏訪中

 2 服部 広平(2) 中学生   4,50.34 
ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾍｲ 上諏訪中

 3 児玉 光輝(2) 中学生   5,02.14 
ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ 上諏訪中

 4 三井 晃太(2) 中学生   5,04.43 
ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 上諏訪中

 5 酒井 応太(1) 中学生   5,04.91 
ｻｶｲ ｵｳﾀ 上諏訪中

 6 笠原 武流(2) 中学生   5,13.61 
ｶｻﾊﾗ ﾀｹﾙ 諏訪中

 7 小松 拓叶(1) 中学生   5,16.67 
ｺﾏﾂ ﾀｸﾄ 諏訪中

 8 両角 公輔(1) 中学生   5,28.84 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｺｳｽｹ 上諏訪中

 9 西澤 駿(2) 中学生   5,28.92 
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｭﾝ 上諏訪中

10 今井 樹生(1) 中学生   5,38.34 
ｲﾏｲ ｲﾂｷ 諏訪南中

決勝 6月12日 11:45

諏訪新  (SR )     3,52.36
大会新  (GR )     5,13.30

 1 矢花 之宏 一般   4,51.04 
ﾔﾊﾞﾅ ﾕｷﾋﾛ 諏訪市陸協

12   501
大会新

男子

30-39歳1500m        

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

中学共通男子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
9   319

1   317

8   307

10   306

3   308

4   326

6   327

7   320

5   312

2   331

12



決勝 6月12日 12:05

諏訪新  (SR )       55.95
大会新  (GR )       58.00

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 四賀小   116 谷本 隼人(5)   1,09.13 

ｼｶﾞｼｮｳ ﾀﾆﾓﾄ ﾊﾔﾄ
   86 吉沢 カオル(5)

ﾖｼｻﾞﾜ ｶｵﾙ
  129 北澤 悠尊(4)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳｿﾝ
  113 増田 翔太(4)

ﾏｽﾀ ﾞｼｮｳﾀ

決勝 6月12日 12:05

諏訪新  (SR )       51.61
大会新  (GR )       55.93

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 中洲小   241 金子 温貴(6)     59.19 

ﾅｶｽｼｮｳ ｶﾈｺ ｱﾂｷ
  240 金井 翔和(6)

ｶﾅｲ ﾄﾜ
  242 櫛田 耕次郎(6)

ｸｼﾀﾞ ｺｳｼﾞﾛｳ
  229 伊藤 陽斗(6)

ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ
 2   5 四賀小(B)   136 里見 大成(5)   1,05.29 

ｼｶﾞｼｮｳB ｻﾄﾐ ﾀｲｾｲ
  126 芳澤 大樹(6)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｷ
  130 矢崎 大也(6)

ﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾅﾘ
  102 守谷 翼(6)

ﾓﾘﾔ ﾂﾊﾞｻ
 3   7 四賀小(A)   133 矢﨑 公也(6)   1,05.98 

ｼｶﾞｼｮｳA ﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾅﾘ
  124 浜 裕太(6)

ﾊﾏ ﾕｳﾀ
  134 矢﨑 春翔(6)

ﾔｻﾞｷ ﾊﾙﾄ
  117 池原 孝宜(6)

ｲｹﾊﾗ ｺｳｷ
  4 高島小    76 平澤 太洋(6)

ﾀｶｼﾏｼｮｳ ﾋﾗｻﾜ ﾀｲﾖｳ 失格
   73 白鳥輝星(6)

ｼﾛﾄﾘｷﾗ
   71 藤森 壱真(6)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｲｯｼﾝ
   55 宮坂 匠(6)

ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ

4x100m              

決勝

小学５年男子

4x100m              

決勝

小学６年男子



決勝 6月12日 12:20

諏訪新  (SR )       45.31
大会新  (GR )       49.87

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 諏訪南(B)   334 大西 奎吾(3)     50.11 

ｽﾜﾐﾅﾐB ｵｵﾆｼ ｹｲｺﾞ
  337 立石 将太(3)

ﾀﾃｲｼ ｼｮｳﾀ
  335 中平 秀喜(3)

ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾋﾃﾞｷ
  328 伊東 稜真(3)

ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ
 2   3 上諏訪中(A)   317 服部 広平(2)     50.63 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳA ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾍｲ
  302 一之瀬 大介(2)

ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ
  319 柳澤 光(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ
  314 中澤 青空(3)

ﾅｶｻﾞﾜ ｾｲﾗ
 3   5 上諏訪中(B)   320 両角 公輔(1)     54.85 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳB ﾓﾛｽﾞﾐ ｺｳｽｹ
  309 小林 大源(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｹﾞﾝ
  315 田口 利彦(2)

ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ
  308 酒井 応太(1)

ｻｶｲ ｵｳﾀ

中学共通男子

4x100m              

決勝



決勝 6月12日 11:30

大会新  (GR )        6.38
諏訪新  (GR )        6.86

小林 蓮(3) 中学生   5.79    X   5.45    5.79 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪西中   +0.3   +0.2    +0.3
立石 将太(3) 中学生   4.85   5.23   4.81    5.23 
ﾀﾃｲｼ ｼｮｳﾀ 諏訪南中   -0.5   +0.9   +0.4    +0.9
伊東 稜真(3) 中学生   5.15   4.89    X    5.15 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 諏訪南中    0.0   +1.5     0.0
一之瀬 大介(2) 中学生    X   4.73   4.56    4.73 
ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ 上諏訪中    0.0   -0.2     0.0
中平 秀喜(3) 中学生    X    X   4.43    4.43 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾋﾃﾞｷ 諏訪南中   +1.0    +1.0
伊藤 和哉(1) 中学生   3.68   3.93   4.14    4.14 
ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 諏訪南中   -0.8   -0.4   +2.2    +2.2
吉岡 伶(1) 中学生    X    X   3.85    3.85 
ﾖｼｵｶ ﾚｲ 上諏訪中   -0.3    -0.3
松本 力(1) 中学生   3.48   3.30   3.36    3.48 
ﾏﾂﾓﾄ ﾁｶﾗ 上諏訪中   -0.8    0.0   -0.2    -0.8
今井 樹生(1) 中学生   3.17   3.38    X    3.38 
ｲﾏｲ ｲﾂｷ 諏訪南中   -0.9   -0.5    -0.5
大西 奎吾(3) 中学生    X   2.94   3.17    3.17 
ｵｵﾆｼ ｹｲｺﾞ 諏訪南中   -0.6   +1.0    +1.0

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- 記録 備考
1 10   325

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

2 8   337

3 9   328

4 7   302

5 4   335

6 6   329

7 3   305

10 5   334

8 1   310

9 2   331



決勝 6月12日  9:00

大会新  (GR )        3.38

吉澤 陸也(3) 小学生   2.36   2.25   2.38    2.38 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｸﾔ 中洲小   +0.3    0.0   -0.7    -0.7
溝口 一騎(3) 小学生   2.07    X   2.21    2.21 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｲｯｷ 四賀小   +0.4   -0.4    -0.4
中瀬 仁和(3) 小学生    X    X   2.11    2.11 
ﾅｶｾ ﾄﾜ 四賀小   -1.1    -1.1

決勝 6月12日  9:00

諏訪新  (SR )        3.88
大会新  (GR )        3.49

西谷 優希(4) 小学生   3.09   3.54    X    3.54 大会新
ﾆｼﾀﾆ ﾕｳｷ 城南小    0.0   -0.4    -0.4
曽我 佑治郎(4) 小学生    X   2.57   3.23    3.23 
ｿｶﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 四賀小   -0.1    0.0     0.0
小井出 遥斗(4) 小学生   3.01   2.90   2.83    3.01 
ｺｲﾃﾞ ﾊﾙﾄ 高島小    0.0    0.0   +0.4     0.0
市川 志音(4) 小学生    X   2.57   2.85    2.85 
ｲﾁｶﾜ ｼｵﾝ 四賀小    0.0   +0.5    +0.5
柴原 桂介(4) 小学生    X    X    X 記録なし
ｼﾊﾞﾊﾗ ｹｲｽｹ 城南小
五味 駿矢(4) 小学生    X    X    X 記録なし
ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾔ 城南小

決勝 6月12日  9:00

諏訪新  (SR )        4.28
大会新  (GR )        3.86

松崎 亮吾(5) 小学生   3.04   3.38   3.18    3.38 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳｺﾞ 湖南小学校    0.0   +0.3   +0.6    +0.3
宮坂 春輝(5) 小学生    X   2.81   3.07    3.07 
ﾐﾔｻｶ ﾊﾙｷ 城南小   +0.1   -0.4    -0.4
福島 大翔(5) 小学生    X    X   2.10    2.10 
ﾌｸｼﾏ ﾋﾛﾄ 中洲小    0.0     0.0

決勝 6月12日  9:00

金子 温貴(6) 小学生   3.58   3.53   3.60    3.60 
ｶﾈｺ ｱﾂｷ 中洲小    0.0    0.0   -0.1    -0.1
笠原　郁哉(6) 小学生   3.32   3.10   3.32    3.32 
ｶｻﾊﾗ ｲｸﾔ 城北小    0.0   +0.3   +0.8     0.0
矢崎 大也(6) 小学生   3.16   3.05   3.14    3.16 
ﾔｻﾞｷ ﾋﾛﾅﾘ 四賀小    0.0    0.0   +0.3     0.0

2 2   202

3 1   130

記録 備考
1 3   241

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

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-

2 1   170

3 3   275

備考
1 2    26

-4- -5- -6- 記録

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

4   173

小学５年男子

4 1    97

2   181

2 5   108

3 3    62

記録 備考
1 6   189

-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-

小学３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   238

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

2 2    88

3 1   121
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