
《大会コード　　　19170548》

期　日　：　2019年5月12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 ：森　安夫

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 晴 18.0℃ 17% 北北西 0.1

10時00分 晴 25.0℃ 10% 東 0.1

11時00分 晴 27.5℃ 10% 北 0.2

12時00分 晴 33.0℃ 30% 北東 0.1

13時00分 晴 24.5℃ 30% 北東 0.1

14時00分

15時00分

予・決 記録 所属 従来の記録

決勝 1.15ｍ 岡谷東部中 －

決勝 1.49ｍ 岡谷東部中 1.40ｍ

決勝 3.00ｍ 神明小 －

決勝 3.02ｍ 長地小 -

決勝 3.15ｍ 長地小 -

決勝 4.64ｍ 岡谷東部中 4.49ｍ

予・決 記録 所属 備考

決勝 1.40ｍ 岡谷東部中 -

グランドコンデション記録

この大会で樹立された記録

中学１年女子走高跳 長門里奈

笠原蕗喜

吉水麻紀

小澤由愛

長門杏実

大 会 タ イ 記 録

種　　目 氏　　名

中学３年女子走高跳 宮坂優羽奈

2019年岡谷市民春季陸上競技大会

大 会 新 記 録

種　　目

中学３年女子走幅跳

氏　　名

中学２年女子走高跳 千葉琉莉

小学５・６年男子走幅跳

小学３・４年女子走幅跳

小学５・６年女子走幅跳



2019年度岡谷市民春季陸上競技大会
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

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
05/12 中学3年男子  +0.1丸山 大翔(3) 12.28 壬生 新(3) 12.62 新垣 健琉(3) 13.12 小松 翔太(3) 13.80 三島 心人(3) 14.84

100m 中学生･岡谷西部 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部 中学生･岡谷東部中
05/12  +2.2丸山 大翔(3) 25.33

200m 中学生･岡谷西部
05/12 伊藤 晴希(3) 4,49.28 小松 悟一(3) 4,56.38

1500m 中学生･岡谷西部 小学生･岡谷北部中
05/12 中村 伊吹(3) 1.50

走高跳 中学生･岡谷南部中
05/12 壬生 新(3) 4.93(+1.0) 小松 翔太(3) 4.41(+1.5)

走幅跳 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部
05/12 小学6年男子  +0.7小口 陽喜(6) 14.06 山岡 琉維(6) 14.30 中西 春仁(6) 14.83 池石 吾飛(6) 15.55 濱 翔哉(6) 15.76 伊藤 輝星(6) 16.97 増澤 文俊(6) 17.39

100m 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･川岸小 小学生･神明小 小学生･神明小 小学生･神明小
05/12 臼井 裕太郎(6) 3,46.08 五味 慎之助(6) 3,49.88

1000m 小学生･長地小 小学生･湊小
05/12 岡谷田中小     1,01.68 神明小(A)     1,06.40 神明小(B)     1,07.27

4×100mR 小口 陽喜(6) 笠原 蕗喜(6) 児野 友哉(6)
馬場 志高(6) 中野 皐輝(6) 増澤 文俊(6)
江島 颯(5) 窪田 恭太郎(6) 伊藤 輝星(6)
中村 優斗(5) 丸山 竜矢(6) 濱 翔哉(6)

05/12 小学3･4年男  +0.5幅下 瑶大(4) 15.40 池石 飛星(4) 15.70 真寿田 和(4) 15.90 神田 寛大(4) 16.21 下平 幸汰(4) 16.60 佐藤 叶寅(3) 16.61 春日 将太朗(4) 16.84
100m 小学生･長地小 小学生･川岸小 小学生･小井川小 小学生･岡谷田中小 小学生･長地小 小学生･岡谷田中小 小学生･上の原小

05/12 濵 颯介(4) 3,02.16 田畑 泰司(4) 3,05.22 小口 遥士(4) 3,06.14 山中 陽太(4) 3,14.48 藤森 裕士(3) 3,18.22 岸田 陸斗(3) 3,21.78 両角 奏樹(3) 3,28.97 覺前 雄図(3) 3,40.75
800m 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･岡谷田中小 小学生･神明小 小学生･長地小 小学生･神明小

05/12 岡谷田中小     1,07.93 小井川小     1,09.55 神明小(C)     1,13.99 神明小(A)     1,14.22 川岸小     1,16.13 神明小(B)     1,17.09
4×100mR 杉浦 翼(4) 鮎澤 知希(3) 花岡 伍龍(4) 覺前 雄図(3) 横内 佑都(3) 濵 惺也(4)

平林 瑛人(4) 宮坂 哲平(3) 小松 周悟(4) 今井 龍之介(3) 藤森 太一(3) 倉根 豪(4)
宮澤 歩(4) 武井 翔大(3) 笠原 喜柊(4) 今井 博翔(3) 伊藤 大晟(3) 池石 吾飛(6)
神田 寛大(4) 茅野 佑豊(3) 林 諒弥(4) 伊藤 翔真(3) 宮澤 悠(3) 濵 颯介(4)

05/12 小学1･2年男  +1.1下平 蒼空(2) 11.06 小口 拓也(2) 11.24 濱 健太郎(2) 11.26 安仲 誠(2) 11.52 黒田 諒弥(2) 11.73 山田 橙和(1) 11.83 横内 璃空夢(2) 11.85
60m 小学生･長地小 小学生･小井川小 小学生･長地小 小学生･小井川小 小学生･長地小 小学生･小井川小 小学生･長地小

05/12 日室 瑛路(2) 2,24.43 小口 蒼介(2) 2,24.75 田畑 真司(2) 2,27.95 花岡 大地(2) 2,37.64 手島 秀斗(2) 2,40.76 依田 彪汰(1) 2,43.40 伊久美 好汰(1) 2,43.40 原 愛琉(2) 2,45.97
600m 小学生･神明小 小学生･小井川小 小学生･岡谷田中小 小学生･小井川小 小学生･神明小 小学生･神明小 小学生･岡谷田中小 小学生･小井川小

05/12 小学5年男子  +0.8中村 優斗(5) 15.41 江島 颯(5) 16.29 森川 瑛斗(5) 16.40 宮下 凌空(5) 16.80 山田 駿斗(5) 16.84 岩佐 雅寿(5) 17.05 宇土 信(5) 17.35
100m 小学生･岡谷田中小 小学生･岡谷田中小 小学生･神明小 小学生･長地小 小学生･川岸小 小学生･小井川小 小学生･神明小

05/12 松本 陸哉(5) 4,01.40 宮坂 貴郷(5) 4,04.67 笠原 悠司(5) 4,25.77
1000m 小学生･小井川小 小学生･小井川小 小学生･岡谷田中小

05/12 中学1年男子  +2.3上田 隼(1) 14.18 山田 光太朗(1) 16.60
100m 中学生･岡谷西部 中学生･岡谷東部中

05/12  +2.2中島 健太(1) 33.30
200m 中学生･岡谷西部

05/12 中学2年男子  +2.3三澤 煌明(2) 13.27 横山 勇磨(2) 13.28
100m 中学生･岡谷西部 中学生･岡谷西部

05/12  +2.2宮坂 志一(2) 27.38 横山 勇磨(2) 27.60 三澤 煌明(2) 28.03
200m 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部 中学生･岡谷西部

05/12 村瀬 貴哉(2) 5,17.27
1500m 中学生･岡谷南部中

05/12 宮坂 志一(2) 1.45
走高跳 中学生･岡谷東部中

05/12 中学共通男子 上田 航(3) 9.02 新垣 健琉(3) 7.75
砲丸投5kg 中学生･岡谷西部 中学生･岡谷東部中

05/12 岡谷西部       49.93 岡谷東部中       52.50
4×100mR 横山 勇磨(2) 新垣 健琉(3)

伊藤 晴希(3) 宮坂 志一(2)
三澤 煌明(2) 三島 心人(3)
丸山 大翔(3) 壬生 新(3)

05/12 小学5･6年男 笠原 蕗喜(6) 3.00(+1.0) 児野 友哉(6) 2.68(+1.0)
走幅跳 小学生･神明小 小学生･神明小



予選 5月12日  9:25
予選
決勝 5月12日 11:20
決勝

大会新              10.60

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 -0.1

 1 濱 健太郎(2) 小学生     11.40 q  1 小口 拓也(2) 小学生     11.26 q
ﾊﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 長地小 ｵｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 小井川小

 2 安仲 誠(2) 小学生     11.48 q  2 山田 浩太郎(2)小学生     11.91 
ﾔｽﾅｶ ﾏｺﾄ 小井川小 ﾔﾏﾀﾞ  ｺｳﾀﾛｳ 上の原小

 3 藤森 晟斗(2) 小学生     11.80  3 濵 楓也(2) 小学生     12.19 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱｷﾄ 神明小 ﾊﾏ ﾌｳﾔ 神明小

 4 小林 拓真(2) 小学生     12.00  4 山田 倖聖(2) 小学生     12.53 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 岡谷田中小 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ 長地小

 5 味澤 伶武(1) 小学生     12.74  5 山﨑 礼大(1) 小学生     12.70 
ｱｼﾞｻﾜ ﾚﾌ 岡谷田中小 ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲﾀ 岡谷田中小

 6 宮下 功暉(1) 小学生     13.08  6 三澤 佳典(2) 小学生     13.10 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｷ 長地小 ﾐｻﾜ ﾖｼﾉﾘ 長地小

 7 伊藤 陽(2) 小学生     13.42 
ｲﾄｳ ﾖｳ 長地小

[ 3組] 風速 +1.2 [ 4組] 風速 +1.9

 1 下平 蒼空(2) 小学生     11.22 q  1 黒田 諒弥(2) 小学生     11.71 q
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｿﾗ 長地小 ｸﾛﾀ ﾘｮｳﾔ 長地小

 2 横内 璃空夢(2)小学生     11.75 q  2 山田 橙和(1) 小学生     11.78 q
ﾖｺｳﾁ ﾘｱﾑ 長地小 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｳﾜ 小井川小

 3 小河内 暖(2) 小学生     12.21  3 金澤 光希(2) 小学生     12.44 
ｵｶﾞﾜｳﾁ ﾊﾙ 小井川小 ｶﾅｻﾞﾜ ｺｳｷ 神明小

 4 小松 禅(2) 小学生     12.49  4 遠藤 櫂(2) 小学生     12.73 
ｺﾏﾂ ｾﾞﾝ 神明小 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｲ 岡谷田中小

 5 小口 碧羽(1) 小学生     12.78  5 髙木 彰太(1) 小学生     12.85 
ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 岡谷田中小 ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ 上の原小

 6 和出 悠杜(2) 小学生     13.32  6 風間 瑛太(1) 小学生     12.99 
ﾜﾃﾞ ﾕｳﾄ 長地小 ｶｻﾞﾏ ｴｲﾀ 長地小

風速 +1.1

 1 下平 蒼空(2) 小学生     11.06 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｿﾗ 長地小

 2 小口 拓也(2) 小学生     11.24 
ｵｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 小井川小

 3 濱 健太郎(2) 小学生     11.26 
ﾊﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 長地小

 4 安仲 誠(2) 小学生     11.52 
ﾔｽﾅｶ ﾏｺﾄ 小井川小

 5 黒田 諒弥(2) 小学生     11.73 
ｸﾛﾀ ﾘｮｳﾔ 長地小

 6 山田 橙和(1) 小学生     11.83 
ﾔﾏﾀﾞ ﾄｳﾜ 小井川小

 7 横内 璃空夢(2)小学生     11.85 
ﾖｺｳﾁ ﾘｱﾑ 長地小

7   220

1    64

3    80

6   207

4   171

2   218

5    60

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2    84
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1    45

3    64

5   142

記録／備考
4   207

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

1   175

順
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4    63
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3   218

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3   223
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1   204

4    94

2   103

5    60
ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

1   211

順

2     2

3   117

4    26

6    80

5   171
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学1･2年男子

60m                 

予選 通過基準  4組  0着 + 7 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

所属名 記録／備考 記録／備考



決勝 5月12日 11:05
決勝

大会新            2,20.00

 1 日室 瑛路(2) 小学生   2,24.43 
ﾋﾑﾛ ｴｲｼﾞ 神明小

 2 小口 蒼介(2) 小学生   2,24.75 
ｵｸﾞﾁ ｿｳｽｹ 小井川小

 3 田畑 真司(2) 小学生   2,27.95 
ﾀﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 岡谷田中小

 4 花岡 大地(2) 小学生   2,37.64 
ﾊﾅｵｶ ﾀﾞｲﾁ 小井川小

 5 手島 秀斗(2) 小学生   2,40.76 
ﾃｼﾏ ｼｭｳﾄ 神明小

 6 依田 彪汰(1) 小学生   2,43.40 
ﾖﾀﾞ ﾀｹﾙ 神明小

 7 伊久美 好汰(1)小学生   2,43.40 
ｲｸﾐ ｺｳﾀ 岡谷田中小

 8 原 愛琉(2) 小学生   2,45.97 
ﾊﾗ ｱｲﾙ 小井川小

 9 小野 駈(2) 小学生   2,46.31 
ｵﾉ ｶｹﾙ 岡谷田中小

10 茅野 颯志(2) 小学生   2,48.83 
ﾁﾉ ｿｳｼ 長地小

11 窪寺 晶太(2) 小学生   2,52.28 
ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ｼｮｳﾀ 神明小

12 濵 眞都(2) 小学生   2,52.50 
ﾊﾏ ﾏﾅﾄ 神明小
加藤 佑典(2) 小学生
ｶﾄｳ ﾕｳｽｹ 小井川小

2    77
欠場

5   101

1   215

7   141

13    27

8    48

12    68

3   150

9   131

10    14

No. 氏  名 所属名 記録／備考

4    76

11   116

6    61

小学1･2年男子

600m                

決勝

順



予選 5月12日 10:05
予選
決勝 5月12日 11:55
決勝

大会新              14.71

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +1.6

 1 下平 幸汰(4) 小学生     16.76 q  1 池石 飛星(4) 小学生     16.00 q
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｺｳﾀ 長地小 ｲｹｲｼ ﾀｶﾗ 川岸小

 2 武井 翔大(3) 小学生     17.58  2 佐藤 叶寅(3) 小学生     16.46 q
ﾀｹｲ ｼｮｳﾀ 小井川小 ｻﾄｳ ｷｮｳﾄﾗ 岡谷田中小

 3 佐原 伶音(4) 小学生     17.93  3 山田 晃誠(4) 小学生     17.34 
ｻﾊﾗ ﾚｵﾝ 川岸小 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ 小井川小

 4 角 隆旗(3) 小学生     17.95  4 林 秀史郞(3) 小学生     17.72 
ｽﾐ ﾘｭｳｷ 長地小 ﾊﾔｼ ｼｭｳｼﾞﾛｳ 長地小

 5 中西 星仁(3) 小学生     19.38  5 長谷川 蓮乙(3)小学生     18.43 
ﾅｶﾆｼ  ﾎｼﾋﾄ 長地小 ﾊｾｶﾞﾜ ﾚﾝﾄ 長地小

 6 風間 陸(3) 小学生     19.48  6 傅 才議(3) 小学生     18.77 
ｶｻﾞﾏ ﾘｸ 岡谷田中小 ﾌｳ ｻｲｷﾞ 長地小
木下 蒼生(4) 小学生  7 宮澤 悠(3) 小学生     20.54 
ｷﾉｼﾀ ｱｵｲ 上の原小 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳ 川岸小

[ 3組] 風速 +0.4 [ 4組] 風速 +1.1

 1 真寿田 和(4) 小学生     16.03 q  1 幅下 瑶大(4) 小学生     15.60 q
ﾏｽﾀﾞ ﾔﾏﾄ 小井川小 ﾊﾊﾞｼﾀ  ﾖｳﾀ 長地小

 2 春日 将太朗(4)小学生     16.76 q  2 神田 寛大(4) 小学生     16.15 q
ｶｽｶﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 上の原小 ｶﾝﾀﾞ ﾋﾛﾄ 岡谷田中小

 3 林 俊哉(3) 小学生     17.29  3 茅野 佑豊(3) 小学生     16.84 
ﾊﾔｼ  ｼｭﾝﾔ 長地小 ﾁﾉ ﾕｳﾄ 小井川小

 4 浅香 勇斗(3) 小学生     18.37  4 伊藤 大晟(3) 小学生     18.45 
ｱｻｶ ﾊﾔﾄ 岡谷田中小 ｲﾄｳ ﾀｲｾｲ 川岸小

 5 藤森 太一(3) 小学生     18.97  5 今井 龍之介(3)小学生     19.51 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲﾁ 川岸小 ｲﾏｲ ﾘｭｳﾉｽｹ 神明小

 6 武居 慧剛(4) 小学生     19.41  6 武居 諒眞(3) 小学生     21.04 
ﾀｹｲ ｹｲｺﾞ 長地小 ﾀｹｲ ﾘｮｳﾏ 長地小

 7 宮坂 哲平(3) 小学生     19.66 
ﾐﾔｻｶ ﾃｯﾍﾟｲ 小井川小

[ 5組] 風速 +1.3

 1 小林 優真(4) 小学生     16.93 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 岡谷田中小

 2 鮎澤 知希(3) 小学生     16.94 
ｱﾕｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 小井川小

 3 横内 佑都(3) 小学生     18.17 
ﾖｺｳﾁ ﾕｳﾄ 川岸小

 4 伊藤 翔真(3) 小学生     18.41 
ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ 神明小

 5 手島 紋(3) 小学生     18.63 
ﾃｼﾏ ﾓﾝ 長地小

 6 花岡 李都(4) 小学生     19.00 
ﾊﾅｵｶ  ﾘｲﾁ 長地小

 7 濱 響介(4) 小学生     20.24 
ﾊﾏ ｷｮｳｽｹ 神明小

風速 +0.5

 1 幅下 瑶大(4) 小学生     15.40 
ﾊﾊﾞｼﾀ  ﾖｳﾀ 長地小

 2 池石 飛星(4) 小学生     15.70 
ｲｹｲｼ ﾀｶﾗ 川岸小

 3 真寿田 和(4) 小学生     15.90 
ﾏｽﾀﾞ ﾔﾏﾄ 小井川小

 4 神田 寛大(4) 小学生     16.21 
ｶﾝﾀﾞ ﾋﾛﾄ 岡谷田中小

 5 下平 幸汰(4) 小学生     16.60 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｺｳﾀ 長地小

 6 佐藤 叶寅(3) 小学生     16.61 
ｻﾄｳ ｷｮｳﾄﾗ 岡谷田中小

 7 春日 将太朗(4)小学生     16.84 
ｶｽｶﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 上の原小

小学3･4年男子

100m                

予選 通過基準  5組  0着 + 7 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 記録／備考
1   219

4    51

    6

3   163

7   216

6    86
欠場

順 ﾚｰﾝ

5   192

2

6   166

4    37

5   173

   65

3   191

氏  名 所属名 記録／備考
2   157

No.

7   180

1

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ順

5    22

4   156

1   187

7   179

6    56

3    92

記録／備考
5   184

3    24

所属名No. 氏  名

6    75

2   169

4   134

1   186

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2    71

1    25

5    81

3   168

4   152

記録／備考

7   109

2   200

6   217

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
5   184

2   157

3    56

4    24

1    92

7   219

6    37



決勝 5月12日 12:30
決勝

大会新            2,54.41

 1 濵 颯介(4) 小学生   3,02.16 
ﾊﾏ ｿｳｽｹ 神明小

 2 田畑 泰司(4) 小学生   3,05.22 
ﾀﾊﾞﾀ ﾀｲｼ 岡谷田中小

 3 小口 遥士(4) 小学生   3,06.14 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 岡谷田中小

 4 山中 陽太(4) 小学生   3,14.48 
ﾔﾏﾅｶ ﾖｳﾀ 長地小

 5 藤森 裕士(3) 小学生   3,18.22 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳﾄ 岡谷田中小

 6 岸田 陸斗(3) 小学生   3,21.78 
ｷｼﾀﾞ ﾘｸﾄ 神明小

 7 両角 奏樹(3) 小学生   3,28.97 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｿｳｷ 長地小

 8 覺前 雄図(3) 小学生   3,40.75 
ｶｸﾏｴ ﾕｳﾄ 神明小

 9 平林 律輝(3) 小学生   3,44.60 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘﾂｷ 岡谷田中小

10 髙木 隆太郎(3)小学生   3,44.61 
ﾀｶｷﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 上の原小

11 今井 大晴(3) 小学生   3,51.14 
ｲﾏｲ ﾀｲｾｲ 上の原小
神津 和教(4) 小学生
ｺｳﾂﾞ ｶｽﾞﾉﾘ 小井川小

小学3･4年男子

800m                

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
12   100

9    12

11    29

7   205

1     9

10   143

3   182

8   106

5     4

4    83

2    95

6    55
欠場



決勝 5月12日 13:20

大会新(GR)        1,03.77

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 岡谷田中小    23 杉浦 翼(4)   1,07.93 

ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳ ｽｷﾞｳﾗ ﾂﾊﾞｻ
    5 平林 瑛人(4)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｴｲﾄ
   42 宮澤 歩(4)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾑ
   24 神田 寛大(4)

ｶﾝﾀﾞ ﾋﾛﾄ
 2   4 小井川小    81 鮎澤 知希(3)   1,09.55 

ｵｲｶﾜｼｮｳ ｱﾕｻﾞﾜ ﾄﾓｷ
   71 宮坂 哲平(3)

ﾐﾔｻｶ ﾃｯﾍﾟｲ
   51 武井 翔大(3)

ﾀｹｲ ｼｮｳﾀ
   75 茅野 佑豊(3)

ﾁﾉ ﾕｳﾄ
 3   3 神明小(C)   147 花岡 伍龍(4)   1,13.99 

ｼﾝﾒｲｼｮｳC ﾊﾅｵｶ ｳﾘｭｳ
  129 小松 周悟(4)

ｺﾏﾂ ｼｭｳｺﾞ
  146 笠原 喜柊(4)

ｶｻﾊﾗ ｷｼｭ
  110 林 諒弥(4)

ﾊﾔｼ ﾏｻﾔ
 4   1 神明小(A)   106 覺前 雄図(3)   1,14.22 

ｼﾝﾒｲｼｮｳA ｶｸﾏｴ ﾕｳﾄ
  134 今井 龍之介(3)

ｲﾏｲ ﾘｭｳﾉｽｹ
  136 今井 博翔(3)

ｲﾏｲ ﾋﾛﾄ
  152 伊藤 翔真(3)

ｲﾄｳ ｼｮｳﾏ
 5   6 川岸小   168 横内 佑都(3)   1,16.13 

ｶﾜｷﾞｼｼｮｳ ﾖｺｳﾁ ﾕｳﾄ
  156 藤森 太一(3)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲﾁ
  169 伊藤 大晟(3)

ｲﾄｳ ﾀｲｾｲ
  166 宮澤 悠(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳ
 6   5 神明小(B)   102 濵 惺也(4)   1,17.09 

ｼﾝﾒｲｼｮｳB ﾊﾏ ｾｲﾔ
  121 倉根 豪(4)

ｸﾗﾈ ｺﾞｳ
  158 池石 吾飛(6)

ｲｹｲｼ ｱｽﾞﾄ
  100 濵 颯介(4)

ﾊﾏ ｿｳｽｹ

小学3･4年男子

4×100mR

決勝



決勝 5月12日 12:05

大会新              14.10

風速 +0.8

 1 中村 優斗(5) 小学生     15.41 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 岡谷田中小

 2 江島 颯(5) 小学生     16.29 
ｴｼﾞﾏ ﾊﾔﾃ 岡谷田中小

 3 森川 瑛斗(5) 小学生     16.40 
ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾄ 神明小

 4 宮下 凌空(5) 小学生     16.80 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｸ 長地小

 5 山田 駿斗(5) 小学生     16.84 
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾔﾄ 川岸小

 6 岩佐 雅寿(5) 小学生     17.05 
ｲﾜｻ ﾏｻﾄｼ 小井川小

 7 宇土 信(5) 小学生     17.35 
ｳﾄﾞ ｼﾝ 神明小

7   149

3    74

6   161

1   124

No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   210

2    17

4    38

小学5年男子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ



決勝 5月12日  9:20

笠原 蕗喜(6) 小学生   2.94   2.97   3.00    3.00 
ｶｻﾊﾗ ﾙｷ 神明小   +1.0   +0.8   +1.0    +1.0
児野 友哉(6) 小学生    X   2.50   2.68    2.68 
ﾁｺﾞﾉ ﾕｳﾔ 神明小   +0.8   +1.0    +1.0

1 2   145

2 1   132

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

小学5･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-



決勝 5月12日 12:45

大会新            3,34.23

 1 松本 陸哉(5) 小学生   4,01.40 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸﾔ 小井川小

 2 宮坂 貴郷(5) 小学生   4,04.67 
ﾐﾔｻｶ ﾀｶﾄ 小井川小

 3 笠原 悠司(5) 小学生   4,25.77 
ｶｻﾊﾗ ﾕｳｼﾞ 岡谷田中小

2    43

1    57

3    73

小学5年男子

1000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 5月12日 10:45
決勝 5月12日 12:15
決勝

大会新              13.57

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +3.7

 1 山岡 琉維(6) 小学生     14.45 q  1 小口 陽喜(6) 小学生     13.96 q
ﾔﾏｵｶ ﾙｲ 岡谷田中小 ｵｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 岡谷田中小

 2 中西 春仁(6) 小学生     14.99 q  2 池石 吾飛(6) 小学生     15.37 q
ﾅｶﾆｼ ﾊﾙﾋﾄ 長地小 ｲｹｲｼ ｱｽﾞﾄ 川岸小

 3 濱 翔哉(6) 小学生     15.42 q  3 増澤 文俊(6) 小学生     17.33 q
ﾊﾏ ｼｮｳﾔ 神明小 ﾏｽｻﾞﾜ ﾌﾐﾄｼ 神明小

 4 伊藤 輝星(6) 小学生     16.96 q  4 澁谷 朋也(6) 小学生     19.03 
ｲﾄｳ ｷﾗ 神明小 ｼﾌﾞﾔ ﾄﾓﾔ 長地小

風速 +0.7

 1 小口 陽喜(6) 小学生     14.06 
ｵｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 岡谷田中小

 2 山岡 琉維(6) 小学生     14.30 
ﾔﾏｵｶ ﾙｲ 岡谷田中小

 3 中西 春仁(6) 小学生     14.83 
ﾅｶﾆｼ ﾊﾙﾋﾄ 長地小

 4 池石 吾飛(6) 小学生     15.55 
ｲｹｲｼ ｱｽﾞﾄ 川岸小

 5 濱 翔哉(6) 小学生     15.76 
ﾊﾏ ｼｮｳﾔ 神明小

 6 伊藤 輝星(6) 小学生     16.97 
ｲﾄｳ ｷﾗ 神明小

 7 増澤 文俊(6) 小学生     17.39 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾌﾐﾄｼ 神明小

1   120

7   107

6   154

3   193

2   158

記録／備考
4    28

5    36

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4   154 5   172

2   107 4   120

3   193 3   158

5    36 2    28

小学6年男子

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12日 12:45

大会新            3,21.34

 1 臼井 裕太郎(6)小学生   3,46.08 
ｳｽｲ ﾕｳﾀﾛｳ 長地小

 2 五味 慎之助(6)小学生   3,49.88 
ｺﾞﾐ ｼﾝﾉｽｹ 湊小

4   221

5   224

小学6年男子

1000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月12日 13:25

大会新              57.50

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 岡谷田中小    28 小口 陽喜(6)   1,01.68 

ｵｶﾔﾀﾅｶｼｮｳ ｵｸﾞﾁ ﾊﾙｷ
    8 馬場 志高(6)

ﾊﾞﾊﾞ ｼｺｳ
   38 江島 颯(5)

ｴｼﾞﾏ ﾊﾔﾃ
   17 中村 優斗(5)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ
 2   4 神明小(A)   145 笠原 蕗喜(6)   1,06.40 

ｼﾝﾒｲｼｮｳA ｶｻﾊﾗ ﾙｷ
  118 中野 皐輝(6)

ﾅｶﾉ ｺｳｷ
  140 窪田 恭太郎(6)

ｸﾎﾞﾀ ｷｮｳﾀﾛｳ
  144 丸山 竜矢(6)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ
 3   2 神明小(B)   132 児野 友哉(6)   1,07.27 

ｼﾝﾒｲｼｮｳB ﾁｺﾞﾉ ﾕｳﾔ
  120 増澤 文俊(6)

ﾏｽｻﾞﾜ ﾌﾐﾄｼ
  154 伊藤 輝星(6)

ｲﾄｳ ｷﾗ
  107 濱 翔哉(6)

ﾊﾏ ｼｮｳﾔ

小学6年男子

4×100mR            

決勝



決勝 5月12日 11:40
決勝

大会新              13.08

風速 +2.3

 1 上田 隼(1) 中学生     14.18 
ｳｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ 岡谷西部

 2 山田 光太朗(1)中学生     16.60 
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 岡谷東部中

2  7588

3  7641

中学1年男子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月12日 13:05

大会新              26.09

風速 +2.2

 1 中島 健太(1) 中学生     33.30 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾀ 岡谷西部

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  7589

中学1年男子

200m                

決勝

順 ﾚｰﾝ



決勝 5月12日 11:40
決勝

大会新              12.30

風速 +2.3

 1 三澤 煌明(2) 中学生     13.27 
ﾐｻﾜ ｺｳﾒｲ 岡谷西部

 2 横山 勇磨(2) 中学生     13.28 
ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾏ 岡谷西部

4  7586

5  7587

中学2年男子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月12日 13:05

大会新              25.20

風速 +2.2

 1 宮坂 志一(2) 中学生     27.38 
ﾐﾔｻｶ ｼﾝｲﾁ 岡谷東部中

 2 横山 勇磨(2) 中学生     27.60 
ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾏ 岡谷西部

 3 三澤 煌明(2) 中学生     28.03 
ﾐｻﾜ ｺｳﾒｲ 岡谷西部

5  7586

4  7635

3  7587

中学2年男子

200m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月12日 13:40

大会新            4,42.47

 1 村瀬 貴哉(2) 中学生   5,17.27 
ﾑﾗｾ ﾀｶﾔ 岡谷南部中

所属名 記録／備考
1  7623

中学2年男子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名



決勝 5月12日  9:30
決勝

大会新               1.60

宮坂 志一(2) 中学生
ﾐﾔｻｶ ｼﾝｲﾁ 岡谷東部中

 1.45O XXX

記録 備考
1 1  7635 O O O

1m40 1m45 1m50

中学2年男子

走高跳              

決勝

順位試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m30 1m35



決勝 5月12日 11:45
決勝

大会新              11.43
諏訪新              10.85

風速 +0.1

 1 丸山 大翔(3) 中学生     12.28 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ 岡谷西部

 2 壬生 新(3) 中学生     12.62 
ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ 岡谷東部中

 3 新垣 健琉(3) 中学生     13.12 
ｱﾗｶｷ ﾀｹﾙ 岡谷東部中

 4 小松 翔太(3) 中学生     13.80 
ｺﾏﾂ ｼｮｳﾀ 岡谷西部

 5 三島 心人(3) 中学生     14.84 
ﾐｼﾏ ｼﾝﾄ 岡谷東部中

3  7585

2  7631

4  7631

5  7583

6  7633

中学3年男子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月12日 13:05

大会新              23.66
諏訪新              21.92

風速 +2.2

 1 丸山 大翔(3) 中学生     25.33 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ 岡谷西部

所属名 記録／備考
6  7583

中学3年男子

200m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



決勝 5月12日 13:40

大会新            4,32.92
諏訪新            4,06.11

 1 伊藤 晴希(3) 中学生   4,49.28 
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 岡谷西部

 2 小松 悟一(3) 小学生   4,56.38 
ｺﾏﾂ ｺﾞｲﾁ 岡谷北部中

2  7581

3  7602

中学3年男子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月12日  9:30
決勝

大会新               1.75

中村 伊吹(3) 中学生
ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷南部中

 1.50XO XO XXO XXX

記録 備考
1 1  7621 O O O

1m35 1m40 1m45 1m50 1m53

中学3年男子

走高跳              

決勝

順位試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m25 1m30



決勝 5月12日 10:30

大会新               6.64

壬生 新(3) 中学生   4.25   4.93    X   4.53    -    -    4.93 
ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ 岡谷東部中   +1.5   +1.0   +1.5    +1.0
小松 翔太(3) 中学生   4.41    X   4.35   4.25    -    -    4.41 
ｺﾏﾂ ｼｮｳﾀ 岡谷西部   +1.5   +1.5   +1.5    +1.5

備考
1 2  7633

-3- -4-氏  名 所属名

2 1  7585

記録-1- -2- -5- -6-

中学3年男子

走幅跳              

決勝

順位試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 5月12日 14:00
決勝

大会新  (GR )       48.26

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 岡谷西部  7587 横山 勇磨(2)     49.93 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾏ
 7581 伊藤 晴希(3)

ｲﾄｳ ﾊﾙｷ
 7586 三澤 煌明(2)

ﾐｻﾜ ｺｳﾒｲ
 7583 丸山 大翔(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ
 2   3 岡谷東部中  7631 新垣 健琉(3)     52.50 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｱﾗｶｷ ﾀｹﾙ
 7635 宮坂 志一(2)

ﾐﾔｻｶ ｼﾝｲﾁ
 7631 三島 心人(3)

ﾐｼﾏ ｼﾝﾄ
 7633 壬生 新(3)

ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ

中学共通男子

4×100mR            

決勝



決勝 5月12日 11:00
決勝

大会新              11.45

上田 航(3) 中学生
ｳｴﾀﾞ ﾜﾀﾙ 岡谷西部
新垣 健琉(3) 中学生
ｱﾗｶｷ ﾀｹﾙ 岡谷東部中

 7.59   7.75 

 8.52   9.02 

2 1  7631  7.48   X  7.14   X  7.75

記録 備考
1 2  7582  9.02  8.05   X  8.48  8.07

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

中学共通男子

砲丸投5kg           

決勝

順位試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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