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記 録 集 
 

期 日： 平成２９年７月３０日（日）  

会 場： 大桑村スポーツ公園陸上競技場（174120）  

主 催： 木曽郡体育協会  木曽郡町村会  

主 管：木曽郡陸上競技協会 

審判長： （トラック）井出 誓治  （フィールド）神田 健一  

記録主任： 荻野 喜一郎  

総務：神田 健一  勝野 洋司  小川 淳  永島 侃 

 

グラウンドコンディション 

時刻 天候 風向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 % 

9:00 曇 南南西 0.2 24.0 92.0 

10:00 曇 南西 0.5 24.0 92.0 

11:00 曇 西南西 2.0 27.0 78.0 

12:00 曇 西 1.3 28.0 78.0 

13:00 曇 西 1.1 28.0 78.0 

14:00 曇 南西 0.3 28.0 78.0 

 



第65回 木曽郡総合体育大会　（コード：17170518） トラック審判長　　：井出　誓治

　期日：平成29年7月30日（日） フィールド審判長 ：神田　健一 

　主催：木曽郡体育協会、木曽郡町村会　　主管：木曽郡陸上競技協会 記録主任           ：荻野　喜一郎

  (GR:大会新)

種目 氏名(学年）/所属 記録/風速 氏名(学年）/所属 記録/風速 氏名(学年）/所属 記録/風速 氏名(学年）/所属 記録/風速 氏名(学年）/所属 記録/風速 氏名(学年）/所属 記録/風速

男子 今井 結波 (中2) 13"31 上平 祥徳 (中2) 13"35 青木 洸也 (高1) 13"60 井川 純 () 13"64 南村 蓮 (中1) 14"21 田口 俊 (中1) 14"68

100m 大桑 (-2.4) 三岳 (-2.4) 木祖 (-2.4) 王滝 (-2.4) 三岳 (-2.4) 福島 (-2.4)

男子 大橋 佑斗 (高2) 25"52 井川 純 () 26"47 原 海仁 (中3) 27"17 青木 洸也 (高1) 27"40 小池 優紀夫 () 28"37 尾崎 健瑠 (中2) 28"64

200m 福島 (-1.2) 王滝 (-1.2) 大桑 (-1.2) 木祖 (-1.2) 王滝 (-1.2) 福島 (-1.2)

男子 古瀬 康平 (中2) 1'02"70 小池 優紀夫 () 1'03"25 志水 駿太 (中2) 1'05"42 坂本 隆一 () 1'12"39 #N/A #N/A #N/A #N/A

400m 福島 () 王滝 () 福島 () 南木曽 () #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 古川 晴貴 (高2) 2'00"92 舟島 聖也 () 2'29"62 大畑 一喜 () 2'31"72 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

800m 南木曽 () 大桑 () 大桑 () #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 大瀬 和文 () 4'38"43 舟島 聖也 () 5'07"18 大倉 聖矢 (中2) 5'11"74 松原 耕治 () 5'14"44 関井 耀 (中2) 5'37"86 古畑 健斗 (中1) 5'43"10

1500m 王滝 () 大桑 () 王滝 () 上松 () 福島 () 福島 ()

男子 大瀬 和文 () 16'53"78 高沢 嘉一 () 18'32"22 竹下 優作 () 18'53"27 舟島 聖也 () 19'00"55 青木 颯 () 19'41"28 松原 耕治 () 19'50"60

5000m 王滝 () 福島 () 福島 () 大桑 () 木祖 () 上松 ()

男子 鈴木 寛二 (中2) 4.70 大平 幸輝 (中2) 4.20 三浦 翔太 (中1) 4.02 下會所 麟太 (中1) 3.90 #N/A #N/A #N/A #N/A

走幅跳 福島 (-0.5) 大桑 (-0.5) 福島 (-0.5) 福島 (-1.0) #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 上野 蒼生 () 1.75 澤渡 史也 (中2) 1.35 尾上 侑 (中3) 1.30 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

走高跳 王滝 () 大桑 () 大桑 () #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 下條 久佳 () 8.95 西尾 樹 (高1) 7.93 大宮 直人 () 7.03 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

砲丸投(7.260kg) 木祖 大桑 南木曽 #N/A #N/A #N/A

男子 下條 久佳 () 24.41 田近 資武 (中1) 19.83 西尾 樹 (高1) 19.52 有村 凌空 (中2) 18.23 坂本 隆一 () 17.70 大宮 直人 () 15.57

円盤投(2.000kg) 木祖 () 王滝 () 大桑 () 王滝 () 南木曽 () 南木曽 ()

男子 王滝 51"23 大桑 52"33 福島B 52"34 福島A 58"90 #N/A #N/A #N/A #N/A

4×100mR 小池-上野-平林-大瀬 尾上-原-下垣外-今井 尾崎-古瀬-上平-志水 上村-田口-下會所-南村 #N/A #N/A #N/A #N/A

女子 中村 夢見子 (高1) 14"18 奥原 奏衣 (中2) 14"98 田上 紗穂 (中3) 15"17 高崎 璃音 (中1) 15"60 菊池 彩乃 (中1) 15"98 木下 風佳 (中3) 16"25

100m 福島 (-3.3) 福島 (-3.3) 福島 (-3.3) 日義 (-3.3) 大桑 (-3.3) 大桑 (-3.3)

女子 中村 夢見子 (高1) 28"99 志水 奈美希 (中3) 30"27 戸田 巳琴 (中3) 31"09 高崎 璃音 (中1) 31"27 青島 まど華 (高2) 31"78 #N/A #N/A

200m 福島 (-2.1) 福島 (-2.1) 福島 (-2.1) 日義 (-2.1) 王滝 (-2.1) #N/A #N/A

女子 吉田 夏子 () 2'35"65 横山 春香 (高1) 2'51"33 小山 夏葵 (中1) 2'55"50 栗山 遥 (中3) 2'57"00 森田 彩心 (中1) 3'08"55 松村 歩咲 (中1) 3'13"92

800m 王滝 () 木祖 () 王滝 () 大桑 () 福島 () 福島 ()

女子 吉田 夏子 () 11'18"88 小山 夏葵 (中1) 14'04"49 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

3000m 王滝 () 王滝 () #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

女子 鈴木 陽世梨 (高1) 4.57 栗空 実穂 (高2) 4.39 中村 亜由子 (中3) 4.04 菊池 彩乃 (中1) 3.87 河口 桜奈 (中1) 3.58 都竹 菜々花 (中1) 3.19

走幅跳 大桑 (-0.5) 王滝 (-1.0) 福島 (-0.5) 大桑 (-1.0) 王滝 (-0.5) 福島 (-1.0)

女子 奥原 夕奈 (高1) 1.30 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

走高跳 福島 () #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

女子 巾 こと美 (高2) 10.27 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

砲丸投(4.000kg) 王滝 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

女子 巾 こと美 (高2) 25.42 青島 まど華 (高2) 23.07 田近 嵯季 (中3) 21.70 古畑 桃子 (高3) 19.80 #N/A #N/A #N/A #N/A

円盤投(1.000kg) 王滝 () 王滝 () 王滝 () 大桑 () #N/A #N/A #N/A #N/A

決勝記録一覧表（一般の部）
【競技場】174120　大桑村スポーツ公園陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位



第65回 木曽郡総合体育大会　（コード：17170518） トラック審判長　　：井出　誓治

　期日：平成29年7月30日（日） フィールド審判長 ：神田　健一 

　主催：木曽郡体育協会、木曽郡町村会　　主管：木曽郡陸上競技協会 記録主任           ：荻野　喜一郎

  (GR:大会新)

種目 氏名(学年）/所属 記録/風速 氏名(学年）/所属 記録/風速 氏名(学年）/所属 記録/風速 氏名(学年）/所属 記録/風速 氏名(学年）/所属 記録/風速 氏名(学年）/所属 記録/風速

決勝記録一覧表（一般の部）
【競技場】174120　大桑村スポーツ公園陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位

女子 王滝 56"94 福島A 57"20 大桑 1'00"31 福島B 1'03"82 #N/A #N/A #N/A #N/A

4×100mR 青島-巾-栗空-吉田 戸田-田上-中村-志水 築山-木下-金子-鈴木 戸田-都竹-森田-奥原 #N/A #N/A

中学男子 有村 凌空 (中2) 10.33 田近 資武 (中1) 9.73 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

砲丸投(5.000kg) 王滝 王滝 #N/A #N/A #N/A #N/A

中学女子 田近 嵯季 (中3) 11.31 戸田 胡巳 (中1) 7.56 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

砲丸投(2.721kg) 王滝 福島 #N/A #N/A #N/A #N/A

中学男子 大倉 聖矢 (中2) 11'11"24 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

3000m 王滝 () #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A



大会記録    11"0   田島　英之（王滝） H5
             山崎　亘（大桑） H5
         

[ 1 組 ] ( 風速： -1.0) [ 2 組 ]          ( 風速： -2.0)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 600 上平 祥徳 三岳 (3 )　　[3 ] 2 46 上村 千隼 福島 (3 )　　[7 ]
ｳｴﾀｲﾗ ﾖｼﾉﾘ （中2） 13"32 ｶﾐﾑﾗ ﾁﾊﾔ （中1） 16"04

3 60 上村 洋介 福島 ( ) 3 602 君口 光 三岳 (4 )　　[8 ]
ｶﾐﾑﾗ ﾖｳｽｹ （高2） DNS ｷﾐｸﾞﾁ ﾋｶﾙ （中1） 18"91

4 603 南村 蓮 三岳 (4 )　　[4 ] 4 47 田口 俊 福島 (2 )　　[6 ]
ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾚﾝ （中1） 13"82 ﾀｸﾞﾁ ｼｭﾝ （中1） 14"80

5 125 井川 純 王滝 (1 )　　[1 ] 5 162 青木 洸也 木祖 (1 )　　[5 ]
ｲｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 13"22 ｱｵｷ ﾋﾛﾔ （高1） 14"07

6 405 今井 結波 大桑 (2 )　　[2 ]
ｲﾏｲ ﾕﾊ （中2） 13"26

         
( 風速： -2.4)          

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          
1 405 今井 結波 大桑 (1 )

ｲﾏｲ ﾕﾊ （中2） 13"31
2 125 井川 純 王滝 (4 )

ｲｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 13"64
3 162 青木 洸也 木祖 (3 )

ｱｵｷ ﾋﾛﾔ （高1） 13"60
4 603 南村 蓮 三岳 (5 )

ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾚﾝ （中1） 14"21
5 600 上平 祥徳 三岳 (2 )

ｳｴﾀｲﾗ ﾖｼﾉﾘ （中2） 13"35
6 47 田口 俊 福島 (6 )

ﾀｸﾞﾁ ｼｭﾝ （中1） 14"68

一般の部　トラック種目

決勝

男子  100m

予選 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 6

1



大会記録    22"9   田島　英之（王滝）
             
         

[ 1 組 ] ( 風速： -0.9) [ 2 組 ]          ( 風速： -1.0)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 44 尾崎 健瑠 福島 (3 )　　[6 ] 2 218 倉本 彪雅 日義 (4 )　　[8 ]
ｵｻﾞｷ ﾀｹﾙ （中2） 28"28 ｸﾗﾓﾄ ﾋｭｳｶﾞ （中1） 34"11

3 407 下垣外 諒 大桑 (4 )　　[7 ] 3 62 田口 翔斗 福島 ( )
ｼﾓｶﾞｲﾄ ﾘｮｳ （中2） 30"12 ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ （高2） DNS

4 521 坂本 隆一 南木曽 ( ) 4 125 井川 純 王滝 (1 )　　[3 ]
ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ DNS ｲｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 26"94

5 142 小池 優紀夫 王滝 (2 )　　[2 ] 5 410 原 海仁 大桑 (3 )　　[5 ]
ｺｲｹ ﾕｷｵ 26"81 ﾊﾗ ｶｲﾄ （中3） 27"47

6 61 大橋 佑斗 福島 (1 )　　[1 ] 6 162 青木 洸也 木祖 (2 )　　[4 ]
ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ （高2） 25"81 ｱｵｷ ﾋﾛﾔ （高1） 27"27

             
         

( 風速： -1.2)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

1 44 尾崎 健瑠 福島 (6 )
ｵｻﾞｷ ﾀｹﾙ （中2） 28"64

2 125 井川 純 王滝 (2 )
ｲｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 26"47

3 162 青木 洸也 木祖 (4 )
ｱｵｷ ﾋﾛﾔ （高1） 27"40

4 61 大橋 佑斗 福島 (1 )
ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ （高2） 25"52

5 410 原 海仁 大桑 (3 )
ﾊﾗ ｶｲﾄ （中3） 27"17

6 142 小池 優紀夫 王滝 (5 )
ｺｲｹ ﾕｷｵ 28"37

大会記録    50"8   池口　真人（大桑） H11
             
         
         

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          
2 43 古瀬 康平 福島 (1 )

ﾌﾙｾ ｺｳﾍｲ （中2） 1'02"70
3 142 小池 優紀夫 王滝 (2 )

ｺｲｹ ﾕｷｵ 1'03"25
4 45 志水 駿太 福島 (3 )

ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾀ （中2） 1'05"42
5 521 坂本 隆一 南木曽 (4 )

ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 1'12"39
6 62 田口 翔斗 福島 ( )

ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ （高2） DNS

男子  200m

予選 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 6

決勝

男子  400m

決勝

2



大会記録    1'59"55   永島　侃（木祖） H19
                
         
         

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          
1 400 大畑 一喜 大桑 (3 )

ｵｵﾊﾀ ｶｽﾞｷ 2'31"72
2 303 原 浩美 上松 ( )

ﾊﾗ ﾋﾛﾐ DNS
3 401 舟島 聖也 大桑 (2 )

ﾌﾈｼﾏ ｾｲﾔ 2'29"62
4 510 古川 晴貴 南木曽 (1 )

ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ （高2） 2'00"92

大会記録    4'17"3   原　浩美（上松）
               家高　晋吾（大桑）
         
         

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          
1 123 大瀬 和文 王滝 (1 )

ｵｵｾ ｶｽﾞﾌﾐ 4'38"43
2 401 舟島 聖也 大桑 (2 )

ﾌﾈｼﾏ ｾｲﾔ 5'07"18
3 300 松原 耕治 上松 (4 )

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ 5'14"44
4 403 西尾 俊哉 大桑 ( )

ﾆｼｵ ｼｭﾝﾔ （中1） DNS
5 42 関井 耀 福島 (5 )

ｾｷｲ ﾖｳ （中2） 5'37"86
6 402 篠原 大輝 大桑 (8 )

ｼﾉﾊﾗ  ﾀﾞｲｷ （中1） 5'56"45
7 117 大倉 聖矢 王滝 (3 )

ｵｵｸﾗ ｾｲﾔ （中2） 5'11"74
8 164 青木 颯 木祖 ( )

ｱｵｷ ﾊﾔﾃ DNS
9 50 古畑 健斗 福島 (6 )

ﾌﾙﾊﾀ ｹﾝﾄ （中1） 5'43"10
10 601 安藤 倖太朗 三岳 (7 )

ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ （中1） 5'44"04

男子  1500m

決勝

決勝

男子  800m

3



大会記録    16'01"2   倉田　治彦（楢川）
                
         
         

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          
1 400 大畑 一喜 大桑 (7 )

ｵｵﾊﾀ ｶｽﾞｷ 21'51"39
2 300 松原 耕治 上松 (6 )

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｼﾞ 19'50"60
3 123 大瀬 和文 王滝 (1 )

ｵｵｾ ｶｽﾞﾌﾐ 16'53"78
4 37 竹下 優作 福島 (3 )

ﾀｹｼﾀ ﾕｳｻｸ 18'53"27
5 401 舟島 聖也 大桑 (4 )

ﾌﾈｼﾏ ｾｲﾔ 19'00"55
6 36 高沢 嘉一 福島 (2 )

ﾀｶｻﾜ ﾖｼｶｽﾞ 18'32"22
7 164 青木 颯 木祖 (5 )

ｱｵｷ ﾊﾔﾃ 19'41"28

大会記録    13"0   戸田　幸子（福島）
             
         

[ 1 組 ] ( 風速： -1.1) [ 2 組 ]          ( 風速： -0.8)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 217 高崎 璃音 日義 (2 )　　[4 ] 2 54 田上 紗穂 福島 (2 )　　[3 ]
ﾀｶｻｷ ﾘｵﾝ （中1） 15"26 ﾀｳｴ ｻﾎ （中3） 15"10

3 468 築山 穂ノ花 大桑 (4 )　　[7 ] 3 466 木下 風佳 大桑 (3 )　　[6 ]
ﾁｸﾔﾏ ﾎﾉｶ （中3） 16"26 ｷﾉｼﾀ ﾌｳｶ （中3） 16"20

4 63 中村 夢見子 福島 (1 )　　[1 ] 4 55 奥原 奏衣 福島 (1 )　　[2 ]
ﾔｶﾑﾗ ﾕﾐｺ （高1） 14"09 ｵｸﾊﾗ ｶﾉｲ （中2） 14"70

5 436 菊池 彩乃 大桑 (3 )　　[5 ]
ｷｸﾁ ｱﾔﾉ （中1） 15"88

             
         

( 風速： -3.3)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

1 217 高崎 璃音 日義 (4 )
ﾀｶｻｷ ﾘｵﾝ （中1） 15"60

2 63 中村 夢見子 福島 (1 )
ﾔｶﾑﾗ ﾕﾐｺ （高1） 14"18

3 466 木下 風佳 大桑 (6 )
ｷﾉｼﾀ ﾌｳｶ （中3） 16"25

4 436 菊池 彩乃 大桑 (5 )
ｷｸﾁ ｱﾔﾉ （中1） 15"98

5 55 奥原 奏衣 福島 (2 )
ｵｸﾊﾗ ｶﾉｲ （中2） 14"98

6 54 田上 紗穂 福島 (3 )
ﾀｳｴ ｻﾎ （中3） 15"17

予選 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 6

女子  100m

男子  5000m

決勝

決勝
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大会記録    26"9   植原　圭子（福島）
             
         

[ 1 組 ] ( 風速： -0.9) [ 2 組 ]          ( 風速： -1.4)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 461 鈴木 陽世梨 大桑 ( ) 2 52 戸田 巳琴 福島 (1 )　　[3 ]
ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ （高1） 失格(FS) ﾄﾀﾞ ﾐｺﾄ （中3） 30"70

3 51 志水 奈美希 福島 (2 )　　[2 ] 3 217 高崎 璃音 日義 (2 )　　[4 ]
ｼﾐｽﾞ ﾅﾐｷ （中3） 29"73 ﾀｶｻｷ ﾘｵﾝ （中1） 31"14

4 126 栗空 実穂 王滝 (3 )　　[5 ] 4 465 金子 由奈 大桑 (4 )　　[7 ]
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ （高2） 31"20 ｶﾈｺ ﾕﾅ （中3） 33"04

5 63 中村 夢見子 福島 (1 )　　[1 ] 5 136 青島 まど華 王滝 (3 )　　[6 ]
ﾔｶﾑﾗ ﾕﾐｺ （高1） 28"57 ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ （高2） 31"80

             
         

( 風速： -2.1)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

1 126 栗空 実穂 王滝 ( )
ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ （高2） DNS

2 51 志水 奈美希 福島 (2 )
ｼﾐｽﾞ ﾅﾐｷ （中3） 30"27

3 63 中村 夢見子 福島 (1 )
ﾔｶﾑﾗ ﾕﾐｺ （高1） 28"99

4 136 青島 まど華 王滝 (5 )
ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ （高2） 31"78

5 217 高崎 璃音 日義 (4 )
ﾀｶｻｷ ﾘｵﾝ （中1） 31"27

6 52 戸田 巳琴 福島 (3 )
ﾄﾀﾞ ﾐｺﾄ （中3） 31"09

大会記録    2'25"6   家高　有美（大桑） H12
               
         
         

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          
1 165 横山 春香 木祖 (2 )

ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙｶ （高1） 2'51"33
2 467 栗山 遥 大桑 (4 )

ｸﾘﾔﾏ ﾊﾙｶ （中3） 2'57"00
3 56 松村 歩咲 福島 (6 )

ﾏﾂﾑﾗ ﾌｳｻ （中1） 3'13"92
4 130 小山 夏葵 王滝 (3 )

ｺﾔﾏ ﾅﾂｷ （中1） 2'55"50
5 57 森田 彩心 福島 (5 )

ﾓﾘﾀ ｱﾔﾐ （中1） 3'08"55
6 129 吉田 夏子 王滝 (1 )

ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ 2'35"65

決勝

女子  200m

予選 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 6

女子  800m

決勝
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大会記録    10'55"9   角屋　有希（福島） H15
                
         
         

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          
1 130 小山 夏葵 王滝 (2 )

ｺﾔﾏ ﾅﾂｷ （中1） 14'04"49
2 462 平尾 彩夏 大桑 ( )

ﾋﾗｵ ｱﾔｶ （中1） DNS
3 129 吉田 夏子 王滝 (1 )

ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ 11'18"88

大会記録    48"04   大桑 H21
               

          

ｶﾅ/学年/(順位)/[総合]/           

ﾚｰﾝ所属/No 氏名 記録/ｵｰﾀﾞｰ           
2 福島A (4 ) 58"90

49 下會所 麟太 ｼﾓｶｲｼｮｳ ﾘﾝﾀ(中1)(  3  )
47 田口 俊 ﾀｸﾞﾁ ｼｭﾝ(中1) (  2  )
48 三浦 翔太 ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ(中1) (    )
66 南村 蓮 ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾚﾝ(中1) (  4  )
46 上村 千隼 ｶﾐﾑﾗ ﾁﾊﾔ(中1) (  1  )
50 古畑 健斗 ﾌﾙﾊﾀ ｹﾝﾄ(中1) (    )

3 王滝 (1 ) 51"23
125 井川 純 ｲｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ (    )
137 上野 蒼生 ｳｴﾉ ｱｵｲ (  2  )
138 平林 和也 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ (  3  )
142 小池 優紀夫 ｺｲｹ ﾕｷｵ (  1  )
118 田近 資武 ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ(中1) (    )
123 大瀬 和文 ｵｵｾ ｶｽﾞﾌﾐ (  4  )

4 福島B (3 ) 52"34
43 古瀬 康平 ﾌﾙｾ ｺｳﾍｲ(中2) (  2  )
65 上平 祥徳 ｳｴﾀｲﾗ ﾖｼﾉﾘ(中2) (  3  )
41 鈴木 寛二 ｽｽﾞｷ ｶﾝｼﾞ(中2) (    )
44 尾崎 健瑠 ｵｻﾞｷ ﾀｹﾙ(中2) (  1  )
45 志水 駿太 ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾀ(中2) (  4  )
42 関井 耀 ｾｷｲ ﾖｳ(中2) (    )

5 大桑 (2 ) 52"33
409 尾上 侑 ｵﾉｳｴ ｱﾂﾑ(中3) (  1  )
403 西尾 俊哉 ﾆｼｵ ｼｭﾝﾔ(中1) (    )
404 大平 幸輝 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｷ(中2) (    )
405 今井 結波 ｲﾏｲ ﾕﾊ(中2) (  4  )
407 下垣外 諒 ｼﾓｶﾞｲﾄ ﾘｮｳ(中2) (  3  )
410 原 海仁 ﾊﾗ ｶｲﾄ(中3) (  2  )

男子  4×100mR

女子  3000m

決勝

決勝

6



大会記録    54"8   福島

              

          

ｶﾅ/学年/(順位)/[総合]/           

ﾚｰﾝ所属/No 氏名 記録/ｵｰﾀﾞｰ           
2 大桑 (3 ) 1'00"31

461 鈴木 陽世梨 ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ(高1) (  4  )
463 菊池 彩乃 ｷｸﾁ ｱﾔﾉ(中1) (    )
464 大畑 沙椰 ｵｵﾊﾀ ｻﾔ(中1) (    )
465 金子 由奈 ｶﾈｺ ﾕﾅ(中3) (  3  )
466 木下 風佳 ｷﾉｼﾀ ﾌｳｶ(中3) (  2  )
468 築山 穂ノ花 ﾁｸﾔﾏ ﾎﾉｶ(中3) (  1  )

3 福島A (2 ) 57"20
51 志水 奈美希 ｼﾐｽﾞ ﾅﾐｷ(中3) (  4  )
52 戸田 巳琴 ﾄﾀﾞ ﾐｺﾄ(中3) (  1  )
53 中村 亜由子 ﾅｶﾑﾗ ｱﾕｺ(中3) (  3  )
54 田上 紗穂 ﾀｳｴ ｻﾎ(中3) (  2  )

4 王滝 (1 ) 56"94
130 小山 夏葵 ｺﾔﾏ ﾅﾂｷ(中1) (    )
129 吉田 夏子 ﾖｼﾀﾞ ﾅﾂｺ (  4  )
132 巾 こと美 ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ(高2) (  2  )
131 河口 桜奈 ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾅ(中1) (    )
136 青島 まど華 ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ(高2) (  1  )
126 栗空 実穂 ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ(高2) (  3  )

5 福島B (4 ) 1'03"82
55 奥原 奏衣 ｵｸﾊﾗ ｶﾉｲ(中2) (  4  )
57 森田 彩心 ﾓﾘﾀ ｱﾔﾐ(中1) (  3  )
56 松村 歩咲 ﾏﾂﾑﾗ ﾌｳｻ(中1) (    )
58 都竹 菜々花 ﾂﾂﾞｸ ﾅﾅｶ(中1) (  2  )
59 戸田 胡巳 ﾄﾀﾞ ｸﾙﾐ(中1) (  1  )

大会記録    10'11"7   中島　大智（大桑） H23
                
         
         

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          
4 117 大倉 聖矢 王滝 (1 )　　[1 ]

ｵｵｸﾗ ｾｲﾔ （中2） 11'11"24

決勝

中学男子  3000m

中学生の部　トラック種目

女子  4×100mR

決勝
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大会記録    6m78   荻原　幹雄（福島）
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 48 三浦 翔太 福島 (3 ) 4.02          

ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ （中1） (-0.5)
2 404 大平 幸輝 大桑 (2 ) 4.20

ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｷ （中2） (-0.5)
3 49 下會所 麟太 福島 (4 ) 3.90

ｼﾓｶｲｼｮｳ ﾘﾝﾀ （中1） (-1.0)
4 408 菊池 快星 大桑 ( ) DNS

ｷｸﾁ ｶｲｾｲ （中2） ()
5 41 鈴木 寛二 福島 (1 ) 4.70

ｽｽﾞｷ ｶﾝｼﾞ （中2） (-0.5)

大会記録    1m95   中田　勉（王滝）
             菊地　洋二（王滝）
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 406 澤渡 史也 大桑 (2)          

ｻﾜﾄﾞ ﾌﾐﾔ （中2） 1.35
2 137 上野 蒼生 王滝 (1)

ｳｴﾉ ｱｵｲ 1.75
3 409 尾上 侑 大桑 (3)

ｵﾉｳｴ ｱﾂﾑ （中3） 1.30

大会記録    37m02   伊原　龍礼（福島）
              
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 522 大宮 直人 南木曽 (6)          

ｵｵﾐﾔ ﾅｵﾄ 15.57
2 118 田近 資武 王滝 (2)

ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ （中1） 19.83
3 521 坂本 隆一 南木曽 (5)

ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 17.70
4 166 児野 智也 木祖

ﾁｺﾞﾉ ﾄﾓﾔ DNS
5 411 西尾 樹 大桑 (3)

ﾆｼｵ ﾀﾂｷ （高1） 19.52
6 124 下村 亮也 王滝

ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳﾔ （高2） DNS
7 167 下條 久佳 木祖 (1)

ｼﾓｼﾞｮｳ ﾋｻﾖｼ 24.41
8 416 藤懸 純平 大桑

ﾌｼﾞｶｹｼﾞｭﾝﾍﾟｲ DNS
9 121 有村 凌空 王滝 (4)

ｱﾘﾑﾗ  ﾘｸ （中2） 18.23

一般の部　フィールド種目

男子  走幅跳

決勝

男子  走高跳

決勝

男子  円盤投(2.000kg)

決勝
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大会記録    12m97   丸山　昭男（福島）
              
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 166 児野 智也 木祖 ()          

ﾁｺﾞﾉ ﾄﾓﾔ DNS
2 411 西尾 樹 大桑 (2)

ﾆｼｵ ﾀﾂｷ （高1） 7.93
3 124 下村 亮也 王滝 ()

ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳﾔ （高2） DNS
4 167 下條 久佳 木祖 (1)

ｼﾓｼﾞｮｳ ﾋｻﾖｼ 8.95
5 522 大宮 直人 南木曽 (3)

ｵｵﾐﾔ ﾅｵﾄ 7.03

大会記録    5ｍ02   村雲　春美（大桑） S42
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 131 河口 桜奈 王滝 (5 ) 3.58          

ｶﾜｸﾞﾁ ｻﾅ （中1） (-0.5)
2 58 都竹 菜々花 福島 (6 ) 3.19

ﾂﾂﾞｸ ﾅﾅｶ （中1） (-1.0)
3 126 栗空 実穂 王滝 (2 ) 4.39

ｸﾘｿﾞﾗ ﾐﾎ （高2） (-1.0)
4 463 菊池 彩乃 大桑 (4 ) 3.87

ｷｸﾁ ｱﾔﾉ （中1） (-1.0)
5 53 中村 亜由子 福島 (3 ) 4.04

ﾅｶﾑﾗ ｱﾕｺ （中3） (-0.5)
6 461 鈴木 陽世梨 大桑 (1 ) 4.57

ｽｽﾞｷ ﾋﾖﾘ （高1） (-0.5)

大会記録    1m55   高柳　千帆（上松）
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 64 奥原 夕奈 福島 (1)          

ｵｸﾊﾗ ﾕｳﾅ （高1） 1.30

大会記録    33m18   桜井　美津子（南木曽）
              
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 136 青島 まど華 王滝 (2)          

ｱｵｼﾏ ﾏﾄﾞｶ （高2） 23.07
2 460 古畑 桃子 大桑 (4)

ﾌﾙﾊﾀ ﾓﾓｺ （高3） 19.80
3 132 巾 こと美 王滝 (1)

ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ （高2） 25.42
4 133 藤本 優佳 王滝 ()

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ （高2） DNS
2 122 田近 嵯季 王滝 (3)

ﾀﾁﾞｶ ｻｷ （中3） 21.70

男子  砲丸投(7.260kg)

決勝

女子  走高跳

女子  円盤投(1.000kg)

決勝

女子  走幅跳

決勝

決勝
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大会記録    10m81   桜井　美津子（南木曽）
              
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 133 藤本 優佳 王滝 ()          

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｳｶ （高2） DNS
3 132 巾 こと美 王滝 (1)

ﾊﾊﾞ ｺﾄﾐ （高2） 10.27

大会記録    11m73   下條　久佳（木祖） H19
              
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 121 有村 凌空 王滝 (1)          

ｱﾘﾑﾗ ﾘｸ （中2） 10.33
2 118 田近 資武 王滝 (2)

ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ （中1） 9.73

大会記録    11m69   溝口 佳歩（王滝3） H28
              
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 59 戸田 胡巳 福島 (2)          

ﾄﾀﾞ ｸﾙﾐ （中1） 7.56
2 122 田近 嵯季 王滝 (1)

ﾀﾁﾞｶ ｻｷ （中3） 11.31

中学生の部　フィールド種目

女子  砲丸投(4.000kg)

決勝

中学女子  砲丸投(2.721kg)

決勝

中学男子  砲丸投(5.000kg)

決勝
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第65回 木曽郡総合体育大会　（コード：17170518） トラック審判長　　：井出　誓治

　期日：平成29年7月30日（日） フィールド審判長 ：神田　健一

　主催：木曽郡体育協会、木曽郡町村会　　主管：木曽郡陸上競技協会 記録主任           ：荻野　喜一郎

  (GR:大会新)

種目 氏名/所属 記録/風速 氏名/所属 記録/風速 氏名/所属 記録/風速 氏名/所属 記録/風速 氏名/所属 記録/風速 氏名/所属 記録/風速

小学4年生以下男子 東 歩武 (4) 9"61 小椋 銀河 (4) 10"11 場作 快生 (4) 10"34 増田 慶樹 (4) 10"49 田中 雄尊 (4) 10"69 片原 拓海 (3) 10"70

60m 日義 (-1.5) 南木曽 (-1.5) 南木曽 (-1.5) 福島 (-1.5) 南木曽 (-1.5) 福島 (-1.5)

小学5年男子 岸本 琉維 15"89 大込 然 16"98 吉見 侑人 17"21 赤津 宥斗 17"82 藤原 凌玖 18"42 向井 裕樹 18"45

100m 福島 (-2.8) 日義 (-2.8) 福島 (-2.8) 福島 (-2.8) 上松 (-2.8) 福島 (-2.8)

小学6年男子 小林 優斗 15"13 鈴木 康介 15"37 田中 大輝 15"73 堀 望実 16"37 星山 風雅 16"50 尾前 律希 16"51

100m 福島 (-3.0) 福島 (-3.0) 南木曽 (-3.0) 南木曽 (-3.0) 三岳 (-3.0) 大桑 (-3.0)

小学4年生以下女子 寺平 祈愛 (4) 9"59 増田 愛音 (3) 10"39 畑中 日奈乃 (4) 10"49 野田 茜 (4) 10"76 栃木 紀香 (4) 10"82 上平 七夕姫 (3) 10"89

60m 木祖 (-2.6) 福島 (-2.6) 日義 (-2.6) 日義 (-2.6) 上松 (-2.6) 三岳 (-2.6)

小学5年女子 小林 優香 16"08 森 咲綾 17"98 藤懸 陽菜 18"90 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

100m 三岳 (-3.4) 南木曽 (-3.4) 福島 (-3.4) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

小学6年女子 片原 真帆 16"38 山田 梨心 16"58 袖口 夏美 16"78 赤堀 友梨 16"95 宮原 里奈 17"42 森畑 莉梨 (6) 17"42

100m 福島 (-2.4) 開田 (-2.4) 三岳 (-2.4) 日義 (-2.4) 福島 (-2.4) 大桑 (-2.4)

小学生共通男子 福島A 58"96 南木曽2 1'01"71 福島B 1'05"81 大桑 1'05"88 南木曽1 1'06"35 #N/A #N/A

4×100mR

小学生共通女子 福島B 1'04"80 大桑A 1'05"82 日義 1'10"06 木祖 1'11"46 南木曽1 1'11"89 福島A 1'13"99

4×100mR

小学生男子 鈴木 康介 (6) 3'40"78 東 勇気 (5) 3'42"22 鈴木 生人 (6) 3'49"09 下戸 柊人 (4) 3'52"01 藤山 堅友 (4) 3'52"60 伊藤 和希 (5) 3'56"77

1000m 福島 () 日義 () 福島 () 福島 () 大桑 () 南木曽 ()

小学生女子 栗山 美玖 (6) 3'32"72 平尾 悠夏 (5) 3'57"48 下戸 沙弥 (6) 4'06"49 金子 莉梨 (5) 4'06"62 中村 珠恵 (4) 4'17"90 野中 桐花 (4) 4'26"34

1000m 大桑 () 大桑 () 福島 () 大桑 () 福島 () 木祖 ()

男子 楯 大輔 13"61 東 勉 14"81 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

40-44歳100m 南木曽 (-1.2) 日義 (-1.2) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 坂本 隆一 14"10 中畑 勇二 () 15"21 中村 孝明 () 16"60 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

50歳以上100m 南木曽 (-1.2) 福島 (-1.2) 福島 (-1.2) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 坂本 隆一 8"72 三澤 康幸 9"01 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

50-54歳60m 南木曽 (-0.9) 日義 (-0.9) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 勝岡 美智也 9"72 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

55-59歳60m 南木曽 (-0.9) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 竹下 優作 5'01"08 藤懸 孝行 5'23"37 東 勉 5'26"54 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

35-44歳1500m 福島 () 福島 () 日義 () #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 原 浩美 () 5'38"82 小林 克彦 () 5'44"66 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

45-54歳1500m 上松 () 木祖 () #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

片原-下戸-征矢-宮原 柴山-赤羽-三戸-中村

#N/A

志水-木村-加藤-森小畑-野中-清水-寺平畑中-平岩-野田-赤堀藤原-森畑-西尾-栗山

上條-鈴木康-鈴木生-小林 田中-青木-牧野-堀 圃中-岸本-吉見-赤津 尾前-藤山-小瀬木-柏平 中坊-田中-場作-小椋

決勝記録一覧表（さわやかスポーツの部）
【競技場】174120　大桑村スポーツ公園陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位

GR

GR

GR GR

GR



第65回 木曽郡総合体育大会　（コード：17170518） トラック審判長　　：井出　誓治

　期日：平成29年7月30日（日） フィールド審判長 ：神田　健一

　主催：木曽郡体育協会、木曽郡町村会　　主管：木曽郡陸上競技協会 記録主任           ：荻野　喜一郎

  (GR:大会新)

種目 氏名/所属 記録/風速 氏名/所属 記録/風速 氏名/所属 記録/風速 氏名/所属 記録/風速 氏名/所属 記録/風速 氏名/所属 記録/風速

決勝記録一覧表（さわやかスポーツの部）
【競技場】174120　大桑村スポーツ公園陸上競技場

1位 2位 3位 4位 5位 6位

小学4年生以下男子 田中 雄尊 (4) 3.35 下戸 柊人 (4) 3.22 小椋 銀河 (4) 3.16 原 海渡 (4) 2.80 平岩 怜大 (3) 2.73 吉見 遼 (3) 2.73

走幅跳 南木曽 (-0.5) 福島 (-1.0) 南木曽 (-0.5) 木祖 (-0.5) 日義 (-0.5) 福島 (-0.5)

小学5年男子 笹川 衛那 3.23 吉見 侑人 3.20 胡桃澤 佑馬 2.94 圃中 颯月 2.54 #N/A #N/A #N/A #N/A

走幅跳 木祖 (-1.0) 福島 (-0.5) 王滝 (-1.5) 福島 (-0.5) #N/A #N/A #N/A #N/A

小学6年男子 田中 大輝 3.97 原瀬 里飛 3.94 五味 慎太郎 3.60 田近 歩武 3.55 牧野 大河 3.54 上條 真生 3.44

走幅跳 南木曽 (-0.5) 上松 (-0.5) 木祖 (-1.0) 王滝 (-0.5) 南木曽 (-1.0) 福島 (-0.5)

小学4年生以下女子 森下 つぼ実 (4) 3.09 征矢 心晴 (4) 2.65 藤懸 結菜 (3) 2.51 森田 ゆめの (4) 2.32 森下 莉瀬 (3) 2.27 岩田 唯那 (3) 2.26

走幅跳 木祖 (-0.5) 福島 (-1.0) 福島 (-1.0) 開田 (-0.5) 福島 (-1.0) 開田 (-0.5)

小学5年女子 小山 紗於里 3.71 立花 優羽 3.19 小林 優香 2.85 加藤 未来 2.76 岡井 結生 2.53 #N/A #N/A

走幅跳 王滝 (-1.0) 開田 (-0.5) 三岳 (-1.0) 南木曽 (-0.5) 三岳 (-0.5) #N/A #N/A

小学6年女子 征矢 珠々 3.86 袖口 夏美 3.35 西尾 葵 3.35 登玉 詩葉 3.10 栖村 友希 3.10 澤守 望未 3.02

走幅跳 福島 (-0.5) 三岳 (-0.5) 大桑 (-1.0) 大桑 (-1.0) 王滝 (-0.5) 福島 (-0.5)

小学6年男子 古瀬 建太 49.33 星山 風雅 46.06 田近 歩武 39.43 松田 倖弥 32.70 #N/A #N/A #N/A #N/A

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 上松 三岳 王滝 福島 #N/A #N/A

小学6年女子 森田 ひかり 27.69 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 開田 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 小垣外 勝敏 10.00 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

45-49歳砲丸投 南木曽 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 三澤 康幸 4.45 坂本 隆一 4.22 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

50-54歳走幅跳 日義 (-0.5) 南木曽 (-0.5) #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 坂本 隆一 7.21 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

50-54歳砲丸投 南木曽 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 勝岡 美智也 8.39 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

55-59歳砲丸投 南木曽 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

男子 大宮 直人 8.67 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

60歳以上砲丸投 南木曽 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

GR

GR



大会記録    9"69   上平　祥徳 H25
             
         

[ 1 組 ] ( 風速： -2.3) [ 3 組 ]          ( 風速： -1.1)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

1 304 永井 爽冴 上松 (4 )　　[16 ] 1 150 原 昊椰 木祖 (5 )　　[12 ]
ﾅｶﾞｲ ｿｳｺﾞ （2） 11"66 ﾊﾗ ｺｳﾔ （2） 10"90

2 15 増田 慶樹 福島 (1 )　　[5 ] 2 10 赤羽 恭輔 福島 (3 )　　[8 ]
ﾏｽﾀﾞ ｹｲｼﾞｭ （4） 10"39 ｱｶﾊﾈ ｷｮｳｽｹ（4） 10"70

3 251 上垣 幸大 開田 (2 )　　[7 ] 3 306 原瀬 琉桜 上松 (4 )　　[9 ]
ｳｴｶﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ （3） 10"56 ﾊﾗｾ ﾙｵ （2） 10"78

4 206 黒田 大心 日義 (6 )　　[22 ] 4 604 上平 絢太 三岳 (6 )　　[23 ]
ｸﾛﾀﾞ ﾀｲｼ （4） 12"46 ｳｴﾀｲﾗ ｹﾝﾀ （1） 12"97

5 605 奥平 晴 三岳 (5 )　　[20 ] 5 502 小椋 銀河 南木曽 (2 )　　[2 ]
ｵｸﾀﾞｲﾗ ﾊﾙ （1） 12"32 ｵｸﾞﾗ ｷﾞﾝｶﾞ （4） 9"87

6 152 原 海渡 木祖 (3 )　　[10 ] 6 208 東 歩武 日義 (1 )　　[1 ]
ﾊﾗ ｶｲﾄ （4） 10"86 ﾋｶﾞｼ ｱﾕﾑ （4） GR 9"57

[ 2 組 ] ( 風速： -1.4) [ 4 組 ] ( 風速： -1.2)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

1 1 片原 拓海 福島 (2 )　　[6 ] 2 504 場作 快生 南木曽 (1 )　　[3 ]
ｶﾀﾊﾗ ﾀｸﾐ （3） 10"55 ﾊﾞﾂｸﾘ ｶｲ （4） 10"26

2 207 巾 大輝 日義 (5 )　　[19 ] 3 211 畑中 大弥 日義 (4 )　　[15 ]
ﾊﾊﾞ ﾀﾞｲｷ （4） 12"25 ﾊﾀﾅｶ ﾀﾞｲﾔ （3） 11"63

3 420 志水 朋輝 大桑 (4 )　　[18 ] 4 151 奥原 倖太 木祖 (5 )　　[17 ]
ｼﾐｽﾞ ﾄﾓｷ （4） 12"15 ｵｸﾊﾗ ｺｳﾀ （4） 11"99

4 503 田中 雄尊 南木曽 (1 )　　[4 ] 5 14 百瀬 煌真 福島 (3 )　　[13 ]
ﾀﾅｶ ﾀｹﾙ （4） 10"28 ﾓﾓｾ ｺｳﾏ （4） 11"06

5 254 葉瀬 樹 開田 (3 )　　[14 ] 6 607 奥平 快 三岳 (2 )　　[11 ]
ﾊｾ ｲﾂｷ （4） 11"45 ｵｸﾀﾞｲﾗ ｶｲ （4） 10"89

6 606 山下 凌生 三岳 (6 )　　[21 ]
ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳ （2） 12"35

             
         

( 風速： -1.5)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

1 504 場作 快生 南木曽 (3 )
ﾊﾞﾂｸﾘ ｶｲ （4） 10"34

2 208 東 歩武 日義 (1 )
ﾋｶﾞｼ ｱﾕﾑ （4） GR 9"61

3 15 増田 慶樹 福島 (4 )
ﾏｽﾀﾞ ｹｲｼﾞｭ （4） 10"49

4 502 小椋 銀河 南木曽 (2 )
ｵｸﾞﾗ ｷﾞﾝｶﾞ （4） 10"11

5 1 片原 拓海 福島 (6 )
ｶﾀﾊﾗ ﾀｸﾐ （3） 10"70

6 503 田中 雄尊 南木曽 (5 )
ﾀﾅｶ ﾀｹﾙ （4） 10"69

さわやかスポーツの部　トラック種目

決勝

小学4年生以下男子  60m

予選 4 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 6

11



大会記録    14"5   大矢　恭章（楢川）
             
         

( 風速： -2.8)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

1 203 大込 然 日義 (2 )
ｵｵｺﾞﾐ ｾﾞﾝ （5） 16"98

2 342 藤原 凌玖 上松 (5 )
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｸ （5） 18"42

3 18 吉見 侑人 福島 (3 )
ﾖｼﾐ ﾕｳﾄ （5） 17"21

4 19 岸本 琉維 福島 (1 )
ｷｼﾓﾄ ﾙｲ （5） 15"89

5 21 向井 裕樹 福島 (6 )
ﾑｶｲ ﾕｳｷ （5） 18"45

6 16 赤津 宥斗 福島 (4 )
ｱｶﾂ ﾕｳﾄ （5） 17"82

大会記録    13"0   山下　真一（福島） H7
             
         

[ 1 組 ] ( 風速： -1.7) [ 2 組 ]          ( 風速： -2.0)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 33 鈴木 康介 福島 (1 )　　[2 ] 2 509 青木 亮治 南木曽 (4 )　　[7 ]
ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ （6） 15"36 ｱｵｷ ｶﾂﾊﾙ （6） 16"70

3 506 田中 大輝 南木曽 (2 )　　[3 ] 3 417 尾前 律希 大桑 (3 )　　[6 ]
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ （6） 15"74 ｵﾏｴ ﾘﾂｷ （6） 16"40

4 343 原瀬 里飛 上松 (4 )　　[8 ] 4 507 堀 望実 南木曽 (2 )　　[4 ]
ﾊﾗｾ ﾘﾄ （6） 16"73 ﾎﾘ ﾉｿﾞﾐ （6） 16"23

5 617 星山 風雅 三岳 (3 )　　[5 ] 5 22 小林 優斗 福島 (1 )　　[1 ]
ﾎｼﾔﾏ ﾌｳｶﾞ （6） 16"36 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ （6） 14"90

             
         

( 風速： -3.0)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

1 417 尾前 律希 大桑 (6 )
ｵﾏｴ ﾘﾂｷ （6） 16"51

2 506 田中 大輝 南木曽 (3 )
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ （6） 15"73

3 507 堀 望実 南木曽 (4 )
ﾎﾘ ﾉｿﾞﾐ （6） 16"37

4 33 鈴木 康介 福島 (2 )
ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ （6） 15"37

5 22 小林 優斗 福島 (1 )
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ （6） 15"13

6 617 星山 風雅 三岳 (5 )
ﾎｼﾔﾏ ﾌｳｶﾞ （6） 16"50

小学5年男子  100m

小学6年男子  100m

予選 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 6

決勝

決勝

12



大会記録    9"98   田口　綾華 H25
             
         

[ 1 組 ] ( 風速： -2.0) [ 3 組 ]          ( 風速： -2.2)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

1 313 栃木 紀香 上松 (2 )　　[5 ] 1 312 清水 もみじ 上松 (5 )　　[18 ]
ﾄﾁｷﾞ ﾉﾘｶ （4） 10"61 ｼﾐｽﾞ ﾓﾐｼﾞ （4） 11"61

2 478 瀬脇 凛奈 大桑 (3 )　　[9 ] 2 253 岩田 唯那 開田 (4 )　　[15 ]
ｾﾜｷ ﾙﾅ （4） 11"05 ｲﾜﾀ ﾕﾅ （3） 11"34

3 512 志水 結衣 南木曽 (6 )　　[17 ] 3 513 木村 夢葉 南木曽 (3 )　　[14 ]
ｼﾐｽﾞ ﾕｲ （3） 11"51 ｷﾑﾗ ﾕﾒﾊ （3） 11"27

4 4 増田 愛音 福島 (1 )　　[3 ] 4 157 清水 葵生 木祖 (1 )　　[8 ]
ﾏｽﾀﾞ ｱｲﾈ （3） 10"38 ｼﾐｽﾞ ｱｵｲ （4） 10"77

5 156 小畑 希羽 木祖 (3 )　　[9 ] 5 213 平岩 夢菜 日義 (2 )　　[13 ]
ｺﾊﾞﾀ ｷﾜ （4） 11"05 ﾋﾗｲﾜ ﾕﾒﾅ （3） 11"21

6 608 山田 陽彩 三岳 (5 )　　[16 ] 6 609 小島 雫 三岳 (6 )　　[22 ]
ﾔﾏﾀﾞ ﾋｲﾛ （2） 11"35 ｺｼﾞﾏ ｼｽﾞｸ （2） 12"21

[ 2 組 ] ( 風速： -1.1) [ 4 組 ] ( 風速： -1.9)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

1 511 堀 日向子 南木曽 (4 )　　[19 ] 2 12 征矢 心晴 福島 (3 )　　[11 ]
ﾎﾘ ﾋﾅｺ （2） 11"88 ｿﾔ ｺﾊﾙ （4） 11"18

2 209 野田 茜 日義 (2 )　　[4 ] 3 210 畑中 日奈乃 日義 (1 )　　[2 ]
ﾉﾀﾞ ｱｶﾈ （4） 10"58 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾅﾉ （4） 10"34

3 610 上平 七夕姫 三岳 (3 )　　[6 ] 4 160 森下 つぼ実 木祖 (2 )　　[7 ]
ｳｴﾀｲﾗ ﾅﾕｷ （3） 10"68 ﾓﾘｼﾀ ﾂﾎﾞﾐ （4） 10"74

4 6 牛丸 歩郁 福島 (5 )　　[21 ] 5 311 芝田 雅姫 上松 (3 )　　[11 ]
ｳｼﾏﾙ ｱﾕｶ （3） 12"18 ｼﾊﾞﾀ ﾐﾔﾋﾞ （4） 11"18

5 477 羽根田 幸音 大桑 (6 )　　[23 ] 6 515 加藤 愛梨 南木曽 (5 )　　[20 ]
ﾊﾈﾀﾞ ﾕｷﾈ （4） 12"31 ｶﾄｳ ｱｲﾘ （2） 11"94

6 158 寺平 祈愛 木祖 (1 )　　[1 ]
ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｲﾉﾘ （4） GR 9"54

             
         

( 風速： -2.6)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

1 209 野田 茜 日義 (4 )
ﾉﾀﾞ ｱｶﾈ （4） 10"76

2 210 畑中 日奈乃 日義 (3 )
ﾊﾀﾅｶ ﾋﾅﾉ （4） 10"49

3 4 増田 愛音 福島 (2 )
ﾏｽﾀﾞ ｱｲﾈ （3） 10"39

4 313 栃木 紀香 上松 (5 )
ﾄﾁｷﾞ ﾉﾘｶ （4） 10"82

5 158 寺平 祈愛 木祖 (1 )
ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｲﾉﾘ （4） GR 9"59

6 610 上平 七夕姫 三岳 (6 )
ｳｴﾀｲﾗ ﾅﾕｷ （3） 10"89

小学4年生以下女子  60m

予選 4 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 6

決勝
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大会記録    15”2   大目　有希子（開田） H10
             
         

( 風速： -3.4)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

2 615 小林 優香 三岳 (1 )
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ （5） 16"08

3 516 森 咲綾 南木曽 (2 )
ﾓﾘ ｻｱﾔ （5） 17"98

4 17 藤懸 陽菜 福島 (3 )
ﾌｼﾞｶｹ ﾊﾙﾅ （5） 18"90

大会記録    14"5   深谷　美穂（南木曽） H10
             王滝　彩子（上松） H13
         

[ 1 組 ] ( 風速： -2.2) [ 2 組 ]          ( 風速： -2.0)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 473 森畑 莉梨 大桑 (3 )　　[6 ] 2 24 柴山 千夏 福島 (4 )　　[7 ]
ﾓﾘﾊﾀ ﾁﾘ （6） 17"65 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾁﾅﾂ （6） 17"92

3 35 宮原 里奈 福島 (1 )　　[4 ] 3 616 袖口 夏美 三岳 (3 )　　[3 ]
ﾐﾔﾊﾗ ﾘﾅ （6） 16"85 ｿﾃﾞｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ （6） 16"68

4 200 赤堀 友梨 日義 (1 )　　[4 ] 4 29 片原 真帆 福島 (1 )　　[1 ]
ｱｶﾎﾘ ﾕﾘ （6） 16"85 ｶﾀﾊﾗ ﾏﾎ （6） 16"38

5 28 赤羽 真麻 福島 (4 )　　[8 ] 5 258 山田 梨心 開田 (2 )　　[2 ]
ｱｶﾊﾈ ﾏｱｻ （6） 18"15 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ （6） 16"65

         
( 風速： -2.4)          

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          
1 35 宮原 里奈 福島 (5 )

ﾐﾔﾊﾗ ﾘﾅ （6） 17"42
2 473 森畑 莉梨 大桑 (5 )

ﾓﾘﾊﾀ ﾁﾘ （6） 17"42
3 29 片原 真帆 福島 (1 )

ｶﾀﾊﾗ ﾏﾎ （6） 16"38
4 258 山田 梨心 開田 (2 )

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｺ （6） 16"58
5 200 赤堀 友梨 日義 (4 )

ｱｶﾎﾘ ﾕﾘ （6） 16"95
6 616 袖口 夏美 三岳 (3 )

ｿﾃﾞｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ （6） 16"78

小学6年女子  100m

予選 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 6

決勝

小学5年女子  100m

決勝
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大会記録    3'10"9   小林　隼人（木祖） H20
               
         
         

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

1 201 長澤 匠 日義 (11 ) 9 205 東 勇気 日義 (2 )
ﾅｶﾞｻﾜ ﾀｸﾐ （6） 4'02"74 ﾋｶﾞｼ ﾕｳｷ （5） 3'42"22

2 422 西 陽太 大桑 (14 ) 10 424 小瀬木 颯 大桑 (13 )
ﾆｼ ﾖｳﾀ （4） 4'18"39 ｺｾｷﾞ ﾊﾔﾃ （4） 4'16"29

3 202 織田 煌 日義 ( ) 11 501 中坊 聡大朗 南木曽 (8 )
ｵﾀﾞ ｷﾗ （6） DNS ﾅｶﾎﾞｳ ｿｳﾀﾛｳ（3） 3'59"97

4 32 鈴木 生人 福島 (3 ) 12 15 増田 慶樹 福島 (7 )
ｽｽﾞｷ ｲｸﾄ （6） 3'49"09 ﾏｽﾀﾞ ｹｲｼﾞｭ （4） 3'58"77

5 155 栗屋 侑生 木祖 (15 ) 13 204 奥原 明日真 日義 (10 )
ｸﾘﾔ ﾕｳｾｲ （3） 4'22"76 ｵｸﾊﾗ ｱｽﾏ （5） 4'01"57

6 421 藤山 堅友 大桑 (5 ) 14 33 鈴木 康介 福島 (1 )
ﾌｼﾞﾔﾏ ｹﾝﾕｳ （4） 3'52"60 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ （6） 3'40"78

7 154 五味 慎太郎 木祖 (9 ) 15 505 伊藤 和希 南木曽 (6 )
ｺﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ （6） 4'00"07 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ （5） 3'56"77

8 11 下戸 柊人 福島 (4 ) 16 423 木下 広大 大桑 (12 )
ｼﾓﾄﾞ ｼｭｳﾄ （4） 3'52"01 ｷﾉｼﾀ ｺｳﾀﾞｲ （4） 4'09"98

大会記録    3'31"00   菅野　美月（大桑6） H27
                
         
         

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

1 515 加藤 愛梨 南木曽 (7 ) 6 13 中村 珠恵 福島 (5 )
ｶﾄｳ ｱｲﾘ （2） 4'33"98 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾏｴ （4） 4'17"90

2 25 下戸 沙弥 福島 (3 ) 7 161 野中 桐花 木祖 (6 )
ｼﾓﾄﾞ ｻﾔ （6） 4'06"49 ﾉﾅｶ ﾄｳｶ （4） 4'26"34

3 470 栗山 美玖 大桑 (1 ) 8 613 山室 妃奈 三岳 (9 )
ｸﾘﾔﾏ ﾐｸ （6） 3'32"72 ﾔﾏﾑﾛ ﾋﾅ （5） 4'47"43

4 612 岡井 未来 三岳 (8 ) 9 476 金子 莉梨 大桑 (4 )
ｵｶｲ ﾐｸ （3） 4'47"40 ｶﾈｺ ﾘﾘ （5） 4'06"62

5 475 平尾 悠夏 大桑 (2 )
ﾋﾗｵ ﾕｳｶ （5） 3'57"48

決勝

小学生女子  1000m

決勝

小学生男子  1000m
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大会記録    1'03"83   南木曽2(鷹見-松下-田中-堀H28
                 

          

ｶﾅ/学年/(順位)/[総合]/           

ﾚｰﾝ所属/No 氏名 記録/ｵｰﾀﾞｰ           
2 福島A (1 ) GR 58"96

30 上條 真生 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｵ(6) (  1  )
22 小林 優斗 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ(6) (  4  )
32 鈴木 生人 ｽｽﾞｷ ｲｸﾄ(6) (  3  )
33 鈴木 康介 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ(6) (  2  )

3 南木曽2 (2 ) GR 1'01"71
506 田中 大輝 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ(6) (  1  )
507 堀 望実 ﾎﾘ ﾉｿﾞﾐ(6) (  4  )
508 牧野 大河 ﾏｷﾉ ﾀｲｶﾞ(6) (  3  )
509 青木 亮治 ｱｵｷ ｶﾂﾊﾙ(6) (  2  )

4 福島B (3 ) 1'05"81
16 赤津 宥斗 ｱｶﾂ ﾕｳﾄ(5) (  4  )
19 岸本 琉維 ｷｼﾓﾄ ﾙｲ(5) (  2  )
20 圃中 颯月 ﾊﾀﾅｶ ｻﾂｷ(5) (  1  )
18 吉見 侑人 ﾖｼﾐ ﾕｳﾄ(5) (  3  )

5 大桑 (4 ) 1'05"88
417 尾前 律希 ｵﾏｴ ﾘﾂｷ(6) (  1  )
418 柏平 仁 ｶｼﾜﾋﾗ ｼﾞﾝ(6) (  4  )
421 藤山 堅友 ﾌｼﾞﾔﾏ ｹﾝﾕｳ(4) (  2  )
422 西 陽太 ﾆｼ ﾖｳﾀ(4) (    )
423 木下 広大 ｷﾉｼﾀ ｺｳﾀﾞｲ(4) (    )
424 小瀬木 颯 ｺｾｷﾞ ﾊﾔﾃ(4) (  3  )

6 南木曽1 (5 ) 1'06"35
501 中坊 聡大朗 ﾅｶﾎﾞｳ ｿｳﾀﾛｳ(3) (  1  )
502 小椋 銀河 ｵｸﾞﾗ ｷﾞﾝｶﾞ(4) (  4  )
503 田中 雄尊 ﾀﾅｶ ﾀｹﾙ(4) (  2  )
504 場作 快生 ﾊﾞﾂｸﾘ ｶｲ(4) (  3  )

決勝

小学生共通男子  4×100mR
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大会記録    1'04"38   日義(中村-中村-澤口-髙崎) H28
                 

          

[ 1 組 ] ｶﾅ/学年/(順位)/[総合]/ [ 2 組 ]           ｶﾅ/学年/(順位)/[総合]/

ﾚｰﾝ所属/No 氏名 記録/ｵｰﾀﾞｰ ﾚｰﾝ所属/No 氏名 記録/ｵｰﾀﾞｰ

2 南木曽1 (3 )　[6 ] 1'11"89 2 福島B (1 )　[1 ] GR 1'03"99
512 志水 結衣 ｼﾐｽﾞ ﾕｲ(3) (  1  ) 29 片原 真帆 ｶﾀﾊﾗ ﾏﾎ(6) (  1  )
513 木村 夢葉 ｷﾑﾗ ﾕﾒﾊ(3) (  2  ) 25 下戸 沙弥 ｼﾓﾄﾞ ｻﾔ(6) (  2  )
514 加藤 未来 ｶﾄｳ ﾐｸﾙ(5) (  3  ) 34 征矢 珠々 ｿﾔ ｽｽﾞ(6) (  3  )
516 森 咲綾 ﾓﾘ ｻｱﾔ(5) (  4  ) 35 宮原 里奈 ﾐﾔﾊﾗ ﾘﾅ(6) (  4  )

3 大桑A (1 )　[2 ] 1'05"50 3 日義 (2 )　[3 ] 1'07"89
470 栗山 美玖 ｸﾘﾔﾏ ﾐｸ(6) (  4  ) 200 赤堀 友梨 ｱｶﾎﾘ ﾕﾘ(6) (  4  )
471 藤原 玲奈 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚﾅ(6) (  1  ) 209 野田 茜 ﾉﾀﾞ ｱｶﾈ(4) (  3  )
472 西尾 葵 ﾆｼｵ ｱｵｲ(6) (  3  ) 210 畑中 日奈乃 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾅﾉ(4) (  1  )
473 森畑 莉梨 ﾓﾘﾊﾀ ﾁﾘ(6) (  2  ) 213 平岩 夢菜 ﾋﾗｲﾜ ﾕﾒﾅ(3) (  2  )

4 木祖 (2 )　[5 ] 1'10"60 4 福島A (3 )　[4 ] 1'09"12
156 小畑 希羽 ｺﾊﾞﾀ ｷﾜ(4) (  1  ) 28 赤羽 真麻 ｱｶﾊﾈ ﾏｱｻ(6) (  2  )
161 野中 桐花 ﾉﾅｶ ﾄｳｶ(4) (  2  ) 24 柴山 千夏 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾁﾅﾂ(6) (  1  )
157 清水 葵生 ｼﾐｽﾞ ｱｵｲ(4) (  3  ) 26 中村 柑菜 ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ(6) (  4  )
158 寺平 祈愛 ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｲﾉﾘ(4) (  4  ) 27 三戸 藍花 ﾐﾄ ｱｲｶ(6) (  3  )
160 森下 つぼ実 ﾓﾘｼﾀ ﾂﾎﾞﾐ(4) (    )

5 大桑B (4 )　[7 ] 1'12"67
474 登玉 詩葉 ﾉﾎﾞﾘﾀﾏ ｳﾀﾊ(6) (    )
475 平尾 悠夏 ﾋﾗｵ ﾕｳｶ(5) (  1  )
476 金子 莉梨 ｶﾈｺ ﾘﾘ(5) (  4  )
477 羽根田 幸音 ﾊﾈﾀﾞ ﾕｷﾈ(4) (  3  )
478 瀬脇 凛奈 ｾﾜｷ ﾙﾅ(4) (  2  )

予選 2 組  ﾀｲﾑﾚｰｽ 6

小学生共通女子  4×100mR
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ｶﾅ/学年/(順位)/[総合]/           

ﾚｰﾝ所属/No 氏名 記録/ｵｰﾀﾞｰ           
1 南木曽1 (5 ) 1'11"89

512 志水 結衣 ｼﾐｽﾞ ﾕｲ(3) (  1  )
513 木村 夢葉 ｷﾑﾗ ﾕﾒﾊ(3) (  2  )
514 加藤 未来 ｶﾄｳ ﾐｸﾙ(5) (  3  )
516 森 咲綾 ﾓﾘ ｻｱﾔ(5) (  4  )

2 日義 (3 ) 1'10"06
200 赤堀 友梨 ｱｶﾎﾘ ﾕﾘ(6) (  4  )
209 野田 茜 ﾉﾀﾞ ｱｶﾈ(4) (  3  )
210 畑中 日奈乃 ﾊﾀﾅｶ ﾋﾅﾉ(4) (  1  )
213 平岩 夢菜 ﾋﾗｲﾜ ﾕﾒﾅ(3) (  2  )

3 木祖 (4 ) 1'11"46
156 小畑 希羽 ｺﾊﾞﾀ ｷﾜ(4) (  1  )
161 野中 桐花 ﾉﾅｶ ﾄｳｶ(4) (  2  )
157 清水 葵生 ｼﾐｽﾞ ｱｵｲ(4) (  3  )
158 寺平 祈愛 ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｲﾉﾘ(4) (  4  )
160 森下 つぼ実 ﾓﾘｼﾀ ﾂﾎﾞﾐ(4) (    )

4 大桑A (2 ) 1'05"82
470 栗山 美玖 ｸﾘﾔﾏ ﾐｸ(6) (  4  )
471 藤原 玲奈 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚﾅ(6) (  1  )
472 西尾 葵 ﾆｼｵ ｱｵｲ(6) (  3  )
473 森畑 莉梨 ﾓﾘﾊﾀ ﾁﾘ(6) (  2  )

5 福島A (6 ) 1'13"99
28 赤羽 真麻 ｱｶﾊﾈ ﾏｱｻ(6) (  2  )
24 柴山 千夏 ｼﾊﾞﾔﾏ ﾁﾅﾂ(6) (  1  )
26 中村 柑菜 ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ(6) (  4  )
27 三戸 藍花 ﾐﾄ ｱｲｶ(6) (  3  )

6 福島B (1 ) 1'04"80
29 片原 真帆 ｶﾀﾊﾗ ﾏﾎ(6) (  1  )
25 下戸 沙弥 ｼﾓﾄﾞ ｻﾔ(6) (  2  )
34 征矢 珠々 ｿﾔ ｽｽﾞ(6) (  3  )
35 宮原 里奈 ﾐﾔﾊﾗ ﾘﾅ(6) (  4  )

大会記録    12"2   征矢野　隆夫（日義） H8
             

( 風速： -1.2)
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 518 楯 大輔 南木曽 (1 )          
ﾀﾃ ﾀﾞｲｽｹ 13"61          

3 215 東 勉 日義 (2 )          
ﾋｶﾞｼ ﾂﾄﾑ 14"81

男子  40-44歳100m

決勝

決勝
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大会記録    13"4   仲上　敏美 H12
             
         

( 風速： -1.2)          
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          

4 39 中畑 勇二 福島 (2 )
ﾅｶﾊﾀ ﾕｳｼﾞ 15"21

5 521 坂本 隆一 南木曽 (1 )
ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 14"10

6 40 中村 孝明 福島 (3 )
ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｱｷ 16"60

大会記録    8"58   三澤　康幸(日義） H26
             

( 風速：-0.9 )
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

2 521 坂本 隆一 南木曽 (1 )          
ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 8"72          

3 216 三澤 康幸 日義 (2 )          
ﾐｻﾜ ﾔｽﾕｷ 9"01

大会記録    9"89   勝岡 美智也（南木曽） H28
             

( 風速：-0.9 )
ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

4 517 勝岡 美智也 南木曽 (1 )          
ｶﾂｵｶ ﾐﾁﾔ GR 9"72          

         

大会記録    4'41"2   武居　竹生（福島） H12
               

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録

1 38 藤懸 孝行 福島 (2 )          
ﾌｼﾞｶｹ ﾀｶﾕｷ 5'23"37          

2 215 東 勉 日義 (3 )          
ﾋｶﾞｼ ﾂﾄﾑ 5'26"54

3 400 大畑 一喜 大桑 ( )
ｵｵﾊﾀ ｶｽﾞｷ DNS

4 37 竹下 優作 福島 (1 )
ﾀｹｼﾀ ﾕｳｻｸ 5'01"08

男子  55-59歳60m

決勝

決勝

男子  50-54歳60m

決勝

男子  50歳以上100m

男子  35-44歳1500m

決勝
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大会記録    4'44"9   武居　竹生（福島） H16
               
         

ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 (順位)/[総合]/記録          
5 36 高沢 嘉一 福島 ( )

ﾀｶｻﾜ ﾖｼｶｽﾞ DNS
6 168 小林 克彦 木祖 (2 )

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾂﾋｺ 5'44"66
7 303 原 浩美 上松 (1 )

ﾊﾗ ﾋﾛﾐ 5'38"82

決勝

男子  45-54歳1500m
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大会記録    3m82   奥谷　貴正（木祖）
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 3 田中 靖之助 福島 (15 ) 2.01          

ﾀﾅｶ ｾｲﾉｽｹ （3） (-0.5)
2 214 三澤 怜真 日義 (11 ) 2.44

ﾐｻﾜ ﾘｮｳﾏ （3） (-0.5)
3 310 田上 虎士郎 上松 (14 ) 2.26

ﾀｳｴ ｺｼﾞﾛｳ （2） (-0.5)
4 212 平岩 怜大 日義 (5 ) 2.73

ﾋﾗｲﾜ ﾚｵ （3） (-0.5)
5 152 原 海渡 木祖 (4 ) 2.80

ﾊﾗ ｶｲﾄ （4） (-0.5)
6 2 芝田 悠人 福島 (10 ) 2.63

ｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ （3） (-0.5)
7 252 田上 陸羽 開田 (9 ) 2.66

ﾀｳｴ ﾐｳ （3） (-0.5)
8 309 前野 竜ノ介 上松 (12 ) 2.31

ﾏｴﾉ ﾘｭｳﾉｽｹ （2） (-1.0)
9 11 下戸 柊人 福島 (2 ) 3.22

ｼﾓﾄﾞ ｼｭｳﾄ （4） (-1.0)
10 104 栖村 匠 王滝 (7 ) 2.70

ｽﾑﾗ ﾀｸﾐ （4） (-0.5)
11 502 小椋 銀河 南木曽 (3 ) 3.16

ｵｸﾞﾗ ｷﾞﾝｶﾞ （4） (-0.5)
12 306 原瀬 琉桜 上松 (8 ) 2.68

ﾊﾗｾ ﾙｵ （2） (-0.5)
13 503 田中 雄尊 南木曽 (1 ) 3.35

ﾀﾅｶ ﾀｹﾙ （4） (-0.5)
14 5 吉見 遼 福島 (6 ) 2.73

ﾖｼﾐ ﾘｮｳ （3） (-0.5)
15 251 上垣 幸大 開田 (13 ) 2.28

ｳｴｶﾞｷ ｺｳﾀﾞｲ （3） (-0.5)

大会記録    4m18   畑中　将史（大桑） H8
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 20 圃中 颯月 福島 (4 ) 2.54          

ﾊﾀﾅｶ ｻﾂｷ （5） (-0.5)
2 153 笹川 衛那 木祖 (1 ) 3.23

ｻｻｶﾞﾜ ﾋﾛﾅ （5） (-1.0)
3 18 吉見 侑人 福島 (2 ) 3.20

ﾖｼﾐ ﾕｳﾄ （5） (-0.5)
4 115 胡桃澤 佑馬 王滝 (3 ) 2.94

ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾕｳﾏ （5） (-1.5)

小学4年生以下男子  走幅跳

決勝

小学5年男子  走幅跳

さわやかスポーツの部　フィールド種目

決勝
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大会記録    4m27   手塚　寿利（楢川）
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 111 河口 陽斗 王滝 (9 ) 3.24          

ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ （6） (-0.5)
2 140 田近 歩武 王滝 (4 ) 3.55

ﾀﾁﾞｶ ｱﾕﾑ （6） (-0.5)
3 506 田中 大輝 南木曽 (1 ) 3.97

ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ （6） (-0.5)
4 154 五味 慎太郎 木祖 (3 ) 3.60

ｺﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ （6） (-1.0)
5 419 常盤井 楓矢 大桑 (8 ) 3.27

ﾄｷﾜｲ ﾌｳﾔ （6） (-0.5)
6 343 原瀬 里飛 上松 (2 ) 3.94

ﾊﾗｾ ﾘﾄ （6） (-0.5)
7 30 上條 真生 福島 (6 ) 3.44

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｵ （6） (-0.5)
8 508 牧野 大河 南木曽 (5 ) 3.54

ﾏｷﾉ ﾀｲｶﾞ （6） (-1.0)
9 418 柏平 仁 大桑 (7 ) 3.37

ｶｼﾜﾋﾗ ｼﾞﾝ （6） (-0.5)

大会記録    3m72   深沢　加奈（木祖）
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 7 祢津 美成 福島 (8 ) 2.02          

ﾈﾂ ﾐﾅﾘ （3） (-0.5)
2 255 森田 ゆめの 開田 (4 ) 2.32

ﾓﾘﾀ ﾕﾒﾉ （4） (-0.5)
3 12 征矢 心晴 福島 (2 ) 2.65

ｿﾔ ｺﾊﾙ （4） (-1.0)
4 253 岩田 唯那 開田 (6 ) 2.26

ｲﾜﾀ ﾕﾅ （3） (-0.5)
5 8 藤懸 結菜 福島 (3 ) 2.51

ﾋｼﾞｶｹ ﾕﾅ （3） (-1.0)
6 611 新井 優菜 三岳 (7 ) 2.16

ｱﾗｲ ﾕﾅ （3） (-0.5)
7 9 森下 莉瀬 福島 (5 ) 2.27

ﾓﾘｼﾀ ﾘｾ （3） (-1.0)
8 160 森下 つぼ実 木祖 (1 ) 3.09

ﾓﾘｼﾀ ﾂﾎﾞﾐ （4） (-0.5)

大会記録    3m84   安田　若菜（日義） H20
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 256 立花 優羽 開田 (2 ) 3.19          

ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾕｳ （5） (-0.5)
2 108 小山 紗於里 王滝 (1 ) 3.71

ｺﾔﾏ ｻｵﾘ （5） (-1.0)
3 615 小林 優香 三岳 (3 ) 2.85

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｶ （5） (-1.0)
4 514 加藤 未来 南木曽 (4 ) 2.76

ｶﾄｳ ﾐｸﾙ （5） (-0.5)
5 614 岡井 結生 三岳 (5 ) 2.53

ｵｶｲ ﾕｲ （5） (-0.5)

小学5年女子  走幅跳

決勝

小学4年生以下女子  走幅跳

決勝

小学6年男子  走幅跳

決勝
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大会記録    4m05   安田　若菜（日義） H21
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 471 藤原 玲奈 大桑 (8 ) 2.86          

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾚﾅ （6） (-0.5)
2 616 袖口 夏美 三岳 (2 ) 3.35

ｿﾃﾞｸﾞﾁ ﾅﾂﾐ （6） (-0.5)
3 31 澤守 望未 福島 (6 ) 3.02

ｻﾜﾓﾘ ﾉｿﾞﾐ （6） (-0.5)
4 114 栖村 友希 王滝 (5 ) 3.10

ｽﾑﾗ ﾕｷ （6） (-0.5)
5 34 征矢 珠々 福島 (1 ) 3.86

ｿﾔ ｽｽﾞ （6） (-0.5)
6 472 西尾 葵 大桑 (3 ) 3.35

ﾆｼｵ ｱｵｲ （6） (-1.0)
7 26 中村 柑菜 福島 (7 ) 3.00

ﾅｶﾑﾗ ｶﾝﾅ （6） (-2.0)
8 474 登玉 詩葉 大桑 (4 ) 3.10

ﾉﾎﾞﾘﾀﾏ ｳﾀﾊ （6） (-1.0)

大会記録       
         
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 140 田近 歩武 王滝 (3)          

ﾀﾁﾞｶ ｱﾕﾑ （6） 39.43
2 344 古瀬 建太 上松 (1) GR

ﾌﾙｾ ｹﾝﾀ （6） 49.33
3 23 松田 倖弥 福島 (4)

ﾏﾂﾀﾞ ﾕｷﾔ （6） 32.70
4 617 星山 風雅 三岳 (2)

ﾎｼﾔﾏ ﾌｳｶﾞ （6） 46.06

大会記録       
         
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 257 森田 ひかり 開田 (1) GR          

ﾓﾘﾀ ﾋｶﾘ （6） 27.69

大会記録    11m54   中野　隆夫（上松）
              
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 519 小垣外 勝敏 南木曽 (1)          

ｵｶﾞｲﾄ ｶﾂﾄｼ 10.00

決勝

決勝

決勝

小学6年女子  ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投【ｳﾞｫｰﾃｯｸｽﾎﾞｰﾙ】

小学6年男子  ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投【ｳﾞｫｰﾃｯｸｽﾎﾞｰﾙ】

男子  45-49歳砲丸投

小学6年女子  走幅跳

決勝
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大会記録    4ｍ96   征矢野　隆夫（日義） H18
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 521 坂本 隆一 南木曽 (2 ) 4.22          

ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ (-0.5)
2 216 三澤 康幸 日義 (1 ) 4.45

ﾐｻﾜ ﾔｽﾕｷ (-0.5)

大会記録    10m30   中野　隆夫（上松） H10
              
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 521 坂本 隆一 南木曽 (1)          

ｻｶﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 7.21

大会記録    9m22   大宮　直人（南木曽） H26
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 517 勝岡 美智也 南木曽 (1)          

ｶﾂｵｶ ﾐﾁﾔ 8.39

大会記録    9m05   大宮　直人（南木曽） H27
             
         

試技順 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属/学年 順位/記録          
1 522 大宮 直人 南木曽 (1)          

ｵｵﾐﾔ ﾅｵﾄ 8.67
2 520 牧野 繁 南木曽 ()

ﾏｷﾉ ｼｹﾞﾙ DNS

男子  60歳以上砲丸投

決勝

男子  50-54歳砲丸投

決勝

男子  55-59歳砲丸投

決勝

男子  50-54歳走幅跳

決勝
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