
主催：南信中学校体育連盟・南信陸上競技協会                                      

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】202030  伊那市営陸上競技場

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
05/30 共通男子  +1.5 金田　龍太朗(3) 24.13 宮島　大樹(3) 25.52 加藤　直樹(3) 25.94 篠田匡史(2) 26.45 宮入　光平(3) 26.59 黒河内　康介(3) 26.72 伊藤　喜広(3) 27.98 二村　直輝(2) 29.17

２００ｍ 緑ヶ丘 高森 赤穂 飯田高陵 赤穂 箕輪 長峰 岡谷北部
林　篤志(3) 54.67 古河原　凌哉(2) 56.21 北野　達也(3) 56.40 仲谷　龍貴(2) 56.85 塩沢　直樹(2) 58.18 山崎　遼太郎(3) 58.87 大蔵　孝明(3) 58.95 中島　諒(2) 59.14

４００ｍ 岡谷南部 宮田 下條 諏訪南 高森 伊那 駒ヶ根東 南箕輪
宮澤留以(3) 2,09.01 北原　魁人(3) 2,09.51 山川　悟史(3) 2,13.77 野坂　光太(3) 2,13.92 藤森　崇美(2) 2,16.24 熊谷　皐(2) 2,16.29 堀内　俊希(3) 2,16.92 中村　孝樹(2) 2,18.33

８００ｍ 飯田高陵 伊那東部 諏訪西 赤穂 岡谷西部 伊那松川 駒ヶ根東 茅野東部
久保田　隼(3) 9,11.46 小池　隼人(3) 9,23.45 丸山　修平(2) 9,26.24 藤木　悠太(2) 9,27.22 寺平　悠介(3) 9,29.79 大沢　　聖(3) 9,37.80 福澤　遼(3) 9,46.30 田畑　雅伸(3) 9,48.08

３０００ｍ 飯島 伊那松川 赤穂 飯島 駒ヶ根東 伊那松川 旭ヶ丘 旭ヶ丘
 +2.1 平澤　　慎(3) 16.43 中島　瑞樹(2) 17.41 矢澤　亮太(3) 駒ヶ根東 18.33 藤森　大地(3) 19.29 玉本　祥大(3) 19.37 明田　壮司(3) 19.64 宮脇　拓海(2) 19.69

１１０ｍH 伊那松川 中川 宮島　卓也(3) 赤穂 永明 諏訪西 長峰 駒ヶ根東
近藤　隆興(3) 1.68 秋山　智明(3) 1.68 渡部　大喜(3) 1.65 小池　千晃(3) 1.60 竹村　春樹(3) 1.55 中島　亘(2) 1.55 秋山　秀明(2) 1.50 所澤慎(2) 1.45

走高跳 緑ヶ丘 岡谷東部 緑ヶ丘 伊那 赤穂 赤穂 岡谷東部 飯田高陵
今井　祐輔(3) 4.00 倉橋　由宇(2) 3.50 両角　優介(3) 3.30 宮澤　惇也(2) 3.20 山室　嵩眞(3) 3.20 清水　泰志(3) 3.10 中山　景介(2) 2.80 冨永　晴希(3) 2.60

棒高跳 岡谷北部 永明 永明 春富 茅野東部 南箕輪 伊那東部 春富
宮澤　拓人(3) 6.36(+0.6) 所河　右京(3) 5.82(+1.1) 三沢　正明(3) 5.63(+0.7) 中山　和樹(3) 5.42(0.0) 大野裕哉(3) 5.41(+2.1) 橋爪　彼方(2) 5.08(+1.0) 三石　啓介(2) 5.05(+1.2) 小松　拓磨(2) 5.05(+2.2)

走幅跳 伊那 駒ヶ根東 高森 西箕輪 飯田高陵 春富 喬木 岡谷東部
緑ヶ丘       46.44 伊那       47.33 赤穂       47.62 伊那松川       47.84 諏訪南       48.53 箕輪       48.85 伊那東部       49.09 南箕輪       49.19

４×１００ｍＲ 伊藤　惇気(3) 熊谷　佳彦(3) 加藤　直樹(3) 松下　潤也(2) 仲谷　龍貴(2) 沓掛　祐樹(3) 竹村　雄也(3) 福田　一貴(2)
近藤　隆興(3) 小池　千晃(3) 小林　智哉(3) 小木曽　晃介(2) 市川　侑(3) 木村　拓也(3) 中山　景介(2) 唐澤　玄(3)
伊原　瑞貴(2) 堀内　悠樹(2) 中原　慎二(2) 橋爪　孔明(2) 河西　優作(3) 中村　優太(3) 木下　敏秀(3) 原　智也(3)
金田　龍太朗(3) 宮澤　拓人(3) 加藤　大樹(3) 平澤　　慎(3) 金箱　樹(2) 黒河内　康介(3) 小林　渡(3) 清水　泰志(3)

濵　丈地加(3) 9.29 溝口大地(3) 8.90 矢澤　巧久留(3) 8.65 竹島　康介(3) 8.57 河西　秀作(2) 8.49 吉澤　健太(2) 8.39 佐藤　一樹(3) 8.23 宮下　亮人(3) 8.08
砲丸投げ 南箕輪 飯田高陵 旭ヶ丘 茅野東部 永明 岡谷北部 茅野東部 中川

1年男子  +2.3 三村　和久(1) 12.27 坂井　和人(1) 12.54 榎本　康亮(1) 12.58 三石　竜哉(1) 12.78 細田　耕太(1) 12.81 笠井　聡太(1) 12.86 新井　高廣(1) 13.02 平澤　竜也　(1) 13.15
１００ｍ 岡谷東部 辰野 赤穂 竜東 春富 上諏訪 下條 伊那

河野　友希(1) 4,43.18 湯澤　舜(1) 4,47.72 井口　龍輝(1) 4,49.70 花原毅(1) 4,50.63 小林　寛和(1) 4,51.19 熊谷　悠(1) 5,00.27 北原　賢人(1) 5,02.20 位高　秀明(1) 5,08.19
１５００ｍ 伊那松川 駒ヶ根東 赤穂 富士見高原 下諏訪社 阿智　　 諏訪南 旭ヶ丘

小林　聖也(1) 4.38(+1.2) 小林　祐(1) 4.24(+0.1) 斉藤　優(1) 4.21(+1.2) 五味　俊幸(1) 4.14(+1.6) 高坂　亮介(1) 4.08(+1.4) 牧ノ内　怜(1) 3.95(+1.0) 金沢　佳樹　　　　3.90(+1.3) 北原　諒(1) 3.88(+0.6)
走幅跳 岡谷西部 宮田 駒ヶ根東 茅野東部 岡谷東部 緑ヶ丘 伊那 伊那東部

2年男子  +2.4 金箱　樹(2) 11.89 松下　潤也(2) 12.14 中原　慎二(2) 12.23 伊原　瑞貴(2) 12.32 久力　祐太(2) 12.37 川島　創士(2) 12.39 小木曽　晃介(2) 12.48 岡田英希(2) 12.67
１００ｍ 諏訪南 伊那松川 赤穂 緑ヶ丘 高森 岡谷東部 伊那松川 飯田高陵

3年男子  +2.6 濱　裕哉(3) 11.23 市川　侑(3) 11.89 唐澤　玄(3) 11.91 加藤　大樹(3) 11.92 伊藤　惇気(3) 11.95 木村　拓也(3) 11.98 佐藤　稜太(3) 12.03 亀井　佳吾(3) 12.18
１００ｍ 岡谷南部 諏訪南 南箕輪 赤穂 緑ヶ丘 箕輪 辰野 西箕輪

2,3年男子 川俣　隼也(3) 4,18.02 大澤　　翼(3) 4,23.32 笠原　舟(3) 4,23.82 日達　勇紀(3) 4,25.19 宮島　智洋(3) 4,25.54 蟹澤　淳平(2) 4,28.11 春日　千速(2) 4,30.13 熊谷　佳彦(3) 4,34.75
１５００ｍ 原 伊那松川 箕輪 原 岡谷東部 駒ヶ根東 駒ヶ根東 伊那

低学年男子 岡谷東部       50.87 伊那松川       51.11 赤穂       52.46 高森       52.52 駒ヶ根東       52.75 岡谷北部       53.59 長峰       54.08 飯田高陵       54.78
４×１００ｍＲ 高坂　亮介(1) 髙橋　瞬(2) 横沢　優太(2) 西川　正悟(2) 白鳥　克哉(2) 辛山　勇太(1) 両川　光流(2) 所澤慎(2)

三村　和久(1) 太田　翼(2) 堺沢　辰弥(2) 上原　諒(1) 馬場　信介(1) 二村　直輝(2) 鮎澤 一輝(1) 篠田匡史(2)
中村　和明(2) 中塚　隆斗(1) 樋屋　裕貴(1) 川口　純(1) 竹村　泰地(1) 芝田　直樹(2) 小口 直希(1) 坂口光祐(1)
山田　大稀(2) 河野　友希(1) 榎本　康亮(1) 塩沢　直樹(2) 宮脇　拓海(2) 窪田　章吾(1) 名和 航(2) 大野聡士(1)



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第48回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会                                      ｺｰﾄﾞ  [09204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
共通男子 05/30 +1.5  1 金田　龍太朗(3)    24.13  2 宮島　大樹(3)    25.52  3 加藤　直樹(3)    25.94  4 篠田匡史(2)    26.45

緑ヶ丘 高森 赤穂 飯田高陵
 5 宮入　光平(3)    26.59  6 黒河内　康介(3)    26.72  7 伊藤　喜広(3)    27.98  8 二村　直輝(2)    29.17

赤穂 箕輪 長峰 岡谷北部
共通男子 05/30  1 林　篤志(3)    54.67  2 古河原　凌哉(2)    56.21  3 北野　達也(3)    56.40  4 仲谷　龍貴(2)    56.85

岡谷南部 宮田 下條 諏訪南
 5 塩沢　直樹(2)    58.18  6 山崎　遼太郎(3)    58.87  7 大蔵　孝明(3)    58.95  8 中島　諒(2)    59.14

高森 伊那 駒ヶ根東 南箕輪
共通男子 05/30  1組  1 福與　宏輝(3)  2,20.69  2 山下　潤(3)  2,21.73  3 宮坂　和宏(3)  2,24.60  4 西川　正悟(2)  2,25.00

緑ヶ丘 赤穂 長峰 高森
 5 北原　直弥(2)  2,26.26  6 矢崎　信道(3)  2,27.75  7 藤沢　清広(3)  2,29.33  8 土田　珠羅(2)  2,29.67

伊那 永明 茅野北部 伊那
 9 宮下　直哉(2)  2,30.13 10 高橋　悠平(2)  2,30.77 11 松下　将実(3)  2,31.63 12 戸田　成俊(2)  2,39.95

伊那松川 原 中川 中川
13 手塚　奎吾(1)  2,40.89 14 大野田翔太(2)  2,43.95 15 牛山　拓成(2)  2,47.76 16 高岡　章博(1)  2,51.51

宮田 南箕輪 永明 伊那東部
17 名取洋輝(1)  2,53.36 矢島　旦景(1) 欠場    

富士見高原 上諏訪
 2組  1 宮澤留以(3)  2,09.01  2 北原　魁人(3)  2,09.51  3 山川　悟史(3)  2,13.77  4 野坂　光太(3)  2,13.92

飯田高陵 伊那東部 諏訪西 赤穂
 5 藤森　崇美(2)  2,16.24  6 熊谷　皐(2)  2,16.29  7 堀内　俊希(3)  2,16.92  8 中村　孝樹(2)  2,18.33

岡谷西部 伊那松川 駒ヶ根東 茅野東部
 9 小口　響己(2)  2,19.40 10 井上　和己(2)  2,21.16 11 小野　覚(3)  2,24.78 12 小林　巧(2)  2,26.75

岡谷西部 岡谷東部 宮田 原
13 中川　陽介(3)  2,28.80 14 大槻　遼太(1)  2,31.68 15 斉藤　弘樹(2)  2,32.96 16 白鳥　克哉(2)  2,33.95

岡谷北部 辰野 箕輪 駒ヶ根東
共通男子 05/30  1 久保田　隼(3)  9,11.46  2 小池　隼人(3)  9,23.45  3 丸山　修平(2)  9,26.24  4 藤木　悠太(2)  9,27.22

飯島 伊那松川 赤穂 飯島
 5 寺平　悠介(3)  9,29.79  6 大沢　　聖(3)  9,37.80  7 福澤　遼(3)  9,46.30  8 田畑　雅伸(3)  9,48.08

駒ヶ根東 伊那松川 旭ヶ丘 旭ヶ丘
 9 木下　敏秀(3)  9,52.96 10 原謙二郎(2)  9,54.75 11 中村　和明(2)  9,55.56 12 桃澤　悠祐(3)  9,59.77

伊那東部 飯田高陵 岡谷東部 中川
13 田中　仁悟(2) 10,05.97 14 春日　裕貴(3) 10,12.63 15 河原　徹弥(2) 10,15.03 16 小木曽　静波(2) 10,28.52

永明 駒ヶ根東 上諏訪 伊那東部
17 安藤　雄真(3) 10,29.65 18 後澤　将文(2) 10,30.81 19 宮澤　孝明(2) 10,31.67 20 木野　一生(3) 10,36.14

赤穂 高森 岡谷西部 春富
21 小林　拓也(3) 10,37.17 22 伊藤　匡(3) 10,38.72 23 小池　優穏(3) 10,40.06 24 山田誉史輝(2) 10,51.03

高森 阿智　　 宮田 岡谷東部
25 小山　一徳(3) 10,54.79 26 諏訪　一輝(3) 11,06.40 27 小澤　慶太郎(3) 11,09.78 28 郡司　耕平(2) 11,10.74

辰野 永明 宮田 岡谷西部
29 原　昇(1) 11,15.53 30 小池　隼一(2) 11,16.81 31 伊藤　知真(1) 11,41.23 32 上田　竜二(3) 12,12.17

阿智　　 富士見南 諏訪西 箕輪
33 北原文宏(2) 12,16.25 34 小平　伊織(1) 12,22.25 35 武居　健児(3) 12,57.95 金成　武瑠(3) 欠場    

飯田高陵 辰野 茅野東部 原
溝呂木　一毅(2) 欠場    
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トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第48回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会                                      ｺｰﾄﾞ  [09204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

共通男子 05/30 +2.1  1 平澤　　慎(3)    16.43  2 中島　瑞樹(2)    17.41  3 矢澤　亮太(3)    18.33  3 宮島　卓也(3)    18.33
伊那松川 中川 駒ヶ根東 赤穂

 5 藤森　大地(3)    19.29  6 玉本　祥大(3)    19.37  7 明田　壮司(3)    19.64  8 宮脇　拓海(2)    19.69
永明 諏訪西 長峰 駒ヶ根東

1年男子 05/30 +2.3  1 三村　和久(1)    12.27  2 坂井　和人(1)    12.54  3 榎本　康亮(1)    12.58  4 三石　竜哉(1)    12.78
岡谷東部 辰野 赤穂 竜東

 5 細田　耕太(1)    12.81  6 笠井　聡太(1)    12.86  7 新井　高廣(1)    13.02  8 平澤　竜也　(1)    13.15
春富 上諏訪 下條 伊那

1年男子 05/30  1組  1 河野　友希(1)  4,43.18  2 湯澤　舜(1)  4,47.72  3 井口　龍輝(1)  4,49.70  4 花原毅(1)  4,50.63
伊那松川 駒ヶ根東 赤穂 富士見高原

 5 小林　寛和(1)  4,51.19  6 熊谷　悠(1)  5,00.27  7 北原　賢人(1)  5,02.20  8 位高　秀明(1)  5,08.19
下諏訪社 阿智　　 諏訪南 旭ヶ丘

 9 近藤　織部(1)  5,08.94 10 安藤　拓真(1)  5,09.12 11 牛山　時和(1)  5,14.87 12 田畑　圭夫(1)  5,19.23
伊那松川 駒ヶ根東 諏訪西 旭ヶ丘

13 小池陽介(1)  5,25.24 14 耳塚　渓太(1)  5,28.89 15 有井　稜芽(1)  5,30.40 16 本山　翔(1)  5,34.24
富士見高原 西箕輪 諏訪西 岡谷北部

17 堤　誉稀(1)  5,35.34 18 森川　知生(1)  5,37.88 19 神原　亮太(1)  5,37.91 小笠原　和也(1) 欠場    
天龍 箕輪 岡谷北部 阿智　　

白鳥　育旺(1) 欠場    
西箕輪

 2組  1 野澤　晃太朗(1)  5,10.99  2 金成　孝司(1)  5,15.69  3 原　海斗(1)  5,16.52  4 坂口光祐(1)  5,17.89
茅野北部 原 宮田 飯田高陵

 5 山田 峻暉(1)  5,19.67  6 西村　準(1)  5,25.94  7 小松　初(1)  5,26.13  8 松下　京介(1)  5,28.61
長峰 鼎 辰野 中川

 9 帯川　恵輔(1)  5,36.93 10 酒井　和樹(1)  5,41.36 11 宮下　拓己(1)  5,45.97 12 大日方　友哉(1)  5,47.90
茅野北部 辰野 伊那東部 伊那

13 矢澤　明徳(1)  5,47.98 14 久保田　隼介(1)  5,48.06 15 田中　雄(1)  5,51.91 16 坂井　遊夢(1)  5,53.04
諏訪南 伊那東部 岡谷西部 上諏訪

17 白鳥　倖誠(1)  6,06.62 18 藤森　歩(1)  6,06.88 19 稲村　良彦(1)  6,21.91 20 高橋　孝佳(1)  6,28.51
茅野東部 上諏訪 春富 岡谷東部

21 酒井　天晴(1)  6,30.89
南箕輪

2年男子 05/30 +2.4  1 金箱　樹(2)    11.89  2 松下　潤也(2)    12.14  3 中原　慎二(2)    12.23  4 伊原　瑞貴(2)    12.32
諏訪南 伊那松川 赤穂 緑ヶ丘

 5 久力　祐太(2)    12.37  6 川島　創士(2)    12.39  7 小木曽　晃介(2)    12.48  8 岡田英希(2)    12.67
高森 岡谷東部 伊那松川 飯田高陵

3年男子 05/30 +2.6  1 濱　裕哉(3)    11.23  2 市川　侑(3)    11.89  3 唐澤　玄(3)    11.91  4 加藤　大樹(3)    11.92
岡谷南部 諏訪南 南箕輪 赤穂

 5 伊藤　惇気(3)    11.95  6 木村　拓也(3)    11.98  7 佐藤　稜太(3)    12.03  8 亀井　佳吾(3)    12.18
緑ヶ丘 箕輪 辰野 西箕輪
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トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第48回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会                                      ｺｰﾄﾞ  [09204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

2,3年男子 05/30  1組  1 川俣　隼也(3)  4,18.02  2 春日　千速(2)  4,30.13  3 小木曽　燦県(3)  4,44.27  4 中村　優太(3)  4,48.48
原 駒ヶ根東 天龍 箕輪

 5 矢﨑　佑喜(2)  4,52.05  6 笠松　浩行(3)  4,53.53  7 永由　智洋(3)  5,00.45  8 佐藤　崇弘(2)  5,01.37
岡谷東部 中川 茅野東部 南箕輪

 9 古賀　フェリペ(2)  5,02.04 10 小野　宏樹(3)  5,04.50 11 酒井　直人(3)  5,04.93 12 浦野　幸二郎(3)  5,08.53
伊那東部 高森 赤穂 宮田

13 小林　大輔(3)  5,09.50 14 井口　翔太(2)  5,12.15 15 井出　弘太郎(3)  5,13.45 16 小平　瑞樹(3)  5,13.49
中川 伊那東部 茅野北部 茅野北部

17 平澤　寛樹(3)  5,15.67 18 上原　拓斗(3)  5,21.40 19 有賀　裕光(2)  5,27.57 20 原　佳祐(2)  5,39.59
宮田 永明 南箕輪 緑ヶ丘

21 川島　尚己(3)  6,31.95
長峰

 2組  1 大澤　　翼(3)  4,23.32  2 笠原　舟(3)  4,23.82  3 日達　勇紀(3)  4,25.19  4 宮島　智洋(3)  4,25.54
伊那松川 箕輪 原 岡谷東部

 5 蟹澤　淳平(2)  4,28.11  6 熊谷　佳彦(3)  4,34.75  7 大澤　祐太(3)  4,35.00  8 宮坂　進(2)  4,42.27
駒ヶ根東 伊那 伊那松川 岡谷北部

 9 村松　崇史(3)  4,43.09 10 伊東　大樹(3)  4,45.38 11 塩澤　浩二(3)  4,46.66 12 伊藤　栄将(3)  4,48.68
天龍 上諏訪 高森 辰野

13 守屋　凌介(3)  4,49.86 14 吉川健真(2)  4,50.30 15 高橋　涼(3)  4,50.69 16 宮坂　彰吾(3)  4,54.59
岡谷西部 飯田高陵 永明 諏訪西

17 伊藤 航平(2)  4,55.48 18 武笠　勇哉(2)  4,56.05 19 宮澤　清悟(2)  4,59.77 20 満澤　崇央(2)  5,07.32
長峰 茅野東部 岡谷西部 飯島

21 平賀　森(2)  5,31.64
西箕輪

四種男子 05/30  1 小室誠(3)    54.31  2 小林　渡(3)    55.75  3 倉田　和比己(3)    59.85  4 沓掛　祐樹(3)  1,00.21
飯田高陵 伊那東部 伊那 箕輪

 5 濵　智至(3)  1,01.06  6 山田　大稀(2)  1,03.95  7 宮下　卓也(2)  1,12.13
長峰 岡谷東部 駒ヶ根東

四種男子 05/30 +3.1  1 小室誠(3)    16.31  2 小林　渡(3)    16.47  3 沓掛　祐樹(3)    17.92  4 倉田　和比己(3)    19.01
飯田高陵 伊那東部 箕輪 伊那

 5 山田　大稀(2)    19.48  6 濵　智至(3)    21.46  7 宮下　卓也(2)    21.51
岡谷東部 長峰 駒ヶ根東

４００ｍ
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トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第48回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会                                      ｺｰﾄﾞ  [09204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
共通男子 05/30  1組 -0.5  1 宮島　大樹(3)    25.65  2 加藤　直樹(3)    26.08  3 黒河内　康介(3)    26.89  4 二村　直輝(2)    28.64

高森 赤穂 箕輪 岡谷北部
 5 小林　直樹(1)    30.80  6 小松　勇樹(1)    31.39  7 三浦　征大(1)    34.31

原 辰野 茅野東部
 2組 +0.7  1 金田　龍太朗(3)    24.05  2 宮入　光平(3)    26.77  3 芝田　直樹(2)    28.79  4 酒井　健太(3)    29.14

緑ヶ丘 赤穂 岡谷北部 宮田
 5 小池　祐希(1)    30.82  6 北嶋　悠貴(2)    31.66  7 斉藤　実来(1)    32.17

茅野北部 諏訪南 岡谷西部
 3組 +1.0  1 篠田匡史(2)    26.35  2 伊藤　喜広(3)    28.01  3 片倉　一穂(1)    33.36  4 高木　瑶介(3)    36.13

飯田高陵 長峰 伊那東部 上諏訪
竹村　琢弥(3) 欠場    太田　翼(2) 欠場    春日　銀治(1) 欠場    

駒ヶ根東 伊那松川 岡谷西部
共通男子 05/30  1組  1 林　篤志(3)    55.23  2 北野　達也(3)    56.34  3 中島　諒(2)  1,00.73  4 柳澤　慶介(3)  1,05.89

岡谷南部 下條 南箕輪 天龍
 5 茅野　直樹(2)  1,08.90  6 宮澤　亮(3)  1,09.19  7 柳平　拓夢(1)  1,21.44

茅野東部 赤穂 茅野北部
 2組  1 古河原　凌哉(2)    57.03  2 塩沢　直樹(2)    59.46  3 雨宮　慎一郎(3)  1,00.94  4 河西　優作(3)  1,00.99

宮田 高森 長峰 諏訪南
 5 平井　一輝(2)  1,04.16  6 石田　優太(2)  1,07.32  7 佐藤　泰規(2)  1,08.28  8 伊藤　貴洋(2)  1,16.34

岡谷北部 天龍 岡谷東部 伊那
 3組  1 仲谷　龍貴(2)    57.46  2 山崎　遼太郎(3)    58.78  3 大蔵　孝明(3)    59.23  4 小松　春也(2)  1,00.90

諏訪南 伊那 駒ヶ根東 原
 5 吉川雅人(2)  1,02.50  6 早坂　圭介(2)  1,04.89  7 遠藤　千有(2)  1,08.00  8 淺田　翔悟(1)  1,15.62

飯田高陵 岡谷北部 伊那松川 辰野
共通男子 05/30  1組 +2.5  1 平澤　　慎(3)    17.19  2 宮島　卓也(3)    19.23  3 宮脇　拓海(2)    19.64  4 明田　壮司(3)    19.95

伊那松川 赤穂 駒ヶ根東 長峰
 5 藤森　大地(3)    20.61  6 守屋　優太(1)    22.29  7 木下　智志(2)    30.40

永明 箕輪 高森
 2組 +3.8  1 中島　瑞樹(2)    17.89  2 矢澤　亮太(3)    18.50  3 玉本　祥大(3)    19.42  4 松田　啓暉(3)    21.61

中川 駒ヶ根東 諏訪西 長峰
 5 和田　賢人(2)    22.22  6 岩波　優太(1)    25.59

高森 茅野東部
1年男子 05/30  1組 +1.5  1 窪田　章吾(1)    13.54  2 登内　大地(1)    13.72  3 丸山　徹(1)    13.79  4 伊藤　俊平(1)    14.01

岡谷北部 箕輪 辰野 伊那東部
 5 小松　祥太(1)    14.22  6 守屋　暁太(1)    14.37  7 服部　恭介(1)    16.05

茅野北部 岡谷西部 天龍
 2組 +1.6  1 榎本　康亮(1)    12.57  2 三石　竜哉(1)    12.68  3 伊藤　空也(1)    13.80  4 加々見　武(1)    13.98

赤穂 竜東 岡谷西部 富士見南
 5 合津　伊織(1)    14.17  6 石田　寛生(1)    14.48  7 松澤　一輝(1)    14.83

伊那東部 茅野東部 鼎
 3組 +1.1  1 三村　和久(1)    12.49  2 新井　高廣(1)    13.18  3 馬場　信介(1)    13.37  4 小口 直希(1)    14.18

岡谷東部 下條 駒ヶ根東 長峰
 5 中塚　隆斗(1)    14.23  6 遠藤　直登(1)    14.74  7 原　勇治(1)    15.94

伊那松川 伊那 諏訪南
 4組 +2.3  1 笠井　聡太(1)    12.89  2 平澤　竜也　(1)    13.12  3 池上　慶祐(1)    13.28  4 鮎澤 一輝(1)    14.18

上諏訪 伊那 宮田 長峰
 5 松村　理久(1)    14.22  6 竹折　優太(1)    15.21  7 由澤　樹(1)    16.42

旭ヶ丘 緑ヶ丘 諏訪南

順
位

順
位

順
位

順
位
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トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第48回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会                                      ｺｰﾄﾞ  [09204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 5組 +1.4  1 細田　耕太(1)    12.96  2 大野聡士(1)    13.24  3 近藤洋平(1)    13.55  4 福田　太朗(1)    13.57
春富 飯田高陵 富士見高原 喬木

 5 鈴木　翔太(1)    13.79  6 松澤　快哉(1)    15.41  7 武藤　浩史(1)    15.71
鼎 中川 茅野東部

 6組 +1.4  1 坂井　和人(1)    12.54  2 白鳥　晃大(1)    13.56  3 椚谷　健(1)    13.71  4 武田　諒(1)    14.16
辰野 西箕輪 高森 岡谷北部

 5 羽根　循也(1)    14.19  6 伊藤　望(1)    14.68
緑ヶ丘 上諏訪

2年男子 05/30  1組 +2.5  1 久力　祐太(2)    12.24  2 川島　創士(2)    12.28  3 福士　和真(2)    12.36  4 吉田　優希(2)    12.76
高森 岡谷東部 天龍 中川

 5 宮坂　祐太(2)    13.77  6 伊藤　裕竜(2)    14.82  7 御子柴恭介(2)    14.97
茅野東部 原 南箕輪

 2組 +2.4  1 金箱　樹(2)    11.87  2 小木曽　晃介(2)    12.26  3 加賀見　一輝(2)    12.77  4 原　貴久(2)    12.94
諏訪南 伊那松川 永明 西箕輪

 5 藤澤　拓馬(2)    13.08  6 下平　浩輝(2)    13.32  7 小島　涼(2)    14.36
岡谷北部 諏訪西 箕輪

 3組 +2.1  1 中原　慎二(2)    12.10  2 伊原　瑞貴(2)    12.24  3 酒井　弘心(2)    12.51  4 今井　裕之(2)    12.55
赤穂 緑ヶ丘 春富 茅野北部

 5 平澤　佳樹(2)    13.13  6 名和 航(2)    13.30  7 小澤　瑞樹(2)    13.46
茅野東部 長峰 辰野

 4組 +2.0  1 松下　潤也(2)    12.11  2 下平　和輝(2)    12.31  3 長巾　真也(2)    12.48  4 福田　一貴(2)    13.18
伊那松川 喬木 諏訪南 南箕輪

 5 高畑　康平(2)    13.54  6 井口　亮(2)    13.59  7 加藤　遼太(2)    14.91
春富 箕輪 宮田

 5組 +1.3  1 岡田英希(2)    12.26  2 堀内　悠樹(2)    12.53  3 神谷　篤弥(2)    13.14  4 両川　光流(2)    14.08
飯田高陵 伊那 岡谷北部 長峰

 5 西村　　雄治(2)    14.51  6 小池　真生(2)    14.98
辰野 原

3年男子 05/30  1組 +2.3  1 市川　侑(3)    11.77  2 唐澤　玄(3)    11.91  3 佐藤　稜太(3)    12.05  4 百瀬　博紀(3)    12.20
諏訪南 南箕輪 辰野 原

 5 中塚　恭平(3)    12.22  6 二木　哲郎(3)    14.41  7 市原　涼詩(3)    14.50
高森 岡谷東部 天龍

 2組 +1.2  1 濱　裕哉(3)    11.33  2 加藤　大樹(3)    12.02  3 後藤　開(3)    12.32  4 小林　智哉(3)    12.40
岡谷南部 赤穂 緑ヶ丘 赤穂

 5 柿澤　優太(3)    12.78  6 宮﨑　裕也(3)    12.82  7 酒井　悠希(3)    13.93
長峰 中川 宮田

 3組 +1.0  1 伊藤　惇気(3)    11.92  2 田中　慎太郎(3)    12.11  3 藤森　秀貴(3)    12.23  4 荒井　悠希(3)    12.62
緑ヶ丘 岡谷北部 諏訪西 中川

 5 伯耆原　桂(3)    13.36  6 両角　涼太(3)    13.37
箕輪 茅野北部

 4組 +2.6  1 木村　拓也(3)    12.08  2 亀井　佳吾(3)    12.10  3 小林　孝典(3)    12.15  4 上島　拓真(3)    13.06
箕輪 西箕輪 宮田 原

 5 高木　直也(3)    13.83  6 三浦　大知(3)    14.35
岡谷東部 茅野東部

１００ｍ

１００ｍ



リレー種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第48回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会                                      ｺｰﾄﾞ  [09204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
共通男子 05/30     1 緑ヶ丘 伊藤　惇気(3) 近藤　隆興(3) 伊原　瑞貴(2) 金田　龍太朗(3)       46.44

    2 伊那 熊谷　佳彦(3) 小池　千晃(3) 堀内　悠樹(2) 宮澤　拓人(3)       47.33
    3 赤穂 加藤　直樹(3) 小林　智哉(3) 中原　慎二(2) 加藤　大樹(3)       47.62
    4 伊那松川 松下　潤也(2) 小木曽　晃介(2) 橋爪　孔明(2) 平澤　　慎(3)       47.84
    5 諏訪南 仲谷　龍貴(2) 市川　侑(3) 河西　優作(3) 金箱　樹(2)       48.53
    6 箕輪 沓掛　祐樹(3) 木村　拓也(3) 中村　優太(3) 黒河内　康介(3)       48.85
    7 伊那東部 竹村　雄也(3) 中山　景介(2) 木下　敏秀(3) 小林　渡(3)       49.09
    8 南箕輪 福田　一貴(2) 唐澤　玄(3) 原　智也(3) 清水　泰志(3)       49.19

低学年男子 05/30     1 岡谷東部 高坂　亮介(1) 三村　和久(1) 中村　和明(2) 山田　大稀(2)       50.87
    2 伊那松川 髙橋　瞬(2) 太田　翼(2) 中塚　隆斗(1) 河野　友希(1)       51.11
    3 赤穂 横沢　優太(2) 堺沢　辰弥(2) 樋屋　裕貴(1) 榎本　康亮(1)       52.46
    4 高森 西川　正悟(2) 上原　諒(1) 川口　純(1) 塩沢　直樹(2)       52.52
    5 駒ヶ根東 白鳥　克哉(2) 馬場　信介(1) 竹村　泰地(1) 宮脇　拓海(2)       52.75
    6 岡谷北部 辛山　勇太(1) 二村　直輝(2) 芝田　直樹(2) 窪田　章吾(1)       53.59
    7 長峰 両川　光流(2) 鮎澤 一輝(1) 小口 直希(1) 名和 航(2)       54.08
    8 飯田高陵 所澤慎(2) 篠田匡史(2) 坂口光祐(1) 大野聡士(1)       54.78

４×１００ｍＲ

チーム名 選手名１

４×１００ｍＲ



リレー種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第48回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会                                      ｺｰﾄﾞ  [09204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
共通男子 05/30  1組     1 赤穂 加藤　直樹(3) 小林　智哉(3) 中原　慎二(2) 加藤　大樹(3)       47.29

    2 南箕輪 福田　一貴(2) 唐澤　玄(3) 原　智也(3) 清水　泰志(3)       48.54
    3 箕輪 沓掛　祐樹(3) 木村　拓也(3) 中村　優太(3) 黒河内　康介(3)       48.61
    4 飯田高陵 岡田英希(2) 小室誠(3) 西尾和己(3) 大野裕哉(3)       48.77
    5 永明 藤森　大地(3) 河西　秀作(2) 両角　優介(3) 加賀見　一輝(2)       51.55
    6 岡谷西部 宮澤　清悟(2) 小口　響己(2) 宮澤　孝明(2) 守屋　凌介(3)       52.83
    7 天龍 石田　優太(2) 市原　涼詩(3) 服部　恭介(1) 福士　和真(2)       56.93

 2組     1 緑ヶ丘 伊藤　惇気(3) 近藤　隆興(3) 伊原　瑞貴(2) 金田　龍太朗(3)       46.02
    2 伊那 熊谷　佳彦(3) 小池　千晃(3) 堀内　悠樹(2) 宮澤　拓人(3)       47.51
    3 諏訪南 仲谷　龍貴(2) 市川　侑(3) 河西　優作(3) 金箱　樹(2)       47.81
    4 伊那東部 竹村　雄也(3) 中山　景介(2) 木下　敏秀(3) 小林　渡(3)       48.39
    5 原 上島　拓真(3) 百瀬　博紀(3) 伊藤　真央(2) 小松　春也(2)       50.54
    6 茅野北部 両角　涼太(3) 小松　祥太(1) 栁澤　暢宏(2) 今井　裕之(2)       52.63
    7 春富 冨永　晴希(3) 高畑　康平(2) 橋爪　彼方(2) 三澤　拓弥(3)       54.63

 3組     1 駒ヶ根東 清水　賢太(2) 矢澤　亮太(3) 大蔵　孝明(3) 所河　右京(3)       48.69
    2 岡谷東部 小松　拓磨(2) 川島　創士(2) 宮島　智洋(3) 秋山　智明(3)       48.82
    3 高森 中平　圭(3) 久力　祐太(2) 三沢　正明(3) 中塚　恭平(3)       48.86
    4 岡谷北部 神谷　篤弥(2) 藤澤　拓馬(2) 武居　弘晃(3) 田中　慎太郎(3)       49.65
    5 喬木 福田　太朗(1) 坪井　瞭(2) 三石　啓介(2) 下平　和輝(2)       49.69
    6 辰野 大槻　遼太(1) 坂井　和人(1) 小澤　瑞樹(2) 佐藤　稜太(3)       50.72

 4組     1 伊那松川 松下　潤也(2) 小木曽　晃介(2) 橋爪　孔明(2) 平澤　　慎(3)       47.74
    2 宮田 池上　慶祐(1) 古河原　凌哉(2) 小野　覚(3) 小林　孝典(3)       48.95
    3 諏訪西 玉本　祥大(3) 下平　浩輝(2) 中原　侑也(3) 藤森　秀貴(3)       50.42
    4 長峰 松田　啓暉(3) 柿澤　優太(3) 宮坂　和宏(3) 雨宮　慎一郎(3)       51.32
    5 茅野東部 中村　孝樹(2) 緑川　翔太(3) 平澤　佳樹(2) 山室　嵩眞(3)       51.78
    6 中川 宮﨑　裕也(3) 荒井　悠希(3) 中島　瑞樹(2) 吉田　優希(2)     1,00.41

低学年男子 05/30  1組     1 岡谷東部 高坂　亮介(1) 三村　和久(1) 山田　大稀(2) 中村　和明(2)       50.52
    2 高森 西川　正悟(2) 上原　諒(1) 川口　純(1) 塩沢　直樹(2)       51.91
    3 赤穂 横沢　優太(2) 堺沢　辰弥(2) 樋屋　裕貴(1) 榎本　康亮(1)       52.88
    4 茅野東部 武藤　浩史(1) 石田　寛生(1) 宮坂　祐太(2) 柳沢　智史(2)       56.13
    5 鼎 松澤　一輝(1) 渡辺　一真(1) 牧島　慧(1) 鈴木　翔太(1)       56.95
    6 箕輪 村上　誠(2) 唐澤　健太(1) 中村　友哉(1) 井口　亮(2)       58.66
    7 宮田 片桐　壮太郎(1) 原　海斗(1) 小田切　裕仁(1) 田中　達也(1)       59.69

 2組     1 伊那松川 髙橋　瞬(2) 太田　翼(2) 中塚　隆斗(1) 河野　友希(1)       50.62
    2 駒ヶ根東 白鳥　克哉(2) 馬場　信介(1) 竹村　泰地(1) 宮脇　拓海(2)       52.81
    3 上諏訪 藤森　歩(1) 笠井　聡太(1) 伊藤　望(1) 坂井　遊夢(1)       56.15
    4 辰野 漆原　航平(1) 丸山　徹(1) 小松　勇樹(1) 西村　　雄治(2)       56.59
    5 原 伊藤　裕竜(2) 清水　夏方(1) 小池　真生(2) 金成　孝司(1)       57.44

伊那東部 北原　諒(1) 合津　伊織(1) 荻原　湧雅(1) 伊藤　俊平(1) 失格      
 3組     1 岡谷北部 辛山　勇太(1) 二村　直輝(2) 芝田　直樹(2) 窪田　章吾(1)       53.92

    2 飯田高陵 所澤慎(2) 篠田匡史(2) 坂口光祐(1) 大野聡士(1)       54.23
    3 長峰 両川　光流(2) 鮎澤 一輝(1) 小口 直希(1) 名和 航(2)       54.26
    4 岡谷西部 守屋　暁太(1) 小林　聖也(1) 伊藤　空也(1) 藤森　崇美(2)       55.15
    5 春富 政岡　ミツヨシ(2) 政岡　アキラ(2) 鹿野　紘彰(1) 三浦　正也(1)       56.37
    6 緑ヶ丘 牧ノ内　怜(1) 竹折　優太(1) 羽根　循也(1) 酒井　淳(1)       56.86

チーム名 選手名１

４×１００ｍＲ

４×１００ｍＲ



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第48回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会                                      ｺｰﾄﾞ  [09204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
共通男子 05/30  1 近藤　隆興(3)    1.68  2 秋山　智明(3)    1.68  3 渡部　大喜(3)    1.65  4 小池　千晃(3)    1.60

緑ヶ丘 岡谷東部 緑ヶ丘 伊那
 5 竹村　春樹(3)    1.55  6 中島　亘(2)    1.55  7 秋山　秀明(2)    1.50  8 所澤慎(2)    1.45

赤穂 赤穂 岡谷東部 飯田高陵
 9 那須野　優人(2)    1.45 10 尾畑元佳(2)    1.40 11 西澤　嵩(2)    1.35 11 澁谷　優我(2)    1.35

春富 飯田高陵 永明 南箕輪
11 小尾　勝法(3)    1.35 14 池田　拓也(2)    1.35 大蔵　早太(2) 清水　夏方(1)

茅野東部 南箕輪 旭ヶ丘 原
五味 大輝(2) 橋爪　将太(2)

長峰 箕輪
共通男子 05/30  1 今井　祐輔(3)    4.00  2 倉橋　由宇(2)    3.50  3 両角　優介(3)    3.30  4 宮澤　惇也(2)    3.20

岡谷北部 永明 永明 春富
 5 山室　嵩眞(3)    3.20  6 清水　泰志(3)    3.10  7 中山　景介(2)    2.80  8 冨永　晴希(3)    2.60

茅野東部 南箕輪 伊那東部 春富
小林　洸介(2)

緑ヶ丘
共通男子 05/30  1 宮澤　拓人(3)    6.36  2 所河　右京(3)    5.82  3 三沢　正明(3)    5.63  4 中山　和樹(3)    5.42

伊那    +0.6 駒ヶ根東    +1.1 高森    +0.7 西箕輪     0.0
 5 大野裕哉(3)    5.41  6 橋爪　彼方(2)    5.08  7 三石　啓介(2)    5.05  8 小松　拓磨(2)    5.05

飯田高陵    +2.1 春富    +1.0 喬木    +1.2 岡谷東部    +2.2
 9 田中　俊平(2)    5.02 10 原　智也(3)    5.01 11 中平　圭(3)    4.97 12 武居　弘晃(3)    4.95

岡谷東部    +1.5 南箕輪    +1.8 高森    +1.7 岡谷北部    +2.2
13 竹村　大(3)    4.93 14 伊藤　真央(2)    4.79 15 山上　大輝(2)    4.78 16 緑川　翔太(3)    4.66

緑ヶ丘    +2.4 原    +1.8 中川    +2.2 茅野東部    +1.7
17 竹村　雄也(3)    4.60 18 大塚　智哉　(3)    4.53 19 栁澤　耕晴(3)    4.44 20 柳沢　智史(2)    4.37

伊那東部    +1.1 南箕輪    +1.8 茅野北部    +2.7 茅野東部    +2.3
21 春日　涼太(2)    4.32 22 日下部　玄(2)    4.28 23 山口　圭亮(3)    4.23 24 鈴木　湧太(2)    4.22

春富    +2.9 赤穂    +2.0 宮田    +2.1 緑ヶ丘    +2.5
25 松澤　達哉(3)    4.18 26 内田　恭太(2)    3.79 27 原　朋希(2)    3.78 28 牛山　尚織(2)    3.60

中川    +1.9 永明    +1.1 阿智　　    +2.2 原    +2.4
29 小林　東(2)    3.15 福澤隆生(3) 坂本　和雅(3) 欠場    橋爪　孔明(2) 欠場    

長峰    +4.2 飯田高陵 茅野北部 伊那松川
共通男子 05/30  1 濵　丈地加(3)    9.29  2 溝口大地(3)    8.90  3 矢澤　巧久留(3)    8.65  4 竹島　康介(3)    8.57

南箕輪 飯田高陵 旭ヶ丘 茅野東部
 5 河西　秀作(2)    8.49  6 吉澤　健太(2)    8.39  7 佐藤　一樹(3)    8.23  8 宮下　亮人(3)    8.08

永明 岡谷北部 茅野東部 中川
 9 中谷　昭太郎(2)    7.69 10 西尾和己(3)    7.59 11 小泉　龍也(3)    7.35 12 重盛　文宏(1)    7.17

箕輪 飯田高陵 諏訪西 箕輪
13 中原　侑也(3)    7.11 14 早川　謙哉(2)    6.85 15 羽生　直樹(2)    6.51 16 脇田　マサユキ(2)    6.45

諏訪西 南箕輪 高森 緑ヶ丘
17 田中　敬亮(3)    6.27 18 松下　翔太(2)    6.22 19 小林　勇太(2)    6.13 20 寺島　陵太郎(1)    6.11

宮田 高森 天龍 永明
21 宮下　勇人(2)    5.92 22 清水　賢太(2)    5.91 23 石川　尚(1)    5.82 24 原田　慎太郎(3)    5.46

中川 駒ヶ根東 原 長峰
25 瀬戸　竜紀(1)    5.33 26 上島　誠史(1)    5.26 市川　恭平(3) 欠場    髙橋　瞬(2) 欠場    

辰野 辰野 宮田 伊那松川

走高跳

棒高跳

走幅跳

砲丸投げ
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フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第48回長野県中学校総合体育大会陸上競技大会                                      ｺｰﾄﾞ  [09204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

1年男子 05/30  1 小林　聖也(1)    4.38  2 小林　祐(1)    4.24  3 斉藤　優(1)    4.21  4 五味　俊幸(1)    4.14
岡谷西部    +1.2 宮田    +0.1 駒ヶ根東    +1.2 茅野東部    +1.6

 5 高坂　亮介(1)    4.08  6 牧ノ内　怜(1)    3.95  7 金沢　佳樹　　　　(1    3.90  8 北原　諒(1)    3.88
岡谷東部    +1.4 緑ヶ丘    +1.0 伊那    +1.3 伊那東部    +0.6

 9 北原　智輝(1)    3.75 10 樋屋　裕貴(1)    3.75 11 酒井　淳(1)    3.68 12 縣　雅美(1)    3.65
茅野北部    -0.3 赤穂     0.0 緑ヶ丘    -0.3 長峰    +0.1

13 宮原　大介(1)    3.45 14 小野寺　陸(1)    3.43 15 牧島　慧(1)    3.36 16 渡辺　一真(1)    3.15
辰野    -1.1 原    -0.3 鼎    -1.1 鼎    +0.7

17 原祐也(1)    2.78
飯田高陵    -0.3

四種男子 05/30 宮下　卓也(2) 山田　大稀(2) 濵　智至(3) 倉田　和比己(3)
駒ヶ根東 岡谷東部 長峰 伊那

沓掛　祐樹(3) 小林　渡(3) 小室誠(3)
箕輪 伊那東部 飯田高陵

四種男子 05/30 宮下　卓也(2) 倉田　和比己(3) 山田　大稀(2) 濵　智至(3)
駒ヶ根東 伊那 岡谷東部 長峰

小室誠(3) 沓掛　祐樹(3) 小林　渡(3)
飯田高陵 箕輪 伊那東部

砲丸投

走幅跳

走高跳



Ｐ　２３

コード

コード

16"31 698 16"47 681 17"92 532 19"01 432 19"48 391 21"46 243 21"51 240

+3.1 698 +3.1 681 +3.1 532 +3.1 432 +3.1 391 +3.1 243 +3.1 240

8m60 402 10m20 498 9m62 463 6m52 279 7m20 319 7m49 336 4m69 173

1100 1179 995 711 710 579 413

1m65 504 1m60 464 1m55 426 1m45 352 1m35 283 1m40 317 1m20 188

1604 1643 1421 1063 993 896 601

54"31 627 55"75 569 60"21 406 59"85 418 63"95 289 61"06 378 72"13 96

2231 2212 1827 1481 1282 1274 697

総　得　点

順　　　位

陸協名　　　長野陸上競技協会　コード 競技会名　　南信地区予選会

主催団体　南信地区中学校体育連盟 競技場名　　伊那市陸上競技場

平成２１年　　５月　３０日　（　土　曜）

2037 1671 1568 1626 1121 1381 1820

小室　誠 小林　渡 沓掛　祐樹 倉田和比己 山田　大稀 濵　智至 宮下　卓也

飯田高陵 3 伊那東部 3 箕輪 3 伊那 3 岡谷東部 2 長峰 3 駒ヶ根東 2

１１０ｍＨ

砲丸投

走高跳

４００ｍ

2231 2212 1827 1481 1282 1274 697

1 2 3 4 5 6 7

種 目

都
道府

県・所属

競 技者名

ナ ン バ ー

混成競技(四種)記録得点表 （ 男 ・ 女 ）

記 録 員 桐 山 勝 次

記録主任 後 藤 衛

審 判 長 大 澤 徹

２ ０ ２ ０ ３ ０

名属

名

名

２ ０ ０ ９ ２ ０ ４ ０ ０ ２
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