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記録主任：

種目 決勝・予選 選手名 所属 記録 従来の記録
小学共通女子

ジャベリックボール投げ
決勝 中村　杏 玉川小6 47.58 36.69

種目 決勝・予選 選手名 所属 記録 従来の記録
中学3年男子100ｍ 予選 佐野　希汐 茅野東部中3 11.42 11.50
中学3年男子100ｍ 決勝 佐野　希汐 茅野東部中3 11.48 11.50
中学1年男子1500ｍ 決勝 松尾　悠登 下諏訪社中1 4,46.08 4,50,60
中学共通女子200ｍ 予選 小林　舞香 富士見中3 27.07 27.20
中学共通女子200ｍ 決勝 小林　舞香 富士見中3 27.19 27.20
中学共通女子800ｍ 決勝 小口　紗弥 岡谷東部中2 2,23.91 2,24.38
中学共通女子棒高跳 決勝 小林　由依 原中3 3.00 2.60
中学共通女子棒高跳 決勝 鎌倉　杏 原中3 2.80 2.60

小学共通男子
ジャベリックボール投

決勝 野澤　比呂 湖東小6 52.90 46.28

小学共通女子
ジャベリックボール投

決勝 中村　杏 玉川小6 47.58 29.11

小学共通女子
ジャベリックボール投

決勝 田島　若奈 玉川小6 36.15 29.11

◆気象状況
時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速
9:00 晴れ 24.0 53.0 0.0m/sec.
10:00 晴れ 26.5 42.0 南 0.4m/sec.
11:00 晴れ 27.0 43.0 西南西 1.3m/sec.
12:00 晴れ 28.5 45.0 南南東 2.1m/sec.
13:00 晴れ 29.5 46.0 西南西 3.5m/sec.
14:00 晴れ 29.0 46.0 南南西 1.0m/sec.
15:00 晴れ 28.5 45.0 南東 0.6m/sec.
16:00 晴れ 28.0 45.0 西南西 2.0m/sec.

諏訪陸上競技協会

第36回諏訪地方ジュニア陸上競技大会

（競技会コード：17170504）

茅野市・茅野市教育委員会・諏訪陸上競技協会
岡谷市陸上競技協会・下諏訪町陸上競技協会・諏訪市陸上競技協会
（特）茅野市体育協会・富士見町体協陸上部・原村体協
諏訪中学校体育連盟・諏訪小中学校校長会

公式記録集

兼　第34回長野県小学校陸上競技大会・諏訪地区選考会

（一財）長野陸上競技協会

大会新記録一覧

平成29年5月21日（日）
茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：173100）
小口　眞喜也

葛城　光一
森　安夫

諏訪新記録一覧



平成29年度第36回諏訪地方ジュニア陸上競技大会                                    
兼第34回長野県小学生陸上競技大会諏訪地区選考会                                  
主催：茅野市教育委員会,（特）茅野市体育協会,諏訪中学校体育連盟,諏訪陸上競技協会 
後援：(一財)長野陸上競技協会                                                    

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 男  子 【競技場】173100  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
05/21 小学５年男子  -1.1小口 蒼葉(5) 14.64 西谷 優希(5) 14.92 倉島 正行(5) 15.08 高木 保徳(5) 15.46 小原 優輝(5) 15.47 赤羽 琉翔(5) 15.62 大久保 諒人(5) 15.76 渡辺 向希(5) 16.09

100m 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･諏訪FA 小学生･下諏訪北小 小学生･下諏訪南小 小学生･中洲小 小学生･中洲小 小学生･下諏訪南小 小学生･北山小
05/21 小学６年男子  -0.1佐藤 稜太(6) 14.41 中村 大河(6) 14.77 三井 颯也(6) 14.92 伊藤 良真(6) 14.92 鈴木 達也(6) 15.53 藤森 寿馬(6) 15.87 中島 健登(6) 16.14

100m 小学生･下諏訪南小 小学生･下諏訪南小 小学生･本郷小 小学生･宮川小 小学生･下諏訪南小 小学生･金沢小 小学生･川岸小
05/21 小学共通男子 遠藤 優裕(6) 3,13.43 門輪 修也(6) 3,19.72 藤森 大和(5) 3,19.83 岡戸 優虎(6) 3,20.44 秋山 伶皇(6) 3,26.99 宮下 翔弥(6) 3,28.00 宮坂 志一(6) 3,31.13 窪田 怜真(6) 3,35.69

1000m 小学生･諏訪FA 小学生･下諏訪南小 小学生･中洲小 小学生･原PC 小学生･原PC 小学生･湖南小 小学生･小井川小 小学生･本郷小
05/21 柳澤 海斗(6) 13.81 藤森 大地(5) 15.33 遠藤 颯(6) 15.71 北原 将道(5) 19.15

80mH(0.700m) 小学生･北山小 GR 小学生･諏訪FA 小学生･諏訪FA 小学生･高島小
05/21 島田 怜央(6) 3.84(-1.8) 倉澤 傑(6) 3.79(-0.2) 宮坂 春輝(6) 3.52(+1.4) 伊東 飛呂人(6)3.50(+1.3) 市川 志音(5) 3.34(0.0) 笠原 禅汰(5) 3.19(-1.3) 小井出 遥斗(5)3.14(-0.6) 窪田 渓真(5) 3.11(-0.7)

走幅跳 小学生･下諏訪南小 小学生･玉川小 小学生･城南小 小学生･下諏訪南小 小学生･四賀小 小学生･境小 小学生･高島小 小学生･四賀小
05/21 野澤 比呂(6) 52.90 中澤 知士(6) 43.18 小平 大翔(5) 37.68 前川 直輝(6) 35.96 谷本 隼人(6) 35.66 中村 和憲(6) 34.51 真道 大輝(6) 31.86 山杢 春真(6) 28.57

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学生･湖東小 GR 小学生･下諏訪北小 小学生･金沢小 小学生･宮川小 小学生･四賀小 小学生･下諏訪北小 小学生･四賀小 小学生･小井川小
05/21 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ       55.11 湖東小     1,03.13

4x100m 中村 光(6) 新井 晴(6)
臼井 伶(6) 山田 龍(6)
木次 夏雪(6) 大江 瑛斗(6)
名取 陽(6) 五味 祐介(6)

05/21 中学１年男子  -0.8安部 桂史郎(1) 12.75 漆戸 柊哉(1) 13.06 伊藤 陽斗(1) 13.36 矢島 壮野(1) 13.72 矢島 武流(1) 13.93 名取 勇人(1) 13.94 壬生 新(1) 14.13 川村 京平(1) 14.33
100m 中学生･原中 中学生･諏訪西中 中学生･諏訪南中 中学生･茅野東部中 中学生･清陵附属中 中学生･富士見中 中学生･岡谷東部中 中学生･茅野北部中

05/21 松尾 悠登(1) 4,46.08 田所 夢大郎(1) 4,59.16 小泉 陽貴(1) 4,59.36 井出 雅人(1) 5,25.99 清水 克暉(1) 5,30.80 小平 悟(1) 5,30.92 小松 悟一(1) 5,47.19 芳澤 大樹(1) 5,48.54
1500m 中学生･下諏訪社 GR 中学生･富士見中 中学生･諏訪西中 中学生･諏訪中 中学生･永明中 中学生･富士見中 中学生･岡谷北部中 中学生･清陵附属中

05/21 中学２年男子  +0.8大嶋 利拓(2) 12.13 岩﨑 遼(2) 12.43 佐々 海青(2) 12.54 岩波 克飛(2) 12.74 小林 海(2) 12.75 鈴木 千紘(2) 12.81 矢﨑 灯夜(2) 12.86 今井 晴基(2) 13.09
100m 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷東部中 中学生･長峰中 中学生･富士見中 中学生･清陵附属中 中学生･永明中 中学生･岡谷北部中

05/21 中学３年男子  -1.6佐野 希汐(3) 11.48 川口 祥延(3) 12.30 中村 拓実(3) 12.43 一之瀬 大介(3) 12.84 小林 大源(3) 13.08 保科 健照(3) 13.25 國井 駿太(3) 13.32
100m 中学生･茅野東部 GR 中学生･茅野北部中 中学生･下諏訪社 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中 中学生･岡谷北部中 中学生･岡谷西部中

05/21 中学共通男子  -1.2佐野 希汐(3) 23.79 宮澤 喬佑(3) 24.79 一之瀬 大介(3) 25.72 鈴木 千紘(2) 26.32 石山 純雅(2) 27.53 矢島 壮野(1) 27.94 五味 春喜(3) 28.22
200m 中学生･茅野東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･上諏訪中 中学生･清陵附属中 中学生･茅野北部中 中学生･茅野東部中 中学生･茅野東部中

05/21 小山 宗一朗(3) 56.65 岩波 克飛(2) 58.92 小林 大源(3) 1,01.16 河合 生稀(2) 1,03.13 矢﨑 琉晟(3) 1,03.40 宮部 陽人(2) 1,04.55 北澤 弘都(2) 1,05.19 小池 柚子貴(2) 1,05.40
400m 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･上諏訪中 中学生･茅野北部中 中学生･下諏訪中 中学生･茅野東部中 中学生･茅野北部中 中学生･長峰中

05/21 二見 優輝(3) 2,06.12 植松 孝太(3) 2,11.96 二見 拓輝(3) 2,15.22 服部 広平(3) 2,16.78 木内 万璃(2) 2,18.53 國谷 真ノ介(3) 2,23.81 中山 凌(2) 2,27.68 山岸 稜(3) 2,28.69
800m 中学生･永明中 中学生･富士見中 中学生･清陵附属中 中学生･上諏訪中 中学生･清陵附属中 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･永明中

05/21 児玉 光輝(3) 10,42.54 藤森 大地(3) 10,45.25 由澤 汐七(2) 10,49.22 笠原 武流(3) 10,55.08 笠原 渉(2) 11,02.43 藤森 大斗(3) 11,47.75
3000m 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪西中 中学生･長峰中 中学生･諏訪中 中学生･岡谷東部中 中学生･諏訪西中

05/21 宮澤 喬佑(3) 15.99 大嶋 利拓(2) 16.82 小山 宗一朗(3) 16.98 小池 勇輝(3) 18.74 田口 利彦(3) 18.88 佐々 海青(2) 18.99 壬生 新(1) 20.03 矢﨑 灯夜(2) 20.20
110mH(0.914m) 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･長峰中 中学生･永明中 中学生･上諏訪中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･永明中

05/21 鈴木 駿介(3) 1.70 古里 友吾(3) 1.65 小口 伸太郎(2) 1.60 宮部 陽人(2) 1.30
走高跳 中学生･岡谷西部中 中学生･諏訪西中 中学生･岡谷東部中 中学生･茅野東部中

05/21 平出 雄彩(2) 2.60 安部 桂史郎(1) 2.50 小口 伸太郎(2) 2.10 野澤 洸貴(1) 2.10 小川 楓太(2) 2.00 木下 光樹(1) 1.70
棒高跳 中学生･原中 中学生･原中 中学生･岡谷東部中 中学生･原中 中学生･岡谷東部中 中学生･原中

05/21 高山 翔平(3) 5.26(+1.9) 野中 大地(2) 4.86(-0.1) 松崎 恭一朗(2)4.82(-1.6) 小林 海(2) 4.77(+2.3) 松本 力(2) 4.43(+0.6) 小川 楓太(2) 4.22(-0.8) 今井 樹生(2) 3.87(+0.2) 宮原 有輝(1) 3.86(-0.9)
走幅跳 中学生･諏訪西中 中学生･富士見中 中学生･諏訪西中 中学生･富士見中 中学生･上諏訪中 中学生･岡谷東部中 中学生･諏訪南中 中学生･永明中

05/21 永田 智哉(3) 10.69 伊藤 浩樹(3) 9.91 西郷 鴻次朗(3) 8.40 武井 謙汰(3) 8.31 山田 和弥(3) 8.00 矢﨑 智大(3) 6.97 小池 暁(2) 6.91 中村 紘大(2) 6.74
砲丸投 中学生･岡谷西部中 中学生･長峰中 中学生･茅野北部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷西部中 中学生･永明中 中学生･永明中 中学生･岡谷東部中

05/21 伊藤 浩樹(3) 41.35 永田 智哉(3) 41.26 小平 将斗(2) 39.02 矢﨑 智大(3) 38.74 今井 晴基(2) 35.54 山田 和弥(3) 30.46 近藤 杜気(1) 19.66 矢島 瑞基(2) 18.99
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･長峰中 中学生･岡谷西部中 中学生･長峰中 中学生･永明中 中学生･岡谷北部中 中学生･岡谷西部中 中学生･茅野北部中 中学生･永明中

05/21 岡谷西部中       47.06 長峰中A       48.42 永明中A       48.45 上諏訪中A       48.56 茅野北部中A       49.17 岡谷東部中A       50.29 清陵付属中       50.58 下諏訪中       51.60
4x100m 岩﨑 遼(2) 岩波 克飛(2) 矢﨑 灯夜(2) 小林 大源(3) 石山 純雅(2) 中村 紘大(2) 矢島 武流(1) 岩田 晃治(3)

大嶋 利拓(2) 小山 宗一朗(3) 矢﨑 智大(3) 一之瀬 大介(3) 川口 祥延(3) 小口 伸太郎(2) 二見 拓輝(3) 清水 一樹(2)
武井 謙汰(3) 伊藤 浩樹(3) 小池 勇輝(3) 田口 利彦(3) 河合 生稀(2) 佐々 海青(2) 伊藤 蒼眞(2) 矢﨑 琉晟(3)
小平 桜雅(3) 小池 柚子貴(2) 二見 優輝(3) 服部 広平(3) 西郷 鴻次朗(3) 宮澤 喬佑(3) 鈴木 千紘(2) 小林 涼空(3)

05/21 中学2.3年男 二見 優輝(3) 4,33.36 植松 孝太(3) 4,37.59 二見 拓輝(3) 4,38.01 日達 羽琉(2) 4,42.47 木内 万璃(2) 4,49.32 沓掛 蒼大(3) 4,51.30 小林 正依(2) 4,56.79 笠原 武流(3) 4,58.56
1500m 中学生･永明中 中学生･富士見中 中学生･清陵附属中 中学生･原中 中学生･清陵附属中 中学生･岡谷西部中 中学生･富士見中 中学生･諏訪中



学校
種目

１年男子 1年100m 2 6 7 4 5 1 3 8

１年男子 1年1500m 2 8 5 6 1 4 10

２年男子 2年100m 15 6 1 3 2 5 4

３年男子 3年100m 2 3 6 9 8 7

２・３年男子 2.3年1500m 3 1 10 8 9 5

共通男子 200m 7 6 5 13 4

共通男子 400m 4 6 16 3 7

共通男子 800m 5 10 9 5 7

共通男子 3000m 4 8 5 10 6

共通男子 110mH(0.914m) 7 13 4 6 6

共通男子 4×100mR 8 3 1 5 2 6 7 4

共通男子 走高跳 8 6 7 5

共通男子 棒高跳 10 23

共通男子 走幅跳 3 4 2 14 1 12

共通男子 砲丸投（5.000kg） 17 1 5 7 6

共通男子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 10 4 6 14 2

70 55 10 11 8 47 11 8 44 35 47 66 40 25 45 36

1 3 14 12 15 4 12 15 7 10 4 2 8 11 6 9

１年女子 1年100m 2 4 15 5 3 6 1

２年女子 2年100m 14 1 11 8 2

３年女子 3年100m 4 7 11 8 5

共通女子 200m 3 7 6 6 5 8

共通女子 800m 8 3 7 5 12 1

共通女子 1500m 8 3 1 2 18 4

共通女子 100mH(0.762m) 2 9 7 9 6 3

共通女子 4×100mR 7 2.5 2.5 5 8 1 6 4

共通女子 走高跳 15 4 2 15

共通女子 棒高跳 1 35

共通女子 走幅跳 18 5 4 2 7

共通女子 砲丸投（2.721kg） 10 5 4 6 2 8

共通女子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 7 5 6 3 7 8

9 99 11 1 33.5 4 4 40.5 38 48 6 41 8 56 66

10 1 9 15 8 13 13 6 7 4 12 5 11 3 2

79 154 11 10 12 8 80.5 15 12 84.5 73 95 72 81 33 101 102

8 1 15 16 13 17 7 12 13 5 9 4 10 6 11 3 2

諏訪南

男
子

岡谷西部 岡谷東部 岡谷南部 岡谷北部 下諏訪 下諏訪社 上諏訪 諏訪

総合得点

総合　対校順位

中学校　学校対校得点一覧表
富士見 原

男子　対校得点計

男子　対校順位

女
子

女子　対校得点計

女子　対校順位

諏訪西 清陵付属 永明 長峰 茅野東部 茅野北部



予選 5月21日 10:55
決勝 5月21日 15:15

諏訪新  (SR )       10.85
大会新  (GR )       11.50

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +1.3

 1 佐野 希汐(3) 中学生     11.42 q  1 中村 拓実(3) 中学生     12.20 q
ｻﾉ ｷｾｷ 茅野東部中 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 下諏訪社

 2 川口 祥延(3) 中学生     12.21 q  2 一之瀬 大介(3) 中学生     12.64 q
ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ 茅野北部中 ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ 上諏訪中

 3 小平 桜雅(3) 中学生     12.23 q  3 保科 健照(3) 中学生     12.99 q
ｺﾀﾞｲﾗ ｵｳｶﾞ 岡谷西部中 ﾎｼﾅ ｹﾝｼｮｳ 岡谷北部中

 4 小林 大源(3) 中学生     13.05 q  4 國井 駿太(3) 中学生     13.02 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｹﾞﾝ 上諏訪中 ｸﾆｲ ｼｭﾝﾀ 岡谷西部中

 5 小林 涼空(3) 中学生     13.31  5 岩田 晃治(3) 中学生     13.09 
ｺﾊﾞﾔｼﾘｸ 下諏訪中 ｲﾜﾀｺｳｼﾞ 下諏訪中

 6 柴田 凌空(3) 中学生     15.38  6 田口 利彦(3) 中学生     13.34 
ｼﾊﾞﾀ ﾘｸ 永明中 ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ 上諏訪中

 7 五味 春喜(3) 中学生     13.42 
ｺﾞﾐ ﾊﾙｷ 茅野東部中

風速 -1.6

 1 佐野 希汐(3) 中学生     11.48 
ｻﾉ ｷｾｷ 茅野東部中

 2 川口 祥延(3) 中学生     12.30 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ 茅野北部中

 3 中村 拓実(3) 中学生     12.43 
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 下諏訪社

 4 一之瀬 大介(3) 中学生     12.84 
ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ 上諏訪中

 5 小林 大源(3) 中学生     13.08 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｹﾞﾝ 上諏訪中

 6 保科 健照(3) 中学生     13.25 
ﾎｼﾅ ｹﾝｼｮｳ 岡谷北部中

 7 國井 駿太(3) 中学生     13.32 
ｸﾆｲ ｼｭﾝﾀ 岡谷西部中
小平 桜雅(3) 中学生
ｺﾀﾞｲﾗ ｵｳｶﾞ 岡谷西部中 棄権

2  7562

6  7573

3  7722

8  7597

5  7690

9  7716

記録／備考
4  7870

大会新
7  7812

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  7718

8  7871

2  7562

5  7679

4  7716

7  7597

記録／備考
3  7690

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8  7780

順

7  7678

4  7573

記録／備考
5  7870

6  7722

大会新
3  7812

中学３年男子

100m                

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



予選 5月21日 10:30
決勝 5月21日 15:05

諏訪新  (SR )       11.59
大会新  (GR )       11.94

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -1.1

 1 佐々 海青(2) 中学生     12.56 q  1 岩﨑 遼(2) 中学生     12.24 q
ｻｻ ｶｲｾｲ 岡谷東部中 ｲﾜｻｷ ﾘｮｳ 岡谷西部中

 2 小林 海(2) 中学生     12.69 q  2 藤森 匠平(2) 中学生     13.47 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 富士見中 ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｮｳﾍｲ 長峰中

 3 石山 純雅(2) 中学生     13.01  3 笠原 克希(2) 中学生     13.62 
ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｶﾞ 茅野北部中 ｶｻﾊﾗ ｶﾂｷ 長峰中

 4 小池 柚子貴(2) 中学生     13.25  4 平出 雄彩(2) 中学生     13.74 
ｺｲｹ ﾕｽﾞｷ 長峰中 ﾋﾗｲﾃﾞ ﾕｳｻ 原中

 5 松本 力(2) 中学生     13.83  5 伊藤 蒼眞(2) 中学生     13.75 
ﾏﾂﾓﾄ ﾁｶﾗ 上諏訪中 ｲﾄｳ ｿｳﾏ 清陵附属中

 6 小口 和真(2) 中学生     14.06  6 中村 紘大(2) 中学生     14.01 
ｵｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 岡谷北部中 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 岡谷東部中

 7 五味 瑞輝(2) 中学生     14.17  7 木村 天哉(2) 中学生     14.36 
ｺﾞﾐ ﾐｽﾞｷ 長峰中 ｷﾑﾗ ﾀｶﾔ 永明中

 8 矢島 銀河(2) 中学生     14.28 丸茂 祐輝(2) 中学生
ﾔｼﾞﾏ ｷﾞﾝｶﾞ 永明中 ﾏﾙﾓ ﾖｼｷ 茅野北部中

 9 北嶋 宏記(2) 中学生     15.31 岡田 遥人(2) 中学生
ｺﾀｼﾞﾏ ｺｳｷ 茅野北部中 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 諏訪中

[ 3組] 風速 +1.1 [ 4組] 風速 +1.0

 1 大嶋 利拓(2) 中学生     12.07 q  1 鈴木 千紘(2) 中学生     12.55 q
ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 岡谷西部中 ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 清陵附属中

 2 岩波 克飛(2) 中学生     12.65 q  2 矢﨑 灯夜(2) 中学生     12.66 q
ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 長峰中 ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ 永明中

 3 宮坂 仁士(2) 中学生     13.01  3 今井 晴基(2) 中学生     12.91 q
ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 長峰中 ｲﾏｲ ﾊﾙｷ 岡谷北部中

 4 伊藤 和哉(2) 中学生     13.07  4 諏訪 玲二(2) 中学生     13.31 
ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 諏訪南中 ｽﾜ ﾚｲｼﾞ 上諏訪中

 5 小深田 音明(2) 中学生     13.78  5 小林 勇輝(2) 中学生     13.47 
ｺﾌﾞｶﾀ ﾄｱ 茅野北部中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 岡谷西部中

 6 小池 暁(2) 中学生     14.33  6 小平 将斗(2) 中学生     13.84 
ｺｲｹ ｱｷﾗ 永明中 ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ 長峰中

 7 田村 蓮(2) 中学生     14.70  7 吉村 宙(2) 中学生     14.37 
ﾀﾑﾗ ﾚﾝ 諏訪西中 ﾖｼﾑﾗ ｿﾗ 茅野北部中
濵 忍斗(2) 中学生  8 日達 羽琉(2) 中学生     14.42 
ﾊﾏ ｼﾞﾝﾄ 岡谷北部中 ﾋﾀﾁ ﾊﾙ 原中
有賀 涼太(2) 中学生
ｱﾙｶﾞ ﾘｮｳﾀ 岡谷東部中

風速 +0.8

 1 大嶋 利拓(2) 中学生     12.13 
ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 岡谷西部中

 2 岩﨑 遼(2) 中学生     12.43 
ｲﾜｻｷ ﾘｮｳ 岡谷西部中

 3 佐々 海青(2) 中学生     12.54 
ｻｻ ｶｲｾｲ 岡谷東部中

 4 岩波 克飛(2) 中学生     12.74 
ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 長峰中

 5 小林 海(2) 中学生     12.75 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 富士見中

 6 鈴木 千紘(2) 中学生     12.81 
ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 清陵附属中

 7 矢﨑 灯夜(2) 中学生     12.86 
ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ 永明中

 8 今井 晴基(2) 中学生     13.09 
ｲﾏｲ ﾊﾙｷ 岡谷北部中

8  7793

9  7592

2  7921

4  7944

7  7653

3  7841

5  7578

6  7577

1  7890

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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2  7593
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1  7789
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3  7851

順 ﾚｰﾝ No.
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6  7733
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5  7656
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1  7942
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3  7840

記録／備考
2  7577

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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順
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6  7590

8  7846
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記録／備考
3  7653

4  7921

中学２年男子

100m                

予選 通過基準  4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



予選 5月21日 10:00
決勝 5月21日 14:55

諏訪新  (SR )       11.93
大会新  (JR )       12.4 

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +0.5

 1 伊藤 陽斗(1) 中学生     13.19 q  1 矢島 武流(1) 中学生     13.71 q
ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 諏訪南中 ﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 清陵附属中

 2 矢島 壮野(1) 中学生     13.54 q  2 畔上 亮太(1) 中学生     14.11 
ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 茅野東部中 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾘｮｳﾀ 長峰中

 3 窪田 翔真(1) 中学生     14.23  3 原田 裕哉(1) 中学生     14.51 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 富士見中 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ 上諏訪中

 4 望月 翔太(1) 中学生     15.01  4 髙田 秀治(1) 中学生     14.71 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ 上諏訪中 ﾀｶﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 茅野東部中

 5 原 駿斗(1) 中学生     15.34  5 北原 壱晟(1) 中学生     15.14 
ﾊﾗ ﾊﾔﾄ 岡谷東部中 ｷﾀﾊﾗ ｲｯｾｲ 永明中

 6 平島 迅(1) 中学生     15.67  6 河東 淳人(1) 中学生     15.73 
ﾋﾗｼﾏ ｼﾞﾝ 茅野北部中 ｶﾜﾄｳ ｱﾂﾄ 茅野北部中

 7 大野 陸斗(1) 中学生     15.98  7 酒井 琢磨(1) 中学生     16.18 
ｵｵﾉ ﾘｸﾄ 茅野北部中 ｻｶｲ ﾀｸﾏ 下諏訪社

 8 伊藤 紅羽(1) 中学生     16.98 北嶋 利記(1) 中学生
ｲﾄｳ ｸﾚﾊ 長峰中 ｺﾀｼﾞﾏ ﾄｼｷ 茅野北部中

[ 3組] 風速 +1.0 [ 4組] 風速 -0.5

 1 安部 桂史郎(1) 中学生     12.67 q  1 漆戸 柊哉(1) 中学生     12.96 q
ｱﾍﾞ ｹｲｼﾛｳ 原中 ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪西中

 2 壬生 新(1) 中学生     13.57 q  2 名取 勇人(1) 中学生     13.86 q
ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ 岡谷東部中 ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 富士見中

 3 西山 陸(1) 中学生     14.45  3 川村 京平(1) 中学生     14.04 q
ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ 長峰中 ｶﾜﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ 茅野北部中

 4 山田 翔大(1) 中学生     15.60  4 有賀 大地(1) 中学生     14.48 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 岡谷北部中 ｱﾙｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 茅野東部中

 5 矢沢 佑真(1) 中学生     15.66  5 笠原 優希(1) 中学生     14.61 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 富士見中 ｶｻﾊﾗ ﾕｳｷ 長峰中

 6 森元 留衣(1) 中学生     16.54  6 野澤 洸貴(1) 中学生     15.14 
ﾓﾘﾓﾄ ﾙｲ 茅野北部中 ﾉｻﾞﾜ ｺｳｷ 原中

 7 上條 晄生(1) 中学生     17.04  7 両角 俐音(1) 中学生     15.15 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳｾｲ 上諏訪中 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｵﾝ 茅野北部中
宮坂 匠(1) 中学生  8 三島 心人(1) 中学生     16.62 
ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 上諏訪中 ﾐｼﾏ ｼﾝﾄ 岡谷東部中

風速 -0.8

 1 安部 桂史郎(1) 中学生     12.75 
ｱﾍﾞ ｹｲｼﾛｳ 原中

 2 漆戸 柊哉(1) 中学生     13.06 
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪西中

 3 伊藤 陽斗(1) 中学生     13.36 
ｲﾄｳ ﾊﾙﾄ 諏訪南中

 4 矢島 壮野(1) 中学生     13.72 
ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 茅野東部中

 5 矢島 武流(1) 中学生     13.93 
ﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 清陵附属中

 6 名取 勇人(1) 中学生     13.94 
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 富士見中

 7 壬生 新(1) 中学生     14.13 
ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ 岡谷東部中

 8 川村 京平(1) 中学生     14.33 
ｶﾜﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ 茅野北部中

3  7633

9  7825

8  7946

2  7928
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6  7742
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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中学１年男子

100m                

予選 通過基準  4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



決勝 5月21日 14:00

諏訪新  (SR )       12.63
大会新  (GR )       13.24

風速 -0.1

 1 佐藤 稜太(6) 小学生     14.41 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 下諏訪南小

 2 中村 大河(6) 小学生     14.77 
ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 下諏訪南小

 3 三井 颯也(6) 小学生     14.92 
ﾐﾂｲ ｿｳﾔ 本郷小

 4 伊藤 良真(6) 小学生     14.92 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 宮川小

 5 鈴木 達也(6) 小学生     15.53 
ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 下諏訪南小

 6 藤森 寿馬(6) 小学生     15.87 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 金沢小

 7 中島 健登(6) 小学生     16.14 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾄ 川岸小
細田 和生(6) 小学生
ﾎｿﾀﾞ ｶｽﾞｷ 玉川小
山岡 陸兎(6) 小学生
ﾔﾏｵｶ ﾘｸﾄ 岡谷田中小

予選 5月21日 11:40
決勝 5月21日 13:50

諏訪新  (SR )       13.32
大会新  (GR )       14.22

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +0.7

 1 倉島 正行(5) 小学生     14.91 q  1 小口 蒼葉(5) 小学生     14.26 q
ｸﾗｼﾏ ﾏｻﾕｷ 下諏訪北小 ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 大久保 諒人(5) 小学生     15.35 q  2 西谷 優希(5) 小学生     14.74 q
ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳﾄ 下諏訪南小 ﾆｼﾀﾆ ﾕｳｷ 諏訪FA

 3 赤羽 琉翔(5) 小学生     15.54 q  3 小原 優輝(5) 小学生     15.09 q
ｱｶﾊﾈ ﾘｭｳﾄ 中洲小 ｵﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 中洲小

 4 渡辺 向希(5) 小学生     15.60 q  4 高木 保徳(5) 小学生     15.57 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 北山小 ﾀｶｷﾞ ﾔｽﾉﾘ 下諏訪南小

 5 平林 龍友(5) 小学生     16.19  5 林 峻矢(5) 小学生     15.85 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳ 金沢小 ﾊﾔｼ ｼｭﾝﾔ 神明小

 6 矢沢 柊(5) 小学生     16.22  6 渡辺 映多(5) 小学生     16.33 
ﾔｻﾞﾜ ｼｭｳ 本郷小 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲﾀ 北山小

 7 深江 晟矢(5) 小学生     16.58  7 清水 琉偉(5) 小学生     16.51 
ﾌｶｴ ｾｲﾔ 原小 ｼﾐｽﾞ ﾙｲ 原小

 8 朝倉 万優(5) 小学生     16.77  8 矢島 大樹(5) 小学生     16.80 
ｱｻｸﾗ ﾏﾋﾛ 北山小 ﾔｼﾞﾏ ﾀｲｷ 金沢小

風速 -1.1

 1 小口 蒼葉(5) 小学生     14.64 
ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 西谷 優希(5) 小学生     14.92 
ﾆｼﾀﾆ ﾕｳｷ 諏訪FA

 3 倉島 正行(5) 小学生     15.08 
ｸﾗｼﾏ ﾏｻﾕｷ 下諏訪北小

 4 高木 保徳(5) 小学生     15.46 
ﾀｶｷﾞ ﾔｽﾉﾘ 下諏訪南小

 5 小原 優輝(5) 小学生     15.47 
ｵﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 中洲小

 6 赤羽 琉翔(5) 小学生     15.62 
ｱｶﾊﾈ ﾘｭｳﾄ 中洲小

 7 大久保 諒人(5) 小学生     15.76 
ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳﾄ 下諏訪南小

 8 渡辺 向希(5) 小学生     16.09 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 北山小
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予選 5月21日 11:20
決勝 5月21日 13:40

諏訪新  (SR )       21.92
大会新  (GR )       23.46

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速  0.0

 1 佐野 希汐(3) 中学生     24.58 q  1 宮澤 喬佑(3) 中学生     24.69 q
ｻﾉ ｷｾｷ 茅野東部中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 岡谷東部中

 2 鈴木 千紘(2) 中学生     26.41 q  2 一之瀬 大介(3) 中学生     25.94 q
ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 清陵附属中 ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ 上諏訪中

 3 石山 純雅(2) 中学生     27.43 q  3 矢島 壮野(1) 中学生     27.60 q
ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｶﾞ 茅野北部中 ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 茅野東部中

 4 諏訪 玲二(2) 中学生     27.44 q  4 五味 春喜(3) 中学生     27.73 q
ｽﾜ ﾚｲｼﾞ 上諏訪中 ｺﾞﾐ ﾊﾙｷ 茅野東部中

 5 竹村 琉希(2) 中学生     30.73  5 吉岡 伶(2) 中学生     28.02 
ﾀｹﾑﾗ ﾘｭｳｷ 永明中 ﾖｼｵｶ ﾚｲ 上諏訪中

 6 望月 翔太(1) 中学生     31.76  6 伊藤 蒼眞(2) 中学生     28.24 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ 上諏訪中 ｲﾄｳ ｿｳﾏ 清陵附属中
笠原 佑哉(2) 中学生  7 大島 康靖(2) 中学生     34.30 
ｶｻﾊﾗ ﾕｳﾔ 永明中 ｵｵｼﾏ ｺｳｾｲ 永明中
名取 勇人(1) 中学生 天野 建治(2) 中学生
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 富士見中 ｱﾏﾉ ｹﾝｼﾞ 茅野北部中

風速 -1.2

 1 佐野 希汐(3) 中学生     23.79 
ｻﾉ ｷｾｷ 茅野東部中

 2 宮澤 喬佑(3) 中学生     24.79 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 岡谷東部中

 3 一之瀬 大介(3) 中学生     25.72 
ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ 上諏訪中

 4 鈴木 千紘(2) 中学生     26.32 
ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 清陵附属中

 5 石山 純雅(2) 中学生     27.53 
ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｶﾞ 茅野北部中

 6 矢島 壮野(1) 中学生     27.94 
ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 茅野東部中

 7 五味 春喜(3) 中学生     28.22 
ｺﾞﾐ ﾊﾙｷ 茅野東部中
諏訪 玲二(2) 中学生
ｽﾜ ﾚｲｼﾞ 上諏訪中
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決勝 5月21日 14:05

諏訪新  (SR )       50.58
大会新  (GR )       54.21

[ 1組] [ 2組]

 1 矢﨑 琉晟(3) 中学生   1,03.40  1 小山 宗一朗(3) 中学生     56.65 
ﾔｻﾞｷﾘｭｳｾｲ 下諏訪中 ｺﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 長峰中

 2 小池 柚子貴(2) 中学生   1,05.40  2 岩波 克飛(2) 中学生     58.92 
ｺｲｹ ﾕｽﾞｷ 長峰中 ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 長峰中

 3 今泉 尊(2) 中学生   1,09.78  3 小林 大源(3) 中学生   1,01.16 
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｹﾙ 長峰中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｹﾞﾝ 上諏訪中

 4 横山 優陽(2) 中学生   1,13.11  4 河合 生稀(2) 中学生   1,03.13 
ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾋ 長峰中 ｶﾜｲ ｲﾌﾞｷ 茅野北部中
早川 怜音(2) 中学生  5 宮部 陽人(2) 中学生   1,04.55 
ﾊﾔｶﾜ ﾚｵﾝ 長峰中 ﾐﾔﾍﾞ ﾊﾙﾄ 茅野東部中

 6 北澤 弘都(2) 中学生   1,05.19 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 茅野北部中

   1 小山 宗一朗(3) 中学生 長峰中       56.65   2   1
   2 岩波 克飛(2) 中学生 長峰中       58.92   2   2
   3 小林 大源(3) 中学生 上諏訪中     1,01.16   2   3
   4 河合 生稀(2) 中学生 茅野北部中     1,03.13   2   4
   5 矢﨑 琉晟(3) 中学生 下諏訪中     1,03.40   1   1
   6 宮部 陽人(2) 中学生 茅野東部中     1,04.55   2   5
   7 北澤 弘都(2) 中学生 茅野北部中     1,05.19   2   6
   8 小池 柚子貴(2) 中学生 長峰中     1,05.40   1   2
   9 今泉 尊(2) 中学生 長峰中     1,09.78   1   3
  10 横山 優陽(2) 中学生 長峰中     1,13.11   1   4

決勝 5月21日 12:55

諏訪新  (SR )     1,58.26
大会新  (GR )     2,00.03

[ 1組] [ 2組]

 1 二見 優輝(3) 中学生   2,06.12  1 國谷 真ノ介(3) 中学生   2,23.81 
ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ 永明中 ｸﾆﾔ ｼﾝﾉｽｹ 長峰中

 2 植松 孝太(3) 中学生   2,11.96  2 中山 凌(2) 中学生   2,27.68 
ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 富士見中 ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳ 長峰中

 3 二見 拓輝(3) 中学生   2,15.22  3 篠原 良粋(2) 中学生   2,30.21 
ﾌﾀﾐ ﾋﾛｷ 清陵附属中 ｼﾉﾊﾗ ﾗｲｷ 岡谷東部中

 4 服部 広平(3) 中学生   2,16.78  4 井出 雅人(1) 中学生   2,36.10 
ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾍｲ 上諏訪中 ｲﾃﾞ ﾏｻﾄ 諏訪中

 5 木内 万璃(2) 中学生   2,18.53  5 宮森 蓮(3) 中学生   2,39.46 
ｷｳﾁ ﾊﾞﾝﾘ 清陵附属中 ﾐﾔﾓﾘ ﾚﾝ 諏訪西中

 6 山岸 稜(3) 中学生   2,28.69  6 木下 翔聖(2) 中学生   2,39.85 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳ 永明中 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾏ 諏訪西中

 7 田村 紘一(3) 中学生   2,30.30 笠原 渉(2) 中学生
ﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ 永明中 ｶｻﾊﾗ ﾜﾀﾙ 岡谷東部中
小林 正依(2) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲ 富士見中

   1 二見 優輝(3) 中学生 永明中     2,06.12   1   1
   2 植松 孝太(3) 中学生 富士見中     2,11.96   1   2
   3 二見 拓輝(3) 中学生 清陵附属中     2,15.22   1   3
   4 服部 広平(3) 中学生 上諏訪中     2,16.78   1   4
   5 木内 万璃(2) 中学生 清陵附属中     2,18.53   1   5
   6 國谷 真ノ介(3) 中学生 長峰中     2,23.81   2   1
   7 中山 凌(2) 中学生 長峰中     2,27.68   2   2
   8 山岸 稜(3) 中学生 永明中     2,28.69   1   6
   9 篠原 良粋(2) 中学生 岡谷東部中     2,30.21   2   3
  10 田村 紘一(3) 中学生 永明中     2,30.30   1   7
  11 井出 雅人(1) 中学生 諏訪中     2,36.10   2   4
  12 宮森 蓮(3) 中学生 諏訪西中     2,39.46   2   5
  13 木下 翔聖(2) 中学生 諏訪西中     2,39.85   2   6
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決勝 5月21日 13:25

諏訪新  (SR )     3,01.51
大会新  (GR )     3,12.60

[ 1組] [ 2組]

 1 遠藤 優裕(6) 小学生   3,13.43  1 宮坂 志一(6) 小学生   3,31.13 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾋﾛ 諏訪FA ﾐﾔｻｶ ｼﾝｲﾁ 小井川小

 2 門輪 修也(6) 小学生   3,19.72  2 窪田 怜真(6) 小学生   3,35.69 
ｶﾄﾞﾜ ｼｭｳﾔ 下諏訪南小 ｸﾎﾞﾀ ﾚｲﾏ 本郷小

 3 藤森 大和(5) 小学生   3,19.83  3 大池 慎太郎(6) 小学生   3,39.99 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾔﾏﾄ 中洲小 ｵｵｲｹ ｼﾝﾀﾛｳ 神明小

 4 岡戸 優虎(6) 小学生   3,20.44  4 名取 涼太(6) 小学生   3,41.60 
ｵｶﾄﾞ ﾏｻﾄﾗ 原PC ﾅﾄﾘ ﾘｮｳﾀ 四賀小

 5 秋山 伶皇(6) 小学生   3,26.99  5 平出 光晟(5) 小学生   3,44.19 
ｱｷﾔﾏ ﾚｵ 原PC ﾋﾗｲﾃﾞ ｺｳｾｲ 境小

 6 宮下 翔弥(6) 小学生   3,28.00  6 宮澤 真成(5) 小学生   3,49.11 
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳﾔ 湖南小 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ 神明小

 7 伊藤 魁(6) 小学生   3,35.90  7 中野 颯太(6) 小学生   3,49.43 
ｲﾄｳ ｶｲ 湖東小 ﾅｶﾉ ｿｳﾀ 金沢小

 8 小林 勇翔(5) 小学生   3,37.60  8 小池 悠斗(6) 小学生   3,52.64 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 富士見小 ｺｲｹ ﾕｳﾄ 湖南小

 9 田中 金河(5) 小学生   3,40.43  9 阿部 嵩哉(5) 小学生   3,53.82 
ﾀﾅｶ ｷﾝｶﾞ 原小 ｱﾍﾞ ﾀｶﾔ 原っ子ｸﾗﾌﾞ

10 河西 陽夢(5) 小学生   3,41.26 10 古川 智樹(5) 小学生   3,56.99 
ｶｻｲ ﾊﾙﾑ 湖東小 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓｷ 原小

11 林 賢史郎(5) 小学生   3,41.27 11 小池 将太朗(5) 小学生   3,58.11 
ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾛｳ 城南小 ｺｲｹ ｼｮｳﾀﾛｳ 原小

12 小嶋 徠聖(5) 小学生   3,43.23 12 宮坂 泰成(5) 小学生   3,59.79 
ｺｼﾞﾏ ﾗｲｷ 原っ子ｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｻｶ ﾀｲｾｲ 神明小

13 荒木 恒平(5) 小学生   3,53.28 13 熊井 寿(5) 小学生   4,00.37 
ｱﾗｷ ｺｳﾍｲ 四賀小 ｸﾏｲ ｺﾄﾌﾞｷ 川岸小

14 阿部 飛元(5) 小学生   4,04.67 14 松村 奏和(5) 小学生   4,09.49 
ｱﾍﾞ ﾋｹﾞﾝ 原っ子ｸﾗﾌﾞ ﾏﾂﾑﾗ ｶﾅﾄ 玉川小

西中山 隼(5) 小学生
ﾆｼﾅｶﾔﾏ ﾊﾔﾄ 下諏訪南小

   1 遠藤 優裕(6) 小学生 諏訪FA     3,13.43   1   1
   2 門輪 修也(6) 小学生 下諏訪南小     3,19.72   1   2
   3 藤森 大和(5) 小学生 中洲小     3,19.83   1   3
   4 岡戸 優虎(6) 小学生 原PC     3,20.44   1   4
   5 秋山 伶皇(6) 小学生 原PC     3,26.99   1   5
   6 宮下 翔弥(6) 小学生 湖南小     3,28.00   1   6
   7 宮坂 志一(6) 小学生 小井川小     3,31.13   2   1
   8 窪田 怜真(6) 小学生 本郷小     3,35.69   2   2
   9 伊藤 魁(6) 小学生 湖東小     3,35.90   1   7
  10 小林 勇翔(5) 小学生 富士見小     3,37.60   1   8
  11 大池 慎太郎(6) 小学生 神明小     3,39.99   2   3
  12 田中 金河(5) 小学生 原小     3,40.43   1   9
  13 河西 陽夢(5) 小学生 湖東小     3,41.26   1  10
  14 林 賢史郎(5) 小学生 城南小     3,41.27   1  11
  15 名取 涼太(6) 小学生 四賀小     3,41.60   2   4
  16 小嶋 徠聖(5) 小学生 原っ子ｸﾗﾌﾞ     3,43.23   1  12
  17 平出 光晟(5) 小学生 境小     3,44.19   2   5
  18 宮澤 真成(5) 小学生 神明小     3,49.11   2   6
  19 中野 颯太(6) 小学生 金沢小     3,49.43   2   7
  20 小池 悠斗(6) 小学生 湖南小     3,52.64   2   8
  21 荒木 恒平(5) 小学生 四賀小     3,53.28   1  13
  22 阿部 嵩哉(5) 小学生 原っ子ｸﾗﾌﾞ     3,53.82   2   9
  23 古川 智樹(5) 小学生 原小     3,56.99   2  10
  24 小池 将太朗(5) 小学生 原小     3,58.11   2  11
  25 宮坂 泰成(5) 小学生 神明小     3,59.79   2  12
  26 熊井 寿(5) 小学生 川岸小     4,00.37   2  13
  27 阿部 飛元(5) 小学生 原っ子ｸﾗﾌﾞ     4,04.67   1  14
  28 松村 奏和(5) 小学生 玉川小     4,09.49   2  14
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決勝 5月21日 14:25

諏訪新  (SR )     4,05.80
大会新  (GR )     4,13.37

[ 1組] [ 2組]

 1 二見 優輝(3) 中学生   4,33.36  1 小松 隼人(3) 中学生   5,04.62 
ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ 永明中 ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 岡谷西部中

 2 植松 孝太(3) 中学生   4,37.59  2 西澤 駿(3) 中学生   5,06.95 
ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 富士見中 ﾆｼｻﾞﾜ ｼｭﾝ 上諏訪中

 3 二見 拓輝(3) 中学生   4,38.01  3 宮坂 悠助(2) 中学生   5,08.54 
ﾌﾀﾐ ﾋﾛｷ 清陵附属中 ﾐﾔｻｶ ﾕｳｽｹ 茅野東部中

 4 日達 羽琉(2) 中学生   4,42.47  4 北原 伊吹(2) 中学生   5,14.76 
ﾋﾀﾁ ﾊﾙ 原中 ｷﾀﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 諏訪中

 5 木内 万璃(2) 中学生   4,49.32  5 清水 一樹(2) 中学生   5,15.23 
ｷｳﾁ ﾊﾞﾝﾘ 清陵附属中 ｺﾊﾞﾔｼｶｽﾞｷ 下諏訪中

 6 沓掛 蒼大(3) 中学生   4,51.30  6 三井 晃太(3) 中学生   5,15.96 
ｸﾂｶｹ ｿｳﾀﾞｲ 岡谷西部中 ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 上諏訪中

 7 小林 正依(2) 中学生   4,56.79  7 宮坂 聖(2) 中学生   5,17.17 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲ 富士見中 ﾐﾔｻｶ ﾋｼﾞﾘ 諏訪西中

 8 笠原 武流(3) 中学生   4,58.56  8 矢島 瑞基(2) 中学生   5,18.07 
ｶｻﾊﾗ ﾀｹﾙ 諏訪中 ﾔｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 永明中

 9 篠原 良粋(2) 中学生   5,00.40  9 両角 公輔(2) 中学生   5,23.07 
ｼﾉﾊﾗ ﾗｲｷ 岡谷東部中 ﾓﾛｽﾞﾐ ｺｳｽｹ 上諏訪中

10 酒井 応太(2) 中学生   5,01.65 10 山岸 稜(3) 中学生   5,37.70 
ｻｶｲ ｵｳﾀ 上諏訪中 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳ 永明中

11 小松 拓叶(2) 中学生   5,07.37 11 増沢 勇人(2) 中学生   5,39.09 
ｺﾏﾂ ﾀｸﾄ 諏訪中 ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 下諏訪社

12 今井 樹生(2) 中学生   5,17.27 12 保科 健照(3) 中学生   5,54.12 
ｲﾏｲ ｲﾂｷ 諏訪南中 ﾎｼﾅ ｹﾝｼｮｳ 岡谷北部中

13 大滝 隼輝(2) 中学生   5,17.53 13 北澤 亮太朗(2) 中学生   5,54.14 
ｵｵﾀｷｼｭﾝｷ 下諏訪中 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 茅野北部中

14 國井 駿太(3) 中学生   5,30.98 14 三輪 浩太郎(2) 中学生   6,10.53 
ｸﾆｲ ｼｭﾝﾀ 岡谷西部中 ﾐﾜ ｺｳﾀﾛｳ 諏訪西中
伊藤 涼平(3) 中学生 栁澤 樹(2) 中学生
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 永明中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀﾂｷ 永明中
岡田 遥人(2) 中学生 丸茂 祐輝(2) 中学生
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 諏訪中 ﾏﾙﾓ ﾖｼｷ 茅野北部中

   1 二見 優輝(3) 中学生 永明中     4,33.36   1   1
   2 植松 孝太(3) 中学生 富士見中     4,37.59   1   2
   3 二見 拓輝(3) 中学生 清陵附属中     4,38.01   1   3
   4 日達 羽琉(2) 中学生 原中     4,42.47   1   4
   5 木内 万璃(2) 中学生 清陵附属中     4,49.32   1   5
   6 沓掛 蒼大(3) 中学生 岡谷西部中     4,51.30   1   6
   7 小林 正依(2) 中学生 富士見中     4,56.79   1   7
   8 笠原 武流(3) 中学生 諏訪中     4,58.56   1   8
   9 篠原 良粋(2) 中学生 岡谷東部中     5,00.40   1   9
  10 酒井 応太(2) 中学生 上諏訪中     5,01.65   1  10
  11 小松 隼人(3) 中学生 岡谷西部中     5,04.62   2   1
  12 西澤 駿(3) 中学生 上諏訪中     5,06.95   2   2
  13 小松 拓叶(2) 中学生 諏訪中     5,07.37   1  11
  14 宮坂 悠助(2) 中学生 茅野東部中     5,08.54   2   3
  15 北原 伊吹(2) 中学生 諏訪中     5,14.76   2   4
  16 清水 一樹(2) 中学生 下諏訪中     5,15.23   2   5
  17 三井 晃太(3) 中学生 上諏訪中     5,15.96   2   6
  18 宮坂 聖(2) 中学生 諏訪西中     5,17.17   2   7
  19 今井 樹生(2) 中学生 諏訪南中     5,17.27   1  12
  20 大滝 隼輝(2) 中学生 下諏訪中     5,17.53   1  13
  21 矢島 瑞基(2) 中学生 永明中     5,18.07   2   8
  22 両角 公輔(2) 中学生 上諏訪中     5,23.07   2   9
  23 國井 駿太(3) 中学生 岡谷西部中     5,30.98   1  14
  24 山岸 稜(3) 中学生 永明中     5,37.70   2  10
  25 増沢 勇人(2) 中学生 下諏訪社     5,39.09   2  11
  26 保科 健照(3) 中学生 岡谷北部中     5,54.12   2  12
  27 北澤 亮太朗(2) 中学生 茅野北部中     5,54.14   2  13
  28 三輪 浩太郎(2) 中学生 諏訪西中     6,10.53   2  14
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決勝 5月21日 14:15

諏訪新  (SR )     4,22.18
大会新  (GR )     4,50.60

 1 松尾 悠登(1) 中学生   4,46.08 
ﾏﾂｵ ﾊﾙﾄ 下諏訪社

 2 田所 夢大郎(1) 中学生   4,59.16 
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ 富士見中

 3 小泉 陽貴(1) 中学生   4,59.36 
ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ 諏訪西中

 4 井出 雅人(1) 中学生   5,25.99 
ｲﾃﾞ ﾏｻﾄ 諏訪中

 5 清水 克暉(1) 中学生   5,30.80 
ｼﾐｽﾞ ｶﾂｷ 永明中

 6 小平 悟(1) 中学生   5,30.92 
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄﾙ 富士見中

 7 小松 悟一(1) 中学生   5,47.19 
ｺﾏﾂ ｺﾞｲﾁ 岡谷北部中

 8 芳澤 大樹(1) 中学生   5,48.54 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｷ 清陵附属中

 9 植松 大志(1) 中学生   5,50.73 
ｳｴﾏﾂ ﾀｲｼ 富士見中

10 名取 雅治(1) 中学生   5,59.79 
ﾅﾄﾘ ﾏｻﾊﾙ 茅野北部中

11 鈴木 創太(1) 中学生   6,03.18 
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 茅野東部中

12 松枝 智也(1) 中学生   6,29.60 
ﾏﾂｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ 清陵附属中

13 雨宮 梨玖(1) 中学生   6,32.00 
ｱﾒﾐﾔ ﾘｸ 茅野北部中

14 野上 淳(1) 中学生   7,11.60 
ﾉｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 岡谷東部中
林 幸史郎(1) 中学生
ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ 諏訪中

決勝 5月21日 15:20

諏訪新  (SR )     8,33.96
大会新  (GR )     9,23.06

 1 児玉 光輝(3) 中学生  10,42.54 
ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ 上諏訪中

 2 藤森 大地(3) 中学生  10,45.25 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲﾁ 諏訪西中

 3 由澤 汐七(2) 中学生  10,49.22 
ﾖｼｻﾞﾜ ｾﾅ 長峰中

 4 笠原 武流(3) 中学生  10,55.08 
ｶｻﾊﾗ ﾀｹﾙ 諏訪中

 5 笠原 渉(2) 中学生  11,02.43 
ｶｻﾊﾗ ﾜﾀﾙ 岡谷東部中

 6 藤森 大斗(3) 中学生  11,47.75 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾄ 諏訪西中
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決勝 5月21日  9:15

諏訪新  (SR )       15.14
大会新  (GR )       15.70

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 +0.3

 1 小山 宗一朗(3) 中学生     16.98  1 宮澤 喬佑(3) 中学生     15.99 
ｺﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 長峰中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 岡谷東部中

 2 小池 勇輝(3) 中学生     18.74  2 大嶋 利拓(2) 中学生     16.82 
ｺｲｹ ﾕｳｷ 永明中 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 岡谷西部中

 3 佐々 海青(2) 中学生     18.99  3 田口 利彦(3) 中学生     18.88 
ｻｻ ｶｲｾｲ 岡谷東部中 ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ 上諏訪中

 4 野中 大地(2) 中学生     22.39  4 壬生 新(1) 中学生     20.03 
ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 富士見中 ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ 岡谷東部中
小平 桜雅(3) 中学生  5 矢﨑 灯夜(2) 中学生     20.20 
ｺﾀﾞｲﾗ ｵｳｶﾞ 岡谷西部中 ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ 永明中
西郷 鴻次朗(3) 中学生 北澤 弘都(2) 中学生
ｻｲｺﾞｳ ｺｳｼﾞﾛｳ 茅野北部中 ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 茅野北部中

   1 宮澤 喬佑(3) 中学生 岡谷東部中     15.99 (+0.3)   2   1
   2 大嶋 利拓(2) 中学生 岡谷西部中     16.82 (+0.3)   2   2
   3 小山 宗一朗(3) 中学生 長峰中     16.98 (-0.8)   1   1
   4 小池 勇輝(3) 中学生 永明中     18.74 (-0.8)   1   2
   5 田口 利彦(3) 中学生 上諏訪中     18.88 (+0.3)   2   3
   6 佐々 海青(2) 中学生 岡谷東部中     18.99 (-0.8)   1   3
   7 壬生 新(1) 中学生 岡谷東部中     20.03 (+0.3)   2   4
   8 矢﨑 灯夜(2) 中学生 永明中     20.20 (+0.3)   2   5
   9 野中 大地(2) 中学生 富士見中     22.39 (-0.8)   1   4

決勝 5月21日  9:35

諏訪新  (SR )       13.22
大会新  (GR )       13.99

[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速  0.0

 1 柳澤 海斗(6) 小学生     13.81  1 藤森 大地(5) 小学生     15.33 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｲﾄ 北山小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ 諏訪FA

 2 遠藤 颯(6) 小学生     15.71  2 北原 将道(5) 小学生     19.15 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ 諏訪FA ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾐﾁ 高島小
西澤 拓(6) 小学生
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸ 神明小

   1 柳澤 海斗(6) 小学生 北山小     13.81 (+1.8) 大会新   1   1
   2 藤森 大地(5) 小学生 諏訪FA     15.33 (0.0)   2   1
   3 遠藤 颯(6) 小学生 諏訪FA     15.71 (+1.8)   1   2
   4 北原 将道(5) 小学生 高島小     19.15 (0.0)   2   2
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予選 5月21日 12:25
決勝 5月21日 15:45

諏訪新  (SR )       45.31
大会新  (JR )       45.85

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 岡谷西部中  7577 岩﨑 遼(2)     48.15 q  1   7 上諏訪中A  7722 小林 大源(3)     48.93 q

ｵｶﾔｾｲﾌﾞ ｲﾜｻｷ ﾘｮｳ ｶﾐｽﾜﾁｭｳA ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｹﾞﾝ
 7578 大嶋 利拓(2) 中学生  7716 一之瀬 大介(3)

ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ
 7569 武井 謙汰(3)  7718 田口 利彦(3)

ﾀｹｲ ｹﾝﾀ ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ
 7573 小平 桜雅(3)  7720 服部 広平(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ｵｳｶﾞ ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾍｲ
 2   1 長峰中A  7841 岩波 克飛(2)     48.83 q  2   4 茅野北部中A  7818 石山 純雅(2)     49.58 q

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳA ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｶﾞ
 7864 小山 宗一朗(3) 中学生  7812 川口 祥延(3)

ｺﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ
 7865 伊藤 浩樹(3)  7814 河合 生稀(2)

ｲﾄｳ ﾋﾛｷ ｶﾜｲ ｲﾌﾞｷ
 7866 小池 柚子貴(2)  7810 西郷 鴻次朗(3)

ｺｲｹ ﾕｽﾞｷ ｻｲｺﾞｳ ｺｳｼﾞﾛｳ
 3   4 永明中A  7793 矢﨑 灯夜(2)     49.16 q  3   5 清陵付属中  7946 矢島 武流(1)     50.89 q

ｴｲﾒｲﾁｭｳ ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸﾁｭｳ ﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ
 7784 矢﨑 智大(3) 中学生  7941 二見 拓輝(3)

ﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ ﾌﾀﾐ ﾋﾛｷ
 7782 小池 勇輝(3)  7942 伊藤 蒼眞(2)

ｺｲｹ ﾕｳｷ ｲﾄｳ ｿｳﾏ
 7809 二見 優輝(3)  7944 鈴木 千紘(2)

ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ
 4   7 岡谷東部中A  7656 中村 紘大(2)     50.93 q  4   3 富士見中  7925 窪田 翔真(1)     52.81 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ
中学生  7651 小口 伸太郎(2)  7923 野中 大地(2)

ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ
 7653 佐々 海青(2)  7928 名取 勇人(1)

ｻｻ ｶｲｾｲ ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ
 7648 宮澤 喬佑(3)  7921 小林 海(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ
 5   3 下諏訪中  7679 岩田 晃治(3)     51.85 q  5   6 諏訪西中A  7742 漆戸 柊哉(1)     53.52 

ｼﾓｽﾜﾁｭｳ ｲﾜﾀｺｳｼﾞ ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ
 7682 清水 一樹(2)  7743 松崎 恭一朗(2)

ｺﾊﾞﾔｼｶｽﾞｷ ﾏﾂｻﾞｷ ｷｮｳｲﾁﾛｳ
 7672 矢﨑 琉晟(3)  7745 小泉 陽貴(1)

ﾔｻﾞｷﾘｭｳｾｲ ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ
 7678 小林 涼空(3)  7758 田村 蓮(2)

ｺﾊﾞﾔｼﾘｸ ﾀﾑﾗ ﾚﾝ
 6   5 上諏訪中B  7703 望月 翔太(1)     53.76  6   2 永明中B  7796 北原 壱晟(1)     56.03 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳB ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ ｴｲﾒｲﾁｭｳ ｷﾀﾊﾗ ｲｯｾｲ
中学生  7724 諏訪 玲二(2)  7781 矢島 銀河(2)

ｽﾜ ﾚｲｼﾞ ﾔｼﾞﾏ ｷﾞﾝｶﾞ
 7701 原田 裕哉(1)  7797 清水 克暉(1)

ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ ｼﾐｽﾞ ｶﾂｷ
 7723 酒井 応太(2)  7788 木村 天哉(2)

ｻｶｲ ｵｳﾀ ｷﾑﾗ ﾀｶﾔ
 7   6 茅野北部中B  7825 川村 京平(1)     53.83   8 岡谷東部中A  7796 北原 壱晟(1)

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳB ｶﾜﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｷﾀﾊﾗ ｲｯｾｲ
中学生  7817 天野 建治(2)  7781 矢島 銀河(2)

ｱﾏﾉ ｹﾝｼﾞ ﾔｼﾞﾏ ｷﾞﾝｶﾞ
 7828 小深田 音明(2)  7797 清水 克暉(1)

ｺﾌﾞｶﾀ ﾄｱ ｼﾐｽﾞ ｶﾂｷ
 7822 北澤 弘都(2)  7788 木村 天哉(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ ｷﾑﾗ ﾀｶﾔ
  8 岡谷北部中  7592 今井 晴基(2)

ｵｶﾔﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｲﾏｲ ﾊﾙｷ
中学生  7600 山田 翔大(1)

ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ
 7591 今井 史弥(2)

ｲﾏｲ ﾌﾐﾔ
 7597 保科 健照(3)

ﾎｼﾅ ｹﾝｼｮｳ

中学共通男子

4x100m              

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 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 岡谷西部中  7577 岩﨑 遼(2)     47.06 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞ ｲﾜｻｷ ﾘｮｳ
 7578 大嶋 利拓(2)

ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ
 7569 武井 謙汰(3)

ﾀｹｲ ｹﾝﾀ
 7573 小平 桜雅(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ｵｳｶﾞ
 2   5 長峰中A  7841 岩波 克飛(2)     48.42 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ
 7864 小山 宗一朗(3)

ｺﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ
 7865 伊藤 浩樹(3)

ｲﾄｳ ﾋﾛｷ
 7866 小池 柚子貴(2)

ｺｲｹ ﾕｽﾞｷ
 3   4 永明中A  7793 矢﨑 灯夜(2)     48.45 

ｴｲﾒｲﾁｭｳ ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ
 7784 矢﨑 智大(3)

ﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ
 7782 小池 勇輝(3)

ｺｲｹ ﾕｳｷ
 7809 二見 優輝(3)

ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ
 4   3 上諏訪中A  7722 小林 大源(3)     48.56 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳA ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｹﾞﾝ
中学生  7716 一之瀬 大介(3)

ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ
 7718 田口 利彦(3)

ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ
 7720 服部 広平(3)

ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾍｲ
 5   7 茅野北部中A  7818 石山 純雅(2)     49.17 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳA ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｶﾞ
中学生  7812 川口 祥延(3)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ
 7814 河合 生稀(2)

ｶﾜｲ ｲﾌﾞｷ
 7810 西郷 鴻次朗(3)

ｻｲｺﾞｳ ｺｳｼﾞﾛｳ
 6   2 岡谷東部中A  7656 中村 紘大(2)     50.29 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ
中学生  7651 小口 伸太郎(2)

ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ
 7653 佐々 海青(2)

ｻｻ ｶｲｾｲ
 7648 宮澤 喬佑(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ
 7   8 清陵付属中  7946 矢島 武流(1)     50.58 

ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸﾁｭｳ ﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ
中学生  7941 二見 拓輝(3)

ﾌﾀﾐ ﾋﾛｷ
 7942 伊藤 蒼眞(2)

ｲﾄｳ ｿｳﾏ
 7944 鈴木 千紘(2)

ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ
 8   1 下諏訪中  7679 岩田 晃治(3)     51.60 

ｼﾓｽﾜﾁｭｳ ｲﾜﾀｺｳｼﾞ
 7682 清水 一樹(2)

ｺﾊﾞﾔｼｶｽﾞｷ
 7672 矢﨑 琉晟(3)

ﾔｻﾞｷﾘｭｳｾｲ
 7678 小林 涼空(3)

ｺﾊﾞﾔｼﾘｸ

中学共通男子

4x100m              
決勝



決勝 5月21日 12:40

諏訪新  (SR )       51.61
大会新  (GR )       54.9 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    38 中村 光(6)     55.11 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾙ
   36 臼井 伶(6)

ｳｽｲ ﾚｲ
   40 木次 夏雪(6)

ｺﾂｷﾞ ﾅﾂｷ
   39 名取 陽(6)

ﾅﾄﾘ ﾊﾙ
 2   4 湖東小    98 新井 晴(6)   1,03.13 

ｺﾋｶﾞｼｼｮｳ ｱﾗｲ ﾊﾙ
   97 山田 龍(6)

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳ
   99 大江 瑛斗(6)

ｵｵｴ ｱｷﾄ
   96 五味 祐介(6)

ｺﾞﾐ ﾕｳｽｹ

小学共通男子

4x100m              

決勝



決勝 5月21日 10:00

諏訪新  (SR )        1.89
大会新  (GR )        1.80

鈴木 駿介(3) 中学生
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 岡谷西部中
古里 友吾(3) 中学生
ﾌﾙｻﾄ ﾕｳｺﾞ 諏訪西中
小口 伸太郎(2) 中学生
ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中
宮部 陽人(2) 中学生
ﾐﾔﾍﾞ ﾊﾙﾄ 茅野東部中
伊藤 和哉(2) 中学生 欠場
ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 諏訪南中

決勝 5月21日  9:30

諏訪新  (SR )        4.20
大会新  (GR )        4.00

2m40 2m50 2m60 2m70
平出 雄彩(2) 中学生 - - - - - - O O O
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾕｳｻ 原中 O O O XXX
安部 桂史郎(1) 中学生 - - - - - - - - XO O
ｱﾍﾞ ｹｲｼﾛｳ 原中 XXO XO XXX
小口 伸太郎(2) 中学生 - O - - O XO XXO XO XXX
ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中
野澤 洸貴(1) 中学生 O - O O O XO XXO XXO XXX
ﾉｻﾞﾜ ｺｳｷ 原中
小川 楓太(2) 中学生 - O O O O XO XO XXX
ｵｶﾞﾜ ﾌｳﾀ 岡谷東部中
木下 光樹(1) 中学生 O O O XO XXX
ｷﾉｼﾀ ｺｳｷ 原中
菊池 快(1) 中学生 欠場
ｷｸﾁ ｶｲ 原中

 1.30

2  7771

4 1  7884
XO XXX

O XXO XXX  1.60

 1.65

3 3  7651
- - O O O

- O O O O XXX
2 5  7755

- - -

O O O XXO XXX  1.70

1m70 1m75
1 4  7572

- - O O O

記録 備考1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65

中学共通男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

中学共通男子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m35 1m50 1m60 1m70 1m80 1m90 2m00 2m10 2m20 2m30

1 6  7891

記録

3 2  7651
 2.10

 2.60

2 7  7896
 2.50

5 3  7650
 2.00

4 5  7893
 2.10

1  7894

6 4  7892
 1.70



決勝 5月21日 13:00

諏訪新  (SR )        6.86
大会新  (GR )        6.35

高山 翔平(3) 中学生   4.63   5.19   4.82    X    X   5.26    5.26 
ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 諏訪西中   +0.7   +0.3    0.0   +1.9    +1.9
野中 大地(2) 中学生    X   4.86   4.52   4.75    X    X    4.86 
ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 富士見中   -0.1   -1.4   +0.4    -0.1
松崎 恭一朗(2) 中学生    X   4.57   4.82   4.72   4.37   4.55    4.82 
ﾏﾂｻﾞｷ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 諏訪西中   -0.3   -1.6   -0.9   -0.3   -1.0    -1.6
小林 海(2) 中学生   4.62    X    X   4.77   4.68    X    4.77 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 富士見中   -0.3   +2.3   -1.2    +2.3
松本 力(2) 中学生   3.33   4.16   4.25   4.43   4.36   4.35    4.43 
ﾏﾂﾓﾄ ﾁｶﾗ 上諏訪中   +1.1   -1.0   +0.1   +0.6   +1.7   -0.1    +0.6
小川 楓太(2) 中学生   4.02   4.19   3.86    X    X   4.22    4.22 
ｵｶﾞﾜ ﾌｳﾀ 岡谷東部中   +0.3   +0.7   +0.5   -0.8    -0.8
今井 樹生(2) 中学生   3.64   3.87   3.50   3.73    X   3.87    3.87 
ｲﾏｲ ｲﾂｷ 諏訪南中   +1.2   +0.2   +0.4   +0.2   -0.7    +0.2
宮原 有輝(1) 中学生   3.23   3.13   3.86    -    -    -    3.86 
ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳｷ 永明中   -0.9    0.0   -0.9    -0.9
有賀 大地(1) 中学生   3.77    X   3.80    3.80 
ｱﾙｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 茅野東部中   -1.0   -0.2    -0.2
窪田 翔真(1) 中学生   2.48   3.44   3.67    3.67 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 富士見中   -1.9   -1.0   +0.6    +0.6
花岡 智紀(3) 中学生   3.27   3.55   3.19    3.55 
ﾊﾅｵｶﾄﾓｷ 下諏訪中   +0.2   -1.1   -0.5    -1.1
髙田 秀治(1) 中学生   3.12   3.50   3.46    3.50 
ﾀｶﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 茅野東部中   -1.1   -1.3   +1.3    -1.3
平島 迅(1) 中学生   3.50   3.29   3.34    3.50 
ﾋﾗｼﾏ ｼﾞﾝ 茅野北部中   +0.5   +2.6   -0.3    +0.5
原 駿斗(1) 中学生   3.48   3.40   3.11    3.48 
ﾊﾗ ﾊﾔﾄ 岡谷東部中   +0.4   +0.1   +1.4    +0.4
柴田 凌空(3) 中学生   3.45    X    X    3.45 
ｼﾊﾞﾀ ﾘｸ 永明中   -1.0    -1.0
三島 心人(1) 中学生    X   3.28   3.35    3.35 
ﾐｼﾏ ｼﾝﾄ 岡谷東部中   -0.6   -0.2    -0.2
成瀬 碧(1) 中学生   3.34    X    X    3.34 
ﾅﾙｾ ｱｵｲ 永明中   +1.3    +1.3
原田 裕哉(1) 中学生   3.22   3.20   3.12    3.22 
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ 上諏訪中    0.0   -0.2    0.0     0.0
矢沢 佑真(1) 中学生   3.11   2.98   3.21    3.21 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 富士見中    0.0   +0.7   -0.8    -0.8
上條 晄生(1) 中学生    X   2.97   2.97    2.97 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳｾｲ 上諏訪中   +0.9   -0.9    +0.9
木下 光樹(1) 中学生   2.57   2.73   2.55    2.73 
ｷﾉｼﾀ ｺｳｷ 原中   +0.2   -1.1   +0.6    -1.1
今村 太知(1) 中学生   2.42    X    X    2.42 
ｲﾏﾑﾗ ﾀｲﾁ 永明中    0.0     0.0
三田村 空(1) 中学生   2.11   2.03   2.14    2.14 
ﾐﾀﾑﾗ ｿﾗ 諏訪南中   -0.1   +0.9   -0.6    -0.6
宮坂 仁士(2) 中学生    X    X    X
ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 長峰中
濵 大智(1) 中学生 欠場
ﾊﾏ ﾀﾞｲﾁ 永明中
菊池 快(1) 中学生 欠場
ｷｸﾁ ｶｲ 原中
有賀 涼太(2) 中学生 欠場
ｱﾙｶﾞ ﾘｮｳﾀ 岡谷東部中
宮坂 匠(1) 中学生 欠場
ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 上諏訪中
武井 謙汰(3) 中学生 欠場
ﾀｹｲ ｹﾝﾀ 岡谷西部中
鈴木 駿介(3) 中学生 欠場
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 岡谷西部中
小口 伸太郎(2) 中学生 欠場
ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中

30  7572

31  7651

16  7702

26  7569

9  7894

15  7649

22  7851

1  7794

22 8  7798

23 7  7774

20 12  7700

21 10  7892

18 14  7701

19 4  7929

16 2  7632

17 5  7795

14 6  7631

15 3  7780

12 19  7886

13 25  7819

10 18  7925

11 11  7673

8 20  7799

9 17  7872

6 21  7650

7 13  7770

4 28  7921

5 23  7725

2 27  7923

3 24  7743

記録 備考
1 29  7752

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

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-



決勝 5月21日  9:00

諏訪新  (SR )        5.35
大会新  (GR )        4.89

島田 怜央(6) 小学生   3.82   3.84   3.70    3.84 
ｼﾏﾀ ﾞﾚｵ 下諏訪南小   -1.0   -1.8    0.0    -1.8
倉澤 傑(6) 小学生   3.51   3.79   3.65    3.79 
ｸﾗｻﾜ ﾀｶｼ 玉川小   -1.0   -0.2   -0.1    -0.2
宮坂 春輝(6) 小学生   3.39   3.52   3.21    3.52 
ﾐﾔｻｶ ﾊﾙｷ 城南小   -0.3   +1.4   +1.9    +1.4
伊東 飛呂人(6) 小学生    X   3.12   3.50    3.50 
ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 下諏訪南小   +1.7   +1.3    +1.3
市川 志音(5) 小学生   3.15    X   3.34    3.34 
ｲﾁｶﾜ ｼｵﾝ 四賀小   -1.2    0.0     0.0
笠原 禅汰(5) 小学生   3.11   3.19   3.17    3.19 
ｶｻﾊﾗ ｾﾞﾝﾀ 境小   -1.3   -1.3    0.0    -1.3
小井出 遥斗(5) 小学生   2.93   2.52   3.14    3.14 
ｺｲﾃﾞ ﾊﾙﾄ 高島小   -1.3    0.0   -0.6    -0.6
窪田 渓真(5) 小学生   2.99   3.11   3.07    3.11 
ｸﾎﾞﾀ ｹｲｼﾝ 四賀小    0.0   -0.7   -0.4    -0.7
奥 大地(6) 小学生   2.83   2.68   2.85    2.85 
ｵｸ ﾀﾞｲﾁ 原PC   -0.5   -0.6   +0.8    +0.8
中澤 龍斗(6) 小学生   2.61   2.42   2.71    2.71 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｭｳﾄ 下諏訪南小   -0.8   -0.5   +0.3    +0.3
河西 秋志(5) 小学生    X    X    X 記録なし
ｶｻｲ ｼｭｳｼﾞ 長地小

決勝 5月21日  9:00

諏訪新  (SR )       11.84
大会新  (GR )       11.13

永田 智哉(3) 中学生
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 岡谷西部中
伊藤 浩樹(3) 中学生
ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 長峰中
西郷 鴻次朗(3) 中学生
ｻｲｺﾞｳ ｺｳｼﾞﾛｳ 茅野北部中
武井 謙汰(3) 中学生
ﾀｹｲ ｹﾝﾀ 岡谷西部中
山田 和弥(3) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 岡谷西部中
矢﨑 智大(3) 中学生
ﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 永明中
小池 暁(2) 中学生
ｺｲｹ ｱｷﾗ 永明中
中村 紘大(2) 中学生
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 岡谷東部中
小深田 音明(2) 中学生
ｺﾌﾞｶﾀ ﾄｱ 茅野北部中
片倉 広喜(2) 中学生
ｶﾀｸﾗ ﾋﾛｷ 岡谷西部中
赤羽 倫弥(2) 中学生
ｱｶﾊﾈ ﾄﾓﾔ 諏訪西中
吉村 宙(2) 中学生
ﾖｼﾑﾗ ｿﾗ 茅野北部中
小林 郁弥(1) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 茅野東部中
今井 史弥(2) 中学生
ｲﾏｲ ﾌﾐﾔ 岡谷北部中
中村 伊吹(1) 中学生
ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷南部中
両角 駿介(1) 中学生
ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ 永明中

10 4    16

2   173

8 9   118

9 7    82

6 1    68

7 10   112

4 5    10

5 8   120

2 11    72

3 6    66

記録 備考
1 3    18

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

小学共通男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

中学共通男子

砲丸投(5.000kg)     

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

 9.84  9.91

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

 9.05  9.91

記録 備考
1 15  7571

  X 10.69 10.69

 7.76  7.42

10.67  10.69 

2 14  7865
 8.55   X  8.53

 7.96  7.56

 9.56   9.91 

3 13  7810
 7.34  7.89  8.40

 7.89  7.70

 7.80   8.40 

4 10  7569
 8.13  8.21  8.31

 6.79  6.92

 7.49   8.31 

5 9  7575
 7.83  8.00  7.29

 6.56  6.69

 7.18   8.00 

6 12  7784
  X  6.54  6.96

  -   -

 6.97   6.97 

7 8  7789
 6.91   X  6.12   -   6.91 

8 11  7656
 6.74   X   -   -   6.74 

9 6  7828
 6.23  5.73  5.57   6.23 

10 5  7579
 4.90  5.90  6.13   6.13 

11 7  7741
 5.27  5.62  5.41   5.62 

12 16  7816
 5.58  5.00  5.21   5.58 

13 2  7888
 5.03  4.75  4.89   5.03 

14 1  7591
 4.76  4.59  4.91   4.91 

15 4  7621
 3.92  3.68  3.98

  3.71 

  3.98 

16 3  7800
 3.71  3.40  3.67



決勝 5月21日 13:00

諏訪新  (SR )       52.01
大会新  (GR )       43.29

伊藤 浩樹(3) 中学生
ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 長峰中
永田 智哉(3) 中学生
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 岡谷西部中
小平 将斗(2) 中学生
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ 長峰中
矢﨑 智大(3) 中学生
ﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 永明中
今井 晴基(2) 中学生
ｲﾏｲ ﾊﾙｷ 岡谷北部中
山田 和弥(3) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 岡谷西部中
近藤 杜気(1) 中学生
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｷ 茅野北部中
矢島 瑞基(2) 中学生
ﾔｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 永明中
小平 悟(1) 中学生
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄﾙ 富士見中
小林 郁弥(1) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 茅野東部中
大島 康靖(2) 中学生
ｵｵｼﾏ ｺｳｾｲ 永明中
今井 史弥(2) 中学生 欠場
ｲﾏｲ ﾌﾐﾔ 岡谷北部中
吉村 宙(2) 中学生 欠場
ﾖｼﾑﾗ ｿﾗ 茅野北部中
栁澤 樹(2) 中学生 欠場
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀﾂｷ 永明中

決勝 5月21日 11:00

諏訪新  (SR )       55.51
大会新  (GR )       46.28

野澤 比呂(6) 小学生 大会新
ﾉｻﾞﾜ ﾋﾛ 湖東小
中澤 知士(6) 小学生
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 下諏訪北小
小平 大翔(5) 小学生
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙﾄ 金沢小
前川 直輝(6) 小学生
ﾏｴｶﾜ ﾅｵｷ 宮川小
谷本 隼人(6) 小学生
ﾀﾆﾓﾄ ﾊﾔﾄ 四賀小
中村 和憲(6) 小学生
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 下諏訪北小
真道 大輝(6) 小学生
ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｲｷ 四賀小
山杢 春真(6) 小学生
ﾔﾏﾓｸ ﾊﾙﾏ 小井川小

9  7792

6  7816

 13.02 

5  7591

 13.07 

11 2  7787
13.02   X   O

 14.83 

10 7  7888
  X   O 13.07

  O   -   -  18.99 

9 8  7926
  O 14.83   O

  O 19.66   O  19.66 

8 4  7791
18.99   X   O

  O   O   O  30.46 

7 1  7830
  O 18.65   O

  O   O   X  35.54 

6 10  7575
  O   O 30.46

38.74   O   O  38.74 

5 3  7592
  O   O 35.54

39.02   O   O  39.02 

4 11  7784
  X   O 34.12

41.26   O   O  41.26 

3 12  7844
  X   X 38.42

41.35   O   O  41.35 

2 13  7571
  O 38.35   O

1 14  7865
  O   O 40.85

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学共通男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ         

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

小学共通男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投      

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 3   100

  O   O 52.90  52.90 

2 6    34
  O   O 43.18  43.18 

3 2   225
  O   X 37.68  37.68 

4 4   201
  O   O 35.96  35.96 

5 7   122
  X 35.66   X  35.66 

6 5    33
  O   X 34.51  34.51 

7 8   121
  O   O 31.86

 28.57 

 31.86 

8 1    62
  X   O 28.57
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