
《大会コード　　　22170548》

期　日　：　2022年5月21日(土）
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》

総務　　：中畑　隆一
審判長　　：宮坂　繁
記録主任 ：町田　超

主　催　：　岡谷市教育委員会
　　　　　　  岡谷市陸上競技協会
主　管　：　岡谷市陸上競技協会
共　催　：　(公財）岡谷市スポーツ協会

風力測定主任：

時刻 天候 気温　℃ 湿度％ 風向 風速(m/s) 気圧(hPa) 備考

8時00分 雨 13.1℃ 95.0% 南南東 0.1 927.1

9時00分 雨 13.1℃ 95.0% 南南東 0.1 927.1

10時00分 雨 13.1℃ 95.0% 南南東 0.1 927.1

11時00分 雨 14.6℃ 84.0% 西 0.1 925.3

12時00分 雨 14.6℃ 84.0% 西 0.1 925.3

13時00分 雨 14.6℃ 84.0% 西 0.1 925.3

14時00分 雨 15.1℃ 78.0% 西 0.2 923.0

予・決 記録 所属 従来の記録

決勝 3分27秒95 岡谷田中 3分36秒61

決勝 12秒24 岡谷西部中 12秒30

決勝 1.20ｍ 小井川小 1.15ｍ

決勝 3.14ｍ 神明 3.00ｍ

予・決 記録 所属 備考

決勝 1.15ｍ 岡谷東部中 -

大 会 タ イ 記 録

小学５・６年男子走幅跳 手島秀斗

小学５・６年男子走高跳

小学５年女子１０００ｍ 田畑真子

2022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録

大 会 新 記 録

中学２年男子１００ｍ

中学１年女子走高跳 吉水麻紀

種　　目 氏　　名

種　　目 氏　　名

大矢光

武井翔大



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
05/21 男子  +0.1 茅野 佑豊(6) 14.25 鮎澤 知希(6) 15.72 武井 翔大(6) 15.92

小学男子6年100m 小学生･小井川小 小学生･小井川小 小学生･小井川小
05/21  +0.1 小口 蒼介(5) 16.99 原 愛琉(5) 17.22 小口 涼生(5) 17.32 川嶋 准斗(5) 18.81

小学男子5年100m 小学生･小井川小 小学生･小井川小 小学生･小井川小 小学生･小井川小
05/21 宮坂 珀斗(4) 16.55 山田 橙和(4) 16.72 樋口 一颯(4) 16.95 片倉 悠(4) 17.08 細谷 煌(4) 17.59 宮下 功暉(4) 17.61 砂原 唯空(4) 17.69 宮澤 大洋(3) 17.86

小学男子3.4年100m 小学生･岡谷田中 小学生･小井川小 小学生･長地小 小学生･川岸小 小学生･長地小 小学生･長地小 小学生･長地小 小学生･川岸小
05/21 伊沢 舜弥(2) 11.72 奥原 雄成(2) 11.82 阿達 竜彦(1) 11.97 五味 結人(2) 12.15 小口 航平(2) 12.19 西尾 福(2) 12.20 瀧澤 佑(1) 13.07 井澤 優仁(1) 13.73

小学男子1.2年60m 小学生･小井川小 小学生･長地小 小学生･小井川小 小学生･川岸小 小学生･岡谷田中 小学生･岡谷田中 小学生･湊小 小学生･長地小
05/21 市川 瑛士(2) 2,32.23 大森 朔馬(2) 2,43.77 今井 優源(2) 2,49.41 瀧澤 佑(1) 3,07.23

小学男子1.2年600m 小学生･岡谷田中 小学生･岡谷田中 小学生･長地小 小学生･湊小
05/21 宮坂 悠真(4) 3,06.18 伊久美 好汰(4) 3,14.68 壬生 葵(4) 3,14.94 藤森 冬真(4) 3,17.93 秋山 陽日(4) 3,41.34 苗 しん宇(4) 3,42.02

小学男子3.4年800m 小学生･神明 小学生･岡谷田中 小学生･小井川小 小学生･上の原小 小学生･神明 小学生･神明
05/21 田畑 真司(5) 3,48.05 加藤 美仁(5) 4,07.59 小野 駈(5) 4,11.64

小学男子5年1000m 小学生･湖畔陸上 小学生･岡谷田中 小学生･岡谷田中
05/21 大森 琥明(6) 3,22.04 古川 陽翔(6) 3,39.96

小学男子6年1000m 小学生･岡谷田中 小学生･長地小
05/21 岡谷田中     1,12.98 神明     1,15.95 湊小     1,19.56

小学男子3.4年4x100 畔上 翔太(3) 秋山 陽日(4) 花岡 玄都(5)
高木 龍馬(3) 小泉 直央(4) 花岡 陸登(3)
小口 琉毅(3) 宮坂 悠真(4) 小口 拓摩(3)
鬼窪 晟也(3) 苗 しん宇(4) 小坂 瑞穂(3)

05/21 神明     1,12.30
小学男子5年4x100mR 林 孔明(5)

日室 瑛路(5)
金澤 光希(5)
手島 秀斗(5)

05/21 神谷 蒼士(3) 1,00.60 松本 悠聖(3) 1,01.83 塚原 斗羽(3) 1,07.11 林 龍次郎(3) 1,14.65
中学男子3年400m 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷南部中

05/21  +0.1 小口 翔大(1) 14.32 中島 絆(1) 14.79 太田 晴輝(1) 15.09 藤森 優成(1) 15.79 上田 陽斗(1) 16.02 中島 元太(1) 19.36
中学男子1年100m 中学生･岡谷北部 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷北部 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷東部中

05/21  +0.1 大矢 光(2) 12.24 横山 広明(2) 14.01 原 亮太(2) 14.38 松本 陸哉(2) 15.01 渡辺 優(2) 15.88
中学男子2年100m 中学生･岡谷西部 大会新 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

05/21  +0.1 小島 健太郎(3) 13.75 阿部 虎太朗(3) 13.82 各務 成葉(3) 14.22
中学男子3年100m 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中

05/21  +0.1 横山 広明(2) 29.69
中学男子2年200m 中学生･岡谷西部中

05/21  +0.1 宮内 真之介(3) 36.97
中学男子3年200m 中学生･岡谷東部中

05/21 田畑 泰司(1) 5,48.99
中学男子1年1500m 中学生･岡谷南部中

05/21 今溝 真太郎(2) 6,09.88
中学男子2年1500m 中学生･岡谷東部中

05/21 五味 慎之助(3) 5,00.09 西隈 大賀(3) 5,35.79 松山 朝陽(3) 5,40.42
中学男子3年1500m 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷北部

05/21 岡谷東部中       53.58 岡谷西部中       54.94
中学男子4x100mR 松本 悠聖(3) 横山 広明(2)

藤森 優心(3) 中島 絆(1)
各務 成葉(3) 上田 陽斗(1)
花岡 良祐(3) 大矢 光(2)

05/21 武井 翔大(6) 1.20
小学男子5.6年走高跳 小学生･小井川小 大会新

05/21 片倉 悠(4) 2.96(0.0)
小学男子3.4年走幅跳 小学生･川岸小

05/21 手島 秀斗(5) 3.14(+0.1)
小学男子5.6年走幅跳 小学生･神明 大会新

05/21 上田 陽斗(1) 3.75(+0.1)
中学男子1年走幅跳 中学生･岡谷西部中

05/21 小林 宇宙(2) 3.91(0.0) 木下 大樹(2) 2.34(0.0)
中学男子2年走幅跳 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷西部中

05/21 各務 成葉(3) 4.69(+0.1) 笠原 蕗喜(3) 4.66(0.0)
中学男子3年走幅跳 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷北部

05/21 神谷 蒼士(3) 8.33 田中 結惺(3) 7.41 澁谷 朋也(3) 6.19 岩波 航裕(2) 5.74 渡辺 優(2) 5.66
中学男子砲丸投(5.00 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中



決勝 5月21日 12:10

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +0.1

 1 阿達 竜彦(1) 小学生     11.97  1 伊沢 舜弥(2) 小学生     11.72 
ｱﾀﾞﾁ ﾀﾂﾋｺ 小井川小 ｲｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 小井川小

 2 西尾 福(2) 小学生     12.20  2 奥原 雄成(2) 小学生     11.82 
ﾆｼｵ ﾌｸ 岡谷田中 ｵｸﾊﾗ ﾕｳｾｲ 長地小

 3 瀧澤 佑(1) 小学生     13.07  3 五味 結人(2) 小学生     12.15 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｽｸ 湊小 ｺﾞﾐ ﾕｲﾄ 川岸小

 4 井澤 優仁(1) 小学生     13.73  4 小口 航平(2) 小学生     12.19 
ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 長地小 ｵｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 岡谷田中

   1 伊沢 舜弥(2) 小学生 小井川小     11.72 (+0.1)   2   1
   2 奥原 雄成(2) 小学生 長地小     11.82 (+0.1)   2   2
   3 阿達 竜彦(1) 小学生 小井川小     11.97 (+0.1)   1   1
   4 五味 結人(2) 小学生 川岸小     12.15 (+0.1)   2   3
   5 小口 航平(2) 小学生 岡谷田中     12.19 (+0.1)   2   4
   6 西尾 福(2) 小学生 岡谷田中     12.20 (+0.1)   1   2
   7 瀧澤 佑(1) 小学生 湊小     13.07 (+0.1)   1   3
   8 井澤 優仁(1) 小学生 長地小     13.73 (+0.1)   1   4

男子

小学男子1.2年60ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 記録／備考
2    11 5    14

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5    42 4    95

3    81 3    71

4    92 2    43

タイムレース

順位 No. 氏  名

男子

小学男子1.2年60ｍ

組 順位
   14
   95

都道府県 所属名 記録（風） 備考

   81
   92

   11
   71
   43
   42



決勝 5月21日 12:25

 1 市川 瑛士(2) 小学生   2,32.23 
ｲﾁｶﾜ ｱｷﾄ 岡谷田中

 2 大森 朔馬(2) 小学生   2,43.77 
ｵｵﾓﾘ ｻｸﾏ 岡谷田中

 3 今井 優源(2) 小学生   2,49.41 
ｲﾏｲ ﾕｳｹﾞﾝ 長地小

 4 瀧澤 佑(1) 小学生   3,07.23 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｽｸ 湊小

4    81

1    41

3    53

2    94

男子

小学男子1.2年600ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月21日 10:40

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +0.1

 1 宮坂 珀斗(4) 小学生     16.55  1 山田 橙和(4) 小学生     16.72 
ﾐﾔｻｶ ﾊｸﾄ 岡谷田中 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｳﾜ 小井川小

 2 樋口 一颯(4) 小学生     16.95  2 細谷 煌(4) 小学生     17.59 
ﾋｸﾞﾁ ｲﾌﾞｷ 長地小 ﾎｿﾔ ｺｳ 長地小

 3 片倉 悠(4) 小学生     17.08  3 砂原 唯空(4) 小学生     17.69 
ｶﾀｸﾗ ﾕｳ 川岸小 ｽﾅﾊﾗ ﾕｲｱ 長地小

 4 宮下 功暉(4) 小学生     17.61  4 宮澤 大洋(3) 小学生     17.86 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｷ 長地小 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｲﾖｳ 川岸小

 5 苗 しん宇(4) 小学生     19.12  5 秋山 陽日(4) 小学生     18.66 
ﾐｮｳ ｼﾝｳ 神明 ｱｷﾔﾏ ﾊﾙﾋ 神明

 6 工藤 大希(3) 小学生     20.28 
ｸﾄﾞｳ ﾀｲｷ 小井川小

   1 宮坂 珀斗(4) 小学生 岡谷田中     16.55 (+0.1)   1   1
   2 山田 橙和(4) 小学生 小井川小     16.72 (+0.1)   2   1
   3 樋口 一颯(4) 小学生 長地小     16.95 (+0.1)   1   2
   4 片倉 悠(4) 小学生 川岸小     17.08 (+0.1)   1   3
   5 細谷 煌(4) 小学生 長地小     17.59 (+0.1)   2   2
   6 宮下 功暉(4) 小学生 長地小     17.61 (+0.1)   1   4
   7 砂原 唯空(4) 小学生 長地小     17.69 (+0.1)   2   3
   8 宮澤 大洋(3) 小学生 川岸小     17.86 (+0.1)   2   4
   9 秋山 陽日(4) 小学生 神明     18.66 (+0.1)   2   5
  10 苗 しん宇(4) 小学生 神明     19.12 (+0.1)   1   5
  11 工藤 大希(3) 小学生 小井川小     20.28 (+0.1)   1   6

男子

小学男子3.4年100ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 記録／備考
2    47 3    17

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3   101 1   105

5    77 5   100

1   104 4    74

6    15

4   124 2   123

順位 No. 氏  名 都道府県

男子

小学男子3.4年100ｍ
タイムレース

順位
   47
   17
  101

所属名 記録（風） 備考 組

   74
  123
  124
   15

   77
  105
  104
  100



決勝 5月21日 11:30

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 岡谷田中    62 畔上 翔太(3)   1,12.98 

ｵｶﾔﾀﾅｶ ｱｾﾞｶﾞﾐ ｼｮｳﾀ
   59 高木 龍馬(3)

ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾏ
   60 小口 琉毅(3)

ｵｸﾞﾁ ﾙｷ
   61 鬼窪 晟也(3)

ｵﾆｸﾎﾞ ｾｲﾔ
 2   3 神明   123 秋山 陽日(4)   1,15.95 

ｼﾝﾒｲ ｱｷﾔﾏ ﾊﾙﾋ
  129 小泉 直央(4)

ｺｲｽﾞﾐ ﾅｵ
  121 宮坂 悠真(4)

ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾏ
  124 苗 しん宇(4)

ﾐｮｳ ｼﾝｳ
 3   4 湊小    82 花岡 玄都(5)   1,19.56 

ﾐﾅﾄｼｮｳ ﾊﾅｵｶ ｹﾞﾝﾄ
   83 花岡 陸登(3)

ﾊﾅｵｶ ﾘｸﾄ
   84 小口 拓摩(3)

ｵｸﾞﾁ ﾀｸﾏ
   85 小坂 瑞穂(3)

ｵｻｶ ﾐｽﾞﾎ

男子

小学男子3.4年4ｘ100

決勝



決勝 5月21日 11:00

 1 宮坂 悠真(4) 小学生   3,06.18 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾏ 神明

 2 伊久美 好汰(4) 小学生   3,14.68 
ｲｸﾐ ｺｳﾀ 岡谷田中

 3 壬生 葵(4) 小学生   3,14.94 
ﾐﾌﾞ ｱｵｲ 小井川小

 4 藤森 冬真(4) 小学生   3,17.93 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄｳﾏ 上の原小

 5 秋山 陽日(4) 小学生   3,41.34 
ｱｷﾔﾏ ﾊﾙﾋ 神明

 6 苗 しん宇(4) 小学生   3,42.02 
ﾐｮｳ ｼﾝｳ 神明
花岡 柊平(3) 小学生
ﾊﾅｵｶ ｼｭｳﾍｲ 小井川小

所属名 記録／備考
3   121

4    49

7   123

男子

小学男子3.4年800ｍ

決勝

順 No. 氏  名

6    21

1     1

2    16
欠場

5   124



決勝 5月21日  9:15

風速 +0.1

 1 小口 蒼介(5) 小学生     16.99 
ｵｸﾞﾁ ｿｳｽｹ 小井川小

 2 原 愛琉(5) 小学生     17.22 
ﾊﾗ ｱｲﾙ 小井川小

 3 小口 涼生(5) 小学生     17.32 
ｵｸﾞﾁ ﾘｮｳｾｲ 小井川小

 4 川嶋 准斗(5) 小学生     18.81 
ｶﾜｼﾏ ｼﾞｭﾝﾄ 小井川小
花岡 大地(5) 小学生
ﾊﾅｵｶ ﾀﾞｲﾁ 小井川小

3    24

欠場

2    26

4    25

5    27

6    23

男子

小学男子5年100ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月21日  9:30

 1 田畑 真司(5) 小学生   3,48.05 
ﾀﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 岡谷田中

 2 加藤 美仁(5) 小学生   4,07.59 
ｶﾄｳ ﾐﾄ 岡谷田中

 3 小野 駈(5) 小学生   4,11.64 
ｵﾉ ｶｹﾙ 岡谷田中
花岡 大地(5) 小学生
ﾊﾅｵｶ ﾀﾞｲﾁ 小井川小

1    25

3   141

2    52

欠場

4    50

男子

小学男子5年1000ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月21日  9:55

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 神明   131 林 孔明(5)   1,12.30 

ｼﾝﾒｲ ﾊﾔｼ ｺｳﾒｲ
  132 日室 瑛路(5)

ﾋﾑﾛ ｴｲｼﾞ
  130 金澤 光希(5)

ｶﾅｻﾞﾜ ｺｳｷ
  122 手島 秀斗(5)

ﾃｼﾏ ｼｭｳﾄ
  3 小井川小

ｵｲｶﾜｼｮｳ 欠場

男子

小学男子5年4ｘ100ｍR

決勝



決勝 5月21日  9:05

風速 +0.1

 1 茅野 佑豊(6) 小学生     14.25 
ﾁﾉ ﾕｳﾄ 小井川小

 2 鮎澤 知希(6) 小学生     15.72 
ｱﾕｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 小井川小

 3 武井 翔大(6) 小学生     15.92 
ﾀｹｲ ｼｮｳﾀ 小井川小

3    31

4    30

2    29

男子

小学男子6年100ｍ    

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月21日  9:40

 1 大森 琥明(6) 小学生   3,22.04 
ｵｵﾓﾘ ｺｳﾒｲ 岡谷田中

 2 古川 陽翔(6) 小学生   3,39.96 
ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙﾄ 長地小
茅野 佑豊(6) 小学生
ﾁﾉ ﾕｳﾄ 小井川小

所属名 記録／備考

2    30
欠場

男子

小学男子6年1000ｍ

決勝

順 No. 氏  名
1    58

3   107



決勝 5月21日 11:00

片倉 悠(4) 小学生   2.50   2.92   2.96    2.96 
ｶﾀｸﾗ ﾕｳ 川岸小   +0.1    0.0    0.0     0.0

男子

小学男子3.4年走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 1    77

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



決勝 5月21日  9:20

手島 秀斗(5) 小学生   3.14   2.55   3.02    3.14 大会新
ﾃｼﾏ ｼｭｳﾄ 神明   +0.1    0.0    0.0    +0.1

男子

小学男子5.6年走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 1   122

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



決勝 5月21日  9:30

武井 翔大(6) 小学生 大会新
ﾀｹｲ ｼｮｳﾀ 小井川小
鮎澤 知希(6) 小学生 欠場
ｱﾕｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 小井川小

氏  名 所属名 m90 m95 1m00 1m05 1m10 1m15

男子

小学男子5.6年走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

XXO XXO

1m20 1m25 1m30
1 1    31 XXO XXO XXO XXO XXO XXX

記録 備考

 1.20

2    29



決勝 5月21日 13:10

風速 +0.1

 1 小口 翔大(1) 中学生     14.32 
ｵｸﾞﾁ ｶﾅﾀ 岡谷北部

 2 中島 絆(1) 中学生     14.79 
ﾅｶｼﾞﾏ ｷｽﾞﾅ 岡谷西部中

 3 太田 晴輝(1) 中学生     15.09 
ｵｵﾀ ﾊﾙｷ 岡谷北部

 4 藤森 優成(1) 中学生     15.79 
ﾕｼﾞﾓﾘ ﾕｳｾｲ 岡谷東部中

 5 上田 陽斗(1) 中学生     16.02 
ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ 岡谷西部中

 6 中島 元太(1) 中学生     19.36 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾞﾝﾀ 岡谷東部中

4  7570

3  7630

1   202

5  7632

6   201

2  7571

男子

中学男子1年100ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月21日 13:20

風速 +0.1

 1 大矢 光(2) 中学生     12.24 
ｵｵﾔ ﾋｶﾙ 岡谷西部中

 2 横山 広明(2) 中学生     14.01 
ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 岡谷西部中

 3 原 亮太(2) 中学生     14.38 
ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 岡谷東部中

 4 松本 陸哉(2) 中学生     15.01 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸﾔ 岡谷東部中

 5 渡辺 優(2) 中学生     15.88 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 岡谷東部中

男子

中学男子2年100ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  7663

3  7567
大会新

5  7566

2  7664

6  7665



決勝 5月21日 13:30

風速 +0.1

 1 小島 健太郎(3) 中学生     13.75 
ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 岡谷南部中

 2 阿部 虎太朗(3) 中学生     13.82 
ｱﾍﾞ ｺﾀﾛｳ 岡谷東部中

 3 各務 成葉(3) 中学生     14.22 
ｶｶﾞﾐ ﾅﾙﾊ 岡谷東部中
増澤 文俊(3) 中学生
ﾏｽｻﾞﾜ ﾌﾐﾄｼ 岡谷北部

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  7629

5  7645

男子

中学男子3年100ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ

2  7607
欠場

3  7647



決勝 5月21日 13:55

風速 +0.1

 1 横山 広明(2) 中学生     29.69 
ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 岡谷西部中

所属名 記録／備考
2  7566

男子

中学男子2年200ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



決勝 5月21日 14:00

風速 +0.1

 1 宮内 真之介(3) 中学生     36.97 
ﾐﾔｳﾁ ｼﾝﾉｽｹ 岡谷東部中

所属名 記録／備考
2  7648

男子

中学男子3年200ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



決勝 5月21日 13:00

 1 神谷 蒼士(3) 中学生   1,00.60 
ｶﾐﾔ ｿｳｼ 岡谷南部中

 2 松本 悠聖(3) 中学生   1,01.83 
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 岡谷東部中

 3 塚原 斗羽(3) 中学生   1,07.11 
ﾂｶﾊﾗ ﾄﾜ 岡谷東部中

 4 林 龍次郎(3) 中学生   1,14.65 
ﾊﾔｼ ﾘｭｳｼﾞﾛｳ 岡谷南部中

2  7613

4  7610

3  7654

5  7650

男子

中学男子3年400ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月21日 14:05

 1 田畑 泰司(1) 中学生   5,48.99 
ﾀﾊﾞﾀ ﾀｲｼ 岡谷南部中

1  7617

男子

中学男子1年1500ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月21日 14:15

 1 今溝 真太郎(2) 中学生   6,09.88 
ｲﾏﾐｿﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  7657

男子

中学男子2年1500ｍ

決勝

順



決勝 5月21日 14:25

 1 五味 慎之助(3) 中学生   5,00.09 
ｺﾞﾐ ｼﾝﾉｽｹ 岡谷南部中

 2 西隈 大賀(3) 中学生   5,35.79 
ﾆｼｸﾏ ﾀｲｶﾞ 岡谷東部中

 3 松山 朝陽(3) 中学生   5,40.42 
ﾏﾂﾔﾏ ｱｻﾋ 岡谷北部

5  7598

3  7628

4  7651

男子

中学男子3年1500ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月21日 14:40

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 岡谷東部中  7654 松本 悠聖(3)     53.58 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ
 7653 藤森 優心(3)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｼﾝ
 7647 各務 成葉(3)

ｶｶﾞﾐ ﾅﾙﾊ
 7652 花岡 良祐(3)

ﾊﾅｵｶ ﾘｮｳｽｹ
 2   2 岡谷西部中  7566 横山 広明(2)     54.94 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｱｷ
 7571 中島 絆(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ｷｽﾞﾅ
 7570 上田 陽斗(1)

ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ
 7567 大矢 光(2)

ｵｵﾔ ﾋｶﾙ

男子

中学男子4ｘ100ｍR

決勝



決勝 5月21日 13:00

上田 陽斗(1) 中学生   3.75   3.32   3.25    X    X   2.83    3.75 
ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾄ 岡谷西部中   +0.1    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    +0.1

男子

中学男子1年走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 1  7570

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



決勝 5月21日 13:00

小林 宇宙(2) 中学生   3.78    X   3.91   3.78   2.58   3.36    3.91 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 岡谷西部中    0.0   +0.1    0.0   +0.1    0.0   +0.1     0.0
木下 大樹(2) 中学生   2.34    X    X    X   2.27    X    2.34 
ｷﾉｼﾀ ﾀｲｷ 岡谷西部中    0.0   +0.1    0.0   +0.1    0.0   +0.1     0.0

-1- -2- -5- -6-

男子

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

2 1  7565

記録 備考
1 2  7568

-3- -4-



決勝 5月21日 13:00

各務 成葉(3) 中学生   4.62   4.65   4.03    X   4.58   4.69    4.69 
ｶｶﾞﾐ ﾅﾙﾊ 岡谷東部中   +0.1    0.0    0.0   +0.1    0.0   +0.1    +0.1
笠原 蕗喜(3) 中学生    X   4.66    X    X   4.66   4.51    4.66 
ｶｻﾊﾗ ﾙｷ 岡谷北部   +0.1    0.0    0.0   +0.1    0.0   +0.1     0.0

-1- -2- -5- -6-

男子

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

2 1  7608

記録 備考
1 2  7647

-3- -4-



決勝 5月21日 13:00

神谷 蒼士(3) 中学生
ｶﾐﾔ ｿｳｼ 岡谷南部中
田中 結惺(3) 中学生
ﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ 岡谷南部中
澁谷 朋也(3) 中学生
ｼﾌﾞﾔ ﾄﾓﾔ 岡谷東部中
岩波 航裕(2) 中学生
ｲﾜﾅﾐ ｺｳｽｹ 岡谷東部中
渡辺 優(2) 中学生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 岡谷東部中

  5.74 

 5.19   5.66 

 5.59

5 1  7665  5.66

4 2  7658  5.66

  6.19 

 4.90  5.10  5.41  5.16

 5.61 4.99

 6.82  7.41

 5.97  4.92

 5.73  5.74

2 3

3 4  7649  5.82

 7616  7.39

 8.09

 6.19

  8.33 

 7.37   7.41 

 6.09  5.58

-2-

 7.14  7.07

 7.85  8.33  8.05

氏  名 -3-

 7.72

-5-
1 5  7610  7.91

所属名 -1- -6--4- 記録 備考

男子

中学男子砲丸投(5.00 

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
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