
《大会コード　　　22170550》

期　日　：　2022年10月１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》
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
共　催　：　(公財）岡谷市スポーツ協会
主　管　：　岡谷市陸上競技協会

風力測定主任：武井　正一

時刻 天候 気温　℃ 湿度％ 風向 風速 気圧 備考

9時00分 晴 16.0℃ 56% 北 1.7

10時00分 晴 21.0℃ 47% 南西 0.3

11時00分 晴 23.0℃ 47% 北西 0.5

12時00分 晴 24.0℃ 46% 西 0.5

12時30分 晴 23.0℃ 41% 北西 1.2

13時00分 晴 23.0℃ 41% 西 0.5

予・決 記録 風速 所属 従来の記録

決勝 4.48m ＋０．２ 岡谷田中小 4.32m

決勝 3.31.06 － 岡谷田中小 3.33.94

予・決 記録 風速 所属 備考

決勝 10.86 ０．０ 長地小 -

決勝 15.17 ０．０ 長地小 -

グランドコンデション記録

この大会で樹立された記録

第７６回岡谷市民陸上競技大会

大 会 新 記 録

第１０回岡谷市小学生陸上競技大会

田畑　真子

種　　目 氏　　名

小学男子5.6年走幅跳 大森　琥明

大 会 タ イ 記 録

種　　目 氏　　名

小学女子1.2年60m 野沢咲希子

小学女子5.6年1000m

小学女子5.6年100m 臼井　祷紘



第76回岡谷市民陸上競技選手権大会兼第10回岡谷市小学生陸上競技大会                
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                                                  

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 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
10/01 小学男子1.2 河西 壮史(2) 11.32 笠原 理都(2) 11.35 伊沢 舜弥(2) 11.48 阿達 竜彦(1) 11.58 横長 陸(1) 11.76 小口 航平(2) 11.84 小松 煌生(1) 11.85 西尾 福(2) 11.88

60m 小学生･上の原 小学生･小井川小 小学生･小井川小 小学生･小井川小 小学生･上の原 小学生･岡谷田中小 小学生･川岸小 小学生･岡谷田中小
10/01 奥原 雄成(2) 2,29.93 今井 優源(2) 2,31.27 大森 朔馬(2) 2,37.08 山岡 汰司(2) 2,42.63 阿達 竜彦(1) 2,46.05 瀧澤 佑(1) 2,47.85 小口 玄治(2) 2,48.42

600m 小学生･長地 小学生･長地 小学生･岡谷田中小 小学生･湊 小学生･小井川小 小学生･湊 小学生･岡谷田中小
10/01 小学男子3.4 宮坂 珀斗(4) 15.97 片倉 悠(4) 16.64 樋口 一颯(4) 16.76 宮下 功暉(4) 17.22 小松 海星(4) 17.23 横沢 侑人(4) 17.67 清水 結太(4) 18.06 花岡 玄都(3) 18.15

100m 小学生･岡谷田中小 小学生･川岸小 小学生･長地 小学生･長地 小学生･川岸小 小学生･上の原 小学生･長地 小学生･岡谷市陸上教室
10/01 花岡 玄都(3) 3,27.45 松浦 琉希(4) 3,27.92 清水 結太(4) 3,37.50

800m 小学生･岡谷市陸上教室 小学生･岡谷田中小 小学生･長地
10/01 片倉 悠(4) 3.14(0.0) 岩井 旬(4) 2.21(0.0)

走幅跳 小学生･川岸小 小学生･川岸小
10/01 小井川小     1,16.11

4x100m 井澤 太希(3)
増澤 虎我(3)
林　恋華(3)
工藤 大希(3)

10/01 小学男子5.6  +2.5佐藤 叶寅(6) 12.85 田畑 真司(5) 16.44
100m 小学生･岡谷田中小 小学生･岡谷田中小

10/01 田畑 真司(5) 3,48.07 加藤 美仁(5) 3,56.00 小野 駈(5) 3,58.70
1000m 小学生･岡谷田中小 小学生･岡谷田中小 小学生･岡谷田中小

10/01 大森 琥明(6) 4.48(+0.2)
走幅跳 小学生･岡谷田中 GR 

10/01 中学男子    廣瀬 和彦(2) 12.93 宿岩 裕太(3) 13.39 河手 陽翔(1) 13.67 松本 陸哉(2) 13.77 原 亮太(2) 13.97 藤森 陸斗(1) 14.15 神尾 航佑(2) 14.68 中村 時悠(1) 16.60
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 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷南部中

10/01  -0.5花岡 良祐(3) 26.42 廣瀬 和彦(2) 27.16 横山 広明(2) 28.29 神尾 航佑(2) 30.63
200m 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷南部中

10/01 松本 悠聖(3) 1,02.59
400m 中学生･岡谷東部中

10/01 西隈 大賀(3) 5,31.09 田畑 泰司(1) 5,49.40
1500m 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷南部中

10/01 藤森 優心(3) 1.45
走高跳 中学生･岡谷東部中

10/01 藤森 優心(3) 5.17(+1.2) 小林 宇宙(2) 4.79(+0.3) 木下 大樹(2) 2.80(+0.5)
走幅跳 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷西部中

10/01 小林 潤平(2) 8.04 渡辺 優(2) 7.58 藤森 優成(1) 6.55
砲丸投 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中

10/01 岡谷東部中(A)      50.60 岡谷東部中(B)      55.47 岡谷南部中       58.80
4x100m 松本 悠聖(3) 松本 陸哉(2) 中村 時悠(1)

藤森 優心(3) 原 亮太(2) 田畑 泰司(1)
山田 蓮士(3) 今溝 真太郎(2) 神尾 航佑(2)
花岡 良祐(3) 渡辺 優(2) 廣瀬 和彦(2)

10/01 一般男子    佐藤 龍我 58.74
400m 一般･岡谷市陸協

10/01 佐藤 龍我 4,46.06 小口 洋司 5,20.07 吉岡 晴信 6,59.01
1500m 一般･岡谷市陸協 一般･岡谷市陸協2 一般･岡谷市陸協1



決勝 10月1日  9:15

大会新  (GR )       10.50

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -0.2

 1 伊沢 舜弥(2) 小学生     11.48  1 河西 壮史(2) 小学生     11.32 
ｲｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 小井川小 ｶｻｲ ｿｳｼ 上の原

 2 横長 陸(1) 小学生     11.76  2 笠原 理都(2) 小学生     11.35 
ﾖｺﾅｶﾞ ﾘｸ 上の原 ｶｻﾊﾗ ﾘﾂ 小井川小

 3 西尾 福(2) 小学生     11.88  3 阿達 竜彦(1) 小学生     11.58 
ﾆｼｵ ﾌｸ 岡谷田中小 ｱﾀﾞﾁ ﾀﾂﾋｺ 小井川小

 4 瀧澤 佑(1) 小学生     12.25  4 小口 航平(2) 小学生     11.84 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｽｸ 湊 ｵｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 岡谷田中小

 5 五味 孝太朗(1) 小学生     13.68  5 小松 煌生(1) 小学生     11.85 
ｺﾞﾐ ｺｳﾀﾛｳ 岡谷田中小 ｺﾏﾂ ｺｳｾｲ 川岸小

 6 清水 響太(1) 小学生     13.84  6 砂原 由和(1) 小学生     12.37 
ｼﾐｽﾞ ｷｮｳﾀ 長地 ｽﾅﾊﾗ ﾕﾜ 長地
竹入 涼介(2) 小学生  7 小口 玄治(2) 小学生     13.08 
ﾀｹｲﾘ ﾘｮｳｽｹ 岡谷田中小 ｵｸﾞﾁ ｹﾞﾝｼﾞ 岡谷田中小

   1 河西 壮史(2) 小学生 上の原     11.32 (-0.2)   2   1
   2 笠原 理都(2) 小学生 小井川小     11.35 (-0.2)   2   2
   3 伊沢 舜弥(2) 小学生 小井川小     11.48 (-0.7)   1   1
   4 阿達 竜彦(1) 小学生 小井川小     11.58 (-0.2)   2   3
   5 横長 陸(1) 小学生 上の原     11.76 (-0.7)   1   2
   6 小口 航平(2) 小学生 岡谷田中小     11.84 (-0.2)   2   4
   7 小松 煌生(1) 小学生 川岸小     11.85 (-0.2)   2   5
   8 西尾 福(2) 小学生 岡谷田中小     11.88 (-0.7)   1   3
   9 瀧澤 佑(1) 小学生 湊     12.25 (-0.7)   1   4
  10 砂原 由和(1) 小学生 長地     12.37 (-0.2)   2   6
  11 小口 玄治(2) 小学生 岡谷田中小     13.08 (-0.2)   2   7
  12 五味 孝太朗(1) 小学生 岡谷田中小     13.68 (-0.7)   1   5
  13 清水 響太(1) 小学生 長地     13.84 (-0.7)   1   6   71

  110
   32
  124
   75

   23
   21
   13
   33

   39

組

   31

   12
   22

都道府県 所属名 記録（風）

小学男子1.2年 

60m                 
タイムレース

順位 No. 氏  名 順位

1    38 6    39

備考

欠場

6    71 5    75

5    31 7   110

2   124 2    33

7    32 1    21

3    13 3    22

記録／備考
4    23 4    12

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

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



決勝 10月1日  9:40

大会新  (GR )     2,15.82

 1 奥原 雄成(2) 小学生   2,29.93 
ｵｸﾊﾗ ﾕｳｾｲ 長地

 2 今井 優源(2) 小学生   2,31.27 
ｲﾏｲ ﾕｳｹﾞﾝ 長地

 3 大森 朔馬(2) 小学生   2,37.08 
ｵｵﾓﾘ ｻｸﾏ 岡谷田中小

 4 山岡 汰司(2) 小学生   2,42.63 
ﾔﾏｵｶ ﾀｲｼ 湊

 5 阿達 竜彦(1) 小学生   2,46.05 
ｱﾀﾞﾁ ﾀﾂﾋｺ 小井川小

 6 瀧澤 佑(1) 小学生   2,47.85 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｽｸ 湊

 7 小口 玄治(2) 小学生   2,48.42 
ｵｸﾞﾁ ｹﾞﾝｼﾞ 岡谷田中小

4    21

1    39

6   124

3    59

2   121

7    79

5    80

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 10月1日 10:15

大会新  (GR )       15.73

[ 1組] 風速 -0.9 [ 2組] 風速 -0.6

 1 宮坂 珀斗(4) 小学生     15.97  1 宮下 功暉(4) 小学生     17.22 
ﾐﾔｻｶ ﾊｸﾄ 岡谷田中小 ﾐﾔｼﾀ ｺｳｷ 長地

 2 横沢 侑人(4) 小学生     17.67  2 小松 海星(4) 小学生     17.23 
ﾖｺｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 上の原 ｺﾏﾂ ｶｲｾｲ 川岸小

 3 清水 結太(4) 小学生     18.06  3 花岡 玄都(3) 小学生     18.15 
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 長地 ﾊﾅｵｶ ｹﾞﾝﾄ 岡谷市陸上教室

 4 加藤 有真(3) 小学生     18.69  4 増澤 虎我(3) 小学生     19.12 
ｶﾄｳ ｱﾙﾏ 岡谷田中小 ﾏｽｻﾞﾜ ｺｳｶﾞ 小井川小

 5 工藤 大希(3) 小学生     19.16 小口 碧羽(4) 小学生
ｸﾄﾞｳ ﾀｲｷ 小井川小 ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 岡谷田中小

 6 岩井 旬(4) 小学生     20.46 
ｲﾜｲ ｼｭﾝ 川岸小

[ 3組] 風速  0.0

 1 片倉 悠(4) 小学生     16.64 
ｶﾀｸﾗ ﾊﾙ 川岸小

 2 樋口 一颯(4) 小学生     16.76 
ﾋｸﾞﾁ ｲﾌﾞｷ 長地

 3 井澤 太希(3) 小学生     18.26 
ｲｻﾞﾜ ﾀｲｷ 小井川小

 4 藤森 晴士(3) 小学生     21.84 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ 岡谷田中小

 5 濱 玄稀凱(3) 小学生     21.89 
ﾊﾏ ﾄｷﾔ 小井川小

   1 宮坂 珀斗(4) 小学生 岡谷田中小     15.97 (-0.9)   1   1
   2 片倉 悠(4) 小学生 川岸小     16.64 (0.0)   3   1
   3 樋口 一颯(4) 小学生 長地     16.76 (0.0)   3   2
   4 宮下 功暉(4) 小学生 長地     17.22 (-0.6)   2   1
   5 小松 海星(4) 小学生 川岸小     17.23 (-0.6)   2   2
   6 横沢 侑人(4) 小学生 上の原     17.67 (-0.9)   1   2
   7 清水 結太(4) 小学生 長地     18.06 (-0.9)   1   3
   8 花岡 玄都(3) 小学生 岡谷市陸上教室     18.15 (-0.6)   2   3
   9 井澤 太希(3) 小学生 小井川小     18.26 (0.0)   3   3
  10 加藤 有真(3) 小学生 岡谷田中小     18.69 (-0.9)   1   4
  11 増澤 虎我(3) 小学生 小井川小     19.12 (-0.6)   2   4
  12 工藤 大希(3) 小学生 小井川小     19.16 (-0.9)   1   5
  13 岩井 旬(4) 小学生 川岸小     20.46 (-0.9)   1   6
  14 藤森 晴士(3) 小学生 岡谷田中小     21.84 (0.0)   3   4
  15 濱 玄稀凱(3) 小学生 小井川小     21.89 (0.0)   3   5
  16 小口 碧羽(4) 小学生 岡谷田中小 (-0.6)   2

   42
   26

   48

   27
  101
   41
   29

   88
  111
   11
   83
  131
   24

   46
  102
   84

所属名 記録（風） 備考

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 順位組

5    29

小学男子3.4年 

100m                

3    24

4    41

記録／備考
2   102

1    84

欠場
1   101

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3    27 3    48

4    42 1    26

2    83 4   131

5    11 5   111

記録／備考
6    46 2    88

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

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



決勝 10月1日 10:40

大会新  (GR )     2,53.23

 1 花岡 玄都(3) 小学生   3,27.45 
ﾊﾅｵｶ ｹﾞﾝﾄ 岡谷市陸上教室

 2 松浦 琉希(4) 小学生   3,27.92 
ﾏﾂｳﾗ ﾘｭｳｷ 岡谷田中小

 3 清水 結太(4) 小学生   3,37.50 
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 長地

3    83

2   131

1    49

小学男子3.4年 

800m                

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月1日 10:50

大会新  (GR )     1,05.68

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   1 小井川小    24 井澤 太希(3)   1,16.11 

ｵｲｶﾜｼｮｳ ｲｻﾞﾜ ﾀｲｷ
   26 増澤 虎我(3)

ﾏｽｻﾞﾜ ｺｳｶﾞ
   25 林　恋華(3)

ﾊﾔｼ ﾚﾝｶ
   27 工藤 大希(3)

ｸﾄﾞｳ ﾀｲｷ
  0

小学男子3.4年 

4x100m              

決勝



決勝 10月1日 11:05

大会新  (GR )       13.46

風速 +2.5

 1 佐藤 叶寅(6) 小学生     12.85 
ｻﾄｳ ｷｮｳﾄﾗ 岡谷田中小

 2 田畑 真司(5) 小学生     16.44 
ﾀﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 岡谷田中小
山田 倖聖(5) 小学生
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳｾｲ 長地

3    85
欠場

2    55

4    53

小学男子5.6年 

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月1日 11:10

大会新  (GR )     3,32.51

 1 田畑 真司(5) 小学生   3,48.07 
ﾀﾊﾞﾀ ｼﾝｼﾞ 岡谷田中小

 2 加藤 美仁(5) 小学生   3,56.00 
ｶﾄｳ ﾐﾄ 岡谷田中小

 3 小野 駈(5) 小学生   3,58.70 
ｵﾉ ｶｹﾙ 岡谷田中小

2    50

4    53

3    54

小学男子5.6年 

1000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月1日  9:00

大会新  (GR )        3.64

片倉 悠(4) 小学生   3.10   3.02   3.14    3.14 
ｶﾀｸﾗ ﾊﾙ 川岸小   +0.5   +0.3    0.0     0.0
岩井 旬(4) 小学生   2.00   2.10   2.21    2.21 
ｲﾜｲ ｼｭﾝ 川岸小   +0.3   +0.4    0.0     0.0

備考
1 1   102

-3- -4-氏  名 所属名

2 2   101

記録-1- -2- -5- -6-

小学男子3.4年 

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 10月1日 10:00

大会新  (GR )        4.32

大森 琥明(6) 小学生   4.29   4.48   4.45    4.48 大会新
ｵｵﾓﾘ ｺｳﾒｲ 岡谷田中小   -0.2   +0.2   -0.2    +0.2

記録 備考
1 1    58

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

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-



決勝 10月1日 12:35

大会新  (GR )       11.50

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 -0.4

 1 廣瀬 和彦(2) 中学生     12.93  1 宿岩 裕太(3) 中学生     13.39 
ﾋﾛｾ ｶｽﾞﾋｺ 岡谷南部中 ﾔﾄﾞｲﾜ ﾕｳﾀ 岡谷東部中

 2 河手 陽翔(1) 中学生     13.67  2 原 亮太(2) 中学生     13.97 
ｶﾜﾃ ﾊﾙﾄ 岡谷東部中 ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 岡谷東部中

 3 松本 陸哉(2) 中学生     13.77  3 藤森 陸斗(1) 中学生     14.15 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸﾔ 岡谷東部中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｸﾄ 岡谷東部中

 4 中村 時悠(1) 中学生     16.60  4 神尾 航佑(2) 中学生     14.68 
ﾅｶﾑﾗ ﾄｷﾋｻ 岡谷南部中 ｶﾐｵ ｺｳｽｹ 岡谷南部中
小口 翔大(1) 中学生 森川 瑛斗(2) 中学生
ｵｸﾞﾁ ｶﾅﾀ 岡谷北部中 ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾄ 岡谷北部中

   1 廣瀬 和彦(2) 中学生 岡谷南部中     12.93 (-0.4)   1   1
   2 宿岩 裕太(3) 中学生 岡谷東部中     13.39 (-0.4)   2   1
   3 河手 陽翔(1) 中学生 岡谷東部中     13.67 (-0.4)   1   2
   4 松本 陸哉(2) 中学生 岡谷東部中     13.77 (-0.4)   1   3
   5 原 亮太(2) 中学生 岡谷東部中     13.97 (-0.4)   2   2
   6 藤森 陸斗(1) 中学生 岡谷東部中     14.15 (-0.4)   2   3
   7 神尾 航佑(2) 中学生 岡谷南部中     14.68 (-0.4)   2   4
   8 中村 時悠(1) 中学生 岡谷南部中     16.60 (-0.4)   1   4

  342
  347

  320
  305
  315
  308

  341
  302

都道府県 所属名 記録（風） 備考

欠場 欠場

中学男子      

100m                
タイムレース

順位 No. 氏  名 組 順位

3   351 2   352

5   347 4   342

4   305 1   308

2   320 3   315

記録／備考
1   341 5   302

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

中学男子      

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 10月1日 13:10

大会新  (GR )       24.60

風速 -0.5

 1 花岡 良祐(3) 中学生     26.42 
ﾊﾅｵｶ ﾘｮｳｽｹ 岡谷東部中

 2 廣瀬 和彦(2) 中学生     27.16 
ﾋﾛｾ ｶｽﾞﾋｺ 岡谷南部中

 3 横山 広明(2) 中学生     28.29 
ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 岡谷西部中

 4 神尾 航佑(2) 中学生     30.63 
ｶﾐｵ ｺｳｽｹ 岡谷南部中
小口 翔大(1) 中学生
ｵｸﾞﾁ ｶﾅﾀ 岡谷北部中

5   336

欠場

4   342

3   351

2   313

6   341

中学男子      

200m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月1日 13:20

大会新  (GR )       54.70

 1 松本 悠聖(3) 中学生   1,02.59 
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ 岡谷東部中

2   309

中学男子      

400m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月1日 12:55

大会新  (GR )     4,31.07

 1 西隈 大賀(3) 中学生   5,31.09 
ﾆｼｸﾏ ﾀｲｶﾞ 岡谷東部中

 2 田畑 泰司(1) 中学生   5,49.40 
ﾀﾊﾞﾀ ﾀｲｼ 岡谷南部中

2   310

1   343

中学男子      

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月1日 12:00

大会新  (GR )        1.80

藤森 優心(3) 中学生
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｼﾝ 岡谷東部中

XO XXO  1.45XXX

記録 備考
1 1   312

O O XO

1m35 1m40 1m45 1m50

中学男子      

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m25 1m30



決勝 10月1日 11:00

大会新  (GR )        5.63

藤森 優心(3) 中学生   5.05   5.13   5.17   5.05   4.92   4.75    5.17 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｼﾝ 岡谷東部中   +1.5   +1.4   +1.2   +0.3   +0.8   +1.2    +1.2
小林 宇宙(2) 中学生   4.60   4.63   4.57   4.68    X   4.79    4.79 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 岡谷西部中   +1.2   +1.2   +1.2   +0.3   +0.3    +0.3
木下 大樹(2) 中学生    X   2.60   2.73   2.80   2.77   2.79    2.80 
ｷﾉｼﾀ ﾀｲｷ 岡谷西部中   +0.4   +0.7   +0.5   +1.3   +0.7    +0.5
森川 瑛斗(2) 中学生 欠場
ﾓﾘｶﾜ ｱｷﾄ 岡谷北部中

2   352

2 3   337

3 1   335

記録 備考
1 4   312

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

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-



決勝 10月1日 11:00

大会新  (GR )        9.82

小林 潤平(2) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 岡谷東部中
渡辺 優(2) 中学生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ 岡谷東部中
藤森 優成(1) 中学生
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｾｲ 岡谷東部中
澁谷 朋也(3) 中学生 欠場
ｼﾌﾞﾔ ﾄﾓﾔ 岡谷東部中

1   316

 7.31  7.16

 6.13  5.99

 7.11   7.58 

3 2   311
 6.55  5.89  6.24  5.71   6.55 

 7.83  7.64  7.67   8.04 

2 3   304
 6.84  7.02  7.58

1 4   303
 8.04  7.01  7.88

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子      

砲丸投(5.000kg)     

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 10月1日 13:35

大会新  (GR )       50.46

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 岡谷東部中(A)   309 松本 悠聖(3)     50.60 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳｷ
  312 藤森 優心(3)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｼﾝ
  327 山田 蓮士(3)

ﾔﾏﾀﾞ ﾚﾝｼﾞ
  313 花岡 良祐(3)

ﾊﾅｵｶ ﾘｮｳｽｹ
 2   4 岡谷東部中(B)   305 松本 陸哉(2)     55.47 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸﾔ
  315 原 亮太(2)

ﾊﾗ ﾘｮｳﾀ
  328 今溝 真太郎(2)

ｲﾏﾐｿﾞ ｼﾝﾀﾛｳ
  304 渡辺 優(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳ
 3   3 岡谷南部中   347 中村 時悠(1)     58.80 

ｵｶﾔﾅﾝﾌﾞﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ﾄｷﾋｻ
  343 田畑 泰司(1)

ﾀﾊﾞﾀ ﾀｲｼ
  342 神尾 航佑(2)

ｶﾐｵ ｺｳｽｹ
  341 廣瀬 和彦(2)

ﾋﾛｾ ｶｽﾞﾋｺ

中学男子      

4x100m              

決勝



決勝 10月1日 13:20

大会新  (GR )       52.30

 1 佐藤 龍我 一般     58.74 
ｻﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 岡谷市陸協

3   362

一般男子      

400m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月1日 12:55

大会新  (GR )     4,28.82

 1 佐藤 龍我 一般   4,46.06 
ｻﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 岡谷市陸協

 2 小口 洋司 一般   5,20.07 
ｵｸﾞﾁ ﾖｳｼﾞ 岡谷市陸協2

 3 吉岡 晴信 一般   6,59.01 
ﾖｼｵｶ ﾊﾙﾉﾌﾞ 岡谷市陸協1
宮田 光朗 一般
ﾐﾔﾀ  ﾐﾂｱｷ シティランナー

  364

所属名

欠場

5   363

3   362

6

記録／備考

4   361

一般男子      

1500m               

決勝

順 No. 氏  名
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