
《大会コード　　　18200548》

期　日　：　平成30年 5月13日（日）
会　場　：　岡谷市営陸上競技場（岡谷東部中学校庭）

《競技場コード　　１７４０４０》
《公認番号　　９３９０》

審判長　：宮坂　繁
記録主任：町田　超

主　催　：　岡谷市教育委員会/(公財）岡谷市体育協会
　　　　　　  岡谷市陸上競技協会
主　管　：　岡谷市陸上競技協会

風力測定主任：林　甲市

時刻 天候 気温　℃ 湿度％ 風向 風速 気圧 備考

9時00分 曇 16.0℃ 58% 北 0.0

10時00分 曇 17.0℃ 41% 北東 3.0

11時00分 雨 19.0℃ 55% 南西 2.5

12時00分 雨 18.0℃ 68% 南南西 2.0

13時00分 雨 14.0℃ 76% 南南東 2.0

14時00分

15時00分

※午後雨となり、13時20分以降の競技が中止となりました

予・決 記録 所属 従来の記録

決勝 1ｍ15 神明 1ｍ10

予・決 記録 所属 備考

決勝 1ｍ75 岡谷東部

大 会 タ イ 記 録

種　　目 氏　　名

中学男子3年走高跳 小口伸太郎

小学男子5・6年走高跳 津田和樹

平成30年岡谷市民春季陸上競技大会

グランドコンデション記録

この大会で樹立された記

大 会 新 記 録

種　　目 氏　　名



平成30年度岡谷市民春季陸上                                                      

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】182005  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
05/13 中学男子2年  -0.2丸山 大翔(2) 13.50 壬生 新(2) 13.75

100m 中学生･岡谷西部 中学生･岡谷東部
05/13 中村 伊吹(2) 1.25

走高跳 中学生･岡谷南部
05/13 小松 翔太(2) 3.68(-0.3) 壬生 新(2) 3.42(0.0)

走幅跳 中学生･岡谷西部 中学生･岡谷東部
05/13 中学男子3年  -0.9大嶋 利拓(3) 12.71 佐々 海青(3) 12.96 小林 勇輝(3) 13.69

100m 中学生･岡谷西部 中学生･岡谷東部 中学生･岡谷西部
05/13 小口 伸太郎(3) 1.75 小川 楓太(3) 1.50

走高跳 中学生･岡谷東部 中学生･岡谷東部
05/13 岩崎 遼(3) 5.13(-0.1) 佐々 海青(3) 4.38(+0.3) 小川 楓太(3) 4.19(-0.6)

走幅跳 中学生･岡谷西部 中学生･岡谷東部 中学生･岡谷東部
05/13 小学男子1･2  +0.8茅野 佑豊(2) 11.12 海江田 凌史(2) 11.26 鮎澤 知希(2) 11.33 林 秀史郎(2) 11.34 長谷川 蓮乙(2) 11.51 林 俊哉(2) 11.56 国奥 勇翔(2) 11.62 伊藤 翔真(2) 11.63

60m 小学生･小井川 小学生･長地 小学生･小井川 小学生･長地 小学生･長地 小学生･長地 小学生･小井川 小学生･神明
05/13 藤森 裕士(2) 2,32.02 覺前 雄図(2) 2,35.30 平出 桜雅(2) 2,36.21 田畑 真司(1) 2,36.26 中原 悠(2) 2,43.42 小島 旭陽(2) 2,45.17 髙木 隆太郎(2) 2,48.85 宮澤 直均(1) 2,49.63

600m 小学生･岡谷田中 小学生･神明 小学生･長地 小学生･岡谷田中 小学生･上の原 小学生･長地 小学生･上の原 小学生･小井川
05/13 小学男子3･4  +0.6中村 優斗(4) 16.07 幅下 瑶大(3) 16.35 池石 飛星(3) 16.36 上田 悠悟(4) 16.58 中島 絆(3) 16.80 松坂 耀琉(4) 小学生･長地 16.81

100m 小学生･岡谷田中 小学生･長地 小学生･川岸 小学生･神明 小学生･川岸 下平 幸汰(3) 小学生･長地
05/13 永長 直也(4) 3,09.02 今井 力心寿(4) 3,15.30 神津 和教(3) 3,20.28 小嶋 大雅(4) 3,21.12 田畑 泰司(3) 小学生･岡谷田中 3,27.15 宮坂 貴郷(4) 3,35.50 杉浦 翼(3) 3,37.31

800m 小学生･長地 小学生･神明 小学生･小井川 小学生･神明 岡田 和馬(4) 小学生･岡谷田中 小学生･小井川 小学生･岡谷田中
05/13 小学男子5年  -1.5小口 陽喜(5) 15.48 山岡 琉維(5) 15.74 中西 春仁(5) 16.76 池石 吾飛(5) 17.49 斉藤 維吹(5) 17.72 影山 慶人(5) 17.80 黒田 聖七(5) 17.94

100m 小学生･岡谷田中 小学生･岡谷田中 小学生･長地 小学生･川岸 小学生･川岸 小学生･岡谷田中 小学生･神明
05/13 五味 慎之助(1) 4,01.14 高田 透真(5) 4,05.37 上條 大成(5) 4,07.19 松山 朝陽(5) 4,09.44

1000m 小学生･湊 小学生･長地 小学生･川岸 小学生･神明
05/13 窪田 恭太郎(5)3.10(0.0) 笠原 蕗喜(5) 2.78(+0.2) 児野 友哉(5) 2.27(0.0)

走幅跳 小学生･神明 小学生･神明 小学生･神明
05/13 小学男子6年  -1.1花岡 空(6) 15.34 林 峻矢(6) 16.59 山田 澪椰(6) 17.10 河口 碧真(6) 17.39 宮坂 泰成(6) 17.48 松田 哲弥(6) 17.77

100m 小学生･小井川 小学生･神明 小学生･長地 小学生･神明 小学生･神明 小学生･神明
05/13 小島 蒼葉(6) 4,05.26

1000m 小学生･神明
05/13 森 悠人(6) 4.02(+0.5) 早川 隼斗(6) 3.50(+0.1) 山岡 璃玖(6) 3.12(0.0) 北澤 草(6) 2.94(0.0)

走幅跳 小学生･小井川 小学生･神明 小学生･神明 小学生･神明
05/13 中学男子共通 中村 紘大(3) 9.26 片倉 広喜(3) 8.82 新垣 健琉(2) 6.53

砲丸投5㎏ 中学生･岡谷東部 中学生･岡谷西部 中学生･岡谷東部
05/13 小学男子5･6 津田 和樹(6) 1.15

走高跳 小学生･神明



決勝 5月13日  9:50

大会新              10.60

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 -1.8

 1 鮎澤 知希(2) 小学生     11.33  1 伊藤 大晟(2) 小学生     11.62 
ｱﾕｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 小井川 ｲﾄｳ ﾀｲｾｲ 川岸

 2 林 秀史郎(2) 小学生     11.34  2 伊藤 翔真(2) 小学生     11.63 
ﾊﾔｼ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 長地 ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 神明

 3 浅香 勇斗(2) 小学生     12.18  3 下平 蒼空(1) 小学生     11.90 
ｱｻｶ ﾊﾔﾄ 岡谷田中 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｿﾗ 長地

 4 今井 博翔(2) 小学生     12.25  4 傅 才議(2) 小学生     12.34 
ｲﾏｲ ﾋﾛﾄ 神明 ﾌｳ ｻｲｷﾞ 長地

 5 宮澤 悠仁(2) 小学生     12.57  5 白鳥 陽飛(1) 小学生     12.84 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 長地 ｼﾗﾄﾘ ﾊﾙﾄ 岡谷田中

 6 原 愛琉(1) 小学生     12.63 国奥 勇翔(2) 小学生
ﾊﾗ ｱｲﾙ 小井川 ｸﾆｵｸ ﾕｳﾄ 小井川

 7 山田 浩太郎(1) 小学生     12.87 
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 上の原

[ 3組] 風速 -1.1 [ 4組] 風速 -0.5

 1 長谷川 蓮乙(2) 小学生     11.51  1 日室 瑛路(1) 小学生     11.75 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾚﾝﾄ 長地 ﾋﾑﾛ ｴｲｼﾞ 神明

 2 林 俊哉(2) 小学生     11.56  2 守屋 恵翔(2) 小学生     12.07 
ﾊﾔｼ ｼｭﾝﾔ 長地 ﾓﾘﾔ ｹｲﾄ 長地

 3 土屋 颯真(2) 小学生     11.79  3 安仲 誠(1) 小学生     12.11 
ﾂﾁﾔ ｿｳﾏ 岡谷田中 ﾔｽﾅｶ ﾏｺﾄ 小井川

 4 海沼 桜宜(2) 小学生     11.92  4 濱 健太郎(1) 小学生     12.13 
ｶｲﾇﾏ ｵｳｷ 岡谷田中 ﾊﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 長地

 5 宮坂 哲平(2) 小学生     12.74  5 小口 蒼介(1) 小学生     12.39 
ﾐﾔｻｶ ﾃｯﾍﾟｲ 小井川 ｵｸﾞﾁ ｿｳｽｹ 小井川

 6 今井 龍之介(2) 小学生     12.79  6 海沼 龍采(1) 小学生     12.76 
ｲﾏｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 神明 ｶｲﾇﾏ ﾘｭｳｻ 岡谷田中

[ 5組] 風速 +0.4

 1 茅野 佑豊(2) 小学生     11.12 
ﾁﾉ ﾕｳﾄ 小井川

 2 海江田 凌史(2) 小学生     11.26 
ｶｲｴﾀﾞ ﾘｮｳｼﾞ 長地

 3 中西 星仁(2) 小学生     12.22 
ﾅｶﾆｼ ﾎｼﾋﾄ 長地

 4 藤森 晟斗(1) 小学生     12.39 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｷﾄ 神明

 5 横内 一翔(1) 小学生     13.36 
ﾖｺｳﾁ ｲﾁﾄ 岡谷田中

 6 三澤 佳典(1) 小学生     14.16 
ﾐｻﾜ ﾖｼﾉﾘ 長地

2    69

1   318

3   297

6   202

4   159

5   330

6    66

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   278

4   144

1   314

2   163

氏  名 所属名 記録／備考
3   200

3   156

6   232

5    26

1    67

4   296

2   283

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

6    22

2   149

3   334

5   279

所属名 記録／備考
1   276

4   254

3   174

順 ﾚｰﾝ No.

4   323

1   152

2    40

7   234

5   164

6   284

小学男子1･2年

60m                 

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 茅野 佑豊(2) 小学生 小井川     11.12 (+0.4)   5   1
   2 海江田 凌史(2) 小学生 長地     11.26 (+0.4)   5   2
   3 鮎澤 知希(2) 小学生 小井川     11.33 (+0.8)   1   1
   4 林 秀史郎(2) 小学生 長地     11.34 (+0.8)   1   2
   5 長谷川 蓮乙(2) 小学生 長地     11.51 (-1.1)   3   1
   6 林 俊哉(2) 小学生 長地     11.56 (-1.1)   3   2
   7 伊藤 大晟(2) 小学生 川岸     11.62 (-1.8)   2   1
   8 伊藤 翔真(2) 小学生 神明     11.63 (-1.8)   2   2
   9 日室 瑛路(1) 小学生 神明     11.75 (-0.5)   4   1
  10 土屋 颯真(2) 小学生 岡谷田中     11.79 (-1.1)   3   3
  11 下平 蒼空(1) 小学生 長地     11.90 (-1.8)   2   3
  12 海沼 桜宜(2) 小学生 岡谷田中     11.92 (-1.1)   3   4
  13 守屋 恵翔(2) 小学生 長地     12.07 (-0.5)   4   2
  14 安仲 誠(1) 小学生 小井川     12.11 (-0.5)   4   3
  15 濱 健太郎(1) 小学生 長地     12.13 (-0.5)   4   4
  16 浅香 勇斗(2) 小学生 岡谷田中     12.18 (+0.8)   1   3
  17 中西 星仁(2) 小学生 長地     12.22 (+0.4)   5   3
  18 今井 博翔(2) 小学生 神明     12.25 (+0.8)   1   4
  19 傅 才議(2) 小学生 長地     12.34 (-1.8)   2   4
  20 藤森 晟斗(1) 小学生 神明     12.39 (+0.4)   5   4
  20 小口 蒼介(1) 小学生 小井川     12.39 (-0.5)   4   5
  22 宮澤 悠仁(2) 小学生 長地     12.57 (+0.8)   1   5
  23 原 愛琉(1) 小学生 小井川     12.63 (+0.8)   1   6
  24 宮坂 哲平(2) 小学生 小井川     12.74 (-1.1)   3   5
  25 海沼 龍采(1) 小学生 岡谷田中     12.76 (-0.5)   4   6
  26 今井 龍之介(2) 小学生 神明     12.79 (-1.1)   3   6
  27 白鳥 陽飛(1) 小学生 岡谷田中     12.84 (-1.8)   2   5
  28 山田 浩太郎(1) 小学生 上の原     12.87 (+0.8)   1   7
  29 横内 一翔(1) 小学生 岡谷田中     13.36 (+0.4)   5   5
  30 三澤 佳典(1) 小学生 長地     14.16 (+0.4)   5   6
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  159
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小学男子1･2年

60m                 
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考



予選 5月13日 10:30
決勝 5月13日 12:15

大会新              14.71

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速  0.0

 1 中村 優斗(4) 小学生     16.16 q  1 中島 絆(3) 小学生     17.01 q
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 岡谷田中 ﾅｶｼﾞﾏ ｷｽﾞﾅ 川岸

 2 松坂 耀琉(4) 小学生     16.79 q  2 神田 寛大(3) 小学生     17.56 
ﾏﾂｻﾞｶ ｷﾘｭｳ 長地 ｶﾝﾀﾞ ﾋﾛﾄ 岡谷田中

 3 下平 幸汰(3) 小学生     16.84 q  3 宇土 信(4) 小学生     17.95 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｺｳﾀ 長地 ｳﾄﾞ ｼﾝ 神明

 4 松本 陸哉(4) 小学生     17.86  4 小口 遥士(3) 小学生     18.81 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸﾔ 小井川 ｵｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 岡谷田中

 5 北島 健伸(4) 小学生     18.46  5 花岡 李都(3) 小学生     18.90 
ｷﾀｼﾞﾏ ｹﾝｼﾝ 神明 ﾊﾅｵｶ ﾘｲﾁ 長地

 6 深澤 音優(3) 小学生     18.70  6 山田 晃誠(3) 小学生     18.91 
ﾌｶｻﾜ ｵﾄﾔ 川岸 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ 小井川

 7 黒田 悠司(3) 小学生     19.26  7 小松 周悟(3) 小学生     19.28 
ｸﾛﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 神明 ｺﾏﾂ ｼｭｳｺﾞ 神明

[ 3組] 風速 +0.3 [ 4組] 風速 +0.7

 1 池石 飛星(3) 小学生     16.14 q  1 江島 颯(4) 小学生     17.31 
ｲｹｲｼ ﾀｶﾗ 川岸 ｴｼﾞﾏ ﾊﾔﾃ 岡谷田中

 2 宮下 凌空(4) 小学生     17.92  2 春日 将太朗(3) 小学生     17.41 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｸ 長地 ｶｽｶﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 上の原

 3 村田 千晃(4) 小学生     18.47  3 小林 宇宙(4) 小学生     17.95 
ﾑﾗﾀ ﾁｱｷ 岡谷田中 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 川岸

 4 竹下 涼雅(4) 小学生     18.65  4 小平 奏太(4) 小学生     17.97 
ﾀｹｼﾀ ﾘｮｳｶﾞ 小井川 ｺﾀﾞｲﾗ ｿｳﾀ 神明

 5 平林 瑛人(3) 小学生     18.71  5 酒井 聖直(4) 小学生     18.29 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｴｲﾄ 岡谷田中 ｻｶｲ ｾﾅ 長地

 6 河越 俐仁(3) 小学生     19.60  6 小口 藍丸(4) 小学生     18.34 
ｶﾜｺﾞｴ ﾘﾋﾄ 神明 ｵｸﾞﾁ ﾗﾝﾏﾙ 小井川

 7 濱 響介(3) 小学生     22.64  7 田中 湧時(3) 小学生     20.01 
ﾊﾏ ｷｮｳｽｹ 神明 ﾀﾅｶ ﾕｳｼﾞ 長地

[ 5組] 風速 -0.7 [ 6組] 風速 -0.2

 1 上田 悠悟(4) 小学生     16.93 q  1 幅下 瑶大(3) 小学生     16.70 q
ｳｴﾀﾞ ﾕｳｺﾞ 神明 ﾊﾊﾞｼﾀ ﾖｳﾀ 長地

 2 山田 駿斗(4) 小学生     17.17  2 真寿田 和(3) 小学生     17.44 
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾔﾄ 川岸 ﾏｽﾀﾞ ﾔﾏﾄ 小井川

 3 小口 深徳(4) 小学生     17.97  3 宮澤 歩(3) 小学生     17.47 
ｵｸﾞﾁ ﾐﾉﾘ 岡谷田中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 岡谷田中

 4 倉根 豪(3) 小学生     18.79  4 宮坂 瑠星(4) 小学生     17.96 
ｸﾗﾈ ｺﾞｳ 神明 ﾐﾔｻｶ ﾘｭｳｾｲ 岡谷田中

 5 守屋 莉杜(4) 小学生     18.86  5 古川 颯太(4) 小学生     18.21 
ﾓﾘﾔ ﾘﾄ 長地 ﾌﾙｶﾜ ｿｳﾀ 神明

 6 網倉 瑛士(3) 小学生     18.87  6 河手 陽翔(3) 小学生     18.53 
ｱﾐｸﾗ ｴｲｼﾞ 神明 ｶﾜﾃ ﾊﾙﾄ 長地

 7 木下 蒼生(3) 小学生     19.24  7 北澤 健(3) 小学生     20.50 
ｷﾉｼﾀ ｱｵｲ 上の原 ｷﾀｻﾞﾜ ｹﾝ 神明

[ 7組] 風速 -1.3

 1 小松 和滉(4) 小学生     17.68 
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾋﾛ 長地

 2 加室 覇気(3) 小学生     17.70 
ｶﾑﾛ ﾊｯｷ 上の原

 3 船坂 琉華(3) 小学生     19.44 
ﾌﾅｻｶ ﾙｶ 神明

 4 笠原 喜柊(3) 小学生     19.80 
ｶｻﾊﾗ ｷｼｭ 神明

 5 渡辺 優(4) 小学生     19.90 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 長地
白鳥 悠飛(4) 小学生
ｼﾗﾄﾘ ﾕｳﾄ 岡谷田中

1   293

4    23
欠場

3   211

6   249

5   307

2   177

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   166 1   194

7   192 3   333

6   312 7   242

3   210 4    62

4    48 2    61

5   269 6   136

1   215 5   290
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

5   187 7   295

1   251 2   142

2    19 1   311

6   133 4   220

4    36 5   267

3   324 3   171

7   262 6    58
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

6   237 6   225

7   265 1   146

4   195 2   331

2   139 7    46

5   335 4   252

1   302 5    44

3    35 3   261

小学男子3･4年

100m                

予選 通過基準  7組  0着 + 7 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



風速 +0.6

 1 中村 優斗(4) 小学生     16.07 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 岡谷田中

 2 幅下 瑶大(3) 小学生     16.35 
ﾊﾊﾞｼﾀ ﾖｳﾀ 長地

 3 池石 飛星(3) 小学生     16.36 
ｲｹｲｼ ﾀｶﾗ 川岸

 4 上田 悠悟(4) 小学生     16.58 
ｳｴﾀﾞ ﾕｳｺﾞ 神明

 5 中島 絆(3) 小学生     16.80 
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｽﾞﾅ 川岸

 6 松坂 耀琉(4) 小学生     16.81 
ﾏﾂｻﾞｶ ｷﾘｭｳ 長地

 6 下平 幸汰(3) 小学生     16.81 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｺｳﾀ 長地

7   335

1   261

5   302

3   262

6   215

2    35

4   290

小学男子3･4年

100m                
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 5月13日 11:05
決勝 5月13日 12:25

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 -0.9

 1 山岡 琉維(5) 小学生     15.22 q  1 小口 陽喜(5) 小学生     14.67 q
ﾔﾏｵｶ ﾙｲ 岡谷田中 ｵｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 岡谷田中

 2 池石 吾飛(5) 小学生     16.48 q  2 中西 春仁(5) 小学生     15.98 q
ｲｹｲｼ ｱｽﾞﾄ 川岸 ﾅｶﾆｼ ﾊﾙﾋﾄ 長地

 3 影山 慶人(5) 小学生     16.99 q  3 斉藤 維吹(5) 小学生     16.95 q
ｶｹﾞﾔﾏ ｹｲﾄ 岡谷田中 ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 川岸

 4 黒田 聖七(5) 小学生     17.34 q  4 増澤 文俊(5) 小学生     17.54 
ｸﾛﾀﾞ ｾﾅ 神明 ﾏｽｻﾞﾜ ﾌﾐﾄｼ 神明

 5 濱 翔哉(5) 小学生     17.57  5 伊藤 輝星(5) 小学生     17.56 
ﾊﾏ ｼｮｳﾔ 神明 ｲﾄｳ ｷﾗ 神明

 6 矢沢 遼馬(5) 小学生     18.09  6 安江 逢希(5) 小学生     18.04 
ﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 長地 ﾔｽｴ ｱｲｷ 長地
石川 悠翔(5) 小学生  7 渋谷 朋也(5) 小学生     21.12 
ｲｼｶﾜ ﾊﾙﾄ 長地 ｼﾌﾞﾔ ﾄﾓﾔ 長地

風速 -1.5

 1 小口 陽喜(5) 小学生     15.48 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 岡谷田中

 2 山岡 琉維(5) 小学生     15.74 
ﾔﾏｵｶ ﾙｲ 岡谷田中

 3 中西 春仁(5) 小学生     16.76 
ﾅｶﾆｼ ﾊﾙﾋﾄ 長地

 4 池石 吾飛(5) 小学生     17.49 
ｲｹｲｼ ｱｽﾞﾄ 川岸

 5 斉藤 維吹(5) 小学生     17.72 
ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 川岸

 6 影山 慶人(5) 小学生     17.80 
ｶｹﾞﾔﾏ ｹｲﾄ 岡谷田中

 7 黒田 聖七(5) 小学生     17.94 
ｸﾛﾀﾞ ｾﾅ 神明

1   238

7   264

6    73

3   298

5   263

記録／備考
4    45

2    54

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6   299 1   310
欠場

2   287 3   339

5   186 2   255

7   238 4   208

3    73 6   264

4   263 7   298

1    54 5    45

小学男子5年

100m                

予選 通過基準  2組  0着 + 7 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



決勝 5月13日 12:35

風速 -1.1

 1 花岡 空(6) 小学生     15.34 
ﾊﾅｵｶ ｿﾗ 小井川

 2 林 峻矢(6) 小学生     16.59 
ﾊﾔｼ ｼｭﾝﾔ 神明

 3 山田 澪椰(6) 小学生     17.10 
ﾔﾏﾀﾞ ﾚｲﾔ 長地

 4 河口 碧真(6) 小学生     17.39 
ｶﾜｸﾞﾁ ｱｵﾏ 神明

 5 宮坂 泰成(6) 小学生     17.48 
ﾐﾔｻｶ ﾀｲｾｲ 神明

 6 松田 哲弥(6) 小学生     17.77 
ﾏﾂﾀﾞ ﾃﾂﾔ 神明

小学男子6年

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   160

5   189

6   316

1   250

2   246

3   216



決勝 5月13日 11:35

 1 藤森 裕士(2) 小学生   2,32.02 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳﾄ 岡谷田中

 2 覺前 雄図(2) 小学生   2,35.30 
ｶｸﾏｴ ﾕｳﾄ 神明

 3 平出 桜雅(2) 小学生   2,36.21 
ﾋﾗｲﾃﾞ ｵｳｶﾞ 長地

 4 田畑 真司(1) 小学生   2,36.26 
ﾀﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 岡谷田中

 5 中原 悠(2) 小学生   2,43.42 
ﾅｶﾊﾗ ﾕｳ 上の原

 6 小島 旭陽(2) 小学生   2,45.17 
ｺｼﾞﾏ ｱｻﾋ 長地

 7 髙木 隆太郎(2) 小学生   2,48.85 
ﾀｶｷﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 上の原

 8 宮澤 直均(1) 小学生   2,49.63 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅｵﾋﾄ 小井川

 9 林 冬雅(2) 小学生   2,54.23 
ﾊﾔｼ ﾄｳｶﾞ 川岸
古川 陽翔(2) 小学生
ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙﾄ 長地

9   257

4   322
欠場

7   165

8   153

1   169

10   304

6   289

5    31

3    25

2   185

小学男子1･2年

600m                

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月13日 12:50

 1 永長 直也(4) 小学生   3,09.02 
ﾅｶﾞｵｻ ﾅｵﾔ 長地

 2 今井 力心寿(4) 小学生   3,15.30 
ｲﾏｲ ﾘｷﾄ 神明

 3 神津 和教(3) 小学生   3,20.28 
ｺｳｽﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 小井川

 4 小嶋 大雅(4) 小学生   3,21.12 
ｺｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 神明

 5 田畑 泰司(3) 小学生   3,27.15 
ﾀﾊﾞﾀ ﾀｲｼ 岡谷田中

 5 岡田 和馬(4) 小学生   3,27.15 
ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 岡谷田中

 7 宮坂 貴郷(4) 小学生   3,35.50 
ﾐﾔｻｶ ﾀｶﾄ 小井川

 8 杉浦 翼(3) 小学生   3,37.31 
ｽｷﾞｳﾗ ﾂﾊﾞｻ 岡谷田中

 9 笠原 悠司(4) 小学生   3,48.20 
ｶｻﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 岡谷田中

10 大畑 優真(3) 小学生   3,48.61 
ｵｵﾊﾀ ﾕｳﾏ 神明
武田 尚希(4) 小学生
ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ 神明

小学男子3･4年

800m                

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   336

9   231

7   135

11   221

6    29

10    68

3   158

8    42

1   197
欠場

4    65

5   206



決勝 5月13日 13:40

 1 五味 慎之助(1) 小学生   4,01.14 
ｺﾞﾐ ｼﾝﾉｽｹ 湊

 2 高田 透真(5) 小学生   4,05.37 
ﾀｶﾀﾞ ﾄｳﾏ 長地

 3 上條 大成(5) 小学生   4,07.19 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀﾞｲｾｲ 川岸

 4 松山 朝陽(5) 小学生   4,09.44 
ﾏﾂﾔﾏ ｱｻﾋ 神明

小学男子5年

1000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   340

3   321

1   266

4   217



決勝 5月13日 13:40

 1 小島 蒼葉(6) 小学生   4,05.26 
ｺｼﾞﾏ ｱｵﾊﾞ 神明

所属名 記録／備考
5   223

小学男子6年

1000m               

決勝

順 No. 氏  名



決勝 5月13日  9:30

大会新               1.10

津田 和樹(6) 小学生 大会新
ﾂﾀﾞ ｶｽﾞｷ 神明

小学男子5･6年 

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 m95 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 記録 備考
1 1   203

O O O  1.15XO XXO XXX



決勝 5月13日  9:20

窪田 恭太郎(5) 小学生   2.96   3.10   2.85    3.10 
ｸﾎﾞﾀ ｷｮｳﾀﾛｳ 神明   +0.4    0.0    0.0     0.0
笠原 蕗喜(5) 小学生    X   2.78   2.74    2.78 
ｶｻﾊﾗ ﾙｷ 神明   +0.2    0.0    +0.2
児野 友哉(5) 小学生    X    X   2.27    2.27 
ﾁｺﾞﾉ ﾕｳﾔ 神明    0.0     0.0

小学男子5年

走幅跳              

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

3 2   228

1 3   243

2 1   248



決勝 5月13日  9:20

森 悠人(6) 小学生   3.87   4.02   3.82    4.02 
ﾓﾘ ﾕｳﾄ 小井川   +0.3   +0.5    0.0    +0.5
早川 隼斗(6) 小学生   3.42   3.50   3.35    3.50 
ﾊﾔｶﾜ ﾊﾔﾄ 神明   +0.2   +0.1   +0.1    +0.1
山岡 璃玖(6) 小学生    X    X   3.12    3.12 
ﾔﾏｵｶ ﾘｸ 神明    0.0     0.0
北澤 草(6) 小学生   2.60   2.81   2.94    2.94 
ｷﾀｻﾞﾜ ｿｳ 神明   +0.2   +0.2    0.0     0.0

小学男子6年

走幅跳              

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 2   138

2 3   209

3 1   229

4 4   193



決勝 5月13日 12:00

大会新              12.30

風速 -0.2

 1 丸山 大翔(2) 中学生     13.50 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ 岡谷西部

 2 壬生 新(2) 中学生     13.75 
ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ 岡谷東部
上田 航(2) 中学生
ｳｴﾀﾞ ﾜﾀﾙ 岡谷西部

2     6
欠場

4    11

3    87

中学男子2年

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月13日 12:05

風速 -0.9

 1 大嶋 利拓(3) 中学生     12.71 
ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 岡谷西部

 2 佐々 海青(3) 中学生     12.96 
ｻｻ ｶｲｾｲ 岡谷東部

 3 小林 勇輝(3) 中学生     13.69 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 岡谷西部

中学男子3年

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4     7

2     5

3   100



決勝 5月13日 10:00

大会新               1.60

中村 伊吹(2) 中学生
ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷南部

 1.25XO XXX

記録 備考
1 1   115

O O XXO

1m20 1m25 1m30

中学男子2年

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m10 1m15



決勝 5月13日 10:00

1m70 1m75 1m80
小口 伸太郎(3) 中学生 - - - - - - - O O O 大会タイ
ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 岡谷東部 XO XO XXX
小川 楓太(3) 中学生 O O O O O XO XXO XXX
ｵｶﾞﾜ ﾌｳﾀ 岡谷東部

中学男子3年

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m20 1m25

備考

1 2    92
 1.75

1m30 1m35 1m40 1m45 1m50

2 1    90
 1.50

1m60 1m65
記録

1m55



決勝 5月13日 11:30

大会新               5.58

壬生 新(2) 中学生    X    X    -   3.42    X   2.80
ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ 岡谷東部    0.0   -0.3     0.0
小松 翔太(2) 中学生   3.68   3.42    X    X    -    -
ｺﾏﾂ ｼｮｳﾀ 岡谷西部   -0.3    0.0    -0.3

中学男子2年

走幅跳              

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
2    87

1     8



決勝 5月13日 11:30

岩崎 遼(3) 中学生   5.13   4.84    -    -    -    -    5.13 
ｲﾜｻｷ ﾘｮｳ 岡谷西部   -0.1    0.0    -0.1
佐々 海青(3) 中学生    X   4.38    -    X    -    -    4.38 
ｻｻ ｶｲｾｲ 岡谷東部   +0.3    +0.3
小川 楓太(3) 中学生   3.88   4.12   4.15   4.10    X   4.19    4.19 
ｵｶﾞﾜ ﾌｳﾀ 岡谷東部   -0.1   +0.2    0.0   -1.2   -0.6    -0.6

中学男子3年

走幅跳              

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

3 3    90

1 2    10

2 1   100



決勝 5月13日 13:00

中村 紘大(3) 中学生
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 岡谷東部
片倉 広喜(3) 中学生
ｶﾀｸﾗ ﾋﾛｷ 岡谷西部
新垣 健琉(2) 中学生
ｱﾗｶｷ ﾀｹﾙ 岡谷東部

中学男子共通

砲丸投5㎏           

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 3    81

 8.81  9.26  9.08  8.20  8.19  8.21   9.26 

2 2     2
 8.19  8.82  8.05

3 1    88
 5.19  6.53  6.23  5.85  5.61   X   6.53 

 8.10  8.51  8.55   8.82 
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