
期日 平成29年6月18日（日）
会場 茅野市運動公園陸上競技場
主催 富士見町教育委員会、NPO法人富士見町体育協会
主管

総務 森山　高志
審判長 小林　初美
記録主任 葛城　光一

この大会で樹立された記録

項目 クラス 種目 氏名 所属 記録 従来の記録
大会新 中学女子 800m 阿部 真奈美 富士見中(2)     2分26秒27 2分28秒67
大会新 中学女子 800m 川口 ののは 富士見中(2)     2分27秒83 2分28秒67
大会新 中学女子 2.3年ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 田中 胡桃 富士見中(2) 24m88 23m08
大会新 小学男子 3年4x100m 眞道 珠羽 富士見小 1分06秒84 1分08秒53 

野口 海燕
平林 來

岡本 勢良
大会新 中学女子 4ｘ100m 名取 未希(3) 富士見中 56秒17 56秒80

越川 えり(1)
望月 莉子(2)
小林 舞香(3)

グラウンドコンディション

時刻 天候 風向 風速(m/sec.) 気温(℃) 湿度(%)
 9:00 曇り ー 0  22.0 47.0
10:00 曇り 北 0.7  22.5 46.0
11:00 曇り 北東 0.3  23.0 45.0
12:00 曇り 北東 1.5  23.5 42.0
13:00 曇り 東南東 1.4  24.0 41.0
14:00 曇り 北東 0.5  23.7 43.0

第46回富士見町陸上競技選手県大会

公式記録集



第68回諏訪市スポーツ祭陸上競技大会
第46回富士見町陸上競技選手権大会

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
06/18 小学1年男  +0.2田中 翔大(1) 11.82 五味 晟埜(1) 11.91 五味 陸也(1) 12.44 上嶋 岳(1) 12.74 小平 佑(1) 13.42 小林 未明(1) 13.45 保坂 新(1) 14.02

60m 富里･富士見小 木之間･富士見小 小六･境小 烏帽子･境小 南原山･富士見小 信濃境･境小 富士見台･富士見小
06/18 小学2年男  +0.4西本 昌平(2) 10.80 名取 煌成(2) 10.89 樋口 直人(2) 11.36 堀内 創太(2) 11.86 小林 寛太(2) 11.89 小林 亮太(2) 11.98 有賀 史恩(2) 12.07 野本 瑛太(2) 12.39

60m 神戸･富士見小 富士見･富士見小 新田･本郷小 富士見･富士見小 松目･富士見小 栗生･富士見小 南原山･富士見小 桜ヶ丘･本郷小
06/18 小学3年男 野口 海燕(3) 16.60 岡本 勢良(3) 16.71 平林 來(3) 16.82 小池 俊輔(3) 17.16 眞道 珠羽(3) 17.45 植松 翔(3) 17.85 雨宮 伊吹(3) 17.99 水野 大河(3) 18.22

100m 富士見･富士見小 富士見･富士見小 富士見台･富士見小 立沢･本郷小 富里･富士見小 立沢･本郷小 新田･本郷小 先達･境小
06/18 富士見小     1,06.84 本郷小     1,13.07

4x100m 眞道 珠羽(3) GR 北原 悠真(3)
野口 海燕(3) 五味 空(3)
平林 來(3) 植松 翔(3)
岡本 勢良(3) 雨宮 伊吹(3)

06/18 雨宮 伊吹(3) 15,25
3km 新田･本郷小

06/18 小学4年男 間島 琉斗(4) 16.03 鈴木 縁(4) 16.38 髙橋 崇大(4) 17.47 植松 碧志(4) 17.57 野本 龍之丞(4) 17.74 小林 睦(4) 18.14 三井 大知(4) 18.22 名取 駿(4) 18.52
100m 原の茶屋･富士見小 乙事･本郷小 新田･本郷小 新田･本郷小 桜ヶ丘･本郷小 高森･境小 乙事･本郷小 富士見台･富士見小

功力 悠浬(4)
池袋･境小

06/18 名取 駿(4) 2.82(0.0) 窪田 琉真(4) 2.78(+0.1) 小林 睦(4) 2.72(0.0) 功力 悠浬(4) 2.42(-0.8)
走幅跳 富士見台･富士見小 塚平･富士見小 高森･境小 池袋･境小

06/18 本郷小     1,10.25
4x100m 三井 大知(4)

髙橋 崇大(4)
野本 龍之丞(4)
植松 碧志(4)

06/18 小林 睦(4) 13,12 野本 龍之丞(4) 13,59 植松 碧志(4) 15,17 功力 悠浬(4) 16,38
3km 高森･境小 桜ヶ丘･本郷小 新田･本郷小 池袋･境小

06/18 小学5年男   0.0小林 一真(5) 15.78 石原 浬(5) 16.11 小林 勇翔(5) 16.20 樋口 威佐久(5) 16.51 矢沢 柊(5) 16.52 笠原 禅汰(5) 16.54 深町 東世(5) 16.93 水野 日向(5) 17.40
100m 松目･富士見小 富里･富士見小 栗生･富士見小 南原山･富士見小 立沢･本郷小 高森･境小 信濃境･境小 先達･境小

06/18 小林 裕太郎(5)3.44(+0.4) 平出 光晟(5) 3.41(0.0) 石原 浬(5) 3.30(0.0) 小林 勇翔(5) 3.12(0.0) 樋口 威佐久(5)3.11(0.0) 笠原 禅汰(5) 3.09(0.0) 深町 東世(5) 2.88(+0.4) 水野 日向(5) 2.71(-1.1)
走幅跳 先達･境小 信濃境･境小 富里･富士見小 栗生･富士見小 南原山･富士見小 高森･境小 信濃境･境小 先達･境小

06/18 富士見小     1,04.00 境小     1,07.03
4x100m 石原 浬(5) 深町 東世(5)

小林 勇翔(5) 小林 裕太郎(5)
樋口 威佐久(5) 水野 日向(5)
小林 一真(5) 平出 光晟(5)

06/18 平出 光晟(5) 12,32 小林 勇翔(5) 12,35 深町 東世(5) 12,46 水野 日向(5) 12,48 有賀 巧(5) 13,39 小林 一真(5) 14,28
3km 信濃境･境小 栗生･富士見小 信濃境･境小 先達･境小 富里･富士見小 松目･富士見小

06/18 小学6年男 窪田 怜真(6) 12,27 植松 朔丸(6) 16,43
3km 桜ヶ丘･本郷小 新田･本郷小

06/18 中学1年男  -0.2名取 勇人(1) 13.73 窪田 翔真(1) 14.50 矢沢 佑真(1) 15.22
100m 富士見台･富士見中 塚平･富士見中 南原山･富士見中

06/18 田所 夢大郎(1) 4,51.23 小平 悟(1) 5,20.80 植松 大志(1) 5,38.30
1500m 立沢･富士見中 南原山･富士見中 立沢･富士見中



第68回諏訪市スポーツ祭陸上競技大会
第46回富士見町陸上競技選手権大会

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
06/18 中2.3年男  -0.2小林 海(2) 12.69 野中 大地(2) 13.34

100m 高森･富士見中 新田･富士見中
06/18 小林 正依(2) 4,48.21

1500m 木の間･富士見中
06/18 中共通男  -0.1名取 勇人(1) 28.50 小平 悟(1) 29.76

200m 富士見台･富士見中 南原山･富士見中
06/18 小林 海(2) 5.24(+0.8) 野中 大地(2) 4.97(-0.2) 矢沢 佑真(1) 3.46(-0.1)

走幅跳 高森･富士見中 新田･富士見中 南原山･富士見中
06/18 富士見中(A)       52.89 富士見中(B)       57.33

4x100m 窪田 翔真(1) 小平 悟(1)
野中 大地(2) 小林 正依(2)
名取 勇人(1) 矢沢 佑真(1)
小林 海(2) 田所 夢大郎(1)

06/18 田所 夢大郎(1) 10,35 植松 大志(1) 12,11
3km 立沢･富士見中 立沢･富士見中

06/18 50未満男  +0.7小池 龍也 13.60 名取 克典 14.89
100m 立沢 新田

06/18 名取 淳三 3.36(+0.7)
走幅跳 松目

06/18 小池 龍也 6.93
砲丸投 立沢

06/18 50以上男  +0.7斎藤 忠守 16.03 田所 吉太郎 16.08
100m 桜ヶ丘 立沢

06/18 斎藤 忠守 3.45(+0.1)
走幅跳 桜ヶ丘

06/18 斎藤 忠守 13,31 田所 吉太郎 14,23
3km 桜ヶ丘 立沢



決勝 6月18日 11:20

大会新  (GR )       10.22

風速 +0.4

 1 西本 昌平(2) 神戸     10.80 
ﾆｼﾓﾄ ｼｮｳﾍｲ 富士見小

 2 名取 煌成(2) 富士見     10.89 
ﾅﾄﾘ ｺｳｾｲ 富士見小

 3 樋口 直人(2) 新田     11.36 
ﾋｸﾞﾁ ﾅｵﾄ 本郷小

 4 堀内 創太(2) 富士見     11.86 
ﾎﾘｳﾁ ｿｳﾀ 富士見小

 5 小林 寛太(2) 松目     11.89 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ 富士見小

 6 小林 亮太(2) 栗生     11.98 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 富士見小

 7 有賀 史恩(2) 南原山     12.07 
ｱﾙｶﾞ  ｼｵﾝ 富士見小

 8 野本 瑛太(2) 桜ヶ丘     12.39 
ﾉﾓﾄ ｴｲﾀ 本郷小

 9 名取 陽向(2) 新田     12.71 
ﾅﾄﾘ ﾋﾅﾀ 本郷小

決勝 6月18日 11:00

大会新  (GR )       11.05

風速 +0.2

 1 田中 翔大(1) 富里     11.82 
ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 富士見小

 2 五味 晟埜(1) 木之間     11.91 
ｺﾞﾐ ｾｲﾔ 富士見小

 3 五味 陸也(1) 小六     12.44 
ｺﾞﾐ ﾘｸﾔ 境小

 4 上嶋 岳(1) 烏帽子     12.74 
ｶﾐｼﾞﾏ ｶﾞｸ 境小

 5 小平 佑(1) 南原山     13.42 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾀｽｸ 富士見小

 6 小林 未明(1) 信濃境     13.45 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾊﾙ 境小

 7 保坂 新(1) 富士見台     14.02 
ﾎｻｶ ｱﾗﾀ 富士見小

7    39

4    15

1    13

2    62

6    21

5    46

3    66

小学1年男子

60m                 

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

小学2年男子

60m                 

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    53

3    31

4    82

9    36

7    57

1    55

5    27

8    79

2    80



決勝 6月18日 10:15

大会新  (GR )       13.07

風速 +0.7

 1 小池 龍也     13.60 
ｺｲｹ ﾀﾂﾔ 立沢

 2 名取 克典     14.89 
ﾅﾄﾘ ｶﾂﾉﾘ 新田
矢澤 恵一
ﾔｻﾞﾜ ｹｲｲﾁ 信濃境

決勝 6月18日 10:15

大会新  (GR )       15.01

風速 +0.7

 1 斎藤 忠守     16.03 
ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞﾓﾘ 桜ヶ丘

 2 田所 吉太郎     16.08 
ﾀﾄﾞｺﾛ ｷﾁﾀﾛｳ 立沢
神崎 実
ｺｳｻﾞｷ ﾐﾉﾙ 塚平

4   131
欠場

3   143

2   141

50未満男子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

50以上男子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   142
欠場

5   144

7   145



決勝 6月18日 12:45

大会新  (JR )       16.20

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 -0.5

 1 野口 海燕(3) 富士見     16.60  1 岡本 勢良(3) 富士見     16.71 
ﾉｸﾞﾁ ｶｲｴﾝ 富士見小 ｵｶﾓﾄ ｾﾗ 富士見小

 2 平林 來(3) 富士見台     16.82  2 小池 俊輔(3) 立沢     17.16 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾗｲ 富士見小 ｺｲｹ ｼｭﾝｽｹ 本郷小

 3 眞道 珠羽(3) 富里     17.45  3 植松 翔(3) 立沢     17.85 
ｼﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ 富士見小 ｳｴﾏﾂ ｶｹﾙ 本郷小

 4 雨宮 伊吹(3) 新田     17.99  4 柳沢 旭飛(3) 高森     18.35 
ｱﾒﾐﾔ ｲﾌﾞｷ 本郷小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｻﾋ 境小

 5 水野 大河(3) 先達     18.22  5 細川 雅晴(3) 若宮     18.71 
ﾐｽﾞﾉ ﾀｲｶﾞ 境小 ﾎｿｶﾜ ﾏｻﾊﾙ 富士見小

 6 五味 空(3) 新田     18.26 井上 瑛太(3) 栗生
ｺﾞﾐ ｿﾗ 本郷小 ｲﾉｳｴ ｴｲﾀ 富士見小
北原 悠真(3) 立沢
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾏ 本郷小

   1 野口 海燕(3) 富士見 富士見小     16.60 (-0.3)   1   1
   2 岡本 勢良(3) 富士見 富士見小     16.71 (-0.5)   2   1
   3 平林 來(3) 富士見台富士見小     16.82 (-0.3)   1   2
   4 小池 俊輔(3) 立沢 本郷小     17.16 (-0.5)   2   2
   5 眞道 珠羽(3) 富里 富士見小     17.45 (-0.3)   1   3
   6 植松 翔(3) 立沢 本郷小     17.85 (-0.5)   2   3
   7 雨宮 伊吹(3) 新田 本郷小     17.99 (-0.3)   1   4
   8 水野 大河(3) 先達 境小     18.22 (-0.3)   1   5
   9 五味 空(3) 新田 本郷小     18.26 (-0.3)   1   6
  10 柳沢 旭飛(3) 高森 境小     18.35 (-0.5)   2   4
  11 細川 雅晴(3) 若宮 富士見小     18.71 (-0.5)   2   5

決勝 6月18日 13:15

大会新  (GR )       15.00

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 -0.1

 1 間島 琉斗(4) 原の茶屋     16.03  1 髙橋 崇大(4) 新田     17.47 
ﾏｼﾏ ﾘｭｳﾄ 富士見小 ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ 本郷小

 2 鈴木 縁(4) 乙事     16.38  2 小林 睦(4) 高森     18.14 
ｽｽﾞｷ ｴﾆｼ 本郷小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 境小

 3 植松 碧志(4) 新田     17.57  3 三井 大知(4) 乙事     18.22 
ｳｴﾏﾂ ｱｵｼ 本郷小 ﾐﾂｲ ﾀﾞｲﾁ 本郷小

 4 野本 龍之丞(4) 桜ヶ丘     17.74  4 名取 駿(4) 富士見台     18.52 
ﾉﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 本郷小 ﾅﾄﾘ ｼｭﾝ 富士見小

 5 功力 悠浬(4) 池袋     18.52  5 髙野 空(4) 南原山     18.67 
ｸﾇｷﾞ ﾕｳﾘ 境小 ﾀｶﾉ ｿﾗ 富士見小

 6 窪田 琉真(4) 塚平     19.21 
ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳﾏ 富士見小

   1 間島 琉斗(4) 原の茶屋富士見小     16.03 (-0.4)   1   1
   2 鈴木 縁(4) 乙事 本郷小     16.38 (-0.4)   1   2
   3 髙橋 崇大(4) 新田 本郷小     17.47 (-0.1)   2   1
   4 植松 碧志(4) 新田 本郷小     17.57 (-0.4)   1   3
   5 野本 龍之丞(4) 桜ヶ丘 本郷小     17.74 (-0.4)   1   4
   6 小林 睦(4) 高森 境小     18.14 (-0.1)   2   2
   7 三井 大知(4) 乙事 本郷小     18.22 (-0.1)   2   3
   8 名取 駿(4) 富士見台富士見小     18.52 (-0.1)   2   4
   8 功力 悠浬(4) 池袋 境小     18.52 (-0.4)   1   5
  10 髙野 空(4) 南原山 富士見小     18.67 (-0.1)   2   5
  11 窪田 琉真(4) 塚平 富士見小     19.21 (-0.4)   1   6

小学3年男子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2    25

8    30

6    40

順

7   100

3   102

4    10

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    71

ﾚｰﾝ

7    93

3    84

5     1

2    65

6    73
欠場

タイムレース

5    81
欠場

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
   30
   71
   40
   93
   25
   84

   65

  102
   10
  100
    1

小学4年男子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
4    70

5    76

2    20

7    86

記録／備考
5    74

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

   16

3    96

6    68

6

2    343    78

4    24

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
   70
   76
   74
   86
   78
   16

   68

   96
   34
   20
   24



決勝 6月18日 13:35

大会新  (JR )       14.10

風速  0.0

 1 小林 一真(5) 松目     15.78 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 富士見小

 2 石原 浬(5) 富里     16.11 
ｲｼﾊﾗ ｶｲﾘ 富士見小

 3 小林 勇翔(5) 栗生     16.20 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 富士見小

 4 樋口 威佐久(5) 南原山     16.51 
ﾋｸﾞﾁ ｲｻｸ 富士見小

 5 矢沢 柊(5) 立沢     16.52 
ﾔｻﾞﾜ ｼｭｳ 本郷小

 6 笠原 禅汰(5) 高森     16.54 
ｶｻﾊﾗ ｾﾞﾝﾀ 境小

 7 深町 東世(5) 信濃境     16.93 
ﾌｶﾏﾁ ﾄｳｾｲ 境小

 8 水野 日向(5) 先達     17.40 
ﾐｽﾞﾉ ﾋｭｳｶﾞ 境小

決勝 6月18日 13:40

大会新  (JR )       13.20

風速

三井 颯也(6) 乙事
ﾐﾂｲ ｿｳﾔ 本郷小 欠場

小学6年男子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    95

小学5年男子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8    58

6    52

2    56

4    44

3    77

5    22

7    12

9     9



決勝 6月18日 10:05

大会新  (JR )       11.80

風速 -0.2

 1 小林 海(2) 高森     12.69 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 富士見中

 2 野中 大地(2) 新田     13.34 
ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 富士見中

決勝 6月18日 10:05

大会新  (GR )       12.50

風速 -0.2

 1 名取 勇人(1) 富士見台     13.73 
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 富士見中

 2 窪田 翔真(1) 塚平     14.50 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 富士見中

 3 矢沢 佑真(1) 南原山     15.22 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 富士見中

6   123

5   111

中2.3年男子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

中学1年男子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   110

3   112

2   126



決勝 6月18日 14:00

大会新  (GR )       24.09

風速 -0.1

 1 名取 勇人(1) 富士見台     28.50 
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 富士見中

 2 小平 悟(1) 南原山     29.76 
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄﾙ 富士見中
窪田 翔真(1) 塚平
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 富士見中

決勝 6月18日  9:10

 1 田所 夢大郎(1) 立沢   4,51.23 
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ 富士見中

 2 小平 悟(1) 南原山   5,20.80 
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄﾙ 富士見中

 3 植松 大志(1) 立沢   5,38.30 
ｳｴﾏﾂ ﾀｲｼ 富士見中

決勝 6月18日  9:10

 1 小林 正依(2) 木の間   4,48.21 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲ 富士見中
植松 孝太(3) 立沢
ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 富士見中

3   126
欠場

2   112

4   124

中共通男子

200m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

6   122

7   119

中2.3年男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

中学1年男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   118

4   116

5   124



決勝 6月18日 14:35

大会新  (GR )     1,01.40

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 富士見小    52 石原 浬(5)   1,04.00 

ﾌｼﾞﾐｼｮｳ ｲｼﾊﾗ ｶｲﾘ
   56 小林 勇翔(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ
   44 樋口 威佐久(5)

ﾋｸﾞﾁ ｲｻｸ
   58 小林 一真(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ
 2   5 境小    12 深町 東世(5)   1,07.03 

ｻｶｲｼｮｳ ﾌｶﾏﾁ ﾄｳｾｲ
   14 小林 裕太郎(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾛｳ
    9 水野 日向(5)

ﾐｽﾞﾉ ﾋｭｳｶﾞ
    5 平出 光晟(5)

ﾋﾗｲﾃﾞ ｺｳｾｲ

決勝 6月18日 14:35

中学新  (GR )     1,03.13

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 本郷小    96 三井 大知(4)   1,10.25 

ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳ ﾐﾂｲ ﾀﾞｲﾁ
   74 髙橋 崇大(4)

ﾀｶﾊｼ ｿｳﾀ
   78 野本 龍之丞(4)

ﾉﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ
   86 植松 碧志(4)

ｳｴﾏﾂ ｱｵｼ

決勝 6月18日 14:35

大会新  (GR )     1,08.53

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 富士見小    25 眞道 珠羽(3)   1,06.84 

ﾌｼﾞﾐｼｮｳ ｼﾝﾄﾞｳ ｼｭｳ 大会新
   30 野口 海燕(3)

ﾉｸﾞﾁ ｶｲｴﾝ
   40 平林 來(3)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾗｲ
   71 岡本 勢良(3)

ｵｶﾓﾄ ｾﾗ
 2   3 本郷小    81 北原 悠真(3)   1,13.07 

ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳ ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾏ
  100 五味 空(3)

ｺﾞﾐ ｿﾗ
   84 植松 翔(3)

ｳｴﾏﾂ ｶｹﾙ
  102 雨宮 伊吹(3)

ｱﾒﾐﾔ ｲﾌﾞｷ

小学5年男子

4x100m              

決勝

小学4年男子

決勝

4x100m              

決勝

小学3年男子

4x100m              



決勝 6月18日 14:55

大会新  (GR )       47.05

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 富士見中(A)   126 窪田 翔真(1)     52.89 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳA ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ
  111 野中 大地(2)

ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ
  112 名取 勇人(1)

ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ
  123 小林 海(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ
 2   7 富士見中(B)   124 小平 悟(1)     57.33 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳB ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄﾙ
  122 小林 正依(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲ
  110 矢沢 佑真(1)

ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ
  116 田所 夢大郎(1)

ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ

中共通男子

4x100m              

決勝



決勝 6月18日  9:00

大会新  (GR )        4.13

小林 裕太郎(5) 先達    X   3.44   3.11    3.44 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾛｳ 境小   +0.4    0.0    +0.4
平出 光晟(5) 信濃境   3.27   3.28   3.41    3.41 
ﾋﾗｲﾃﾞ ｺｳｾｲ 境小    0.0   -0.4    0.0     0.0
石原 浬(5) 富里   3.25   3.30    X    3.30 
ｲｼﾊﾗ ｶｲﾘ 富士見小   +0.5    0.0     0.0
小林 勇翔(5) 栗生   3.02   3.12    X    3.12 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 富士見小    0.0    0.0     0.0
樋口 威佐久(5) 南原山   3.11   2.92    X    3.11 
ﾋｸﾞﾁ ｲｻｸ 富士見小    0.0    0.0     0.0
笠原 禅汰(5) 高森   2.80   3.09    X    3.09 
ｶｻﾊﾗ ｾﾞﾝﾀ 境小    0.0    0.0     0.0
深町 東世(5) 信濃境   2.77   2.88   2.67    2.88 
ﾌｶﾏﾁ ﾄｳｾｲ 境小    0.0   +0.4   +0.1    +0.4
水野 日向(5) 先達   2.69   2.56   2.71    2.71 
ﾐｽﾞﾉ ﾋｭｳｶﾞ 境小    0.0    0.0   -1.1    -1.1

決勝 6月18日  9:00

大会新  (GR )        3.87

名取 駿(4) 富士見台   2.62    X   2.82    2.82 
ﾅﾄﾘ ｼｭﾝ 富士見小    0.0    0.0     0.0
窪田 琉真(4) 塚平   2.60   2.66   2.78    2.78 
ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳﾏ 富士見小    0.0   +0.8   +0.1    +0.1
小林 睦(4) 高森   2.72   2.62   2.65    2.72 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 境小    0.0   -0.3   +0.1     0.0
功力 悠浬(4) 池袋   2.42    X    X    2.42 
ｸﾇｷﾞ ﾕｳﾘ 境小   -0.8    -0.8

4 3    20

2 4    68

3 1    16

記録 備考
1 2    34

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

小学4年男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

小学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- 記録 備考
1 8    14

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

2 2     5

3 7    52

4 6    56

5 4    44

8 3     9

6 5    22

7 1    12



決勝 6月18日  9:00

大会新  (GR )        5.95

小林 海(2) 高森   4.86   5.24   5.17    5.24 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 富士見中   -0.4   +0.8   -0.1    +0.8
野中 大地(2) 新田   4.97   4.70   4.92    4.97 
ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 富士見中   -0.2   +0.2   -1.0    -0.2
矢沢 佑真(1) 南原山   3.46   3.40   2.93    3.46 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 富士見中   -0.1   +0.8   -0.1    -0.1

決勝 6月18日  9:00

大会新  (GR )        4.56

名取 淳三   3.17   3.21   3.36    3.36 
ﾅﾄﾘ ｼﾞｭﾝｿﾞｳ 松目    0.0    0.0   +0.7    +0.7

決勝 6月18日  9:00

大会新  (GR )        3.86

斎藤 忠守   3.36   3.40   3.45    3.45 
ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞﾓﾘ 桜ヶ丘    0.0   -0.4   +0.1    +0.1

記録 備考
1 1   144

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

50以上男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

50未満男子

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   140

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

中共通男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 2   123

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

2 3   111

3 1   110



決勝 6月18日  9:30

小池 龍也
ｺｲｹ ﾀﾂﾔ 立沢

50未満男子

砲丸投(7.261kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -5- -6-

 6.76  6.71

記録 備考
1 1   143

 6.93   6.93 

-3- -4-



決勝 6月18日 15:00

大会新  (GR )       12,23

 1 雨宮 伊吹(3) 新田     15,25 
ｱﾒﾐﾔ ｲﾌﾞｷ 本郷小
柳沢 旭飛(3) 高森
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｻﾋ 境小

決勝 6月18日 15:00

大会新  (GR )       11,55

 1 小林 睦(4) 高森     13,12 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 境小

 2 野本 龍之丞(4) 桜ヶ丘     13,59 
ﾉﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 本郷小

 3 植松 碧志(4) 新田     15,17 
ｳｴﾏﾂ ｱｵｼ 本郷小

 4 功力 悠浬(4) 池袋     16,38 
ｸﾇｷﾞ ﾕｳﾘ 境小
鈴木 縁(4) 乙事
ｽｽﾞｷ ｴﾆｼ 本郷小

決勝 6月18日 15:00

大会新  (JR )       11,15

 1 平出 光晟(5) 信濃境     12,32 
ﾋﾗｲﾃﾞ ｺｳｾｲ 境小

 2 小林 勇翔(5) 栗生     12,35 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 富士見小

 3 深町 東世(5) 信濃境     12,46 
ﾌｶﾏﾁ ﾄｳｾｲ 境小

 4 水野 日向(5) 先達     12,48 
ﾐｽﾞﾉ ﾋｭｳｶﾞ 境小

 5 有賀 巧(5) 富里     13,39 
ｱﾙｶﾞ ﾀｸﾐ 富士見小

 6 小林 一真(5) 松目     14,28 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 富士見小
樋口 威佐久(5) 南原山
ﾋｸﾞﾁ ｲｻｸ 富士見小

欠場

2   102

1     1

小学3年男子

3km                 

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

小学4年男子

3km                 

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    16

5    78

3    86

欠場

2    20

1    76

小学5年男子

3km                 

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4     5

7    56

2    12

6     9

3    29

5    44
欠場

1    58



決勝 6月18日 15:00

大会新  (GR )       10,23

 1 窪田 怜真(6) 桜ヶ丘     12,27 
ｸﾎﾞﾀ ﾚｲﾏ 本郷小

 2 植松 朔丸(6) 新田     16,43 
ｳｴﾏﾂ ｻｸﾏﾙ 本郷小

決勝 6月18日 15:00

大会新  (GR )       10,04

 1 田所 夢大郎(1) 立沢     10,35 
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ 富士見中

 2 植松 大志(1) 立沢     12,11 
ｳｴﾏﾂ ﾀｲｼ 富士見中
小林 正依(2) 木の間
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲ 富士見中
植松 孝太(3) 立沢
ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 富士見中

決勝 6月18日 15:00

大会新  (GR )       11,00

 1 斎藤 忠守     13,31 
ｻｲﾄｳ ﾀﾀﾞﾓﾘ 桜ヶ丘

 2 田所 吉太郎     14,23 
ﾀﾄﾞｺﾛ ｷﾁﾀﾛｳ 立沢
神崎 実
ｺｳｻﾞｷ ﾐﾉﾙ 塚平

2   142
欠場

1   144

3   145

50以上男子

3km                 

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   101

1    87

記録／備考

小学6年男子

3km                 

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   119

中共通男子

3km                 

決勝

順 No. 氏  名 所属名

欠場

2   122
欠場

1   116

3   118


