
第83回諏訪大社陸上競技大会                                                      
主催：諏訪大社、長野陸上競技協会                                                
主管：諏訪陸上競技協会                                                          
審判長：堀晃　記録主任：葛城光一                                                

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】204050  茅野市運動公園陸上競技場

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
10/09 男子  -1.5 濱 裕哉(1) 11.61 青沼 義朗(2) 12.38 中村 健人(2) 12.53 小口 祐人(1) 12.76 両角 優介(1) 13.31 山室 嵩眞(1) 13.37 両角 涼太(1) 13.45

100m 一般･東海大三高 一般･諏訪二葉高 一般･東海大三高 一般･諏訪二葉高 一般･諏訪二葉高 一般･東海大三高 一般･下諏訪向陽高
10/09  -2.0 濱 裕哉(1) 23.72 笠井 健太(2) 24.52 蟹澤 勇斗(2) 26.04 服部 裕明(2) 26.13 赤羽 悟(2) 26.42 中原 祐吾(2) 26.47

200m 一般･東海大三高 一般･下諏訪向陽高 一般･伊那弥生ヶ丘高 一般･伊那弥生ヶ丘高 一般･伊那弥生ヶ丘高 一般･伊那弥生ヶ丘高
10/09 カラム イムラン 55.91 服部 裕明(2) 55.99 北澤 孝憲(1) 58.65 赤羽 悟(2) 59.66 荒井 悠希(1) 1,00.18 松下 秀喜(1) 1,02.45

400m 一般･東海大三高 一般･伊那弥生ヶ丘高 一般･東海大三高 一般･伊那弥生ヶ丘高 一般･伊那弥生ヶ丘高 一般･伊那弥生ヶ丘高
10/09 カラム イムラン 2,10.45 伊東 大樹(1) 2,11.42 林 優人(1) 2,12.79 小口 勇輝(2) 2,13.52 筒井 将斗(1) 2,21.07 小平 瑞樹(1) 2,23.03 波多野 悠人(3) 2,23.46 小山 一徳(1) 2,27.85

800m 一般･東海大三高 一般･東海大三高 一般･創造学園高 一般･岡谷工業高 一般･東海大三高 一般･諏訪実業高 一般･創造学園高 一般･辰野高校
10/09 小林 巧(2) 4,22.80 林 優人(1) 4,28.87 伊東 大樹(1) 4,30.48 雨宮 慎一郎(1) 4,35.96 桑原 大吾(1) 4,41.54 波多野 悠人(3) 4,44.10 筒井 将斗(1) 4,48.94 後藤 隼人(1) 4,51.53

1500m 一般･下諏訪向陽高 一般･創造学園高 一般･東海大三高 一般･諏訪実業高 一般･創造学園高 一般･創造学園高 一般･東海大三高 一般･創造学園高
10/09 内山 心(3) 1.65 本多 俊平 1.65 鮎澤 和樹(1) 1.55

走高跳 一般･創造学園高 一般･上伊那陸協 一般･下諏訪向陽高
10/09 緑川 翔太(1) 5.19(0.0)

走幅跳 一般･下諏訪向陽高
10/09 内山 心(3) 12.33(+2.8)

三段跳 一般･創造学園高
10/09 清水 拓也 11.40 安藤 純(2) 10.41 本多 俊平 8.95

砲丸投(7.260kg) 一般･TOKAI_AC 一般･伊那弥生ヶ丘高 一般･上伊那陸協
10/09 下諏訪向陽高       48.49 創造学園高(B)      56.50

4×100mR 鮎澤 和樹(1) 林 優人(1)
山本純也(3) 後藤 隼人(1)
閏間 耀一(2) 西澤 正志(1)
笠井 健太(2) 波多野 悠人(3)

10/09 中学男子  -1.3 岡田 英希(3) 12.05 小柳 堅一(3) 12.33 尾形 優也(2) 12.61 矢崎 宏一(2) 12.78 内藤 圭吾(2) 12.89 阿部 佳介(1) 13.31 関塚 賢悟(2) 13.32
100m 中学生･飯田高陵中 中学生･信明中 中学生･櫻ヶ岡中 中学生･諏訪西中 中学生･茅野北部中 中学生･岡谷東部中 中学生･塩尻広陵中

10/09  -2.5 岡田 英希(3) 24.74 小柳 堅一(3) 25.34 中山 雄太(3) 26.46 矢崎 宏一(2) 26.53 伊藤 匠美(3) 27.27 小岩井 元貴(2) 27.60
200m 中学生･飯田高陵中 中学生･信明中 中学生･櫻ヶ岡中 中学生･諏訪西中 中学生･櫻ヶ岡中 中学生･三郷中

10/09 小柳 堅一(3) 57.55 中山 雄太(3) 59.87 中村 孝樹(3) 1,00.31 戸田 樹(2) 1,00.87
400m 中学生･信明中 中学生･櫻ヶ岡中 中学生･茅野東部中 中学生･櫻ヶ岡中

10/09 原 謙二郎(3) 2,11.52 中村 孝樹(3) 2,11.78 近藤 洋平(2) 2,18.85 百瀬 弦(2) 2,19.87 宮坂 大樹(3) 2,19.92 千國 剛史(2) 2,23.53 伊藤 勇希(1) 2,27.70 酒井 和樹(2) 2,27.82
800m 中学生･飯田高陵中 中学生･茅野東部中 中学生･富士見中 中学生･塩尻広陵中 中学生･櫻ヶ岡中 中学生･三郷中 中学生･岡谷南部中 中学生･辰野中

10/09 原 謙二郎(3) 4,33.40 宮坂 進(3) 4,35.92 河原 徹弥(3) 4,38.58 野澤 晃太朗(2) 中学生･茅野北部中 4,46.07 田中 建伍(1) 4,52.00 酒井 和樹(2) 4,53.77 矢澤 隼斗(3) 4,54.14
1500m 中学生･飯田高陵中 中学生･岡谷北部中 中学生･上諏訪中 湯澤 亮太 中学生･諏訪南中 中学生･上諏訪中 中学生･辰野中 中学生･櫻ヶ岡中

10/09 所澤 慎(3) 1.50 宮坂 舜弥(1) 1.45 北原 宗城(2) 1.40
走高跳 中学生･飯田高陵中 中学生･茅野東部中 中学生･岡谷東部中

10/09 岡田 英希(3) 5.71(-0.3) 丸山 徹(2) 5.36(+0.2) 坂井 和人(2) 5.32(+1.1) 尾形 優也(2) 5.17(+0.4) 戸田 樹(2) 5.09(0.0) 市川 拓也(3) 4.93(0.0) 安藤  弥(2) 4.85(-0.2) 吉澤 魁(1) 4.60(+0.8)
走幅跳 中学生･飯田高陵中 中学生･辰野中 中学生･辰野中 中学生･櫻ヶ岡中 中学生･櫻ヶ岡中 中学生･岡谷東部中 中学生･上田第五中 中学生･下諏訪中

10/09 岡田 英希(3) 9.98 重盛 文宏(2) 8.87 瀬戸 竜紀(2) 8.78 遠藤 聡(2) 8.77 所澤 慎(3) 8.47 小岩井 元貴(2) 8.26 安藤  弥(2) 7.64 牧内 豪(1) 7.12
砲丸投(5.000kg) 中学生･飯田高陵中 中学生･箕輪中 中学生･辰野中 中学生･三郷中 中学生･飯田高陵中 中学生･三郷中 中学生･上田第五中 中学生･飯田高陵中

10/09 櫻ヶ岡中(A)       49.76 箕輪中       51.57 岡谷東部中       51.74 塩尻広陵中       52.18 三郷中       52.64
4×100mR 伊藤 匠美(3) 中村 友哉(2) 堀内 貴史(1) 百瀬 弦(2) 三間 翔(1)

中山 雄太(3) 登内 大地(2) 梅田 怜志(2) 関塚 賢悟(2) 小岩井 元貴(2)
戸田 樹(2) 沓掛 大輔(2) 阿部 佳介(1) 檀浦 知樹(2) 野畑 幸世(2)
大日方 景都(1) 重盛 文宏(2) 高坂 亮介(2) 三村 航輝(2) 遠藤 聡(2)

10/09 一般男子総合 東海大三高 ４４ 創造学園高 29 下諏訪向陽高 27

10/09 中学男子総合 飯田高陵中 ４４ 櫻ヶ岡中 31 信明中 16



予選 10月9日 11:10
決勝 10月9日 14:40

大会新        10.8

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.9

 1 青沼 義朗(2) 一般    12.77 q 1 濱 裕哉(1) 一般    11.82 q
ｱｵﾇﾏ ﾖｼｱｷ 諏訪二葉高 ﾊﾏ ﾕｳﾔ 東海大三高

 2 山室 嵩眞(1) 一般    13.23 q 2 小口 祐人(1) 一般    12.72 q
ﾔﾏﾑﾛ ｼｭｳﾏ 東海大三高 ｵｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 諏訪二葉高

 3 両角 涼太(1) 一般    13.49 q 3 中村 健人(2) 一般    12.78 q
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｮｳﾀ 下諏訪向陽高 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 東海大三高

 4 両角 優介(1) 一般    13.51 q 4 黒河内康介(1) 一般    13.58 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 諏訪二葉高 ｸﾛｺﾞｳﾁ ｺｳｽｹ 伊那弥生ヶ丘高
岩波 柾也(2) 一般 5 平坂 涼也(1)    14.89 
ｲﾜﾅﾐ ﾏｻﾔ 下諏訪向陽高 ﾋﾗｻｶﾘｮｳﾔ 下諏訪向陽高
向平 蘭丸(1) 一般 閏間 耀一(2) 一般
ﾑｶｲﾋﾗ ﾗﾝﾏﾙ 東海大三高 ｳﾙﾏ ﾖｳｲﾁ 下諏訪向陽高

風速 -1.5

 1 濱 裕哉(1) 一般    11.61 
ﾊﾏ ﾕｳﾔ 東海大三高

 2 青沼 義朗(2) 一般    12.38 
ｱｵﾇﾏ ﾖｼｱｷ 諏訪二葉高

 3 中村 健人(2) 一般    12.53 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 東海大三高

 4 小口 祐人(1) 一般    12.76 
ｵｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 諏訪二葉高

 5 両角 優介(1) 一般    13.31 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 諏訪二葉高

 6 山室 嵩眞(1) 一般    13.37 
ﾔﾏﾑﾛ ｼｭｳﾏ 東海大三高

 7 両角 涼太(1) 一般    13.45 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｮｳﾀ 下諏訪向陽高

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

所属名 記録／備考
2   445

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4   444

1   476

5   478
欠場

順

3   427
欠場

6   420

記録／備考
2   468

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3   409

5   446

4   474

氏  名 所属名 記録／備考

6   502

1   429

3   468

5   445

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No.

4   446

7   444

2   474

1   420

6   476



予選 10月9日 12:55
決勝 10月9日 15:50

大会新        22.9

[ 1組] 風速 -2.0 [ 2組] 風速 -2.5

 1 濱 裕哉(1) 一般    24.31 q 1 笠井 健太(2) 一般    25.66 q
ﾊﾏ ﾕｳﾔ 東海大三高 ｶｻｲ ｹﾝﾀ 下諏訪向陽高

 2 蟹澤 勇斗(2) 一般    26.55 q 2 服部 裕明(2) 一般    25.77 q
ｶﾆｻﾜ ﾕｳﾄ 伊那弥生ヶ丘高 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾒｲ 伊那弥生ヶ丘高

 3 赤羽 悟(2) 一般    26.98 q 3 中原 祐吾(2) 一般    27.03 q
ｱｶﾊﾈ ｻﾄﾙ 伊那弥生ヶ丘高 ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｺﾞ 伊那弥生ヶ丘高

 4 松下 秀喜(1) 一般    27.48 4 荒井 悠希(1) 一般    27.30 
ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高 ｱﾗｲ ﾊﾙｷ 伊那弥生ヶ丘高

 5 両角 涼太(1) 一般    28.09 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｮｳﾀ 下諏訪向陽高

風速 -2.0

 1 濱 裕哉(1) 一般    23.72 
ﾊﾏ ﾕｳﾔ 東海大三高

 2 笠井 健太(2) 一般    24.52 
ｶｻｲ ｹﾝﾀ 下諏訪向陽高

 3 蟹澤 勇斗(2) 一般    26.04 
ｶﾆｻﾜ ﾕｳﾄ 伊那弥生ヶ丘高

 4 服部 裕明(2) 一般    26.13 
ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾒｲ 伊那弥生ヶ丘高

 5 赤羽 悟(2) 一般    26.42 
ｱｶﾊﾈ ｻﾄﾙ 伊那弥生ヶ丘高

 6 中原 祐吾(2) 一般    26.47 
ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｺﾞ 伊那弥生ヶ丘高

男子

200m200m

予選予選予選 通過基準  2組  0着 + 6通過基準  2組  0着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
33   468  468

66   411  411

22   406  406

44   408  408

55   420  420

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
33   428  428

66   402  402

55   404  404

44   410  410

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
22   468  468

44   428  428

55   411  411

33   402  402

66   406  406

11   404  404



予選 10月9日 9:25
決勝 10月9日 14:10

大会新        51.3

[ 1組] [ 2組]

 1 服部 裕明(2) 一般    56.11 q 1 北澤 孝憲(1) 一般  1,00.50 q
ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾒｲ 伊那弥生ヶ丘高 ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 東海大三高

 2 蟹澤 勇斗(2) 一般  1,04.23 2 赤羽 悟(2) 一般  1,02.19 q
ｶﾆｻﾜ ﾕｳﾄ 伊那弥生ヶ丘高 ｱｶﾊﾈ ｻﾄﾙ 伊那弥生ヶ丘高

 3 林 優人(1) 一般  1,05.02 3 荒井 悠希(1) 一般  1,03.44 q
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 創造学園高 ｱﾗｲ ﾊﾙｷ 伊那弥生ヶ丘高

 4 堀内 正和(1) 一般  1,10.14 4 明田 壮司(1) 一般  1,05.84 
ﾎﾘｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ 創造学園高 ﾒｲﾀﾞ ｿｳｼ 諏訪実業高

 5 冨永 晴希(1) 一般  1,13.67 5 波多野 悠人(3) 一般  1,07.70 
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾊﾙｷ 辰野高校 ﾊﾀﾉ ﾕｳﾄ 創造学園高

 6 藤澤 亮(1) 一般  1,27.32 6 西澤 正志(1) 一般  1,10.35 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳ 創造学園高 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 創造学園高

[ 3組]

 1 カラム イムラン(3一般    57.64 q
ｶﾗﾑ ｲﾑﾗﾝ 東海大三高

 2 松下 秀喜(1) 一般  1,02.95 q
ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高

 3 中原 祐吾(2) 一般  1,03.47 
ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｺﾞ 伊那弥生ヶ丘高

 4 後藤 隼人(1) 一般  1,07.23 
ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 創造学園高

 5 桑原 大吾(1) 一般  1,08.20 
ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 創造学園高

 1 カラム イムラン(3一般    55.91 
ｶﾗﾑ ｲﾑﾗﾝ 東海大三高

 2 服部 裕明(2) 一般    55.99 
ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾒｲ 伊那弥生ヶ丘高

 3 北澤 孝憲(1) 一般    58.65 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 東海大三高

 4 赤羽 悟(2) 一般    59.66 
ｱｶﾊﾈ ｻﾄﾙ 伊那弥生ヶ丘高

 5 荒井 悠希(1) 一般  1,00.18 
ｱﾗｲ ﾊﾙｷ 伊那弥生ヶ丘高

 6 松下 秀喜(1) 一般  1,02.45 
ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

男子

400m

予選 通過基準  3組  0着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

2   411

所属名 記録／備考
6   402

3   450

5   451

No. 氏  名 所属名

1   454

順

4   461

3   406

5   410

記録／備考
2   471

ﾚｰﾝ

6   452

4   456

1   433

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   480

5   408

4   457

2   458

3   404

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   471

4   480

2   402

6   408

3   406

1   410



決勝 10月9日 11:55

大会新        2,04.60

 1 カラム イムラン(3一般  2,10.45 
ｶﾗﾑ ｲﾑﾗﾝ 東海大三高

 2 伊東 大樹(1) 一般  2,11.42 
ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 東海大三高

 3 林 優人(1) 一般  2,12.79 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 創造学園高

 4 小口 勇輝(2) 一般  2,13.52 
ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ 岡谷工業高

 5 筒井 将斗(1) 一般  2,21.07 
ﾂﾂｲ ﾏｻﾄ 東海大三高

 6 小平 瑞樹(1) 一般  2,23.03 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｽﾞｷ 諏訪実業高

 7 波多野 悠人(3) 一般  2,23.46 
ﾊﾀﾉ ﾕｳﾄ 創造学園高

 8 小山 一徳(1) 一般  2,27.85 
ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 辰野高校

 9 桑原 大吾(1) 一般  2,29.50 
ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 創造学園高

10 後藤 隼人(1) 一般  2,32.27 
ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 創造学園高

11 堀内 正和(1) 一般  2,37.27 
ﾎﾘｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ 創造学園高

12 西澤 正志(1) 一般  2,37.67 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 創造学園高

13 藤澤 亮(1) 一般  3,25.50 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳ 創造学園高

No. 氏  名 所属名 記録／備考
10   480

12   479

男子

800m

決勝

順

8   413

4   473

13   450

7   452

2   464

6   436

11   457

9   451

5   458

1   454

3   456



決勝 10月9日 15:25

大会新        4:07,08

 1 小林 巧(2) 一般  4,22.80 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 下諏訪向陽高

 2 林 優人(1) 一般  4,28.87 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 創造学園高

 3 伊東 大樹(1) 一般  4,30.48 
ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 東海大三高

 4 雨宮 慎一郎(1) 一般  4,35.96 
ｱﾒﾐﾔ ｼﾝｲﾁﾛｳ 諏訪実業高

 5 桑原 大吾(1) 一般  4,41.54 
ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 創造学園高

 6 波多野 悠人(3) 一般  4,44.10 
ﾊﾀﾉ ﾕｳﾄ 創造学園高

 7 筒井 将斗(1) 一般  4,48.94 
ﾂﾂｲ ﾏｻﾄ 東海大三高

 8 後藤 隼人(1) 一般  4,51.53 
ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 創造学園高

 9 小口 雅徳(2) 一般  4,51.93 
ｵｸﾞﾁ ﾏｻﾉﾘ 下諏訪向陽高

10 高橋 篤実(2) 一般  4,53.10 
ﾀｶﾊｼ ｱﾂﾐ 岡谷工業高

11 西澤 正志(1) 一般  5,14.38 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 創造学園高

12 堀内 正和(1) 一般  5,27.29 
ﾎﾘｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ 創造学園高

13 有賀 将志(1) 一般  6,13.05 
ｱﾙｶﾞ ﾏｻｼ 辰野高校

14 藤澤 亮(1) 一般  7,38.03 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳ 創造学園高
有賀 凌(2) 一般
ｱﾙｶﾞ ﾘｮｳ 下諏訪向陽高

男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   479

12   423

11   450

15   452

13   441

5   458

8   425

4   473

7   457

9   451

2   414

1   456

10   421
欠場

14   459

3   454



決勝 10月9日 15:00

大会新        2.00

内山 心(3) 一般
ｳﾁﾔﾏ ｼﾝ 創造学園高
本多 俊平 一般
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 上伊那陸協
鮎澤 和樹(1) 一般
ｱﾕｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 下諏訪向陽高

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m50 1m55 1m60 1m65 1m70
1 1   453

O XO XO O XXX

XO XXX
2 3   431

- - O

 1.65

 1.65

3 2   430
XO XXO XXX  1.55



決勝 10月9日 9:00

大会新        7.22

緑川 翔太(1) 一般  4.90  5.19  4.98  4.74  4.90   4.78    5.19 
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｼｮｳﾀ 下諏訪向陽高  +0.3   0.0   0.0   0.0  -0.3    0.0     0.0

男子

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   419

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



決勝 10月9日 15:00

大会新        14.49

内山 心(3) 一般 11.38 12.20 10.05 12.33 12.31  12.11   12.33 
ｳﾁﾔﾏ ｼﾝ 創造学園高  +0.6  +1.1   0.0  +2.8  +2.1   +1.6    +2.8

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 1   453

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



決勝 10月9日 15:00

大会新        15.35

清水 拓也 一般
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ TOKAI_AC
安藤 純(2) 一般
ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 伊那弥生ヶ丘高
本多 俊平 一般
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 上伊那陸協

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  X   X

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

 9.24  9.13

記録 備考
1 3   400

 9.58   X 11.40

 8.95  8.60

11.10  11.40 

2 2   412
 9.57 10.15 10.41

 8.67   8.95 

 9.15  10.41 

3 1   431
 8.50  8.75  8.14



決勝 10月9日 16:15

大会新        47.96

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 下諏訪向陽高   430 鮎澤 和樹(1)    48.49 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ｱﾕｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ
  501 山本純也(3)

ﾔﾏﾓﾄｼﾞｭﾝﾔ
  429 閏間 耀一(2)

ｳﾙﾏ ﾖｳｲﾁ
  428 笠井 健太(2)

ｶｻｲ ｹﾝﾀ
 2   5 創造学園高(B)   450 林 優人(1)    56.50 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝｺｳB ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ
  457 後藤 隼人(1)

ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ
  456 西澤 正志(1)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ
  452 波多野 悠人(3)

ﾊﾀﾉ ﾕｳﾄ
  3 創造学園高(A)   451 堀内 正和(1)

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝｺｳA ﾎﾘｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ 失格
  454 藤澤 亮(1)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳ
  458 桑原 大吾(1)

ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ
  453 内山 心(3)

ｳﾁﾔﾏ ｼﾝ
  4 東海大三高   476 山室 嵩眞(1)

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｻﾝｺｳ ﾔﾏﾑﾛ ｼｭｳﾏ 失格
  468 濱 裕哉(1)

ﾊﾏ ﾕｳﾔ
  474 中村 健人(2)

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ
  471 北澤 孝憲(1)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ

男子

4×100mR

決勝



予選 10月9日 10:25
決勝 10月9日 14:30

大会新        11.4

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +0.4

 1 矢崎 宏一(2) 中学生    12.71 q 1 尾形 優也(2) 中学生    12.89 q
ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 諏訪西中 ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾔ 櫻ヶ岡中

 2 加々見 武(2) 中学生    13.76 2 阿部 佳介(1) 中学生    13.08 q
ｶｶﾞﾐ ﾀｹﾙ 富士見中 ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ 岡谷東部中

 3 宮坂 舜弥(1) 中学生    13.97 3 五味 龍彦(1) 中学生    14.21 
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝﾔ 茅野東部中 ｺﾞﾐ ﾀﾂﾋｺ 富士見中

 4 山田 貴大(1) 中学生    14.58 4 齋藤 進次郎(1) 中学生    14.23 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 櫻ヶ岡中 ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ 飯田高陵中

 5 守住 望(1) 中学生    15.53 5 熊谷 佳晃(1) 中学生    15.37 
ﾓﾘｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ 岡谷東部中 ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼｱｷ 茅野東部中
横田 聖人(1) 中学生 6 一柳 虹太(1) 中学生    15.49 
ﾖｺﾀ ﾏｻﾄ 飯田高陵中 ｲﾁﾔﾅｷﾞ ｺｳﾀ 茅野北部中
千見寺 恵汰(1) 中学生 後藤 佑基(1) 中学生
ﾁｹﾝｼﾞ ｹｲﾀ 上諏訪中 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ 諏訪西中

[ 3組] 風速 +0.6 [ 4組] 風速 +0.3

 1 関塚 賢悟(2) 中学生    13.32 q 1 小柳 堅一(3) 中学生    12.77 q
ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ 塩尻広陵中 ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信明中

 2 大庭 拓真(1) 中学生    14.70 2 後藤 悠二(1) 中学生    13.77 
ｵｵﾊﾞ ﾀｸﾏ 岡谷東部中 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾞ 飯田高陵中

 3 原田 巧己(1) 中学生    14.74 3 有井 稜芽(2) 中学生    14.33 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 飯田高陵中 ｱﾘｲ ﾘｮｳｶﾞ 諏訪西中

 4 仲俣 宏章(1) 中学生    16.00 4 濱 竜也(2) 中学生    14.56 
ﾅｶﾏﾀ ﾋﾛｱｷ 櫻ヶ岡中 ﾊﾏ ﾀﾂﾔ 三郷中

 5 中島 舞人(1) 中学生    16.97 5 西澤 翔(1) 中学生    16.08 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｲﾄ 上諏訪中 ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳ 櫻ヶ岡中
細田 耕太(2) 中学生 6 児玉陸太郎(1) 中学生    16.59 
ﾎｿﾀﾞ ｺｳﾀ 春富中 ｺﾀﾞﾏ ﾘｸﾀﾛｳ 富士見中
武田 諒(2) 中学生 辛山 勇太(2) 中学生
ﾀｹﾀﾞﾘｮｳ 岡谷北部中 ｼﾝﾔﾏﾕｳﾀ 岡谷北部中

[ 5組] 風速 -0.7 [ 6組] 風速 -0.1

 1 岡田 英希(3) 中学生    12.33 q 1 赤坂 直也(1) 中学生    15.41 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 飯田高陵中 ｱｶｻｶ ﾅｵﾔ 辰野中

 2 矢﨑 鴻介 中学生    13.66 2 小池 智也(1) 中学生    16.03 
ﾔｻﾞｷ ｺｳｽｹ 諏訪南中 ｺｲｹ ﾄﾓﾔ 茅野東部中

 3 守屋 暁太(2) 中学生    13.71 3 牧内 純(1) 中学生    16.44 
ﾓﾘﾔ ｱｷﾋﾛ 岡谷西部中 ﾏｷｳﾁ ｼﾞｭﾝ 飯田高陵中

 4 河西 一星(1) 中学生    15.15 巻渕 優也(1) 中学生
ｶｻｲ ｲｯｾｲ 上諏訪中 ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ 岡谷南部中

 5 中村 智哉(1) 中学生    15.66 伊藤 和輝(1) 中学生
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 茅野東部中 ｲﾄｳｶｽﾞｷ 岡谷北部中

 6 清水 敬太(1) 中学生    16.01 伊藤 望(2) 中学生
ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 富士見中 ｲﾄｳ ﾉｿﾞﾑ 上諏訪中
橋爪 司(1) 中学生 三村 和久(2) 中学生
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾂｶｻ 春富中 ﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ 岡谷東部中

[ 7組] 風速 -0.4 [ 8組] 風速 -0.2

 1 遠藤 聡(2) 中学生    13.37 1 登内 大地(2) 中学生    13.40 
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 三郷中 ﾄﾉｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 箕輪中

 2 安藤  弥(2) 中学生    13.71 2 吉川 涼平(2) 中学生    14.04 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 上田第五中 ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 飯田高陵中

 3 大日方 景都(1) 中学生    14.07 3 堀内 貴史(1) 中学生    14.05 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲﾄ 櫻ヶ岡中 ﾎﾘｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 岡谷東部中

 4 山近 拳児(1) 中学生    14.20 4 石井 冬馬(1) 中学生    14.47 
ﾔﾏﾁｶ ｹﾝｼﾞ 飯田高陵中 ｲｼｲ ﾄｳﾏ 上諏訪中

 5 御子柴 友暉(1) 中学生    15.08 5 藤森 優輝(1) 中学生    14.67 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾕｳｷ 岡谷東部中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 諏訪西中

 6 北原 教平(1) 中学生    15.52 松澤 和也(1) 中学生
ｷﾀﾊﾗ ｷｮｳﾍｲ 諏訪西中 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 茅野東部中

中学男子

100m

予選 通過基準  9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
6   202

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

2    97

5   356

3   324

4   299
欠場

7   165

1    43

欠場

順 ﾚｰﾝ No.

2   321

1    95

6   216

7    56

氏  名 所属名 記録／備考
5   337

4   119

3   260

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ No. 氏  名
5     4

1    36

欠場

順

6   151
欠場

2   342

3

所属名 記録／備考
2   197

7    61

  162

4   285 7   201

4   123

6   283

3   318

1    65

5   348

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ No. 氏  名
2   296

6   222

欠場

順

4   308

3   177

5

所属名 記録／備考
1   244

1   153

   83

7    11 5   263

2    57

4    88

6   182
欠場

7    48

欠場
3    70

欠場

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

1   346

4   141

6   195

5   205

2   279

3    51

3   291

氏  名 所属名 記録／備考
6   328

1   210

4    22

2   166

5    86
欠場



[ 9組] 風速  0.0

 1 内藤 圭吾(2) 中学生    13.16 q
ﾅｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 茅野北部中

 2 伊藤 匠美(3) 中学生    13.71 
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 櫻ヶ岡中

 3 中村 友哉(2) 中学生    14.04 
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 箕輪中

 4 小林 諒太(1) 中学生    14.65 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 飯田高陵中

 5 小須田 健(1) 中学生    15.04 
ｺｽﾀﾞ ﾀｹｼ 上田第五中

 6 赤羽 弘政(1) 中学生    15.06 
ｱｶﾊﾈ ﾋﾛﾏｻ 岡谷東部中

風速 -1.3

 1 岡田 英希(3) 中学生    12.05 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 飯田高陵中

 2 小柳 堅一(3) 中学生    12.33 
ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信明中

 3 尾形 優也(2) 中学生    12.61 
ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾔ 櫻ヶ岡中

 4 矢崎 宏一(2) 中学生    12.78 
ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 諏訪西中

 5 内藤 圭吾(2) 中学生    12.89 
ﾅｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 茅野北部中

 6 阿部 佳介(1) 中学生    13.31 
ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ 岡谷東部中

 7 関塚 賢悟(2) 中学生    13.32 
ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ 塩尻広陵中

所属名 記録／備考

中学男子

3   104

6   372

100m
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予選 10月9日 12:25
決勝 10月9日 15:40

大会新        23.87

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -1.3

 1 遠藤 聡(2) 中学生    28.01 1 中山 雄太(3) 中学生    26.00 q
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 三郷中 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 櫻ヶ岡中

 2 後藤 悠二(1) 中学生    28.78 2 矢崎 宏一(2) 中学生    26.48 q
ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾞ 飯田高陵中 ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 諏訪西中

 3 寺島 翼(2) 中学生    29.07 3 山近 拳児(1) 中学生    28.62 
ﾃﾗｼﾏ ﾂﾊﾞｻ 櫻ヶ岡中 ﾔﾏﾁｶ ｹﾝｼﾞ 飯田高陵中

 4 河西 一星(1) 中学生    30.45 4 佐藤 直樹(2) 中学生    30.57 
ｶｻｲ ｲｯｾｲ 上諏訪中 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 茅野東部中

 5 中島 明伸(1) 中学生    31.61 5 五味 尚也(1) 中学生    32.76 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾉﾌﾞ 下諏訪中 ｺﾞﾐ ﾅｵﾔ 茅野北部中

 6 守住 望(1) 中学生    31.87 細田 耕太(2) 中学生
ﾓﾘｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ 岡谷東部中 ﾎｿﾀﾞ ｺｳﾀ 春富中

[ 3組] 風速 -1.6 [ 4組] 風速 -2.4

 1 北原 宗城(2) 中学生    28.24 1 岡田 英希(3) 中学生    25.47 q
ｷﾀﾊﾗ ﾑﾈｷ 岡谷東部中 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 飯田高陵中

 2 松井 晃大(2) 中学生    28.76 2 伊藤 匠美(3) 中学生    27.75 q
ﾏﾂｲ ｺｳﾀﾞｲ 櫻ヶ岡中 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 櫻ヶ岡中

 3 牧内 豪(1) 中学生    29.22 3 三間 翔(1) 中学生    28.56 
ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ 飯田高陵中 ﾐﾂﾏ ｶｹﾙ 三郷中

 4 清水 敬太(1) 中学生    32.34 4 松田 尚希(1) 中学生    28.89 
ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 富士見中 ﾏﾂﾀﾞﾅｵｷ 岡谷北部中
戸田 巧(1) 中学生 5 丸茂 幸太郎(1) 中学生    31.92 
ﾄﾀﾞ ﾀｸﾐ 春富中 ﾏﾙﾓ ｺｳﾀﾛｳ 茅野北部中

[ 5組] 風速 -0.2

 1 小柳 堅一(3) 中学生    26.51 q
ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信明中

 2 小岩井 元貴(2) 中学生    27.76 q
ｺｲﾜｲ ｹﾞﾝｷ 三郷中

 3 西澤 翔(1) 中学生    32.82 
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳ 櫻ヶ岡中

 4 児玉陸太郎(1) 中学生    34.35 
ｺﾀﾞﾏ ﾘｸﾀﾛｳ 富士見中
尾畑 元佳(3) 中学生
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾄﾖｼ 飯田高陵中

風速 -2.5

 1 岡田 英希(3) 中学生    24.74 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 飯田高陵中

 2 小柳 堅一(3) 中学生    25.34 
ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信明中

 3 中山 雄太(3) 中学生    26.46 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 櫻ヶ岡中

 4 矢崎 宏一(2) 中学生    26.53 
ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 諏訪西中

 5 伊藤 匠美(3) 中学生    27.27 
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 櫻ヶ岡中

 6 小岩井 元貴(2) 中学生    27.60 
ｺｲﾜｲ ｹﾞﾝｷ 三郷中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学男子
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予選 10月9日 8:45
決勝 10月9日 14:00

大会新        54.33

[ 1組] [ 2組]

 1 中山 雄太(3) 中学生  1,02.60 q 1 岡田 英希(3) 中学生    59.56 q
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 櫻ヶ岡中 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 飯田高陵中

 2 伊藤 和輝(1) 中学生  1,05.66 2 小松 祥太(2) 中学生  1,03.17 
ｲﾄｳｶｽﾞｷ 岡谷北部中 ｺﾏﾂ ｼｮｳﾀ 茅野北部中

 3 小岩井 元貴(2) 中学生  1,06.87 3 竹原 諄(1) 中学生  1,07.34 
ｺｲﾜｲ ｹﾞﾝｷ 三郷中 ﾀｹﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 三郷中

 4 矢島 旦景(2) 中学生  1,08.11 4 中島 剛(1) 中学生  1,08.74 
ﾔｼﾞﾏ ｱｻﾋ 上諏訪中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹｼ 櫻ヶ岡中

 5 寺島 翼(2) 中学生  1,10.84 5 坂井 遊夢(2) 中学生  1,16.10 
ﾃﾗｼﾏ ﾂﾊﾞｻ 櫻ヶ岡中 ｻｶｲ ﾕﾌﾑ 上諏訪中

 6 小林 大輝(1) 中学生  1,18.09 6 塚田 顕大(1) 中学生  1,21.51 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 富士見中 ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 櫻ヶ岡中

[ 3組] [ 4組]

 1 遠藤 聡(2) 中学生  1,02.34 q 1 戸田 樹(2) 中学生  1,00.88 q
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 三郷中 ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ 櫻ヶ岡中

 2 近藤 洋平(2) 中学生  1,02.77 2 中村 孝樹(3) 中学生  1,02.22 q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ 富士見中 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 茅野東部中

 3 松井 晃大(2) 中学生  1,08.84 3 野畑 幸世(2) 中学生  1,08.58 
ﾏﾂｲ ｺｳﾀﾞｲ 櫻ヶ岡中 ﾉﾊﾞﾀ ﾕｷﾖ 三郷中

 4 中山 航大(1) 中学生  1,12.88 4 藤沢 玄(1) 中学生  1,09.66 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 下諏訪中 ﾌｼﾞｻﾜ ｹﾞﾝ 櫻ヶ岡中
横田 聖人(1) 中学生 5 平栗 広大(1) 中学生  1,10.52 
ﾖｺﾀ ﾏｻﾄ 飯田高陵中 ﾋﾗｸﾞﾘ ｺｳﾀﾞｲ 飯田高陵中

[ 5組]

 1 小柳 堅一(3) 中学生  1,00.39 q
ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信明中

 2 淺田 翔悟(2) 中学生  1,04.22 
ｱｻﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 辰野中

 3 矢澤 明徳 中学生  1,04.86 
ﾔｻﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 諏訪南中

 4 大日方 景都(1) 中学生  1,07.82 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲﾄ 櫻ヶ岡中

 5 齋藤 実来(2) 中学生  1,11.49 
ｻｲﾄｳ ﾐﾗｲ 岡谷西部中

 1 小柳 堅一(3) 中学生    57.55 
ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信明中

 2 中山 雄太(3) 中学生    59.87 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 櫻ヶ岡中

 3 中村 孝樹(3) 中学生  1,00.31 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 茅野東部中

 4 戸田 樹(2) 中学生  1,00.87 
ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ 櫻ヶ岡中
岡田 英希(3) 中学生
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 飯田高陵中
遠藤 聡(2) 中学生
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 三郷中
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決勝 10月9日 11:35

大会新        2,07.11

[ 1組] [ 2組]

 1 矢崎 宏一(2) 中学生  2,28.06 1 原 謙二郎(3) 中学生  2,11.52 
ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 諏訪西中 ﾊﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ 飯田高陵中

 2 関 颯人(1) 中学生  2,28.32 2 中村 孝樹(3) 中学生  2,11.78 
ｾｷ ﾊﾔﾄ 茅野東部中 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 茅野東部中

 3 牛山 祐人(2) 中学生  2,31.18 3 近藤 洋平(2) 中学生  2,18.85 
ｳｼﾔﾏ ﾕｳﾄ 茅野東部中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ 富士見中

 4 塚原 和人(1) 中学生  2,32.32 4 百瀬 弦(2) 中学生  2,19.87 
ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 櫻ヶ岡中 ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ 塩尻広陵中

 5 中村 一貴(1) 中学生  2,39.97 5 宮坂 大樹(3) 中学生  2,19.92 
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 飯田高陵中 ﾐﾔｻｶ ﾀﾞｲｷ 櫻ヶ岡中

 6 藤井 現代(1) 中学生  2,42.05 6 千國 剛史(2) 中学生  2,23.53 
ﾌｼﾞｲ ｹﾞﾝﾀﾞｲ 飯田高陵中 ﾁｸﾆ ﾂﾖｼ 三郷中

 7 伊藤 大生(1) 中学生  2,42.28 7 伊藤 勇希(1) 中学生  2,27.70 
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 富士見中 ｲﾄｳ ﾕｳｷ 岡谷南部中

 8 小菅 雅人(1) 中学生  2,48.55 8 酒井 和樹(2) 中学生  2,27.82 
ｺｽｹﾞ ﾏｻﾄ 上田第五中 ｻｶｲ ｶｽﾞｷ 辰野中

 9 小林 優介(1) 中学生  2,49.12 9 吉川 雅人(3) 中学生  2,33.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 上田第五中 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾄ 飯田高陵中

10 邉見 風人(2) 中学生  2,52.62 10 川野 晴也(2) 中学生  2,33.40 
ﾍﾝﾐ ｶｻﾞﾄ 三郷中 ｶﾜﾉ ﾊﾙﾔ 櫻ヶ岡中

11 出﨑 涼太(1) 中学生  2,53.55 11 近藤 隆博(1) 中学生  2,34.66 
ｲﾃﾞｻｷ ﾘｮｳﾀ 上田第五中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 辰野中
川村 鴻太(1) 中学生 12 萱津 徹也(2) 中学生  2,40.92 
ｶﾜﾑﾗ ｺｳﾀ 下諏訪中 ｶﾔﾂ ﾃﾂﾔ 櫻ヶ岡中
三浦 聖志(1) 中学生 大槻 遼太(2) 中学生
ﾐｳﾗ ｾｲｼﾞ 岡谷西部中 ｵｵﾂｷ ﾘｮｳﾀ 辰野中

中学男子
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   1 原 謙二郎(3) 中学生 飯田高陵中    2,11.52  2  1
   2 中村 孝樹(3) 中学生 茅野東部中    2,11.78  2  2
   3 近藤 洋平(2) 中学生 富士見中    2,18.85  2  3
   4 百瀬 弦(2) 中学生 塩尻広陵中    2,19.87  2  4
   5 宮坂 大樹(3) 中学生 櫻ヶ岡中    2,19.92  2  5
   6 千國 剛史(2) 中学生 三郷中    2,23.53  2  6
   7 伊藤 勇希(1) 中学生 岡谷南部中    2,27.70  2  7
   8 酒井 和樹(2) 中学生 辰野中    2,27.82  2  8
   9 矢崎 宏一(2) 中学生 諏訪西中    2,28.06  1  1
  10 関 颯人(1) 中学生 茅野東部中    2,28.32  1  2
  11 牛山 祐人(2) 中学生 茅野東部中    2,31.18  1  3
  12 塚原 和人(1) 中学生 櫻ヶ岡中    2,32.32  1  4
  13 吉川 雅人(3) 中学生 飯田高陵中    2,33.04  2  9
  14 川野 晴也(2) 中学生 櫻ヶ岡中    2,33.40  2 10
  15 近藤 隆博(1) 中学生 辰野中    2,34.66  2 11
  16 中村 一貴(1) 中学生 飯田高陵中    2,39.97  1  5
  17 萱津 徹也(2) 中学生 櫻ヶ岡中    2,40.92  2 12
  18 藤井 現代(1) 中学生 飯田高陵中    2,42.05  1  6
  19 伊藤 大生(1) 中学生 富士見中    2,42.28  1  7
  20 小菅 雅人(1) 中学生 上田第五中    2,48.55  1  8
  21 小林 優介(1) 中学生 上田第五中    2,49.12  1  9
  22 邉見 風人(2) 中学生 三郷中    2,52.62  1 10
  23 出﨑 涼太(1) 中学生 上田第五中    2,53.55  1 11
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決勝 10月9日 14:55

大会新        4:27.68

[ 1組] [ 2組]

 1 太田 英暁(2) 中学生  5,21.54 1 雨宮 諒河(1) 中学生  5,05.85 
ｵｵﾀﾋﾃﾞｱｷ 岡谷北部中 ｱﾒﾐﾔ ﾘｮｳｶﾞ 上諏訪中

 2 平林 和氣(1) 中学生  5,39.19 2 日野 志朗(1) 中学生  5,08.06 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 諏訪西中 ﾋﾉ ｼﾛｳ 箕輪中

 3 坂口 聖英(1) 中学生  5,39.75 3 塚原 和人(1) 中学生  5,11.28 
ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾃﾞ 櫻ヶ岡中 ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 櫻ヶ岡中

 4 三井 智也(1) 中学生  5,40.23 4 山田 将輝(1) 中学生  5,11.72 
ﾐﾂｲ ﾄﾓﾔ 富士見中 ﾔﾏﾀﾞ ﾏｻｷ 岡谷東部中

 5 宮森 蒼太(1) 中学生  5,45.63 5 田中 俊平(3) 中学生  5,19.66 
ﾐﾔﾓﾘ ｿｳﾀ 諏訪西中 ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾍﾟｲ 岡谷東部中

 6 小林 大輝(1) 中学生  5,45.64 6 坂井 遊夢(2) 中学生  5,19.77 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 富士見中 ｻｶｲ ﾕﾌﾑ 上諏訪中

 7 古畑 朋也(1) 中学生  5,46.99 7 木村 浩樹(1) 中学生  5,19.78 
ﾌﾙﾊﾀ ﾄﾓﾔ 三郷中 ｷﾑﾗ ｺｳｷ 茅野北部中

 8 小須田 健(1) 中学生  5,53.10 8 小林 諒哉(1) 中学生  5,22.83 
ｺｽﾀﾞ ﾀｹｼ 上田第五中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 富士見中

 9 小林 優介(1) 中学生  5,54.40 9 伊藤 大生(1) 中学生  5,36.46 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 上田第五中 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 富士見中

10 武田 康太郎(1) 中学生  6,01.74 10 滝沢 直大(2) 中学生  5,37.68 
茅野東部中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵﾋﾛ 櫻ヶ岡中

11 高橋 孝佳(2) 中学生  6,08.49 11 有賀 功(1) 中学生  5,39.72 
ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾖｼ 岡谷東部中 ｱﾙｶﾞ ｲｻｵ 諏訪西中
武田 諒(2) 中学生 12 伊藤 太紀(1) 中学生  5,42.42 
ﾀｹﾀﾞﾘｮｳ 岡谷北部中 ｲﾄｳ ﾀｲｷ 春富中
大槻 聡志(2) 中学生 13 小菅 雅人(1) 中学生  5,44.11 
ｵｵﾂｷｻﾄｼ 岡谷北部中 ｺｽｹﾞ ﾏｻﾄ 上田第五中
宮澤 勇斗(1) 中学生 田中 雄(2) 中学生
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 岡谷西部中 ﾀﾅｶ ﾕｳ 岡谷西部中

[ 3組] [ 4組]

 1 田中 建伍(1) 中学生  4,52.00 1 原 謙二郎(3) 中学生  4,33.40 
ﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ 上諏訪中 ﾊﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ 飯田高陵中

 2 酒井 和樹(2) 中学生  4,53.77 2 宮坂 進(3) 中学生  4,35.92 
ｻｶｲ ｶｽﾞｷ 辰野中 ﾐﾔｻｶｽｽﾑ 岡谷北部中

 3 宮木 遼太朗(3) 中学生  4,55.91 3 河原 徹弥(3) 中学生  4,38.58 
ﾐﾔｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ 岡谷東部中 ｶﾜﾊﾗ ﾃﾂﾔ 上諏訪中

 4 飯島 伸広(1) 中学生  4,56.52 4 野澤 晃太朗(2) 中学生  4,46.07 
ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 下諏訪社中 ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 茅野北部中

 5 坂口 光祐(2) 中学生  5,01.53 4 湯澤 亮太 中学生  4,46.07 
ｻｶｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 飯田高陵中 ﾕｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 諏訪南中

 6 川野 晴也(2) 中学生  5,02.73 6 矢澤 隼斗(3) 中学生  4,54.14 
ｶﾜﾉ ﾊﾙﾔ 櫻ヶ岡中 ﾔｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 櫻ヶ岡中

 7 森川 知生(2) 中学生  5,04.83 7 北原 賢人 中学生  4,54.78 
ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓｷ 箕輪中 ｷﾀﾊﾗ ｹﾝﾄ 諏訪南中

 8 白鳥 倖誠(2) 中学生  5,06.92 8 宮坂 大樹(3) 中学生  5,03.75 
ｼﾗﾄﾘ ｺｳｾｲ 茅野東部中 ﾐﾔｻｶ ﾀﾞｲｷ 櫻ヶ岡中

 9 渡邉 高史(1) 中学生  5,09.63 矢﨑 佑喜(3) 中学生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾌﾐ 岡谷東部中 ﾔｻﾞｷ ﾕｳｷ 岡谷東部中

10 近藤 隆博(1) 中学生  5,14.62 山田 誉史輝(3) 中学生
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 辰野中 ﾔﾏﾀﾞ ﾖｼｷ 岡谷東部中

11 藤沢 玄(1) 中学生  5,15.84 築舘 陽介(1) 中学生
ﾌｼﾞｻﾜ ｹﾞﾝ 櫻ヶ岡中 ﾂｷﾀﾞﾃ ﾖｳｽｹ 富士見中

12 萱津 徹也(2) 中学生  5,20.51 武居 優希(2) 中学生
ｶﾔﾂ ﾃﾂﾔ 櫻ヶ岡中 ﾀｹｲ ﾕｳｷ 櫻ヶ岡中
牛山 時和(2) 中学生 井上 和己(3) 中学生
ｳｼﾔﾏ ﾄｷｶｽﾞ 諏訪西中 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｴ 岡谷東部中
藤森 歩(2) 中学生 中村 和明(3) 中学生
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾕﾑ 上諏訪中 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｱｷ 岡谷東部中
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   1 原 謙二郎(3) 中学生 飯田高陵中    4,33.40  4  1
   2 宮坂 進(3) 中学生 岡谷北部中    4,35.92  4  2
   3 河原 徹弥(3) 中学生 上諏訪中    4,38.58  4  3
   4 野澤 晃太朗(2) 中学生 茅野北部中    4,46.07  4  4
   4 湯澤 亮太 中学生 諏訪南中    4,46.07  4  4
   6 田中 建伍(1) 中学生 上諏訪中    4,52.00  3  1
   7 酒井 和樹(2) 中学生 辰野中    4,53.77  3  2
   8 矢澤 隼斗(3) 中学生 櫻ヶ岡中    4,54.14  4  6
   9 北原 賢人 中学生 諏訪南中    4,54.78  4  7
  10 宮木 遼太朗(3) 中学生 岡谷東部中    4,55.91  3  3
  11 飯島 伸広(1) 中学生 下諏訪社中    4,56.52  3  4
  12 坂口 光祐(2) 中学生 飯田高陵中    5,01.53  3  5
  13 川野 晴也(2) 中学生 櫻ヶ岡中    5,02.73  3  6
  14 宮坂 大樹(3) 中学生 櫻ヶ岡中    5,03.75  4  8
  15 森川 知生(2) 中学生 箕輪中    5,04.83  3  7
  16 雨宮 諒河(1) 中学生 上諏訪中    5,05.85  2  1
  17 白鳥 倖誠(2) 中学生 茅野東部中    5,06.92  3  8
  18 日野 志朗(1) 中学生 箕輪中    5,08.06  2  2
  19 渡邉 高史(1) 中学生 岡谷東部中    5,09.63  3  9
  20 塚原 和人(1) 中学生 櫻ヶ岡中    5,11.28  2  3
  21 山田 将輝(1) 中学生 岡谷東部中    5,11.72  2  4
  22 近藤 隆博(1) 中学生 辰野中    5,14.62  3 10
  23 藤沢 玄(1) 中学生 櫻ヶ岡中    5,15.84  3 11
  24 田中 俊平(3) 中学生 岡谷東部中    5,19.66  2  5
  25 坂井 遊夢(2) 中学生 上諏訪中    5,19.77  2  6
  26 木村 浩樹(1) 中学生 茅野北部中    5,19.78  2  7
  27 萱津 徹也(2) 中学生 櫻ヶ岡中    5,20.51  3 12
  28 太田 英暁(2) 中学生 岡谷北部中    5,21.54  1  1
  29 小林 諒哉(1) 中学生 富士見中    5,22.83  2  8
  30 伊藤 大生(1) 中学生 富士見中    5,36.46  2  9
  31 滝沢 直大(2) 中学生 櫻ヶ岡中    5,37.68  2 10
  32 平林 和氣(1) 中学生 諏訪西中    5,39.19  1  2
  33 有賀 功(1) 中学生 諏訪西中    5,39.72  2 11
  34 坂口 聖英(1) 中学生 櫻ヶ岡中    5,39.75  1  3
  35 三井 智也(1) 中学生 富士見中    5,40.23  1  4
  36 伊藤 太紀(1) 中学生 春富中    5,42.42  2 12
  37 小菅 雅人(1) 中学生 上田第五中    5,44.11  2 13
  38 宮森 蒼太(1) 中学生 諏訪西中    5,45.63  1  5
  39 小林 大輝(1) 中学生 富士見中    5,45.64  1  6
  40 古畑 朋也(1) 中学生 三郷中    5,46.99  1  7
  41 小須田 健(1) 中学生 上田第五中    5,53.10  1  8
  42 小林 優介(1) 中学生 上田第五中    5,54.40  1  9
  43 武田 康太郎(1) 中学生 茅野東部中    6,01.74  1 10
  44 高橋 孝佳(2) 中学生 岡谷東部中    6,08.49  1 11
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決勝 10月9日 13:00

大会新        1.81

所澤 慎(3) 中学生
ｼｮｻﾞﾜ ｼﾝ 飯田高陵中
宮坂 舜弥(1) 中学生
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝﾔ 茅野東部中
北原 宗城(2) 中学生
ｷﾀﾊﾗ ﾑﾈｷ 岡谷東部中
中上 正義(1) 中学生 欠場
ﾅｶｶﾞﾐ ﾏｻｷ 上諏訪中
松澤 和也(1) 中学生 欠場
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 茅野東部中
村松 征尭(1) 中学生 欠場
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷﾀｶ 上田第四中
尾畑 元佳(3) 中学生 欠場
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾄﾖｼ 飯田高陵中
大槻 遼太(2) 中学生 欠場
ｵｵﾂｷ ﾘｮｳﾀ 辰野中
御子柴 尚(1) 中学生 記録なし
ﾐｺｼﾊﾞ ｼｮｳ 上諏訪中
原田 巧己(1) 中学生 記録なし
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 飯田高陵中
五味 龍彦(1) 中学生 記録なし
ｺﾞﾐ ﾀﾂﾋｺ 富士見中
小林 幸也(2) 中学生 記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾔ 富士見中
小林 瑞稀(2) 中学生 記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 富士見中
沓掛 大輔(2) 中学生 記録なし
ｸﾂｶｹ ﾀﾞｲｽｹ 箕輪中
小林 聖也(2) 中学生 記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ  ｾｲﾔ 岡谷西部中
松澤 貴文(1) 中学生 記録なし
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ 飯田高陵中
高坂 亮介(2) 中学生 記録なし
ｺｳｻｶ ﾘｮｳｽｹ 岡谷東部中
重盛 文宏(2) 中学生 記録なし
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 箕輪中

中学男子
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決勝 10月9日 9:30

大会新        6.51

岡田 英希(3) 中学生  5.40   -  5.71  5.46  5.46   5.68    5.71 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 飯田高陵中  -0.2  -0.3  -0.9  +0.6   +0.8    -0.3
丸山 徹(2) 中学生  4.93  4.96  4.53  5.04   X   5.36    5.36 
ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 辰野中  +0.1  -1.0   0.0  -1.8   +0.2    +0.2
坂井 和人(2) 中学生  5.32  5.03  4.79  4.98  4.77   5.02    5.32 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ 辰野中  +1.1  -0.4  -0.5  -1.3  -0.1   +0.3    +1.1
尾形 優也(2) 中学生  4.92  4.67  4.79  4.81  4.85   5.17    5.17 
ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾔ 櫻ヶ岡中  +0.5  +0.5  +0.3  -1.1   0.0   +0.4    +0.4
戸田 樹(2) 中学生   X  4.77  4.49  4.98  5.09    X    5.09 
ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ 櫻ヶ岡中  +0.5   0.0  +0.5   0.0     0.0
市川 拓也(3) 中学生  4.58  4.76   X  4.85  4.93   4.79    4.93 
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 岡谷東部中  +0.2   0.0   0.0   0.0   +0.9     0.0
安藤  弥(2) 中学生  4.66   -   -  4.85  3.78   4.73    4.85 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 上田第五中  +0.1  -0.2  -0.7   +1.2    -0.2
吉澤 魁(1) 中学生  4.22   X  4.60  4.24  4.60   4.60    4.60 
ﾖｼｻﾞﾜ ｶｲ 下諏訪中  +0.1  +0.8  +0.8  -1.0   +0.4    +0.8
小林 幸也(2) 中学生  4.45  3.73  4.57    4.57 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾔ 富士見中  -0.9  +0.5  +0.5    +0.5
五味 龍彦(1) 中学生  4.54   X  4.41    4.54 
ｺﾞﾐ ﾀﾂﾋｺ 富士見中  -0.3  +0.4    -0.3
所澤 慎(3) 中学生  4.53  4.50  4.53    4.53 
ｼｮｻﾞﾜ ｼﾝ 飯田高陵中   0.0  -1.0   0.0     0.0
加々見 武(2) 中学生  4.48   -  4.16    4.48 
ｶｶﾞﾐ ﾀｹﾙ 富士見中  +0.9  +0.6    +0.9
田中 俊平(3) 中学生  4.44  4.08  4.21    4.44 
ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾍﾟｲ 岡谷東部中  +0.3   0.0  -1.2    +0.3
五味 俊幸(2) 中学生  4.41  4.41  4.18    4.41 
ｺﾞﾐ ﾄｼﾕｷ 茅野東部中  +0.6  +0.9   0.0    +0.6
西堀 和朗(1) 中学生  4.07   X  4.30    4.30 
ﾆｼﾎﾘ ｶｽﾞｱｷ 三郷中  +1.1  +0.3    +0.3
守屋 優太(2) 中学生  4.28  4.02  4.16    4.28 
ﾓﾘﾔ ﾕｳﾀ 箕輪中  +0.5  +0.8  +0.7    +0.5
小松 勇樹(2) 中学生  3.94  4.26  4.19    4.26 
ｺﾏﾂ ﾕｳｷ 辰野中  -0.2   0.0  +0.8     0.0
宮澤 大介(2)  4.25  3.95  4.23    4.25 
ﾐﾔｻﾞﾜﾀﾞｲｽｹ 辰野中  -0.2  -1.0  +0.7    -0.2
梅田 怜志(2) 中学生  3.27  4.25  4.01    4.25 
ｳﾒﾀﾞ ｻﾄｼ 岡谷東部中  +0.2  +0.3  +0.9    +0.3
山崎 久樹(1) 中学生  4.12  4.18  3.34    4.18 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ 箕輪中   0.0  +0.1  +0.2    +0.1
岩波 凜太郎(2) 中学生  4.18  3.99  4.07    4.18 
ｲﾜﾅﾐ ﾘﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中   0.0  +0.8  +0.7     0.0
濱 哲也(2) 中学生  3.98  3.79  4.16    4.16 
ﾊﾏ ﾃﾂﾔ 三郷中   0.0   0.0  +1.3    +1.3
中村 龍士(1) 中学生  4.13  3.81  3.97    4.13 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 上諏訪中  +0.4   0.0  +0.3    +0.4
北沢 駿弥(1) 中学生  4.02  3.90   X    4.02 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 飯田高陵中  +0.1   0.0    +0.1
柘植 尚哉(1) 中学生  3.66   X  3.97    3.97 
ﾂｹ ﾞﾅｵﾔ 辰野中  +0.2  +0.2    +0.2
出﨑 涼太(1) 中学生  3.77  3.66  3.77    3.77 
ｲﾃﾞｻｷ ﾘｮｳﾀ 上田第五中  +0.4   0.0  +0.8    +0.4
滝沢 直大(2) 中学生  3.74  3.46  3.18    3.74 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵﾋﾛ 櫻ヶ岡中  +0.3  -0.1  +0.5    +0.3
大庭 拓真(1) 中学生  3.72   X   X    3.72 
ｵｵﾊﾞ ﾀｸﾏ 岡谷東部中   0.0     0.0
両角 宗征(1) 中学生  3.70  3.35  3.63    3.70 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｭｳｾｲ 茅野北部中   0.0  -0.2  +1.1     0.0
宮澤 勇斗(1) 中学生  3.56  3.52  3.23    3.56 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 岡谷西部中  +0.2  +0.1  +0.6    +0.2
松村 悠太(1) 中学生  3.12  2.86  3.55    3.55 
ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳﾀ 飯田高陵中  +0.4  -0.1  +0.3    +0.3
山田 貴大(1) 中学生  3.25  3.36  3.54    3.54 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 櫻ヶ岡中  +0.2  +0.4  -0.1    -0.1
伊藤 佑樹(1) 中学生  3.21  3.40  3.34    3.40 
ｲﾄｳ ﾕｳｷ 上諏訪中  +0.4   0.0  +0.1     0.0
島津 克尚(2) 中学生  3.36  3.01  3.28    3.36 
ｼﾏﾂﾞ ｶﾂﾋｻ 上諏訪中  +0.7  +0.4  +0.6    +0.7
仲俣 宏章(1) 中学生  3.32  2.83  3.31    3.32 
ﾅｶﾏﾀ ﾋﾛｱｷ 櫻ヶ岡中  +0.3  -0.4  +0.7    +0.3
川上 翔平(1) 中学生  3.20  3.14  3.32    3.32 
ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾍｲ 春富中  +0.3  -0.6   0.0     0.0
坂口 聖英(1) 中学生  2.88  3.16  3.09    3.16 
ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾃﾞ 櫻ヶ岡中   0.0  +0.5   0.0    +0.5

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- 記録 備考
1 47   296

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

2 44   257

3 43   250

4 36   337

5 39   361

6 37    44

7 41   195

8 33    78

9 31   317

10 29   321

11 45   278

12 38   324

13 42    31

14 40    92

15 24   134

16 35   332

17 27   248

18 48   243

19 34    29

20 19   333

21 32    54

22 28   124

23 22   163

24 14   265

25 21   242

26 15   193

27 11   345

28 16    36

29 12    99

30 17    13

31 7   276

32 23   356

33 10   181

34 6   159

35 8   342

36 9   146

37 2   358



塚田 顕大(1) 中学生  3.14  3.01  2.69    3.14 
ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 櫻ヶ岡中   0.0   0.0  -0.2     0.0
中村 知樹(1) 中学生  3.08  2.84  3.00    3.08 
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｷ 飯田高陵中  +0.1   0.0  +1.0    +0.1
中上 正義(1) 中学生   X   X  3.00    3.00 
ﾅｶｶﾞﾐ ﾏｻｷ 上諏訪中  +0.1    +0.1
桑原 勇人(1) 中学生  2.87  2.94  2.93    2.94 
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾊﾔﾄ 飯田高陵中   0.0   0.0  +0.1     0.0
原田 雅之(2) 中学生   X  2.90   X    2.90 
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 茅野東部中  +0.4    +0.4
岩崎 宙正(1) 中学生  2.49  2.32  2.66    2.66 
ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾏｻ 飯田高陵中  +0.1  +0.7  +0.2    +0.2
千見寺 恵汰(1) 中学生   -  2.30  2.47    2.47 
ﾁｹﾝｼﾞ ｹｲﾀ 上諏訪中  +0.2  +0.2    +0.2
中島 剛(1) 中学生 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹｼ 櫻ヶ岡中
恩田 佑哉(1) 中学生 欠場
ｵﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ 三郷中
東井 誠弥(2) 中学生 欠場
ﾄｳｲ ｾｲﾔ 三郷中
吉川 涼平(2) 中学生 欠場
ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 飯田高陵中

中学男子

走幅跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 備考

38 3   340
-4- -5- -6- 記録

39 18   271

40 13   164

41 4   287

42 26    93

43 5   293

44 1   165

20   343

25   140

30   126

46   291



決勝 10月9日 12:00

大会新        12.05

岡田 英希(3) 中学生
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 飯田高陵中
重盛 文宏(2) 中学生
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 箕輪中
瀬戸 竜紀(2) 中学生
ｾﾄ ﾘｭｳｷ 辰野中
遠藤 聡(2) 中学生
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 三郷中
所澤 慎(3) 中学生
ｼｮｻﾞﾜ ｼﾝ 飯田高陵中
小岩井 元貴(2) 中学生
ｺｲﾜｲ ｹﾞﾝｷ 三郷中
安藤  弥(2) 中学生
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 上田第五中
牧内 豪(1) 中学生
ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ 飯田高陵中
齋藤 進次郎(1) 中学生
ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ 飯田高陵中
御子柴 尚(1) 中学生
ﾐｺｼﾊﾞ ｼｮｳ 上諏訪中
小林 諒太(1) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 飯田高陵中
小林 諒哉(1) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 富士見中
沓掛 大輔(2) 中学生
ｸﾂｶｹ ﾀﾞｲｽｹ 箕輪中
上島 誠史(2) 中学生
ｶﾐｼﾞﾏ ﾄﾓﾌﾐ 辰野中
柳平 拓夢(2) 中学生
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ﾀｸﾑ 茅野北部中
出﨑 涼太(1) 中学生
ｲﾃﾞｻｷ ﾘｮｳﾀ 上田第五中
松本 大佑(1) 中学生
ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 下諏訪中
中村 智哉(1) 中学生 欠場
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 茅野東部中

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-

 9.98   X

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

 8.43  8.40

記録 備考
1 18   296

 9.58  9.41  8.77

 8.65  8.25

 8.80   9.98 

2 17   331
 7.73  8.05  8.25

 8.14  8.77

 8.87   8.87 

3 14   246
 8.65  8.21  8.78

 7.73  7.27

 8.51   8.78 

4 11   141
 8.08  8.27  7.94

 7.90  7.37

 7.83   8.77 

5 16   278
 8.37  8.47  6.89

  X  6.70

 7.49   8.47 

6 15   136
 7.04  8.26   X

 7.02  6.68

 7.71   8.26 

7 9   195
 6.54   X  7.64  7.28   7.64 

8 10   264
 7.12  6.48  6.58  6.49   7.12 

9 12   260
 7.03  6.22  6.98   7.03 

10 8   171
 6.69   X  6.85   6.85 

11 13   277
 6.01  6.70   X   6.70 

12 6   313
 6.19  6.56   X   6.56 

13 7   334
 6.28  6.49  6.34   6.49 

14 4   247
 6.35   X  5.70   6.35 

15 5   100
 6.04   X  6.08   6.08 

16 3   193
 5.84  5.15  5.78   5.84 

17 1    76
 3.86   X  3.51   3.86 

2    83
 5.40   X   X



予選 10月9日 13:35
決勝 10月9日 16:05

大会新        48.56

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 岡谷東部中    22 堀内 貴史(1)    52.09 q 1  6 三郷中  137 三間 翔(1)    51.75 q

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾎﾘｳﾁ ﾀｶﾌﾐ ﾐｻﾄﾁｭｳ ﾐﾂﾏ ｶｹﾙ
   29 梅田 怜志(2)  136 小岩井 元貴(2)

ｳﾒﾀﾞ ｻﾄｼ ｺｲﾜｲ ｹﾞﾝｷ
   56 阿部 佳介(1)  125 野畑 幸世(2)

ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ ﾉﾊﾞﾀ ﾕｷﾖ
   49 高坂 亮介(2)  141 遠藤 聡(2)

ｺｳｻｶ ﾘｮｳｽｹ ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ
 2   3 茅野北部中(A)   110 小松 祥太(2)    52.21 q 2  1 箕輪中  329 中村 友哉(2)    51.86 q

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳA ｺﾏﾂ ｼｮｳﾀ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ
  104 内藤 圭吾(2)  328 登内 大地(2)

ﾅｲﾄｳ ｹｲｺﾞ ﾄﾉｳﾁ ﾀﾞｲﾁ
  108 帯川恵輔(2)  334 沓掛 大輔(2)

ｵﾋﾞｶﾜ ｹｲｽｹ ｸﾂｶｹ ﾀﾞｲｽｹ
  101 野澤 晃太朗(2)  331 重盛 文宏(2)

ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ
 3   1 諏訪南中   228 湯澤 亮太    53.62 3  2 諏訪西中  210 藤森 優輝(1)    56.07 

ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ﾕｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ
  222 矢﨑 鴻介  206 平林 和氣(1)

ﾔｻﾞｷ ｺｳｽｹ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ
  223 矢澤 明徳  200 有賀 功(1)

ﾔｻﾞﾜ ｱｷﾉﾘ ｱﾙｶﾞ ｲｻｵ
  227 北原 賢人  202 矢崎 宏一(2)

ｷﾀﾊﾗ ｹﾝﾄ ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ
 4   2 櫻ヶ岡中(B)   352 松井 晃大(2)    54.79 4  3 岡谷西部中    9 小林 聖也(2)    56.76 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳB ﾏﾂｲ ｺｳﾀﾞｲ ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ  ｾｲﾔ
  363 宮坂 大樹(3)   11 守屋 暁太(2)

ﾐﾔｻｶ ﾀﾞｲｷ ﾓﾘﾔ ｱｷﾋﾛ
  356 山田 貴大(1)   12 三浦 聖志(1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ ﾐｳﾗ ｾｲｼﾞ
  346 大日方 景都(1)    5 齋藤 実来(2)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲﾄ ｻｲﾄｳ ﾐﾗｲ
  6 上田第五中   192 小須田 健(1) 5  4 富士見中(B)  318 児玉陸太郎(1)  1,00.53 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ ｺｽﾀﾞ ﾀｹｼ 失格 ﾌｼﾞﾐﾁｭｳB ｺﾀﾞﾏ ﾘｸﾀﾛｳ
  190 小林 優介(1)  308 清水 敬太(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ
  191 小菅 雅人(1)  313 小林 諒哉(1)

ｺｽｹﾞ ﾏｻﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ
  195 安藤  弥(2)  315 小林 瑞稀(2)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ
  4 上諏訪中(A)  5 上諏訪中(D)  165 千見寺 恵汰(1)

ｶﾐｽﾜﾁｭｳA 欠場 ｶﾐｽﾜﾁｭｳD ﾁｹﾝｼﾞ ｹｲﾀ 欠場
 159 島津 克尚(2)

ｼﾏﾂﾞ ｶﾂﾋｻ
 181 伊藤 佑樹(1)

ｲﾄｳ ﾕｳｷ
 162 中島 舞人(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｲﾄ

中学男子

4×100mR

予選 通過基準  4組  0着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 塩尻広陵中     1 百瀬 弦(2)    52.90 q 1  2 櫻ヶ岡中(A)  372 伊藤 匠美(3)    49.82 q

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳA ｲﾄｳ ﾀｸﾐ
    4 関塚 賢悟(2)  344 中山 雄太(3)

ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ
    2 檀浦 知樹(2)  361 戸田 樹(2)

ﾀﾞﾝﾉｳﾗ ﾄﾓｷ ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ
    3 三村 航輝(2)  346 大日方 景都(1)

ﾐﾑﾗ ｺｳｷ ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲﾄ
 2   4 飯田高陵中(A)   260 齋藤 進次郎(1)    54.14 2  1 富士見中(A)  324 加々見 武(2)    56.00 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ ﾌｼﾞﾐﾁｭｳA ｶｶﾞﾐ ﾀｹﾙ
  264 牧内 豪(1)  317 小林 幸也(2)

ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾔ
  283 後藤 悠二(1)  321 五味 龍彦(1)

ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾞ ｺﾞﾐ ﾀﾂﾋｺ
  291 吉川 涼平(2)  314 小林 大輝(1)

ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ
 3   1 櫻ヶ岡中(C)   343 中島 剛(1)    56.44 3  5 茅野北部中(B)   99 両角 宗征(1)  1,00.65 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳC ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹｼ ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳB ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｭｳｾｲ
  353 寺島 翼(2)  102 木村 浩樹(1)

ﾃﾗｼﾏ ﾂﾊﾞｻ ｷﾑﾗ ｺｳｷ
  341 塚原 和人(1)  119 一柳 虹太(1)

ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾄ ｲﾁﾔﾅｷﾞ ｺｳﾀ
  339 藤沢 玄(1)  118 丸茂 幸太郎(1)

ﾌｼﾞｻﾜ ｹﾞﾝ ﾏﾙﾓ ｺｳﾀﾛｳ
  6 上諏訪中(C)   164 中上 正義(1)  4 飯田高陵中(B)  285 原田 巧己(1)

ｶﾐｽﾜﾁｭｳC ﾅｶｶﾞﾐ ﾏｻｷ 失格 ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 失格
  171 御子柴 尚(1)  279 山近 拳児(1)

ﾐｺｼﾊﾞ ｼｮｳ ﾔﾏﾁｶ ｹﾝｼﾞ
  179 河原 徹弥(3)  275 松澤 貴文(1)

ｶﾜﾊﾗ ﾃﾂﾔ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ
  163 中村 龍士(1)  277 小林 諒太(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ
  2 岡谷北部中(A)  6 岡谷北部中(B)   64 泉 省吾(1)

ｵｶﾔﾎｸﾌﾞﾁｭｳA 欠場 ｵｶﾔﾎｸﾌﾞﾁｭｳB ｲｽﾞﾐｼｮｳｺﾞ 失格
  67 小林 渉(1)

ｺﾊﾞﾔｼﾜﾀﾙ
  62 大槻 聡志(2)

ｵｵﾂｷｻﾄｼ
  63 太田 英暁(2)

ｵｵﾀﾋﾃﾞｱｷ
  3 下諏訪中  3 上諏訪中(B)

ｼﾓｽﾜﾁｭｳ 欠場 ｶﾐｽﾜﾁｭｳB 欠場

中学男子

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 櫻ヶ岡中(A)   372 伊藤 匠美(3)    49.76 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳA ｲﾄｳ ﾀｸﾐ
  344 中山 雄太(3)

ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ
  361 戸田 樹(2)

ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ
  346 大日方 景都(1)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲﾄ
 2   2 箕輪中   329 中村 友哉(2)    51.57 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ
  328 登内 大地(2)

ﾄﾉｳﾁ ﾀﾞｲﾁ
  334 沓掛 大輔(2)

ｸﾂｶｹ ﾀﾞｲｽｹ
  331 重盛 文宏(2)

ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ
 3   5 岡谷東部中    22 堀内 貴史(1)    51.74 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾎﾘｳﾁ ﾀｶﾌﾐ
   29 梅田 怜志(2)

ｳﾒﾀﾞ ｻﾄｼ
   56 阿部 佳介(1)

ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ
   49 高坂 亮介(2)

ｺｳｻｶ ﾘｮｳｽｹ
 4   1 塩尻広陵中     1 百瀬 弦(2)    52.18 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ
    4 関塚 賢悟(2)

ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ
    2 檀浦 知樹(2)

ﾀﾞﾝﾉｳﾗ ﾄﾓｷ
    3 三村 航輝(2)

ﾐﾑﾗ ｺｳｷ
 5   3 三郷中   137 三間 翔(1)    52.64 

ﾐｻﾄﾁｭｳ ﾐﾂﾏ ｶｹﾙ
  136 小岩井 元貴(2)

ｺｲﾜｲ ｹﾞﾝｷ
  125 野畑 幸世(2)

ﾉﾊﾞﾀ ﾕｷﾖ
  141 遠藤 聡(2)

ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ
  6 茅野北部中(A)   110 小松 祥太(2)

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳA ｺﾏﾂ ｼｮｳﾀ 失格
  104 内藤 圭吾(2)

ﾅｲﾄｳ ｹｲｺﾞ
  108 帯川恵輔(2)

ｵﾋﾞｶﾜ ｹｲｽｹ
  101 野澤 晃太朗(2)

ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ

決勝

中学男子

4×100mR



決勝 10月9日 14:25

風速 +0.2

 1 遠藤 聡(2) 中学生    13.02 
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 三郷中

 2 登内 大地(2) 中学生    13.02 
ﾄﾉｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 箕輪中

 3 安藤  弥(2) 中学生    13.26 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 上田第五中

 4 加々見 武(2) 中学生    13.27 
ｶｶﾞﾐ ﾀｹﾙ 富士見中

 5 矢﨑 鴻介 中学生    13.29 
ﾔｻﾞｷ ｺｳｽｹ 諏訪南中

 6 守屋 暁太(2) 中学生    13.58 
ﾓﾘﾔ ｱｷﾋﾛ 岡谷西部中
伊藤 匠美(3) 中学生
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 櫻ヶ岡中

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   141

4   328

中男B決勝

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ

7   324

5   222

6   195

2   372
欠場

1    11
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