
主催：茅野市、茅野市教育委員会、特定非営利活動法人茅野市体育協会、茅野市陸上競技協会
主管：諏訪陸上競技協会
期日：平成２９年７月２９日（土）
場所：茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：203100）
審判長：清水　元雄　　記録主任：葛城　光一

■この大会で樹立された記録
項目 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 氏名(学年) 所　属 記　録 従来の記録
大会新 小学1年男子

60m
決勝 吉澤 岳(1) 金沢小 11秒18

(+1.2m)
11秒64

大会新 小学1年男子
60m

決勝 多田 葵音(1) 湖東小 11秒36
(+1.2m)

11秒64

大会新 小学1年男子
60m

決勝 藤森 尊生(1) 玉川小 11秒62
(+1.2m)

11秒64

大会新 小学2年男子
60m

決勝 吉澤 遼(2) 金沢小 10秒36
(-0.5m)

10秒54

大会新 中学女子
100mH(0.762m

決勝 竹内 里桜(2) 永明中 15秒67
(-0.1m)

16秒74

大会新 小学3年男子
走幅跳

決勝 小川 夏生(3) 玉川小 3m28(+0.3m
)

3m17

大会新 小学3年男子
走幅跳

決勝 飯山 想斗(3) 玉川小 3m21(+1.1m
)

3m17

大会新 小学3年女子
走幅跳

決勝 奥谷 心音(3) 湖東小 3m07(+0.6m
)

2m95

大会新 30歳以上男子
400m

決勝 冨澤 祐樹 諏訪市陸協 62秒45 69秒42

大会新 小学共通女子
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ

決勝 中村 杏(6) 玉川小 44m62 36m69

大会新 中学女子
4x100mR

決勝 永明中(A)
佐伯 明莉(3)
五味 愛夏(2)
竹内 里桜(2)
山田 茉優(3)

永明中 53秒41 53秒66

■グランドコンディション

時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速
8:30 曇り 26.5 73.0 南南西 1.0
9:00 曇り 27.0 70.0 南南西 0.3
10:00 曇り 27.0 70.0 － 0.0
11:00 曇り 26.5 73.0 東南東 0.4
12:00 曇り 28.5 70.0 西 0.6
13:00 曇り 27.0 73.0 北北西 0.2
14:00 曇り 26 84.0 － 0.0

第62回茅野市総合体育大会陸上競技会
公　式　記　録

（競技会コード：17170549）
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決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】203100  茅野市運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
07/29 29歳以下男子  -0.1小林 尚矢(1) 12.41 原 城治(3) 14.46

100m 高校生･創造学園高 高校生･茅野高
07/29 原 城治(3) 1,03.60

400m 高校生･茅野高
07/29 小林 慎市(3) 2,23.48 小野 雄希(3) 2,28.77

800m 高校生･茅野高 高校生･茅野高
07/29 小林 慎市(3) 11,07.44 小野 雄希(3) 11,48.56

3000m 高校生･茅野高 高校生･茅野高
07/29 野々村 一人(2) 1.70

走高跳 高校生･茅野高
07/29 30歳以上男子  -0.1冨澤 祐樹 13.53

100m 一般･諏訪市陸協
07/29 冨澤 祐樹 1,02.45

400m 一般･諏訪市陸協 GR
07/29 50歳以上男子  -0.1五味 弘昌 15.46

100m 一般･宮川
07/29 橘 麗仁 10.46

砲丸投 一般･玉川小
07/29 中学男子  -0.6川口 祥延(3) 12.26 矢﨑 灯夜(2) 12.83 西郷 鴻次朗(3) 12.92 石山 純雅(2) 12.93 岩波 克飛(2) 12.93 小池 柚子貴(2) 13.22 矢島 壮野(1) 13.23 畔上 亮太(1) 13.36

100m 中学生･北部中 中学生･永明中 中学生･北部中 中学生･北部中 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･茅野東部 中学生･長峰中
07/29 岩波 克飛(2) 58.59 矢島 壮野(1) 59.80 増田 光月(1) 1,00.35 天野 建治(2) 1,00.60 早川 怜音(2) 1,02.77 宮部 陽人(2) 1,03.20 有賀 大地(1) 1,03.75 河合 生稀(2) 1,04.10

400m 中学生･長峰中 中学生･茅野東部 中学生･長峰中 中学生･北部中 中学生･長峰中 中学生･茅野東部 中学生･茅野東部 中学生･北部中
07/29 中山 凌(2) 2,26.63 宮坂 悠助(2) 2,27.75 鈴木 創太(1) 2,32.41 清水 克暉(1) 2,33.56 丸茂 祐輝(2) 2,37.45 雨宮 梨玖(1) 2,47.34

800m 中学生･長峰中 中学生･茅野東部 中学生･茅野東部 中学生･永明中 中学生･北部中 中学生･北部中
07/29 由澤 汐七(2) 10,26.06 宮坂 悠助(2) 10,27.33 田村 紘一(3) 10,38.79 矢島 瑞基(2) 11,22.74 伊藤 涼平(3) 11,49.34 北澤 亮太朗(2) 12,01.59 名取 雅治(1) 12,02.43

3000m 中学生･長峰中 中学生･茅野東部 中学生･永明中 中学生･永明中 中学生･永明中 中学生･北部中 中学生･北部中
07/29  -2.2矢﨑 灯夜(2) 19.12 北澤 弘都(2) 21.80

110mH(0.914m) 中学生･永明中 中学生･北部中
07/29 川口 祥延(3) 1.40 西郷 鴻次朗(3) 1.40 石山 純雅(2) 1.30

走高跳 中学生･北部中 中学生･北部中 中学生･北部中
07/29 両角 駿介(1) 1.70

棒高跳 中学生･永明中
07/29 宮坂 仁士(2) 5.12(-0.7) 川口 祥延(3) 5.11(-0.6) 西郷 鴻次朗(3)4.68(0.0) 北澤 弘都(2) 4.68(+0.6) 石山 純雅(2) 4.33(+0.3) 今泉 尊(2) 4.20(+0.8) 宮原 有輝(1) 4.17(-0.9) 小平 将斗(2) 3.97(0.0)

走幅跳 中学生･長峰中 中学生･北部中 中学生･北部中 中学生･北部中 中学生･北部中 中学生･長峰中 中学生･永明中 中学生･長峰中
07/29 西郷 鴻次朗(3) 8.90 小池 暁(2) 7.33 小深田 音明(2) 6.77 小林 郁弥(1) 6.49 吉村 宙(2) 6.41 近藤 杜気(1) 4.03

砲丸投 中学生･北部中 中学生･永明中 中学生･北部中 中学生･茅野東部 中学生･北部中 中学生･北部中
07/29 長峰中(A)       51.05 茅野東部       53.86 北部中(B)       54.45 永明中(C)       55.44 北部中(C)       56.28 永明中(B)       57.38 永明中(A)       58.18

4x100m 岩波 克飛(2) 宮部 陽人(2) 北澤 弘都(2) 柴田 凌空(3) 両角 俐音(1) 今村 太知(1) 笠原 佑哉(2)
早川 怜音(2) 矢島 壮野(1) 天野 建治(2) 小池 暁(2) 平島 迅(1) 竹村 琉希(2) 成瀬 碧(1)
小平 将斗(2) 鈴木 創太(1) 小深田 音明(2) 矢島 銀河(2) 河東 淳人(1) 北原 壱晟(1) 両角 駿介(1)
藤森 匠平(2) 有賀 大地(1) 吉村 宙(2) 矢﨑 灯夜(2) 川村 京平(1) 清水 克暉(1) 宮原 有輝(1)

07/29 小3-6共通男 前田 翔太(6) 3,32.78 伊藤 魁(6) 3,34.09 河西 陽夢(5) 3,34.89 伊藤 良真(6) 3,35.07 中野 颯太(6) 3,39.03 小平 大翔(5) 3,53.32 大里 生蕗(4) 3,56.74 松村 奏和(5) 3,56.85
1000m 小学生･米沢小 小学生･湖東小 小学生･湖東小 小学生･宮川小 小学生･金沢小 小学生･金沢小 小学生･永明小 小学生･玉川小

07/29  -1.2柳澤 海斗(6) 14.43 矢島 大樹(5) 19.36
80mH(0.700m) 小学生･北山小 小学生･金沢小

07/29 藤森 寿馬(6) 43.31 石田 優牙(5) 41.40 小平 大翔(5) 40.71 前川 直輝(6) 35.35 大倉 裕翔(5) 30.06 矢島 大樹(5) 28.73 中村 快斗(3) 27.65 小田切 颯汰(3) 25.22
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学生･金沢小 小学生･玉川小 小学生･金沢小 小学生･宮川小 小学生･玉川小 小学生･金沢小 小学生･玉川小 小学生･湖東小

07/29 北山小(A)     1,00.19 湖東小     1,01.16 玉川小     1,04.93
4x100m 中村 光(6) 伊藤 響(6) 倉澤 傑(6)

渡辺 向希(5) 山田 龍(6) 宮下 海斗(4)
渡辺 映多(5) 橘 虎次郎(6) 伊藤 岳(4)
柳澤 海斗(6) 伊藤 魁(6) 小川 夏生(3)



第62回茅野市総合体育大会陸上競技会(17170549)                                    
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決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】203100  茅野市運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
07/29 小学3年男子 小川 夏生(3) 16.55 飯山 想斗(3) 16.85 清水 碧斗(3) 17.13 小田切 颯汰(3) 17.20 柳澤 希海(3) 17.53 牧 慶貴(3) 17.74 中村 稀空(3) 17.75 田中 樹来(3) 17.76

100m 小学生･玉川小 小学生･玉川小 小学生･金沢小 小学生･湖東小 小学生･北山小 小学生･玉川小 小学生･玉川小 小学生･玉川小
07/29 小川 夏生(3) 3.28(+0.3) 飯山 想斗(3) 3.21(+1.1) 柳澤 希海(3) 2.72(-0.5) 熱田 空翠(3) 2.64(-0.1) 占部 健太朗(3)2.53(+0.9) 片平 衛(3) 2.41(+0.2) 中村 稀空(3) 2.35(-1.3)

走幅跳 小学生･玉川小 GR 小学生･玉川小 GR 小学生･北山小 小学生･湖東小 小学生･玉川小 小学生･豊平小 小学生･玉川小
07/29 小学4年男子 清水 天暉(4) 16.21 石田 拓(4) 16.42 宮下 海斗(4) 16.61 松林 陽大(4) 16.89 越田 歩夢(4) 16.96 大里 生蕗(4) 17.17 中村 牧生(4) 17.22 清水 瑛太(4) 17.29

100m 小学生･永明小 小学生･永明小 小学生･玉川小 小学生･金沢小 小学生･豊平小 小学生･永明小 小学生･北山小 小学生･永明小
07/29 丹片 壮雅(4) 3.07(-0.3) 中村 牧生(4) 3.00(+1.1) 鷲尾 清龍(4) 2.95(+0.3) 飯沼 一晟(4) 2.89(+0.4)

走幅跳 小学生･北山小 小学生･北山小 小学生･金沢小 小学生･玉川小
07/29 小学5年男子   0.0滝澤 陽哉(5) 15.22 多田 夏音(5) 15.37 渡辺 向希(5) 15.79 渡辺 映多(5) 16.12 矢島 大樹(5) 17.45 中山 翔(5) 17.71

100m 小学生･宮川小 小学生･湖東小 小学生･北山小 小学生･北山小 小学生･金沢小 小学生･金沢小
07/29 佐藤 碧生(5) 3.16(-0.4) 大倉 裕翔(5) 3.05(-0.1) 小平 大翔(5) 2.67(+0.2)

走幅跳 小学生･玉川小 小学生･玉川小 小学生･金沢小
07/29 小学6年男子  -1.2柳澤 海斗(6) 14.23 中村 光(6) 14.65 伊藤 良真(6) 14.73 五味 祐介(6) 15.09 大江 瑛斗(6) 15.61 倉澤 傑(6) 15.74 伊藤 響(6) 15.74 南波 浩輝(6) 17.83

100m 小学生･北山小 小学生･北山小 小学生･宮川小 小学生･湖東小 小学生･湖東小 小学生･玉川小 小学生･湖東小 小学生･北山小
07/29 倉澤 傑(6) 4.19(+1.3) 柳澤 海斗(6) 3.74(+0.3) 中村 光(6) 3.47(+0.4) 南波 浩輝(6) 3.18(-0.8)

走幅跳 小学生･玉川小 小学生･北山小 小学生･北山小 小学生･北山小
07/29 小学1年男子 吉澤 岳(1) 11.18 多田 葵音(1) 11.36 藤森 尊生(1) 11.62 大里 日々輝(1) 11.81 下鶴 干真(1) 11.86 波間 海輝(1) 11.89 井上 木晴(1) 12.14 小池 司馬(1) 12.16

60m 小学生･金沢小 GR 小学生･湖東小 GR 小学生･玉川小 GR 小学生･永明小 小学生･宮川小 小学生･玉川小 小学生･湖東小 小学生･玉川小
07/29 小学2年男子 吉澤 遼(2) 10.36 千邑 悠人(2) 10.65 雨宮 宇希(2) 10.95 横森 甲汰(2) 11.23 渡邉 夏(2) 11.36 吉田 大和(2) 11.42 鈴木 春真(2) 11.44 須貝 雄太(2) 11.74

60m 小学生･金沢小 GR 小学生･宮川小 小学生･湖東小 小学生･宮川小 小学生･北山小 小学生･玉川小 小学生･玉川小 小学生･永明小



決勝 7月29日  8:45

大会新(GR)          11.64

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 +1.2

 1 井上 木晴(1) 小学生     12.14  1 吉澤 岳(1) 小学生     11.18 
ｲﾉｳｴ ｷﾊﾙ 湖東小 ﾖｼｻﾞﾜ ｶﾞｸ 金沢小

 2 岡村 悠真(1) 小学生     12.33  2 多田 葵音(1) 小学生     11.36 
ｵｶﾑﾗ ﾕｳﾏ 玉川小 ﾀﾀﾞ ｱｵﾄ 湖東小

 3 荒尾 司(1) 小学生     12.42  3 藤森 尊生(1) 小学生     11.62 
ｱﾗｵ ﾂｶｻ 玉川小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄｳｲ 玉川小

 4 清水 絢斗(1) 小学生     12.63  4 大里 日々輝(1) 小学生     11.81 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾄ 玉川小 ｵｵｻﾄ ﾋﾋﾞｷ 永明小

 5 上條 正男(1) 小学生     13.75  5 小池 司馬(1) 小学生     12.16 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｻｵ 永明小 ｺｲｹ ｶｽﾞﾏ 玉川小

 6 佐藤 柚生(1) 小学生     13.94  6 塚平 蒼右(1) 小学生     13.26 
ｻﾄｳ ﾕｽﾞｷ 玉川小 ﾂｶﾀﾞｲﾗ ｿｳｽｹ 玉川小

 7 伊藤 巧真(1) 小学生     14.28  7 宮尾 拓真(1) 小学生     13.44 
ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 宮川小 ﾐﾔｵ ﾀｸﾏ 永明小

 8 越田 蒼生(1) 小学生     14.35 
ｺｼﾀﾞ ｱｵｲ 永明小

[ 3組] 風速  0.0

 1 下鶴 干真(1) 小学生     11.86 
ｼﾓﾂﾞﾙ ｶｽﾞﾏ 宮川小

 2 波間 海輝(1) 小学生     11.89 
ﾊﾏ ｶｲｷ 玉川小

 3 宮川 陽暖(1) 小学生     12.17 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾋﾉ 玉川小

 4 矢島 幸樹(1) 小学生     12.63 
ﾔｼﾞﾏ ｺｳｷ 金沢小

 5 五味 隆晴(1) 小学生     13.10 
ｺﾞﾐ ﾘｭｳｾｲ 湖東小

 6 森 樹生(1) 小学生     13.75 
ﾓﾘ ﾐｷｵ 永明小

 7 櫻井 佑樹(1) 小学生     14.42 
ｻｸﾗｲ ﾕｳｷ 玉川小

小学1年男子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

8   109

9   158

4   119

2   107

6    98

7    32

3    373    75

5    40

順 ﾚｰﾝ No.

2    84

8   102

大会新
5   146

大会新

所属名 記録／備考
4   140

6    88

大会新
7     9

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    68

8    83

3   127

7   152

4   110

2    76

5    31



   1 吉澤 岳(1) 小学生 金沢小     11.18 (+1.2) 大会新   2   1
   2 多田 葵音(1) 小学生 湖東小     11.36 (+1.2) 大会新   2   2
   3 藤森 尊生(1) 小学生 玉川小     11.62 (+1.2) 大会新   2   3
   4 大里 日々輝(1) 小学生 永明小     11.81 (+1.2)   2   4
   5 下鶴 干真(1) 小学生 宮川小     11.86 (0.0)   3   1
   6 波間 海輝(1) 小学生 玉川小     11.89 (0.0)   3   2
   7 井上 木晴(1) 小学生 湖東小     12.14 (-0.2)   1   1
   8 小池 司馬(1) 小学生 玉川小     12.16 (+1.2)   2   5
   9 宮川 陽暖(1) 小学生 玉川小     12.17 (0.0)   3   3
  10 岡村 悠真(1) 小学生 玉川小     12.33 (-0.2)   1   2
  11 荒尾 司(1) 小学生 玉川小     12.42 (-0.2)   1   3
  12 清水 絢斗(1) 小学生 玉川小     12.63 (-0.2)   1   4
  12 矢島 幸樹(1) 小学生 金沢小     12.63 (0.0)   3   4
  14 五味 隆晴(1) 小学生 湖東小     13.10 (0.0)   3   5
  15 塚平 蒼右(1) 小学生 玉川小     13.26 (+1.2)   2   6
  16 宮尾 拓真(1) 小学生 永明小     13.44 (+1.2)   2   7
  17 上條 正男(1) 小学生 永明小     13.75 (-0.2)   1   5
  17 森 樹生(1) 小学生 永明小     13.75 (0.0)   3   6
  19 佐藤 柚生(1) 小学生 玉川小     13.94 (-0.2)   1   6
  20 伊藤 巧真(1) 小学生 宮川小     14.28 (-0.2)   1   7
  21 越田 蒼生(1) 小学生 永明小     14.35 (-0.2)   1   8
  22 櫻井 佑樹(1) 小学生 玉川小     14.42 (0.0)   3   7

小学1年男子

60m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

   84
    9
   68
   83

組 順位
  140
  146

  109
   98
  127
  152

  158
  102
  110
  119

  107
   75
   40
   76

   88
   37
   32
   31



決勝 7月29日  9:10

大会新(GR)          10.53

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 -0.5

 1 横森 甲汰(2) 小学生     11.23  1 吉澤 遼(2) 小学生     10.36 
ﾖｺﾓﾘ ｺｳﾀﾞｲ 宮川小 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ 金沢小

 2 渡邉 夏(2) 小学生     11.36  2 千邑 悠人(2) 小学生     10.65 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂ 北山小 ﾁﾑﾗ ﾊﾙﾄ 宮川小

 3 鈴木 春真(2) 小学生     11.44  3 雨宮 宇希(2) 小学生     10.95 
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾏ 玉川小 ｱﾒﾐﾔ ｳｷ 湖東小

 4 篠根 知也(2) 小学生     11.94  4 吉田 大和(2) 小学生     11.42 
ｼﾉﾈ ﾄﾓﾔ 玉川小 ﾖｼﾀﾞ ﾔﾏﾄ 玉川小

 5 藤澤 陸斗(2) 小学生     12.06  5 須貝 雄太(2) 小学生     11.74 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｸﾄ 北山小 ｽｶﾞｲ ﾕｳﾀ 永明小

 6 髙野 浩希(2) 小学生     12.74  6 両角 惟人(2) 小学生     12.15 
ﾀｶﾉ ｺｳｷ 永明小 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕｲﾄ 北山小
柳澤 輝磨(2) 小学生 河西 隼叶(2) 小学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾃﾙﾏ 湖東小 ｶｻｲ ﾊﾔﾄ 玉川小

小学2年男子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5     1

7   179

4    77

6   105

3   178

2    69
No. 氏  名所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ順

大会新
7    55

所属名 記録／備考
5   139

3    20

8   157

4   114

欠場
8   141

欠場

2   174

6   117



   1 吉澤 遼(2) 小学生 金沢小     10.36 (-0.5) 大会新   2   1
   2 千邑 悠人(2) 小学生 宮川小     10.65 (-0.5)   2   2
   3 雨宮 宇希(2) 小学生 湖東小     10.95 (-0.5)   2   3
   4 横森 甲汰(2) 小学生 宮川小     11.23 (-0.5)   1   1
   5 渡邉 夏(2) 小学生 北山小     11.36 (-0.5)   1   2
   6 吉田 大和(2) 小学生 玉川小     11.42 (-0.5)   2   4
   7 鈴木 春真(2) 小学生 玉川小     11.44 (-0.5)   1   3
   8 須貝 雄太(2) 小学生 永明小     11.74 (-0.5)   2   5
   9 篠根 知也(2) 小学生 玉川小     11.94 (-0.5)   1   4
  10 藤澤 陸斗(2) 小学生 北山小     12.06 (-0.5)   1   5
  11 両角 惟人(2) 小学生 北山小     12.15 (-0.5)   2   6
  12 髙野 浩希(2) 小学生 永明小     12.74 (-0.5)   1   6

小学2年男子

60m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

  157
   69
  179
  114

組 順位
  139
   55

  174
    1

   77
   20
  105
  178



決勝 7月29日 11:00

大会新(GR)          16.36

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -0.5

 1 飯山 想斗(3) 小学生     16.85  1 小川 夏生(3) 小学生     16.55 
ｲｲﾔﾏ ｿｳﾄ 玉川小 ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｷ 玉川小

 2 牧 慶貴(3) 小学生     17.74  2 清水 碧斗(3) 小学生     17.13 
ﾏｷ ﾖｼﾀｶ 玉川小 ｼﾐｽﾞ ｱｵﾄ 金沢小

 3 田中 樹来(3) 小学生     17.76  3 小田切 颯汰(3) 小学生     17.20 
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾗｲ 玉川小 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｿｳﾀ 湖東小

 4 西山 葵(3) 小学生     17.86  4 柳澤 希海(3) 小学生     17.53 
ﾆｼﾔﾏ ｿﾗ 宮川小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾉｱ 北山小

 5 占部 健太朗(3) 小学生     18.67  5 中村 稀空(3) 小学生     17.75 
ｳﾗﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 玉川小 ﾅｶﾑﾗ ｷﾗ 玉川小

 6 片平 衛(3) 小学生     19.05  6 中村 快斗(3) 小学生     18.39 
ｶﾀﾋﾗ ﾏﾓﾙ 豊平小 ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 玉川小
篠原 龍我(3) 小学生  7 宮下 太陽(3) 小学生     18.77 
ｼﾉﾊﾗ ﾘｭｳｶﾞ 湖東小 ﾐﾔｼﾀ ﾀｲﾖｳ 宮川小

小学3年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5   167

4    80

2    86

7    58

6    95

8    82
No. 氏  名所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ順

5   135

所属名 記録／備考
2   104

8    90

7   147

6   175

3   148
欠場

4    91

3    65



   1 小川 夏生(3) 小学生 玉川小     16.55 (-0.5)   2   1
   2 飯山 想斗(3) 小学生 玉川小     16.85 (-0.7)   1   1
   3 清水 碧斗(3) 小学生 金沢小     17.13 (-0.5)   2   2
   4 小田切 颯汰(3) 小学生 湖東小     17.20 (-0.5)   2   3
   5 柳澤 希海(3) 小学生 北山小     17.53 (-0.5)   2   4
   6 牧 慶貴(3) 小学生 玉川小     17.74 (-0.7)   1   2
   7 中村 稀空(3) 小学生 玉川小     17.75 (-0.5)   2   5
   8 田中 樹来(3) 小学生 玉川小     17.76 (-0.7)   1   3
   9 西山 葵(3) 小学生 宮川小     17.86 (-0.7)   1   4
  10 中村 快斗(3) 小学生 玉川小     18.39 (-0.5)   2   6
  11 占部 健太朗(3) 小学生 玉川小     18.67 (-0.7)   1   5
  12 宮下 太陽(3) 小学生 宮川小     18.77 (-0.5)   2   7
  13 片平 衛(3) 小学生 豊平小     19.05 (-0.7)   1   6

小学3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

  135
  147
  175
   80

組 順位
  104
   82

   95
   65
  167

   90
   86
   58
   91



決勝 7月29日 11:20

大会新(GR)          14.60

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 -1.1

 1 石田 拓(4) 小学生     16.42  1 清水 天暉(4) 小学生     16.21 
ｲｼﾀﾞ ﾀｸ 永明小 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｷ 永明小

 2 松林 陽大(4) 小学生     16.89  2 宮下 海斗(4) 小学生     16.61 
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 金沢小 ﾐﾔｼﾀ ｶｲﾄ 玉川小

 3 越田 歩夢(4) 小学生     16.96  3 中村 牧生(4) 小学生     17.22 
ｺｼﾀﾞ ｱﾕﾑ 豊平小 ﾅｶﾑﾗ ﾏｷｵ 北山小

 4 大里 生蕗(4) 小学生     17.17  4 伏見 光生(4) 小学生     17.40 
ｵｵｻﾄ ｲﾌﾞｷ 永明小 ﾌｼﾐ ｺｳｾｲ 永明小

 5 清水 瑛太(4) 小学生     17.29  5 鷲尾 清龍(4) 小学生     17.62 
ｼﾐｽﾞ ｴｲﾀ 永明小 ﾜｼｵ ｼﾘｭｳ 金沢小

 6 丹片 壮雅(4) 小学生     17.80 上條 孝男(4) 小学生
ﾀｶﾞﾀ ｿｳﾏ 北山小 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｶｵ 永明小

 7 飯沼 一晟(4) 小学生     18.02 
ｲｲﾇﾏ ｲｯｾｲ 玉川小

小学4年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ
8    17
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7   186

4    10

2
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3    81
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5   171 5   183
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7   111

4    33
欠場
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   1 清水 天暉(4) 小学生 永明小     16.21 (-1.1)   2   1
   2 石田 拓(4) 小学生 永明小     16.42 (-0.6)   1   1
   3 宮下 海斗(4) 小学生 玉川小     16.61 (-1.1)   2   2
   4 松林 陽大(4) 小学生 金沢小     16.89 (-0.6)   1   2
   5 越田 歩夢(4) 小学生 豊平小     16.96 (-0.6)   1   3
   6 大里 生蕗(4) 小学生 永明小     17.17 (-0.6)   1   4
   7 中村 牧生(4) 小学生 北山小     17.22 (-1.1)   2   3
   8 清水 瑛太(4) 小学生 永明小     17.29 (-0.6)   1   5
   9 伏見 光生(4) 小学生 永明小     17.40 (-1.1)   2   4
  10 鷲尾 清龍(4) 小学生 金沢小     17.62 (-1.1)   2   5
  11 丹片 壮雅(4) 小学生 北山小     17.80 (-0.6)   1   6
  12 飯沼 一晟(4) 小学生 玉川小     18.02 (-0.6)   1   7

小学4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

  111
  136
  171
   10

組 順位
   18
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    3
  124



決勝 7月29日 11:40

大会新(GR)          14.10

風速  0.0

 1 滝澤 陽哉(5) 小学生     15.22 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾙﾔ 宮川小

 2 多田 夏音(5) 小学生     15.37 
ﾀﾀﾞ ｶｵﾄ 湖東小

 3 渡辺 向希(5) 小学生     15.79 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 北山小

 4 渡辺 映多(5) 小学生     16.12 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲﾀ 北山小

 5 矢島 大樹(5) 小学生     17.45 
ﾔｼﾞﾏ ﾀｲｷ 金沢小

 6 中山 翔(5) 小学生     17.71 
ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳ 金沢小
朝倉 万優(5) 小学生
ｱｻｸﾗ ﾏﾋﾛ 北山小
平林 龍友(5) 小学生
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳ 金沢小

決勝 7月29日 11:55

大会新(GR)          13.35

風速 -1.2

 1 柳澤 海斗(6) 小学生     14.23 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｲﾄ 北山小

 2 中村 光(6) 小学生     14.65 
ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾙ 北山小

 3 伊藤 良真(6) 小学生     14.73 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 宮川小

 4 五味 祐介(6) 小学生     15.09 
ｺﾞﾐ ﾕｳｽｹ 湖東小

 5 大江 瑛斗(6) 小学生     15.61 
ｵｵｴ ｱｷﾄ 湖東小

 6 倉澤 傑(6) 小学生     15.74 
ｸﾗｻﾜ ﾀｶｼ 玉川小

 7 伊藤 響(6) 小学生     15.74 
ｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 湖東小

 8 南波 浩輝(6) 小学生     17.83 
ﾅﾝﾊﾞ ｺｳｷ 北山小

欠場

4   182
欠場

5   129

9   126

3   134

2   180

8   181

7    51

6   145

小学5年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   160

8   177

9   143

5    94

4    73

7   153

2   176

6   185

小学6年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 7月29日 10:20
決勝 7月29日 12:10

大会新(GR)          11.50

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速  0.0

 1 川口 祥延(3) 中学生     12.28 q  1 石山 純雅(2) 中学生     13.01 q
ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ 北部中 ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｶﾞ 北部中

 2 畔上 亮太(1) 中学生     13.29 q  2 矢島 壮野(1) 中学生     13.11 q
ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾘｮｳﾀ 長峰中 ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 茅野東部

 3 河合 生稀(2) 中学生     13.47  3 笠原 克希(2) 中学生     13.83 
ｶﾜｲ ｲﾌﾞｷ 北部中 ｶｻﾊﾗ ｶﾂｷ 長峰中

 4 有賀 大地(1) 中学生     13.57  4 吉村 宙(2) 中学生     14.31 
ｱﾙｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 茅野東部 ﾖｼｹﾗ ｿﾗ 北部中

 5 小平 将斗(2) 中学生     13.61  5 成瀬 碧(1) 中学生     14.66 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ 長峰中 ﾅﾙｾｱｵｲ 永明中

 6 竹村 琉希(2) 中学生     14.20  6 小池 暁(2) 中学生     14.73 
ﾀｹﾑﾗﾘｭｳｷ 永明中 ｺｲｹｱｷﾗ 永明中

 7 平島 迅(1) 中学生     15.23  7 河東 淳人(1) 中学生     15.32 
ﾋﾗｼﾏ ｼﾞﾝ 北部中 ｶﾜﾄｳ ｱﾂﾄ 北部中
伊藤 紅羽(1) 中学生  8 小林 郁弥(1) 中学生     15.95 
ｲﾄｳ ｸﾚﾊ 長峰中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 茅野東部

[ 3組] 風速 -0.5 [ 4組] 風速 -0.5

 1 岩波 克飛(2) 中学生     12.91 q  1 矢﨑 灯夜(2) 中学生     12.80 q
ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 長峰中 ﾔｻﾞｷﾄｳﾔ 永明中

 2 天野 建治(2) 中学生     13.64  2 増田 光月(1) 中学生     13.55 
ｱﾏﾉ ｹﾝｼﾞ 北部中 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ 長峰中

 3 川村 京平(1) 中学生     13.70  3 宮部 陽人(2) 中学生     13.75 
ｶﾜﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ 北部中 ﾐﾔﾍﾞ ﾊﾙﾄ 茅野東部

 4 清水 克暉(1) 中学生     14.13  4 小深田 音明(2) 中学生     13.75 
ｼﾐｽﾞｶﾂｷ 永明中 ｺﾌﾞｶﾀ ﾄｱ 北部中

 5 五味 瑞樹(2) 中学生     14.29  5 西山 陸(1) 中学生     14.19 
ｺﾞﾐ ﾐｽﾞｷ 長峰中 ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ 長峰中

 6 髙田 秀司(1) 中学生     15.54  6 笠原 佑哉(2) 中学生     14.74 
ﾀｶﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 茅野東部 ｶｻﾊﾗﾕｳﾔ 永明中

 7 森元 留衣(1) 中学生     16.64  7 北嶋 利記(1) 中学生     15.56 
ﾓﾘﾓﾄ ﾙｲ 北部中 ｷﾀｼﾞﾏ ﾄｼｷ 北部中
大島 康靖(2) 中学生 北嶋 宏記(2) 中学生
ｵｵｼﾏｺｳｾｲ 永明中 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｷ 北部中

[ 5組] 風速 -0.1

 1 西郷 鴻次朗(3) 中学生     12.89 q
ｻｲｺﾞｳ ｺｳｼﾞﾛｳ 北部中

 2 小池 柚子貴(2) 中学生     13.28 q
ｺｲｹ ﾕｽﾞｷ 長峰中

 3 矢島 銀河(2) 中学生     13.97 
ﾔｼﾞﾏｷﾞﾝｶﾞ 永明中

 4 笠原 優希(1) 中学生     14.25 
ｶｻﾊﾗ ﾕｳｷ 長峰中

 5 両角 俐音(1) 中学生     14.41 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｵﾝ 北部中

 6 柴田 凌空(3) 中学生     15.16 
ｼﾊﾞﾀﾘｸ 永明中

 7 大野 陸斗(1) 中学生     15.28 
ｵｵﾉ ﾘｸﾄ 北部中

 8 鈴木 創太(1) 中学生     15.30 
ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ 茅野東部

2  7821

8  7889

4  7824

3  7780

5  7781

7  7859

6  7810

9  7866

4  7820
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  7786

8  7829

6  7828

7  7853

3  7862

2  7884

氏  名 所属名 記録／備考
9  7793

4  7839

7  7787
欠場

5  7846

6  7886

8  7825

3  7797

9  7841

2  7817

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

8  7823

7  7888

9  7795

5  7789

6  7840

4  7816

記録／備考
2  7818

3  7887

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  7819

3  7854

7  7844

6  7790

8  7814

5  7872

記録／備考
4  7812

9  7857

中学男子

100m

予選 通過基準  5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



風速 -0.6

 1 川口 祥延(3) 中学生     12.26 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ 北部中

 2 矢﨑 灯夜(2) 中学生     12.83 
ﾔｻﾞｷﾄｳﾔ 永明中

 3 西郷 鴻次朗(3) 中学生     12.92 
ｻｲｺﾞｳ ｺｳｼﾞﾛｳ 北部中

 4 石山 純雅(2) 中学生     12.93 
ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｶﾞ 北部中

 5 岩波 克飛(2) 中学生     12.93 
ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 長峰中

 6 小池 柚子貴(2) 中学生     13.22 
ｺｲｹ ﾕｽﾞｷ 長峰中

 7 矢島 壮野(1) 中学生     13.23 
ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 茅野東部

 8 畔上 亮太(1) 中学生     13.36 
ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾘｮｳﾀ 長峰中

8  7887

2  7857

7  7841

3  7866

4  7810

9  7818

5  7812

6  7793

中学男子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月29日 12:20

大会新(GR)          11.45

風速 -0.1

 1 小林 尚矢(1) 高校生     12.41 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 創造学園高

 2 原 城治(3) 高校生     14.46 
ﾊﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ 茅野高
偆道 怜央(1) 高校生
ｼｭﾝﾄﾞｳ ﾚｵ 茅野高

決勝 7月29日 12:20

大会新(GR)          11.48

風速 -0.1

 1 冨澤 祐樹 一般     13.53 
ﾄﾐｻﾞﾜ ﾕｳｷ 諏訪市陸協

決勝 7月29日 12:20

風速 -0.1

 1 五味 弘昌 一般     15.46 
ｺﾞﾐ ﾋﾛﾏｻ 宮川

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   163

50歳以上男子

7    42

30歳以上男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

29歳以下男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5    27
欠場

4  2527

3    26



決勝 7月29日 13:10

大会新(GR)          54.25

[ 1組] [ 2組]

 1 岩波 克飛(2) 中学生     58.59  1 矢島 壮野(1) 中学生     59.80 
ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 長峰中 ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 茅野東部

 2 増田 光月(1) 中学生   1,00.35  2 河合 生稀(2) 中学生   1,04.10 
ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ 長峰中 ｶﾜｲ ｲﾌﾞｷ 北部中

 3 天野 建治(2) 中学生   1,00.60  3 今泉 尊(2) 中学生   1,08.10 
ｱﾏﾉ ｹﾝｼﾞ 北部中 ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｹﾙ 長峰中

 4 早川 怜音(2) 中学生   1,02.77  4 両角 俐音(1) 中学生   1,09.29 
ﾊﾔｶﾜ ﾚｵﾝ 長峰中 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｵﾝ 北部中

 5 宮部 陽人(2) 中学生   1,03.20 横山 優陽(2) 中学生
ﾐﾔﾍﾞ ﾊﾙﾄ 茅野東部 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾋ 長峰中

 6 有賀 大地(1) 中学生   1,03.75 
ｱﾙｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 茅野東部

4  7872

5  7824

6  7869
欠場

3  7814

2  7860

2  7884

記録／備考
4  7887

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  7817

3  7848

7  7841

5  7862

中学男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 岩波 克飛(2) 中学生 長峰中       58.59   1   1
   2 矢島 壮野(1) 中学生 茅野東部       59.80   2   1
   3 増田 光月(1) 中学生 長峰中     1,00.35   1   2
   4 天野 建治(2) 中学生 北部中     1,00.60   1   3
   5 早川 怜音(2) 中学生 長峰中     1,02.77   1   4
   6 宮部 陽人(2) 中学生 茅野東部     1,03.20   1   5
   7 有賀 大地(1) 中学生 茅野東部     1,03.75   1   6
   8 河合 生稀(2) 中学生 北部中     1,04.10   2   2
   9 今泉 尊(2) 中学生 長峰中     1,08.10   2   3
  10 両角 俐音(1) 中学生 北部中     1,09.29   2   4

 7860
 7824

 7862
 7817
 7848
 7884
 7872
 7814

記録 備考 組 順位
 7841
 7887

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

中学男子

400m



決勝 7月29日 13:20

大会新(GR)          49.91

 1 原 城治(3) 高校生   1,03.60 
ﾊﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ 茅野高
偆道 怜央(1) 高校生
ｼｭﾝﾄﾞｳ ﾚｵ 茅野高

決勝 7月29日 13:20

大会新(GR)        1,09.42

 1 冨澤 祐樹 一般   1,02.45 
ﾄﾐｻﾞﾜ ﾕｳｷ 諏訪市陸協

記録／備考

欠場

4    26

3    27

5   163

29歳以下男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

大会新

30歳以上男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月29日 10:00

大会新(GR)        2,05.47

 1 中山 凌(2) 中学生   2,26.63 
ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳ 長峰中

 2 宮坂 悠助(2) 中学生   2,27.75 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳｽｹ 茅野東部

 3 鈴木 創太(1) 中学生   2,32.41 
ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ 茅野東部

 4 清水 克暉(1) 中学生   2,33.56 
ｼﾐｽﾞｶﾂｷ 永明中

 5 丸茂 祐輝(2) 中学生   2,37.45 
ﾏﾙﾓ ﾖｼｷ 北部中

 6 雨宮 梨玖(1) 中学生   2,47.34 
ｱﾒﾐﾔ ﾘｸ 北部中
國谷 真ノ介(3) 中学生
ｸﾆﾔ ｼﾝﾉｽｹ 長峰中

決勝 7月29日 10:00

大会新(GR)        2,02.60

 1 小林 慎市(3) 高校生   2,23.48 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｲﾁ 茅野高

 2 小野 雄希(3) 高校生   2,28.77 
ｵﾉ ﾕｳｷ 茅野高
原 城治(3) 高校生
ﾊﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ 茅野高

決勝 7月29日 13:40

大会新(GR)        3,18.55

 1 前田 翔太(6) 小学生   3,32.78 
ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ 米沢小

 2 伊藤 魁(6) 小学生   3,34.09 
ｲﾄｳ ｶｲ 湖東小

 3 河西 陽夢(5) 小学生   3,34.89 
ｶｻｲ ﾊﾙﾑ 湖東小

 4 伊藤 良真(6) 小学生   3,35.07 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 宮川小

 5 中野 颯太(6) 小学生   3,39.03 
ﾅｶﾉ ｿｳﾀ 金沢小

 6 小平 大翔(5) 小学生   3,53.32 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙﾄ 金沢小

 7 大里 生蕗(4) 小学生   3,56.74 
ｵｵｻﾄ ｲﾌﾞｷ 永明小

 8 松村 奏和(5) 小学生   3,56.85 
ﾏﾂﾑﾗ ｶﾅﾄ 玉川小

 9 前田 優真(4) 小学生   3,58.57 
ﾏｴﾀﾞ ﾕｳﾏ 米沢小

10 伊藤 岳(4) 小学生   3,58.71 
ｲﾄｳ ｶﾞｸ 玉川小

7   166

10    10

8   100

6   123

4   133

2   137

3   155

9    73

5   165

1   161

小3-6共通男子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

中学男子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  7889

1  7847

2  7885

3  7811

4  7797

7  7827

8    26
欠場

5  7861
欠場

9    23

10    25

29歳以下男子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月29日 14:00

大会新(GR)        9,05.10

 1 由澤 汐七(2) 中学生  10,26.06 
ﾖｼｻﾞﾜ ｾﾅ 長峰中

 2 宮坂 悠助(2) 中学生  10,27.33 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳｽｹ 茅野東部

 3 田村 紘一(3) 中学生  10,38.79 
ﾀﾑﾗｺｳｲﾁ 永明中

 4 矢島 瑞基(2) 中学生  11,22.74 
ﾔｼﾞﾏﾐｽﾞｷ 永明中

 5 伊藤 涼平(3) 中学生  11,49.34 
ｲﾄｳﾘｮｳﾍｲ 永明中

 6 北澤 亮太朗(2) 中学生  12,01.59 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 北部中

 7 名取 雅治(1) 中学生  12,02.43 
ﾅﾄﾘ ﾏｻﾊﾙ 北部中

決勝 7月29日 14:00

 1 小林 慎市(3) 高校生  11,07.44 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｲﾁ 茅野高

 2 小野 雄希(3) 高校生  11,48.56 
ｵﾉ ﾕｳｷ 茅野高

記録／備考
9    23

8    25

決勝

順 No. 氏  名 所属名

No. 氏  名 所属名 記録／備考

29歳以下男子

3000m

6  7845

7  7885

中学男子

3000m

決勝

順

1  7791

5  7807

3  7808

2  7815

4  7826



決勝 7月29日  8:30

大会新(GR)          13.29

風速 -1.2

 1 柳澤 海斗(6) 小学生     14.43 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｲﾄ 北山小

 2 矢島 大樹(5) 小学生     19.36 
ﾔｼﾞﾏ ﾀｲｷ 金沢小

決勝 7月29日  9:45

大会新(GR)          16.07

風速 -2.2

 1 矢﨑 灯夜(2) 中学生     19.12 
ﾔｻﾞｷﾄｳﾔ 永明中

 2 北澤 弘都(2) 中学生     21.80 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 北部中

3   176

4   126

小3-6共通男子

80mH(0.700m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  7793

3  7822

中学男子

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月29日 12:55

大会新(GR)          55.60

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 北山小(A)   185 中村 光(6)   1,00.19 

ｷﾀﾔﾏｼｮｳA ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾙ
  180 渡辺 向希(5)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ
  181 渡辺 映多(5)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲﾀ
  176 柳澤 海斗(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｲﾄ
 2   5 湖東小   160 伊藤 響(6)   1,01.16 

ｺﾋｶﾞｼｼｮｳ ｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ
  149 山田 龍(6)

ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳ
  154 橘 虎次郎(6)

ﾀﾁﾊﾞﾅ ｺｼﾞﾛｳ
  161 伊藤 魁(6)

ｲﾄｳ ｶｲ
 3   3 玉川小    94 倉澤 傑(6)   1,04.93 

ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳ ｸﾗｻﾜ ﾀｶｼ
  111 宮下 海斗(4)

ﾐﾔｼﾀ ｶｲﾄ
  123 伊藤 岳(4)

ｲﾄｳ ｶﾞｸ
  104 小川 夏生(3)

ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｷ
  4 北山小(B)

ｷﾀﾔﾏｼｮｳB 欠場

小3-6共通男子

4x100m

決勝



決勝 7月29日 14:30

大会新(GR)          46.59

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 長峰中(A)  7841 岩波 克飛(2)     51.05 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳA ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ
 7848 早川 怜音(2)

ﾊﾔｶﾜ ﾚｵﾝ
 7844 小平 将斗(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ
 7856 藤森 匠平(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｮｳﾍｲ
 2   7 茅野東部  7884 宮部 陽人(2)     53.86 

ﾁﾉﾄｳﾌﾞ ﾐﾔﾍﾞ ﾊﾙﾄ
 7887 矢島 壮野(1)

ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ
 7889 鈴木 創太(1)

ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ
 7872 有賀 大地(1)

ｱﾙｶﾞ ﾀﾞｲﾁ
 3   3 北部中(B)  7822 北澤 弘都(2)     54.45 

ﾎｸﾌﾞﾁｭｳB ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ
 7817 天野 建治(2)

ｱﾏﾉ ｹﾝｼﾞ
 7828 小深田 音明(2)

ｺﾌﾞｶﾀ ﾄｱ
 7816 吉村 宙(2)

ﾖｼｹﾗ ｿﾗ
 4   2 永明中(C)  7780 柴田 凌空(3)     55.44 

ｴｲﾒｲﾁｭｳC ｼﾊﾞﾀﾘｸ
 7789 小池 暁(2)

ｺｲｹｱｷﾗ
 7781 矢島 銀河(2)

ﾔｼﾞﾏｷﾞﾝｶﾞ
 7793 矢﨑 灯夜(2)

ﾔｻﾞｷﾄｳﾔ
 5   1 北部中(C)  7824 両角 俐音(1)     56.28 

ﾎｸﾌﾞﾁｭｳC ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｵﾝ
 7819 平島 迅(1)

ﾋﾗｼﾏ ｼﾞﾝ
 7823 河東 淳人(1)

ｶﾜﾄｳ ｱﾂﾄ
 7825 川村 京平(1)

ｶﾜﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ
 6   6 永明中(B)  7798 今村 太知(1)     57.38 

ｴｲﾒｲﾁｭｳB ｲﾏﾑﾗﾀｲﾁ
 7790 竹村 琉希(2)

ﾀｹﾑﾗﾘｭｳｷ
 7796 北原 壱晟(1)

ｷﾀﾊﾗｲｯｾｲ
 7797 清水 克暉(1)

ｼﾐｽﾞｶﾂｷ
 7   8 永明中(A)  7786 笠原 佑哉(2)     58.18 

ｴｲﾒｲﾁｭｳA ｶｻﾊﾗﾕｳﾔ
 7795 成瀬 碧(1)

ﾅﾙｾｱｵｲ
 7800 両角 駿介(1)

ﾓﾛｽﾞﾐｼｭﾝｽｹ
 7799 宮原 有輝(1)

ﾐﾔﾊﾗﾕｳｷ
  5 北部中(A)  7814 河合 生稀(2)

ﾎｸﾌﾞﾁｭｳA ｶﾜｲ ｲﾌﾞｷ 失格
 7818 石山 純雅(2)

ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｶﾞ
 7810 西郷 鴻次朗(3)

ｻｲｺﾞｳ ｺｳｼﾞﾛｳ
 7812 川口 祥延(3)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ

中学男子

4x100m

決勝



決勝 7月29日 12:20

大会新(GR)           1.79

川口 祥延(3) 中学生
ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ 北部中
西郷 鴻次朗(3) 中学生
ｻｲｺﾞｳ ｺｳｼﾞﾛｳ 北部中
石山 純雅(2) 中学生
ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｶﾞ 北部中
濵 大智(1) 中学生 欠場
ﾊﾏﾀﾞｲﾁ 永明中

決勝 7月29日 12:20

大会新(GR)           2.00

野々村 一人(2) 高校生
ﾉﾉﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 茅野高

決勝 7月29日  9:30

大会新(GR)           4.00

両角 駿介(1) 中学生
ﾓﾛｽﾞﾐｼｭﾝｽｹ 永明中

決勝 7月29日  9:30

安部 桂史郎(1) 中学生 欠場
ｱﾍﾞ ｹｲｼﾛｳ 原中(茅野
平出 雄彩(2) 中学生 欠場
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾕｳｻ 原中(茅野

 1.70
1 1    22

XXO O XXX

記録 備考1m65 1m70 1m75

29歳以下男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

O O

記録 備考1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35
1 3  7812

O O O O O XXX

1m40 1m45

 1.40

2 4  7810
O O O O O

O XXO

O XO XXX

3 2  7818
O O O XXX

 1.40

 1.30

1  7794

3  7891

記録 備考
2  7896

1m60 1m70 1m80

中学男子ｵｰﾌﾟﾝ

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m35 1m50

中学男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m35 1m50 1m60 1m70 1m80
1 1  7800

O O O XO XXX  1.70



決勝 7月29日  9:00

大会新(GR)           3.17

小川 夏生(3) 小学生    X   3.28   3.24    3.28 大会新
ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｷ 玉川小   +0.3   +0.9    +0.3
飯山 想斗(3) 小学生   3.21   3.06   3.19    3.21 大会新
ｲｲﾔﾏ ｿｳﾄ 玉川小   +1.1   +0.2   -1.1    +1.1
柳澤 希海(3) 小学生    X   2.72    X    2.72 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾉｱ 北山小   -0.5    -0.5
熱田 空翠(3) 小学生    X   2.64    X    2.64 
ｱﾂﾀ ｸｳｽｲ 湖東小   -0.1    -0.1
占部 健太朗(3) 小学生   2.53    X    X    2.53 
ｳﾗﾍﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 玉川小   +0.9    +0.9
片平 衛(3) 小学生   2.37   2.41   2.40    2.41 
ｶﾀﾋﾗ ﾏﾓﾙ 豊平小   -1.2   +0.2   -0.3    +0.2
中村 稀空(3) 小学生   2.35   2.29    X    2.35 
ﾅｶﾑﾗ ｷﾗ 玉川小   -1.3   -0.3    -1.3

決勝 7月29日  9:00

大会新(GR)           3.91

丹片 壮雅(4) 小学生   3.04   2.98   3.07    3.07 
ﾀｶﾞﾀ ｿｳﾏ 北山小   +0.9   -0.6   -0.3    -0.3
中村 牧生(4) 小学生   2.74   2.68   3.00    3.00 
ﾅｶﾑﾗ ﾏｷｵ 北山小   +0.1    0.0   +1.1    +1.1
鷲尾 清龍(4) 小学生   2.69   2.95   2.91    2.95 
ﾜｼｵ ｼﾘｭｳ 金沢小   +0.9   +0.3   -0.4    +0.3
飯沼 一晟(4) 小学生   2.23   2.57   2.89    2.89 
ｲｲﾇﾏ ｲｯｾｲ 玉川小   -0.2   +0.3   +0.4    +0.4

6 5   167

7 4    90

4 7   142

5 2    95

2 1    82

3 3   175

記録 備考
1 6   104

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

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-

小学4年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 1   186

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

4 4    81

2 2   183

3 3   124



決勝 7月29日  9:00

大会新(GR)           4.31

佐藤 碧生(5) 小学生   3.16    X   2.97    3.16 
ｻﾄｳ ｱｵｲ 玉川小   -0.4   +1.3    -0.4
大倉 裕翔(5) 小学生   2.98   3.05   2.99    3.05 
ｵｵｸﾗ ﾕｳﾄ 玉川小   +1.0   -0.1   +0.9    -0.1
小平 大翔(5) 小学生   2.65   2.44   2.67    2.67 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙﾄ 金沢小   +0.1   +0.1   +0.2    +0.2
中山 翔(5) 小学生    X    X    X 記録なし
ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳ 金沢小
矢島 大樹(5) 小学生 欠場
ﾔｼﾞﾏ ﾀｲｷ 金沢小
平林 龍友(5) 小学生 欠場
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳ 金沢小

決勝 7月29日  9:00

大会新(GR)           4.63

倉澤 傑(6) 小学生   4.19   4.00    X    4.19 
ｸﾗｻﾜ ﾀｶｼ 玉川小   +1.3   +0.9    +1.3
柳澤 海斗(6) 小学生   3.65   3.44   3.74    3.74 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｲﾄ 北山小   -0.2   -0.3   +0.3    +0.3
中村 光(6) 小学生   3.22   3.35   3.47    3.47 
ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾙ 北山小   -1.1   +0.4   +0.4    +0.4
南波 浩輝(6) 小学生   2.57   3.11   3.18    3.18 
ﾅﾝﾊﾞ ｺｳｷ 北山小   +1.0   -0.1   -0.8    -0.8

3   129

2   134

1   126

2 5    93

3 4   137

記録 備考
1 6   108

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

小学5年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

小学6年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 2    94

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

4 1   177

2 4   176

3 3   185



決勝 7月29日 11:00

大会新(GR)           6.51

宮坂 仁士(2) 中学生   5.12   5.06    X    X    X   4.16    5.12 
ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 長峰中   -0.7   +1.0   -0.2    -0.7
川口 祥延(3) 中学生   4.55   5.04   5.11   4.27    -   4.85    5.11 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ 北部中   -0.1   -1.3   -0.6   -0.5   -0.7    -0.6
西郷 鴻次朗(3) 中学生   4.51   4.64   4.68   4.56    -   4.44    4.68 
ｻｲｺﾞｳ ｺｳｼﾞﾛｳ 北部中   +1.2   -0.1    0.0   -0.4   -0.4     0.0
北澤 弘都(2) 中学生   4.63   4.68   4.63    X    X    X    4.68 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 北部中   -0.5   +0.6   -0.2    +0.6
石山 純雅(2) 中学生   4.27   4.33   3.82   4.32    -   4.21    4.33 
ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｶﾞ 北部中   -1.5   +0.3   +0.5   +0.4   -0.9    +0.3
今泉 尊(2) 中学生   4.20   3.84   4.10    X   3.98   3.65    4.20 
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｹﾙ 長峰中   +0.8   +0.7   +0.5   -0.1   -0.5    +0.8
宮原 有輝(1) 中学生   3.89   4.08   3.97    X   4.09   4.17    4.17 
ﾐﾔﾊﾗﾕｳｷ 永明中   -1.3    0.0   -0.2   +0.4   -0.9    -0.9
小平 将斗(2) 中学生   3.97   3.82   3.73   3.87   3.21   3.97    3.97 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ 長峰中    0.0   -0.5   +1.0   -1.2   +1.4   -0.7     0.0
五味 瑞樹(2) 中学生   3.90   3.43   3.42    3.90 
ｺﾞﾐ ﾐｽﾞｷ 長峰中   -1.5   -0.6   -0.1    -1.5
平島 迅(1) 中学生   3.34   3.69   3.65    3.69 
ﾋﾗｼﾏ ｼﾞﾝ 北部中   +1.0   -1.0   +0.3    -1.0
今村 太知(1) 中学生   2.98   2.70   2.71    2.98 
ｲﾏﾑﾗﾀｲﾁ 永明中   +0.2   -1.3   +0.1    +0.2
北原 壱晟(1) 中学生   2.74    X   2.63    2.74 
ｷﾀﾊﾗｲｯｾｲ 永明中   -0.3   +0.7    -0.3
濵 大智(1) 中学生 欠場
ﾊﾏﾀﾞｲﾁ 永明中
柴田 凌空(3) 中学生 欠場
ｼﾊﾞﾀﾘｸ 永明中

中学男子

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 14  7851

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

2 13  7812

3 7  7810

4 11  7822

5 9  7818

6 8  7860

7 12  7799

8 3  7844

9 1  7846

10 5  7819

11 2  7798

6  7780

12 10  7796

4  7794



決勝 7月29日 10:00

大会新(GR)          10.29

西郷 鴻次朗(3) 中学生
ｻｲｺﾞｳ ｺｳｼﾞﾛｳ 北部中
小池 暁(2) 中学生
ｺｲｹｱｷﾗ 永明中
小深田 音明(2) 中学生
ｺﾌﾞｶﾀ ﾄｱ 北部中
小林 郁弥(1) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 茅野東部
吉村 宙(2) 中学生
ﾖｼｹﾗ ｿﾗ 北部中
近藤 杜気(1) 中学生
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｷ 北部中

決勝 7月29日 10:00

大会新(GR)          13.35

橘 麗仁 一般
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾚｲｼﾞ 玉川小
田中 米人 一般 欠場
ﾀﾅｶ ﾖﾈﾄ 茅野市陸協

 5.77   6.41 

6 1  7830
 3.92  4.03   4.03 

 5.79  5.85

 3.89  3.78  3.77  3.67

 6.14  6.16  6.29   6.49 

5 2  7816
 5.54  5.38  6.41

 5.92  6.77  6.36   6.77 

4 3  7888
 6.49  6.05  6.39

 7.09  6.70  6.98   7.33 

3 4  7828
 6.42  6.72  6.70

 8.09  8.37  8.90   8.90 

2 5  7789
 7.31  7.33  6.94

1 6  7810
 8.08  8.41  8.15

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

50歳以上男子

砲丸投(3.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

10.37   X

-3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 1   113

  X 10.46 10.35 10.22  10.46 

2    41



決勝 7月29日 13:20

大会新(GR)          55.51

藤森 寿馬(6) 小学生
ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 金沢小
石田 優牙(5) 小学生
ｲｼﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 玉川小
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
大倉 裕翔(5) 小学生
ｵｵｸﾗ ﾕｳﾄ 玉川小
矢島 大樹(5) 小学生
ﾔｼﾞﾏ ﾀｲｷ 金沢小
中村 快斗(3) 小学生
ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 玉川小
小田切 颯汰(3) 小学生
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ｿｳﾀ 湖東小
渡辺 向希(5) 小学生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｷ 北山小
渡辺 映多(5) 小学生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｴｲﾀ 北山小
牧 慶貴(3) 小学生
ﾏｷ ﾖｼﾀｶ 玉川小
代田 來翔(3) 小学生
ｼﾛﾀ ﾗｲﾄ 湖東小

小3-6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 11   132

  O   O 43.31  43.31 

2 8    96
  O   O 41.40  41.40 

3 9   137
  O 40.71   O  40.71 

4 12    54
  O 35.35   O  35.35 

5 10    93
  X 30.06   O  30.06 

6 7   126
28.73   O   O  28.73 

7 5    91
  O   O 27.65  27.65 

8 2   147
  O 25.22   O  25.22 

9 6   180
  O 24.61   O  24.61 

10 1   181
  O   O 24.43  24.43 

11 3    80
  O   O 22.85

 20.74 

 22.85 

12 4   144
  O   O 20.74
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