
兼　第5回岡谷市小学生陸上競技大会

主　催：
岡谷市陸上競技協会

主　管：

日　時：

会　場：

審判長：
記録主任：

この大会で記録された新記録

◆大会新記録一覧表
予・決 記録 氏　名 所属 従来記録

予選 15.50 藤森悠実 上の原小 15.53

〃 15.31 𨼲𨼲山羽音 長地小 15.53

決勝 15.17 𨼲𨼲山羽音 長地小 15.53

決勝 10.50 加室覇気 上の原小 10.54
決勝 5,22.39 小口紗弥 岡谷東部中 5,24.22

決勝 1,05.68 上條大成　山崎玄琉
池石吾飛　大橋一太

川岸小 1,06.23

決勝 1,05.97 馬場志高　輿水快莉
影山慶人　小口陽喜

岡谷
田中小Ｂ

1,06.23

決勝 1,02.87

松村千桜　名和夏乃
子　辰野陽和　岡田成

美

岡谷
田中小ｃ

1,03.18

決勝 58.52
松橋結太　大橋巧拓
今井翔介　宮下颯 上の原小 58.74

決勝 ９ｍ０５ 荒井日菜 岡谷南部中 ８ｍ３７

◆大会タイ記録一覧表
予・決 記録 氏　名 所属 従来記録

◆気象状況 風力測定主任：
時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速
9:00 晴 15℃ 45% 南東 1.0ｍ
10:00 晴 17℃ 38% 南南東 0.1ｍ
11:00 晴 20℃ 35% 南西 0.2ｍ
12:00 晴 21℃ 22% 南南西 0.8ｍ
13:00 晴 ２２℃ 22% 南南東 2.0ｍ
14:00 晴 22℃ 22% 南西 ３.5ｍ
15:00 晴 ２2℃ 24% 南南西 ２.6ｍ

宮坂　繁

小学3・4年男子4×１００ｍ

小学５・６年女子4×１００ｍ

小学５・６年男子4×１００ｍ

中学女子砲丸投げ（2.7２１kg)

森　安夫

〃

第71回　岡谷市民陸上競技選手権大会

岡谷市教育委員会　（公財）岡谷市体育協会

公式記録集

平成29年９月３０日（土）

岡谷市陸上競技協会

岡谷市営陸上競技場（競技場コード：１７4040）

小学男子１・２年60ｍ

小学生女子５・６年100ｍ

種　目

無し
種　目

中学女子１５００ｍ

〃

〃



第71回岡谷市民陸上兼第5回小学生陸上                                             

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】174040  岡谷市営陸上競技場

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
09/30 男子  -1.3 志村 尚士(3) 12.23 菊池 秀太(2) 12.76 立石 幸祐(1) 12.93 名取 裕基(1) 12.96

100m 高校生･岡谷工高 高校生･岡谷工高 高校生･岡谷工高 高校生･岡谷工高
09/30 黒澤 友哉(1) 1,03.30

400m 高校生･岡谷工高
09/30 中平 弘 4,44.09

1500m 一般･岡谷市陸協
09/30 岡谷工高       48.79

4×100m 菊池 秀太(2)
立石 幸祐(1)
名取 裕基(1)
志村 尚士(3)

09/30 濵 琉斗(2) 5.13（0.0）
走幅跳 高校生･岡谷工高

09/30 中学男子   0.0 大嶋 利拓(2) 12.64 佐々 海青(2) 12.83 小口 和真(2) 13.63 壬生 新(1) 13.76 濵 忍斗(2) 14.03 中村 紘大(2) 14.09 小林 勇輝(2) 14.10
100m 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷北部 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷北部 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中

09/30  -2.7 大嶋 利拓(2) 26.25 佐々 海青(2) 27.58 壬生 新(1) 29.12 笠原 渉(2) 31.06
200m 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中

09/30 岩﨑 遼(2) 1,01.51 篠原 良粋(2) 1,06.19 小松 翔太(1) 1,15.44
400m 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中

09/30 篠原 良粋(2) 5,00.03 笠原 渉(2) 5,15.48 伊藤 晴希(1) 5,37.87 横内 優雨(1) 5,51.06 中村 伊吹(1) 6,08.50
1500m 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷北部 中学生･岡谷南部中

09/30 岡谷西部中       50.73 岡谷東部中       53.05
4×100m 小林 勇輝(2) 壬生 新(1)

丸山 大翔(1) 中村 紘大(2)
岩﨑 遼(2) 小口 伸太郎(2)
大嶋 利拓(2) 佐々 海青(2)

09/30 中学男子 小口 伸太郎(2) 1.73
走高跳 中学生･岡谷東部中

09/30 岩﨑 遼(2) 4.99(+1.5) 小口伸太郎(2)4.68(+0.1) 小川 楓太(2) 4.00(0.0) 三島 心人(1) 3.48(+0.2)
走幅跳 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中

09/30 中村 紘大(2) 9.39 片倉 広喜(2) 7.83 今井 晴基(2) 7.49 今井 史弥(2) 5.82 伊藤 颯埜(1) 5.12
砲丸投（5㎏） 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷北部 中学生･岡谷北部 中学生･岡谷西部中

09/30 男子小学1･2  -1.8 加室 覇気(2) 10.50 池石 飛星(2) 10.72 下平 幸汰(2) 10.75 真寿田 和(2) 10.82 神田 寛大(2) 10.87 春日 将太朗(2) 10.89 小野 雄大(2) 11.01 宮澤 歩(2) 11.02
60m 小学生･上の原小 GR 小学生･川岸小 小学生･長地小 小学生･小井川小 小学生･岡谷田中小 小学生･上の原小 小学生･上の原小 小学生･岡谷田中小

09/30 浜 颯介(2) 2,22.52 黒田 悠司(2) 2,27.96 杉浦 翼(2) 2,31.13 平林 瑛人(2) 2,37.13 山中 陽太(2) 2,38.97 網倉 瑛士(2) 2,40.60 中原 悠(1) 2,41.60 船坂 琉華(2) 2,41.90
600m 小学生･神明小 小学生･神明小 小学生･岡谷田中小 小学生･岡谷田中小 小学生･長地小 小学生･神明小 小学生･神明小 小学生･神明小

09/30 男子小学3･4  -1.7 小口 陽喜(4) 16.22 中西 春仁(4) 16.30 丸山 竜矢(4) 16.57 池石 吾飛(4) 16.76 中村 優斗(3) 16.96 山崎 玄琉(4) 17.13 石川 悠翔(4) 17.45
100m 小学生･岡谷田中小 小学生･長地小 小学生･神明小 小学生･川岸小 小学生･岡谷田中小 小学生･川岸小 小学生･長地小

09/30 馬場 志高(4) 2,55.80 山口 慧陽(4) 2,59.47 永長 直也(3) 2,59.74 高田 透真(4) 3,03.58 五味 慎之助(4) 3,03.89 伊藤 輝星(4) 3,07.85 大橋 一太(4) 3,08.65 小口 大喜(4) 3,09.98
800m 小学生･岡谷田中小 小学生･長地小 小学生･長地小 小学生･長地小 小学生･湊小 小学生･神明小 小学生･川岸小 小学生･上の原小

09/30 川岸小        1,05.68 岡谷田中小(B)       1,05.97 長地小(A)        1,06.51 神明小(C)        1,08.34 長地小(B)       1,09.41 岡谷田中小(A)   1,10.84 神明小(B)     1,11.12 神明小(A)       1,14.34
4×100m 上條 大成(4) GR 馬場 志高(4) GR 池田 陽城(4) 黒田 聖七(4) 松坂 耀琉(3) 江島 颯(3) 笠原 蕗喜(4) 宇土 信(3)

山崎 玄琉(4) 輿水 快莉(4) 栗栖 拓夢(4) 丸山 竜矢(4) 小松 和滉(3) 小口 深徳(3) 増澤 文俊(4) 北島 健伸(3)
池石 吾飛(4) 影山 慶人(4) 中西 春仁(4) 濱 翔哉(4) 宮下 凌空(3) 白鳥 悠飛(3) 伊藤 輝星(4) 古川 颯太(3)
大橋 一太(4) 小口 陽喜(4) 山口 慧陽(4) 中野 皐輝(4) 永長 直也(3) 中村 優斗(3) 窪田 恭太郎(4) 小松 優友(3)

09/30 笠原 蕗喜(4) 2.82(0.0) 矢沢 遼馬(4) 2.82(0.0) 窪田 恭太郎(4)2.75(0.0)
走幅跳 小学生･神明小 小学生･長地小 小学生･神明小

09/30 男子小学5･6  -0.5 三澤 煌明(6) 15.18 花岡 空(5) 15.58 山杢 春真(6) 15.92 百瀬 瑛太(6) 15.95 日室 佑輔(5) 16.19 網倉 賛士(6) 16.23 林 峻矢(5) 16.61
100m 小学生･川岸小 小学生･小井川小 小学生･小井川小 小学生･神明小 小学生･神明小 小学生･神明小 小学生･神明小

09/30 宮坂 志一(6) 3,37.44 笠原 佑斗(6) 3,41.35 村瀬 貴哉(6) 3,45.33 西澤 拓(6) 3,49.43 大池 慎太郎(6) 3,52.00 宮澤 真成(5) 3,56.14 宮坂 泰成(5) 4,09.12 今井 太惺(5) 4,11.28
1000m 小学生･小井川小 小学生･神明小 小学生･岡谷田中小 小学生･神明小 小学生･神明小 小学生･神明小 小学生･神明小 小学生･小井川小

09/30 上の原小       58.52 川岸小    1,03.39 神明小(A)    1,03.83 小井川小    1,04.69 神明小(C)     1,05.00 神明小(B) 1,05.87
4×100m 松野 結太(6) GR 中島 健登(6) 西澤 拓(6) 山杢 春真(6) 早川 隼斗(5) 小島 蒼葉(5)

大橋 巧拓(6) 関 温真(6) 笠原 佑斗(6) 永井 瓦獅(6) 山岡 璃玖(5) 宮澤 真成(5)
今井 翔介(6) 伊藤 蓮二郎(6) 大池 慎太郎(6) 福井 颯介(6) 津田 和樹(5) 河口 碧真(5)
宮下 颯(6) 三澤 煌明(6) 百瀬 瑛太(6) 宮坂 志一(6) 林 峻矢(5) 秦 緑郎(5)

09/30 津田 和樹(5) 1.14
走高跳 小学生･神明小

09/30 早出 拓(6) 3.43(0.0) 山岡 璃玖(5) 2.89(0.0)
走幅跳 小学生･神明小 小学生･神明小



決勝 9月30日 11:30

大会新              10.54

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速  0.0
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 真寿田 和(2) 小学生     10.82  1 加室 覇気(2) 小学生     10.50 

ﾏｽﾀﾞ ﾔﾏﾄ 小井川小 ｶﾑﾛ ﾊｯｷ 上の原小 　　大会新
 2 大森 琥明(1) 小学生     11.46  2 神田 寛大(2) 小学生     10.87 

ｵｵﾓﾘ ｺｳﾒｲ 岡谷田中小 ｶﾝﾀﾞ ﾋﾛﾄ 岡谷田中小
 3 林 俊哉(1) 小学生     11.82  3 松井 大河(2) 小学生     11.61 

ﾊﾔｼ ｼｭﾝﾔ 長地小 ﾏﾂｲ ﾀｲｶﾞ 長地小
 4 深澤 音優(2) 小学生     11.99  4 神津 和教(2) 小学生     11.62 

ﾌｶｻﾜ ｵﾄﾔ 川岸小 ｺｳﾂﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 小井川小
 5 長門 拓空(1) 小学生     12.00  5 覚前 雄図(1) 小学生     12.14 

ﾅｶﾞﾄ ﾀｸ 長地小 ｶｸﾏｴ ﾕｳﾄ 神明小
 6 笠原 喜柊(2) 小学生     12.52  6 今井 龍之介(1) 小学生     12.81 

ｶｻﾊﾗ ｷｼｭ 神明小 ｲﾏｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 神明小
 7 今井 博翔(1) 小学生     12.92  7 山崎 璃空(1) 小学生     12.88 

ｲﾏｲ ﾋﾛﾄ 神明小 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｸ 川岸小

[ 3組] 風速 -1.5 [ 4組] 風速 -1.0
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 池石 飛星(2) 小学生     10.72  1 下平 幸汰(2) 小学生     10.75 

ｲｹｲｼ ﾀｶﾗ 川岸小 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｺｳﾀ 長地小
 2 笠原 峰(2) 小学生     11.88  2 佐藤 叶寅(1) 小学生     11.20 

ｶｻﾊﾗ ﾐﾈ 小井川小 ｻﾄｳ ｷｮｳﾄﾗ 岡谷田中小
 3 平出 桜雅(1) 小学生     12.29  3 山田 晃誠(2) 小学生     11.42 

ﾋﾗｲﾃﾞ ｵｳｶﾞ 長地小 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ 小井川小
 4 中嶋 宥介(2) 小学生     12.69  4 太田 晴輝(2) 小学生     11.55 

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 神明小 ｵｵﾀ ﾊﾙｷ 神明小
 5 平林 律輝(1) 小学生     14.38  5 藤森 光平(1) 小学生     13.02 

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘﾂｷ 岡谷田中小 ﾌｼﾞﾓﾘ ｺｳﾍｲ 岡谷田中小
田中 湧時(2) 小学生  6 岸本 尽正(1) 小学生     13.15 
ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 長地小 ｷｼﾓﾄ ｼﾞﾝｾｲ 川岸小

[ 5組] 風速 -0.4 [ 6組] 風速 -0.4
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 春日 将太朗(2) 小学生     10.89  1 小野 雄大(2) 小学生     11.01 

ｶｽｶﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 上の原小 ｵﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 上の原小
 2 倉根 豪(2) 小学生     11.38  2 宮澤 歩(2) 小学生     11.02 

ｸﾗﾈ ｺﾞｳ 神明小 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 岡谷田中小
 3 河手 陽翔(2) 小学生     11.53  3 大畑 優真(2) 小学生     11.59 

ｶﾜﾃ ﾊﾙﾄ 長地小 ｵｵﾊﾀ ﾕｳﾏ 神明小
 4 中西 星仁(1) 小学生     12.33  4 海江田 凌史(1) 小学生     11.71 

ﾅｶﾆｼ ﾎｼﾋﾄ 長地小 ｶｲｴﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ 長地小
 5 益田 零生(2) 小学生     13.87  5 傅  才議(1) 小学生     12.23 

ﾏｽﾀﾞ ﾚｵ 岡谷田中小 ﾌｳ ｻｲｷﾞ 長地小
 6 小野 真優(2) 小学生     12.25 

ｵﾉ ﾏﾋﾛ 小井川小
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男子小学1･2年

60m                 

決勝
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男子小学1･2年

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
   1  118 加室 覇気(2) 小学生 上の原小     10.50 (0.0) 大会新   2   1
   2  201 池石 飛星(2) 小学生 川岸小     10.72 (-1.5)   3   1
   3  284 下平 幸汰(2) 小学生 長地小     10.75 (-1.0)   4   1
   4   75 真寿田 和(2) 小学生 小井川小     10.82 (-1.8)   1   1
   5   30 神田 寛大(2) 小学生 岡谷田中小     10.87 (0.0)   2   2
   6  110 春日 将太朗(2) 小学生 上の原小     10.89 (-0.4)   5   1
   7  107 小野 雄大(2) 小学生 上の原小     11.01 (-0.4)   6   1
   8   47 宮澤 歩(2) 小学生 岡谷田中小     11.02 (-0.4)   6   2
   9   41 佐藤 叶寅(1) 小学生 岡谷田中小     11.20 (-1.0)   4   2
  10  153 倉根 豪(2) 小学生 神明小     11.38 (-0.4)   5   2
  11   81 山田 晃誠(2) 小学生 小井川小     11.42 (-1.0)   4   3
  12   19 大森 琥明(1) 小学生 岡谷田中小     11.46 (-1.8)   1   2
  13  283 河手 陽翔(2) 小学生 長地小     11.53 (-0.4)   5   3
  14  147 太田 晴輝(2) 小学生 神明小     11.55 (-1.0)   4   4
  15  144 大畑 優真(2) 小学生 神明小     11.59 (-0.4)   6   3
  16  253 松井 大河(2) 小学生 長地小     11.61 (0.0)   2   3
  17   74 神津 和教(2) 小学生 小井川小     11.62 (0.0)   2   4
  18  282 海江田 凌史(1) 小学生 長地小     11.71 (-0.4)   6   4
  19  229 林 俊哉(1) 小学生 長地小     11.82 (-1.8)   1   3
  20   93 笠原 峰(2) 小学生 小井川小     11.88 (-1.5)   3   2
  21  206 深澤 音優(2) 小学生 川岸小     11.99 (-1.8)   1   4
  22  238 長門 拓空(1) 小学生 長地小     12.00 (-1.8)   1   5
  23  195 覚前 雄図(1) 小学生 神明小     12.14 (0.0)   2   5
  24  226 傅  才議(1) 小学生 長地小     12.23 (-0.4)   6   5
  25   77 小野 真優(2) 小学生 小井川小     12.25 (-0.4)   6   6
  26  233 平出 桜雅(1) 小学生 長地小     12.29 (-1.5)   3   3
  27  240 中西 星仁(1) 小学生 長地小     12.33 (-0.4)   5   4
  28  194 笠原 喜柊(2) 小学生 神明小     12.52 (-1.8)   1   6
  29  140 中嶋 宥介(2) 小学生 神明小     12.69 (-1.5)   3   4
  30  175 今井 龍之介(1) 小学生 神明小     12.81 (0.0)   2   6
  31  209 山崎 璃空(1) 小学生 川岸小     12.88 (0.0)   2   7
  32  176 今井 博翔(1) 小学生 神明小     12.92 (-1.8)   1   7
  33   15 藤森 光平(1) 小学生 岡谷田中小     13.02 (-1.0)   4   5
  34  216 岸本 尽正(1) 小学生 川岸小     13.15 (-1.0)   4   6
  35   58 益田 零生(2) 小学生 岡谷田中小     13.87 (-0.4)   5   5
  36   10 平林 律輝(1) 小学生 岡谷田中小     14.38 (-1.5)   3   5

タイムレース

60m                 



予選 9月30日 10:05
決勝 9月30日 12:25

大会新              15.73

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -0.3

 1 小口 陽喜(4) 小学生     16.19 q  1 山崎 玄琉(4) 小学生     16.90 q
ｵｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 岡谷田中小 ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙ 川岸小

 2 中西 春仁(4) 小学生     16.38 q  2 押田 玲音(4) 小学生     17.08 
ﾅｶﾆｼ ﾊﾙﾋﾄ 長地小 ｵｼﾀﾞ ﾚｵﾝ 小井川小

 3 池田 陽城(4) 小学生     17.14  3 黒田 聖七(4) 小学生     17.59 
ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｷ 長地小 ｸﾛﾀﾞ ｾﾅ 神明小

 4 上條 大成(4) 小学生     17.32  4 栗栖 拓夢(4) 小学生     17.76 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀﾞｲｾｲ 川岸小 ｸﾘｽ ﾀｸﾑ 長地小

 5 中野 皐輝(4) 小学生     17.42  5 成田 惟人(4) 小学生     18.11 
ﾅｶﾉ ｺｳｷ 神明小 ﾅﾙﾀ ﾕｲﾄ 上の原小

 6 濱 翔哉(4) 小学生     18.91  6 古川 颯太(3) 小学生     18.62 
ﾊﾏ ｼｮｳﾔ 神明小 ﾌﾙｶﾜ ｿｳﾀ 神明小

 7 竹下 涼雅(3) 小学生     19.69  7 石田 和崇(4) 小学生     19.69 
ﾀｹｼﾀ ﾘｮｳｶﾞ 小井川小 ｲｼﾀﾞ ｶｽﾞﾀｶ 長地小

[ 3組] 風速 +0.3 [ 4組] 風速  0.0

 1 丸山 竜矢(4) 小学生     16.41 q  1 上田 悠悟(3) 小学生     17.23 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 神明小 ｳｴﾀﾞ ﾕｳｺﾞ 神明小

 2 石川 悠翔(4) 小学生     17.02 q  2 北川 悠人(4) 小学生     17.49 
ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄ 長地小 ｷﾀｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 岡谷田中小

 3 丸山 柊馬(3) 小学生     17.03  3 山田 駿斗(3) 小学生     18.45 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳﾏ 川岸小 ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾔﾄ 川岸小

 4 小松 優友(3) 小学生     18.22  4 小嶋 大雅(3) 小学生     19.31 
ｺﾏﾂ ﾕｳ 神明小 ｺｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 神明小

 5 酒井 聖直(3) 小学生     18.82  5 渡辺 優(3) 小学生     19.66 
ｻｶｲ ｾﾅ 長地小 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 長地小

 6 岡田 和馬(3) 小学生     18.94 関根 史義(4) 小学生
ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 岡谷田中小 ｾｷﾈ ﾌﾐﾖｼ 長地小

[ 5組] 風速 -0.3 [ 6組] 風速 +0.8

 1 池石 吾飛(4) 小学生     16.56 q  1 影山 慶人(4) 小学生     17.33 
ｲｹｲｼ ｱｽﾞﾄ 川岸小 ｶｹﾞﾔﾏ ｹｲﾄ 岡谷田中小

 2 中村 優斗(3) 小学生     16.76 q  2 宮下 凌空(3) 小学生     18.15 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 岡谷田中小 ﾐﾔｼﾀ ﾘｸ 長地小

 3 壬生 光(4) 小学生     17.54  3 宇土 信(3) 小学生     18.46 
ﾐﾌﾞ ﾋｶﾙ 小井川小 ｳﾄﾞ ｼﾝ 神明小

 4 小松 和滉(3) 小学生     18.08  4 太田 翔悟(3) 小学生     18.68 
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾋﾛ 長地小 ｵｵﾀ ｼｮｳｺﾞ 神明小

 5 北島 健伸(3) 小学生     18.77  5 澁谷 朋也(4) 小学生     21.15 
ｷﾀｼﾞﾏ ｹﾝｼﾝ 神明小 ｼﾌﾞﾔ ﾄﾓﾔ 長地小

 6 守屋 莉杜(3) 小学生     19.00 斉藤 維吹(4) 小学生
ﾓﾘﾔ ﾘﾄ 長地小 ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 川岸小

風速 -1.7

 1 小口 陽喜(4) 小学生     16.22 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 岡谷田中小

 2 中西 春仁(4) 小学生     16.30 
ﾅｶﾆｼ ﾊﾙﾋﾄ 長地小

 3 丸山 竜矢(4) 小学生     16.57 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 神明小

 4 池石 吾飛(4) 小学生     16.76 
ｲｹｲｼ ｱｽﾞﾄ 川岸小

 5 中村 優斗(3) 小学生     16.96 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 岡谷田中小

 6 山崎 玄琉(4) 小学生     17.13 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙ 川岸小

 7 石川 悠翔(4) 小学生     17.45 
ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄ 長地小
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予選 9月30日 10:30
決勝 9月30日 12:30

大会新              13.46

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 -1.3

 1 百瀬 瑛太(6) 小学生     15.86 q  1 三澤 煌明(6) 小学生     15.46 q
ﾓﾓｾ ｴｲﾀ 神明小 ﾐｻﾜ ｺｳﾒｲ 川岸小

 2 網倉 賛士(6) 小学生     15.91 q  2 秦 緑郎(5) 小学生     16.74 
ｱﾐｸﾗ ｻﾝｼﾞ 神明小 ﾊﾀ ﾛｸﾛｳ 神明小

 3 山杢 春真(6) 小学生     16.05 q  3 中島 健登(6) 小学生     16.79 
ﾔﾏﾓｸ ﾊﾙﾏ 小井川小 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾄ 川岸小

 4 林 峻矢(5) 小学生     16.22 q  4 小島 蒼葉(5) 小学生     16.97 
ﾊﾔｼ ｼｭﾝﾔ 神明小 ｺｼﾞﾏ ｱｵﾊﾞ 神明小

 5 関 温真(6) 小学生     17.13  5 原 知樹(5) 小学生     17.36 
ｾｷ ﾊﾙﾏ 川岸小 ﾊﾗ ﾄﾓｷ 上の原小

 6 北澤 草(5) 小学生     18.42  6 松田 哲弥(5) 小学生     17.80 
ｷﾀｻﾞﾜ ｿｳ 神明小 ﾏﾂﾀﾞ ﾃﾂﾔ 神明小

[ 3組] 風速  0.0

 1 花岡 空(5) 小学生     15.64 q
ﾊﾅｵｶ ｿﾗ 小井川小

 2 日室 佑輔(5) 小学生     15.95 q
ﾋﾑﾛ ﾕｳｽｹ 神明小

 3 伊藤 蓮二郎(6) 小学生     16.44 
ｲﾄｳ ﾚﾝｼﾞﾛｳ 川岸小

 4 ｶﾛﾘｰﾉ ｸﾘｽﾁｬﾝ(5) 小学生     17.55 
ｶﾛﾘｰﾉ ｸﾘｽﾁｬﾝ 神明小
河口 碧真(5) 小学生
ｶﾜｸﾞﾁ ｱｵﾏ 神明小

風速 -0.5

 1 三澤 煌明(6) 小学生     15.18 
ﾐｻﾜ ｺｳﾒｲ 川岸小

 2 花岡 空(5) 小学生     15.58 
ﾊﾅｵｶ ｿﾗ 小井川小

 3 山杢 春真(6) 小学生     15.92 
ﾔﾏﾓｸ ﾊﾙﾏ 小井川小

 4 百瀬 瑛太(6) 小学生     15.95 
ﾓﾓｾ ｴｲﾀ 神明小

 5 日室 佑輔(5) 小学生     16.19 
ﾋﾑﾛ ﾕｳｽｹ 神明小

 6 網倉 賛士(6) 小学生     16.23 
ｱﾐｸﾗ ｻﾝｼﾞ 神明小

 7 林 峻矢(5) 小学生     16.61 
ﾊﾔｼ ｼｭﾝﾔ 神明小
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予選 9月30日  9:20
決勝 9月30日 12:40

大会新              11.50

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 +0.9

 1 壬生 新(1) 中学生     13.85 q  1 大嶋 利拓(2) 中学生     12.68 q
ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ 岡谷東部中 ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 岡谷西部中

 2 小林 勇輝(2) 中学生     14.35 q  2 佐々 海青(2) 中学生     12.83 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 岡谷西部中 ｻｻ ｶｲｾｲ 岡谷東部中

 3 濵 忍斗(2) 中学生     14.45 q  3 小口 和真(2) 中学生     13.87 q
ﾊﾏ ｼﾞﾝﾄ 岡谷北部 ｵｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 岡谷北部

 4 丸山 大翔(1) 中学生     14.64  4 中村 紘大(2) 中学生     14.26 q
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ 岡谷西部中 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 岡谷東部中

 5 小川 楓太(2) 中学生     15.47  5 新垣 健琉(1) 中学生     15.47 
ｵｶﾞﾜ ﾌｳﾀ 岡谷東部中 ｱﾗｶｷ ﾀｹﾙ 岡谷東部中

 6 三島 心人(1) 中学生     16.87 
ﾐｼﾏ ｼﾝﾄ 岡谷東部中

風速  0.0

 1 大嶋 利拓(2) 中学生     12.64 
ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 岡谷西部中

 2 佐々 海青(2) 中学生     12.83 
ｻｻ ｶｲｾｲ 岡谷東部中

 3 小口 和真(2) 中学生     13.63 
ｵｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 岡谷北部

 4 壬生 新(1) 中学生     13.76 
ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ 岡谷東部中

 5 濵 忍斗(2) 中学生     14.03 
ﾊﾏ ｼﾞﾝﾄ 岡谷北部

 6 中村 紘大(2) 中学生     14.09 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 岡谷東部中

 7 小林 勇輝(2) 中学生     14.10 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 岡谷西部中

決勝 9月30日 12:10

大会新              11.20

風速 -1.3

 1 志村 尚士(3) 高校生     12.23 
ｼﾑﾗ ﾋｻｼ 岡谷工高

 2 菊池 秀太(2) 高校生     12.76 
ｷｸﾁ ｼｭｳﾀ 岡谷工高

 3 立石 幸祐(1) 高校生     12.93 
ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 岡谷工高

 4 名取 裕基(1) 高校生     12.96 
ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 岡谷工高

男子
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決勝 9月30日 13:50

大会新                   

風速 -2.7

 1 大嶋 利拓(2) 中学生     26.25 
ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 岡谷西部中

 2 佐々 海青(2) 中学生     27.58 
ｻｻ ｶｲｾｲ 岡谷東部中

 3 壬生 新(1) 中学生     29.12 
ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ 岡谷東部中

 4 笠原 渉(2) 中学生     31.06 
ｶｻﾊﾗ ﾜﾀﾙ 岡谷東部中

中学男子

200m                

決勝
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決勝 9月30日 11:00

大会新              54.70

 1 岩﨑 遼(2) 中学生   1,01.51 
ｲﾜｻｷ ﾘｮｳ 岡谷西部中

 2 篠原 良粋(2) 中学生   1,06.19 
ｼﾉﾊﾗ ﾗｲｷ 岡谷東部中

 3 小松 翔太(1) 中学生   1,15.44 
ｺﾏﾂ ｼｮｳﾀ 岡谷西部中

中学男子

400m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   307

4   309

3   333



決勝 9月30日 12:00

大会新                   

 1 浜 颯介(2) 小学生   2,22.52 
ﾊﾏ ｿｳｽｹ 神明小

 2 黒田 悠司(2) 小学生   2,27.96 
ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 神明小

 3 杉浦 翼(2) 小学生   2,31.13 
ｽｷﾞｳﾗ ﾂﾊﾞｻ 岡谷田中小

 4 平林 瑛人(2) 小学生   2,37.13 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｴｲﾄ 岡谷田中小

 5 山中 陽太(2) 小学生   2,38.97 
ﾔﾏﾅｶ ﾖｳﾀ 長地小

 6 網倉 瑛士(2) 小学生   2,40.60 
ｱﾐｸﾗ ｴｲｼﾞ 神明小

 7 中原 悠(1) 小学生   2,41.60 
ﾅｶﾊﾗ ﾕｳ 神明小

 8 船坂 琉華(2) 小学生   2,41.90 
ﾌﾅｻｶ ﾙｶ 神明小

 9 田中 葵(2) 小学生   2,42.57 
ﾀﾅｶ ｱｵｲ 長地小

10 小島 旭陽(1) 小学生   2,44.94 
ｺｼﾞﾏ ｱｻﾋ 長地小

11 清水 聡(1) 小学生   2,51.78 
ｼﾐｽﾞ ｿｳ 岡谷田中小

12 信澤 宅実(1) 小学生   2,51.81 
ﾉﾌﾞｻﾜ ﾀｸﾐ 神明小

7    26

12   161

11   237

1   255

8   142

6   154

3   270

2   126

9    27

5    11

10   133

4   179

男子小学1･2年

600m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月30日 12:55

大会新                   

 1 馬場 志高(4) 小学生   2,55.80 
ﾊﾞﾊﾞ ｼｺｳ 岡谷田中小

 2 山口 慧陽(4) 小学生   2,59.47 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲﾖｳ 長地小

 3 永長 直也(3) 小学生   2,59.74 
ﾅｶﾞｵｻ ﾅｵﾔ 長地小

 4 高田 透真(4) 小学生   3,03.58 
ﾀｶﾀﾞ ﾄｳﾏ 長地小

 5 五味 慎之助(4) 小学生   3,03.89 
ｺﾞﾐ ｼﾝﾉｽｹ 湊小

 6 伊藤 輝星(4) 小学生   3,07.85 
ｲﾄｳ ｷﾗ 神明小

 7 大橋 一太(4) 小学生   3,08.65 
ｵｵﾊｼ ｲﾁﾀ 川岸小

 8 小口 大喜(4) 小学生   3,09.98 
ｵｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 上の原小

 9 江島 颯(3) 小学生   3,10.42 
ｴｼﾞﾏ ﾊﾔﾃ 岡谷田中小

10 増澤 文俊(4) 小学生   3,12.75 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾌﾐﾄｼ 神明小

11 今井 力々寿(3) 小学生   3,12.81 
ｲﾏｲ ﾘｷﾄ 神明小

12 高林 大地(4) 小学生   3,13.09 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲﾁ 小井川小

13 信澤 京介(3) 小学生   3,19.66 
ﾉﾌﾞｻﾜ ｷｮｳｽｹ 神明小

14 武居 佑都(3) 小学生   3,24.00 
ﾀｹｲ ﾕｳﾄ 神明小

15 宮坂 貴郷(3) 小学生   3,26.12 
ﾐﾔｻｶ ﾀｶﾄ 小井川小

16 安江 逢希(4) 小学生   3,27.13 
ﾔｽｴ ｱｲｷ 長地小

17 武田 尚希(3) 小学生   3,30.84 
ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ 神明小

18 児野 友哉(4) 小学生   3,34.01 
ﾁｺﾞﾉ ﾕｳﾔ 神明小

19 八木 颯太(3) 小学生   3,36.98 
ﾔｷﾞ ｿｳﾀ 岡谷田中小

20 笠原 悠司(3) 小学生   3,39.35 
ｶｻﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 岡谷田中小

12    12

4    51

1   130

11   171

5    92

14   289

17   162

13   132

9   174

19    86

16    45

7   149

6   203

15   109

8   290

3   198

2   286

18   273

20    14

10   271

男子小学3･4年

800m                

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月30日 13:15

大会新                   

 1 宮坂 志一(6) 小学生   3,37.44 
ﾐﾔｻｶ ｼﾝｲﾁ 小井川小

 2 笠原 佑斗(6) 小学生   3,41.35 
ｶｻﾊﾗ ﾕｳﾄ 神明小

 3 村瀬 貴哉(6) 小学生   3,45.33 
ﾑﾗｾ ﾀｶﾔ 岡谷田中小

 4 西澤 拓(6) 小学生   3,49.43 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸ 神明小

 5 大池 慎太郎(6) 小学生   3,52.00 
ｵｵｲｹ ｼﾝﾀﾛｳ 神明小

 6 宮澤 真成(5) 小学生   3,56.14 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ 神明小

 7 宮坂 泰成(5) 小学生   4,09.12 
ﾐﾔｻｶ ﾀｲｾｲ 神明小

 8 今井 太惺(5) 小学生   4,11.28 
ｲﾏｲ ﾀｲｾｲ 小井川小

男子小学5･6年

1000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    91

8   191

3    20

1   158

6   145

4   187

2   189

7    82



決勝 9月30日 13:25

大会新            4,39.31

 1 中平 弘 一般   4,44.09 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾋﾛﾑ 岡谷市陸協

決勝 9月30日 13:25

大会新                   

 1 篠原 良粋(2) 中学生   5,00.03 
ｼﾉﾊﾗ ﾗｲｷ 岡谷東部中

 2 笠原 渉(2) 中学生   5,15.48 
ｶｻﾊﾗ ﾜﾀﾙ 岡谷東部中

 3 伊藤 晴希(1) 中学生   5,37.87 
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 岡谷西部中

 4 横内 優雨(1) 中学生   5,51.06 
ﾖｺｳﾁ ﾙｲ 岡谷北部

 5 中村 伊吹(1) 中学生   6,08.50 
ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷南部中
小松 悟一(1) 中学生
ｺﾏﾂ ｺﾞｲﾁ 岡谷北部

3   343

中学男子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名

5   314

2   362

6   357

所属名 記録／備考

所属名 記録／備考

4   347

1   333

7   372

男子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名



決勝 9月30日 14:20

大会新  　1,06.23      

[ 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   4 川岸小   207 上條 大成(4)    1,05.68  1   5 長地小(A)   242 池田 陽城(4)    1,06.51 

ｶﾜｷﾞｼ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀﾞｲｾｲ 　大会新 ｵｻﾁｼｮｳA ｲｹﾀﾞ ﾊﾙｷ
  210 山崎 玄琉(4)   275 栗栖 拓夢(4)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙ ｸﾘｽ ﾀｸﾑ
  202 池石 吾飛(4)   241 中西 春仁(4)

ｲｹｲｼ ｱｽﾞﾄ ﾅｶﾆｼ ﾊﾙﾋﾄ
  203 大橋 一太(4)   271 山口 慧陽(4)

ｵｵﾊｼ ｲﾁﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲﾖｳ
 2   3 岡谷田中小(B)    14 馬場 志高(4)    1,05.97  2   6 神明小(C)   180 黒田 聖七(4)    1,08.34 

ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳB ﾊﾞﾊﾞ ｼｺｳ 　大会新 ｼﾝﾒｲｼｮｳC ｸﾛﾀﾞ ｾﾅ
    4 輿水 快莉(4)   190 丸山 竜矢(4)

ｺｼﾐｽﾞ ｶｲﾘ ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ
   61 影山 慶人(4)   120 濱 翔哉(4)

ｶｹﾞﾔﾏ ｹｲﾄ ﾊﾏ ｼｮｳﾔ
   34 小口 陽喜(4)   139 中野 皐輝(4)

ｵｸﾞﾁ ﾊﾙｷ ﾅｶﾉ ｺｳｷ
 3   6 長地小(B)   252 松坂 耀琉(3)    1,09.41  3   3 岡谷田中小(A)    45 江島 颯(3)    1,10.84 

ｵｻﾁｼｮｳB ﾏﾂｻﾞｶ ｷﾘｭｳ ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳA ｴｼﾞﾏ ﾊﾔﾃ
  258 小松 和滉(3)    36 小口 深徳(3)

ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾋﾛ ｵｸﾞﾁ ﾐﾉﾘ
  277 宮下 凌空(3)    13 白鳥 悠飛(3)

ﾐﾔｼﾀ ﾘｸ ｼﾗﾄﾘ ﾕｳﾄ
  286 永長 直也(3)    17 中村 優斗(3)

ﾅｶﾞｵｻ ﾅｵﾔ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ
 4   5 神明小(B)   192 笠原 蕗喜(4)    1,11.12  4   4 神明小(A)   197 宇土 信(3)    1,14.34 

ｼﾝﾒｲｼｮｳB ｶｻﾊﾗ ﾙｷ ｼﾝﾒｲｼｮｳA ｳﾄﾞ ｼﾝ
  149 増澤 文俊(4)   129 北島 健伸(3)

ﾏｽｻﾞﾜ ﾌﾐﾄｼ ｷﾀｼﾞﾏ ｹﾝｼﾝ
  198 伊藤 輝星(4)   184 古川 颯太(3)

ｲﾄｳ ｷﾗ ﾌﾙｶﾜ ｿｳﾀ
  186 窪田 恭太郎(4)   169 小松 優友(3)

ｸﾎﾞﾀ ｷｮｳﾀﾛｳ ｺﾏﾂ ﾕｳ

   1 川岸小    1,05.68　大会新 上條 大成(4) 山崎 玄琉(4) 池石 吾飛(4) 大橋 一太(4)   1   1
   2 岡谷田中小(B)    1,05.97　大会新 馬場 志高(4) 輿水 快莉(4) 影山 慶人(4) 小口 陽喜(4)   1   2
   3 長地小(A)    1,06.51 池田 陽城(4) 栗栖 拓夢(4) 中西 春仁(4) 山口 慧陽(4)   2   1
   4 神明小(C)    1,08.34 黒田 聖七(4) 丸山 竜矢(4) 濱 翔哉(4) 中野 皐輝(4)   2   2
   5 長地小(B)    1,09.41 松坂 耀琉(3) 小松 和滉(3) 宮下 凌空(3) 永長 直也(3)   1   3
   6 岡谷田中小(A)    1,10.84 江島 颯(3) 小口 深徳(3) 白鳥 悠飛(3) 中村 優斗(3)   2   3
   7 神明小(B)    1,11.12 笠原 蕗喜(4) 増澤 文俊(4) 伊藤 輝星(4) 窪田 恭太郎(4)   1   4
   8 神明小(A)    1,14.34 宇土 信(3) 北島 健伸(3) 古川 颯太(3) 小松 優友(3)   2   4

ｵｰﾀﾞｰ1

男子小学3･4年

4×100m

決勝

男子小学3･4年

4×100m
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位順位 所属名 都道府県 記録 備考



決勝 9月30日 14:30

大会新  　58.74      

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 上の原小   106 松野 結太(6)     58.52 

ｳｴﾉﾊﾗｼｮｳ ﾏﾂﾉ ﾕｳﾀ 大会新
  104 大橋 巧拓(6)

ｵｵﾊｼ ｺｳﾀ
  111 今井 翔介(6)

ｲﾏｲ ｼｮｳｽｹ
  116 宮下 颯(6)

ﾐﾔｼﾀ ｿｳ
 2   7 川岸小   200 中島 健登(6)    1,03.39 

ｶﾜｷﾞｼ ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾄ
  220 関 温真(6)

ｾｷ ﾊﾙﾏ
  222 伊藤 蓮二郎(6)

ｲﾄｳ ﾚﾝｼﾞﾛｳ
  211 三澤 煌明(6)

ﾐｻﾜ ｺｳﾒｲ
 3   2 神明小(A)   158 西澤 拓(6)    1,03.83 

ｼﾝﾒｲｼｮｳA ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸ
  191 笠原 佑斗(6)

ｶｻﾊﾗ ﾕｳﾄ
  145 大池 慎太郎(6)

ｵｵｲｹ ｼﾝﾀﾛｳ
  134 百瀬 瑛太(6)

ﾓﾓｾ ｴｲﾀ
 4   5 小井川小    80 山杢 春真(6)    1,04.69 

ｵｲｶﾜ ﾔﾏﾓｸ ﾊﾙﾏ
   97 永井 瓦獅(6)

ﾅｶﾞｲ ｶｼﾞ
   63 福井 颯介(6)

ﾌｸｲ ｿｳｽｹ
   91 宮坂 志一(6)

ﾐﾔｻｶ ｼﾝｲﾁ
 5   4 神明小(C)   150 早川 隼斗(5)    1,05.00 

ｼﾝﾒｲｼｮｳC ﾊﾔｶﾜ ﾊﾔﾄ
  172 山岡 璃玖(5)

ﾔﾏｵｶ ﾘｸ
  138 津田 和樹(5)

ﾂﾀﾞ ｶｽﾞｷ
  122 林 峻矢(5)

ﾊﾔｼ ｼｭﾝﾔ
 6   6 神明小(B)   168 小島 蒼葉(5)    1,05.87 

ｼﾝﾒｲｼｮｳB ｺｼﾞﾏ ｱｵﾊﾞ
  187 宮澤 真成(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻｱｷ
  196 河口 碧真(5)

ｶﾜｸﾞﾁ ｱｵﾏ
  160 秦 緑郎(5)

ﾊﾀ ﾛｸﾛｳ

男子小学5･6年

4×100m

決勝



決勝 9月30日 14:40

大会新        

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 岡谷西部中   306 小林 勇輝(2)     50.73 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ
  310 丸山 大翔(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ
  309 岩﨑 遼(2)

ｲﾜｻｷ ﾘｮｳ
  305 大嶋 利拓(2)

ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ
 2   4 岡谷東部中   323 壬生 新(1)     53.05 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ
  320 中村 紘大(2)

ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ
  329 小口 伸太郎(2)

ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ
  337 佐々 海青(2)

ｻｻ ｶｲｾｲ

決勝 9月30日 14:40

大会新        

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   1 岡谷工高   371 菊池 秀太(2)     48.79 

ｵｶﾔｺｳｺｳ ｷｸﾁ ｼｭｳﾀ
  367 立石 幸祐(1)

ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ
  368 名取 裕基(1)

ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ
  369 志村 尚士(3)

ｼﾑﾗ ﾋｻｼ

4×100m

決勝

4×100m

決勝

男子

中学男子



決勝 9月30日  9:30

大会新        

津田 和樹(5) 小学生
ﾂﾀﾞ ｶｽﾞｷ 神明小

決勝 9月30日 10:30

大会新        

小口 伸太郎(2) 中学生
ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中

 1.73O O O XXO XXO XXX

氏  名 所属名 1m50 1m55 1m60 1m65

XXO O XXX  1.14

備考記録
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男子小学5･6年
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中学男子
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ﾅﾝﾊﾞｰ 備考1m17 記録



決勝 9月30日  9:30

大会新        

笠原 蕗喜(4) 小学生   2.59   2.82   2.75    2.82 
ｶｻﾊﾗ ﾙｷ 神明小    0.0    0.0   +0.1     0.0
矢沢 遼馬(4) 小学生   2.48   2.82   2.75    2.82 
ﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 長地小    0.0    0.0   +0.1     0.0
窪田 恭太郎(4) 小学生   2.75   2.75   2.62    2.75 
ｸﾎﾞﾀ ｷｮｳﾀﾛｳ 神明小    0.0    0.0   +0.3     0.0

決勝 9月30日  9:30

大会新        

早出 拓(6) 小学生   3.38   3.43   3.35    3.43 
ｿｳﾃﾞ ﾀｸ 神明小    0.0    0.0   -0.1     0.0
山岡 璃玖(5) 小学生    X    X   2.89    2.89 
ﾔﾏｵｶ ﾘｸ 神明小    0.0     0.0
早川 隼斗(5) 小学生 欠場
ﾊﾔｶﾜ ﾊﾔﾄ 神明小

決勝 9月30日 10:30

大会新        

岩﨑 遼(2) 中学生   4.99    X    X   4.80   4.74   4.79    4.99 
ｲﾜｻｷ ﾘｮｳ 岡谷西部中   +1.5   +0.1   +0.3    0.0    +1.5
小口 伸太郎(2) 中学生    X    X    X   4.68    X    4.68 
ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中   +0.1    +0.1
小川 楓太(2) 中学生    X   3.55   3.63   4.00   3.40   2.97    4.00 
ｵｶﾞﾜ ﾌｳﾀ 岡谷東部中   +0.4    0.0    0.0    0.0    0.0     0.0
三島 心人(1) 中学生   3.39   3.20   3.22    X   3.48   3.05    3.48 
ﾐｼﾏ ｼﾝﾄ 岡谷東部中    0.0   +0.1   +0.1   +0.2   +0.1    +0.2

決勝 9月30日 10:30

大会新        

濵 琉斗(2) 高校生   4.71   4.85   5.13   4.47    X    X 　5.13
ﾊﾏ ﾘｭｳﾄ 岡谷工高   +1.3    0.0    0.0    0.0     0.0

1 1   365
-3- -4- -5-所属名 -1- -2- -6- 記録 備考

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

3 2   327

4 1   334

1 4   309

2 3   329

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-

1   150

備考
1 3   151

2 2   172

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

3 1   186

男子小学5･6年

走幅跳

決勝

1 3   192

2 2   231

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子小学3･4年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月30日 13:00

大会新        

中村 紘大(2) 中学生
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 岡谷東部中
片倉 広喜(2) 中学生
ｶﾀｸﾗ ﾋﾛｷ 岡谷西部中
今井 晴基(2) 中学生
ｲﾏｲ ﾊﾙｷ 岡谷北部
今井 史弥(2) 中学生
ｲﾏｲ ﾌﾐﾔ 岡谷北部
伊藤 颯埜(1) 中学生
ｲﾄｳ ｿｳﾔ 岡谷西部中

  X  4.17  4.95   5.12 

 5.47  5.28  5.51   5.82 

5 2   313
 5.12  4.99  4.60

 7.47  7.49  7.45   7.49 

4 3   360
 5.82  5.65  5.70

 7.06  7.83  7.05   7.83 

3 1   359
 7.26  7.25  6.99

 9.19  8.84  8.45   9.39 

2 4   302
 7.66  6.94  7.00

1 5   320
 8.63  8.18  9.39

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子

砲丸投（5㎏）

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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