
第63回長野県陸上競技伊那大会                                                    
　　主催：長野陸上競技協会・伊那市・伊那市教育委員会                            
　　　　　伊那市体育協会・上伊那陸上競技協会                                    
　　期日：平成22年5月3日(月)                                                    

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
05/03 男子  -4.5 原 翔太(3) 11.19 小林 修也(3) 11.52 宍戸 直也(3) 11.68 加藤 一樹(3) 11.72 平川 和章(3) 11.77 柄澤 昌希(2) 12.03 三輪 峻大(3) 12.13 沖村 祐樹(3) 12.54

100m 高校･高遠高 高校･松商学園高 高校･松商学園高 高校･赤穂高 高校･諏訪二葉高 高校･丸子修学館高 高校･諏訪清陵高 高校･赤穂高
05/03 大野 裕紀(3) 50.60 藤森 未知也(1) 51.71 松澤 直樹(3) 51.74 細谷 優太(3) 51.88 笹沢 隆文 53.47 村澤 和樹(3) 53.80 田中 健太郎 56.40

400m 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･松商学園高 高校･岡谷工業高 高校･上田高 高校･佐久長聖高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･佐久長聖高
05/03 小林 祐也(2) 4,22.54 友井 悠人 4,22.94 有賀 凌(2) 4,23.36 北原 魁人(1) 4,27.39 涌井 紀宜(3) 4,30.67 下平 涼(2) 4,32.47 笠原 舟(1) 4,32.97 中平 弘(2) 4,37.10

1500m 高校･上田東高 一般･茅野市陸協 高校･下諏訪向陽高 高校･伊那北高 高校･阿南高 高校･飯田高 高校･上伊那農業高 高校･飯田高
05/03 原 広野(3) 15,40.08 藤木 悠平(3) 16,06.89 澁谷 宥介(3) 16,19.98 勾田 達也 16,29.28 溝呂木 悠人(3) 16,44.76 後沢 広大(2) 16,55.92 田畑雅伸(1) 17,01.26 米山 修一朗(2) 17,20.19

5000m 高校･伊那北高 高校･佐久長聖高 高校･伊那弥生ヶ丘高 一般･飯田市陸協 高校･飯田風越高 高校･飯田高 高校･松川高 高校･諏訪清陵高
05/03  -2.1 中嶋 友也 16.10 竹内 一弘 16.93 平澤 慎(1) 18.14 小椋 渉(1) 18.26 望月 康平(1) 19.06 渡邊 泰樹(2) 20.48 明田 壮司(1) 21.07

110mH(1.067m) 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･ﾄﾞﾘｰﾑA.C 高校･飯田風越高 高校･創造学園大付高 一般･穂高商業高 高校･諏訪清陵高 高校･諏訪実業高
05/03 北野 恭平(2) 1.85 村中 智彦(2) 1.85 本多 俊平 1.80 丸山 貴倫(1) 1.80 小澤 亮(1) 1.70 小林 尚登(2) 1.65 清水 智成(2) 高校･上伊那農業高 1.65

走高跳 高校･松商学園高 高校･松商学園高 一般･上伊那陸協 高校･松商学園高 高校･飯田風越高 高校･阿南高 四ツ橋 和生(2) 高校･下伊那農業高
05/03 中嶋 慎也(3) 4.10 今井 祐輔(1) 4.00 小山 範晃(2) 4.00 小林 真二(2) 3.60 両角 優介(1) 3.20 安藤 直哉(1) 3.20 田中 米人 2.40

棒高跳 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･田川高 高校･上田東高 高校･上田東高 高校･諏訪二葉高 高校･田川高 一般･茅野市陸協
05/03 中曽根 豪(3) 6.47(0.0) 宮澤 拓人(1) 6.34(-0.8) 上條 健 6.16(-1.9) 中嶋 友也 6.09(+0.8) 林 拓真(3) 6.05(+0.8) 磯崎 佑聡(2) 6.01(-1.2) 中山 昂平(1) 5.84(+0.1) 渡邊 泰樹(2) 5.80(-1.1)

走幅跳 高校･佐久長聖高 高校･伊那北高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校･飯田工高 高校･岡谷南 高校･上田東高 高校･諏訪清陵高
05/03 松村 覚 14.08(+2.3) 日馬 正貴 13.25(+4.2) 中曽根 豪(3) 12.58(+1.5) 今井 晃規(3) 12.34(+3.7) 高橋 一眞(3) 12.23(+4.1) 宮澤 憲二 12.19(+4.2) 久保田 大揮(3)11.87(+5.8) 小林 美輝(3) 11.37(+4.6)

三段跳 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･安曇野陸協 高校･佐久長聖高 高校･丸子修学館高 高校･飯田工高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校･飯田高 高校･飯田高
05/03 清水 拓也 11.50 中島 公徳 10.22 堀井 裕介(2) 9.58 片桐 秀美 8.85 上條 健 8.73 藤沢 聡 8.16 羽場 誉浩 7.68

砲丸投 一般･TOKAI.A.C 一般･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 大学･新潟大 一般･ﾄﾞﾘｰﾑA.C 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･STAS 一般･STAS
05/03 百瀬 晶文 28.66 中島 公徳 27.27 藤沢 聡 22.14

円盤投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 一般･STAS
05/03 坂田 健訓(3) 51.06 土松 昂平(3) 46.21 平澤 蓮(3) 46.00 永井 一平(2) 45.91 小笠原 拓人 42.82 清水 拓也 42.02 田畑 勇貴(3) 40.01 堀井 裕介(2) 39.45

やり投 高校･阿南高 高校･飯田高 高校･飯田工高 高校･丸子修学館高 一般･ﾄﾞﾘｰﾑA.C 一般･TOKAI.A.C 高校･伊那北高 大学･新潟大
05/03 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野     3,30.48 伊那弥生ヶ丘高    3,35.62 丸子修学館高     3,35.80 佐久長聖高     3,35.90 伊那北高     3,36.48 飯田風越高     3,39.64 駒ヶ根工業高     3,41.69 松川高     3,43.00

4×400mR 中嶋 友也 大野 裕紀(3) 久保川 峻吾(2) 田中 健太郎 藤澤 真人(2) 松井 朋博(3) 米澤 祥吾(3) 山元裕啓(3)
内山 幹雄 村澤 和樹(3) 村松 裕太(3) 笹沢 隆文 白鳥 敦(3) 代田 弾(3) 木下 勝寛(3) 高橋佑太(3)
吉田 幹弘 中嶋 慎也(3) 小林 将大(1) 大澤 浩平(2) 小林 祥史(2) 金田 龍太郎(1) 大倉 孝明(1) 田畑雅伸(1)
新井 大地 鰍澤 将平(2) 今井 晃規(3) 佐藤 久明 宮澤 拓人(1) 平澤 慎(1) 小林 渡(1) 宮澤斉次(3)

05/03 高校男子 高見澤 和希(3) 11.90 安藤 純(2) 11.22 栁沢 裕哉(1) 9.47 西尾 和己(1) 8.95 寺島 国彦(1) 8.77 伊藤 和輝(2) 8.60 宮﨑 王貴(2) 8.11 米山 裕馬(2) 8.08
砲丸投 高校･阿南高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･上田染谷丘高 高校･飯田風越高 一般･穂高商業高 高校･阿南高 高校･飯田工高 高校･飯田工高

05/03 高見澤 和希(3) 35.77 伊藤 和輝(2) 34.67 安藤 純(2) 25.25 宮島 卓也(2) 24.69 栗田  桂(2) 24.13 寺島 国彦(1) 23.06 土松 昂平(3) 22.72 山元裕啓(3) 21.27
円盤投 高校･阿南高 高校･阿南高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･阿南高 高校･白馬高 一般･穂高商業高 高校･飯田高 高校･松川高

05/03 中学男子  -4.7 樋口 克治(3) 11.79 奥垣内将晴(3) 12.01 松下 潤也 12.11 小木曽 晃介 12.26 三村 和久(2) 12.26 金箱 樹(3) 12.27 鳥屋 健吾(3) 12.39 中畑恭介(3) 12.45
100m 中学･梓川中 中学･鉢盛中 中学･伊那松川中 中学･伊那松川中 中学･岡谷東部中 中学･諏訪南中 中学･仁科台中 中学･福島中

05/03 春日 千速(3) 9,27.72 蟹澤 淳平(3) 9,37.85 原 謙二郎(3) 9,39.76 熊谷 皐 9,46.96 湯澤 舜(2) 9,53.14 中村 和明(3) 9,54.83 細川 翔太郎(3) 9,55.24 吉川 健真(3) 9,58.62
3000m 中学･駒ヶ根東中 中学･駒ヶ根東中 中学･飯田高陵中 中学･伊那松川中 中学･駒ヶ根東中 中学･岡谷東部中 中学･豊科北中 中学･飯田高陵中

05/03  -3.5 内川 佳祐(3) 15.93 中島 瑞樹(3) 17.18 岡田 英希(3) 17.45 橋爪 孔明 17.84 大野 聡士(2) 17.85 佐藤 公則(2) 18.20 篠田 匡史(3) 18.75 川上颯(3) 18.94
110mH(0.914m) 中学･白馬中 中学･中川中 中学･飯田高陵中 中学･伊那松川中 中学･飯田高陵中 中学･仁科台中 中学･飯田高陵中 中学･福島中

05/03 中島 亘(3) 1.70 上野 蒼生(3) 1.60 北原 文宏(3) 中学･飯田高陵中 1.55 尾畑 元佳(3) 1.55 小木曽 満(3) 1.55 博沼 貴幸(3) 1.55
走高跳 中学･赤穂中 中学･王滝中 福島 大輝(3) 中学･赤穂中 中学･飯田高陵中 中学･旭町中 中学･梓川中

岡田 英希(3) 中学･飯田高陵中
05/03 倉橋 由宇(3) 3.90 加賀見 一輝(3) 3.70 松澤 勝治(2) 3.60 宮澤 惇也(3) 3.40 酒井 弘心(3) 3.20 竹折 優太(2) 2.60 荻原 湧雅(2) 2.40

棒高跳 中学･永明中 中学･永明中 中学･春富中 中学･春富中 中学･春富中 中学･緑ヶ丘中 中学･伊那東部中
05/03 内川 佳祐(3) 6.27(-1.9) 奥垣内将晴(3) 6.13(-3.7) 藤牧 佑希(2) 5.66(-1.7) 渡辺 大地(3) 5.59(-3.1) 橋爪 彼方(3) 5.59(-0.6) 窪田 章吾(2) 5.49(-3.1) 伊藤 正行(3) 5.32(-1.2) 篠田 匡史(3) 5.23(-2.8)

走幅跳 中学･白馬中 中学･鉢盛中 中学･望月AC 中学･小諸東中 中学･春富中 中学･岡谷北部中 中学･北安松川中 中学･飯田高陵中
05/03 河西 秀作(3) 9.69 重盛 文宏(2) 9.56 中谷 昭太郎(3) 9.27 勝野 涼大(2) 9.04 早川 謙哉(3) 8.50 仁科 貴晶(3) 8.09 清水 賢太(3) 7.98 安藤  弥(2) 7.91

砲丸投 中学･永明中 中学･箕輪中 中学･箕輪中 中学･仁科台中 中学･南箕輪中 中学･飯田高陵中 中学･駒ヶ根東中 中学･上田五中
05/03 伊那松川中       45.86 小諸東中       47.16 飯田高陵中       47.30 赤穂中       47.43 岡谷東部中       47.65 高森中       47.73 梓川中       48.08 春富中       48.19

4×100mR 髙橋 瞬 渡辺 大地(3) 吉川 雅人(3) 横沢 優太(3) 小松 拓磨(3) 丸山 玲央(2) 博沼 貴幸(3) 宮澤 惇也(3)
小木曽 晃介 丸山 佳太(2) 篠田 匡史(3) 中原 愼二(3) 三村 和久(2) 塩沢 直樹(3) 佐原 涼太(2) 酒井 弘心(3)
橋爪 孔明 関本 慶太(3) 大野 聡士(2) 榎本 康亮(2) 山田 大稀(3) 椚谷 健(2) 下形 竜斗(3) 細田 耕太(2)
松下 潤也 高橋 流星(3) 岡田 英希(3) 堺澤 辰弥(3) 川島 創士(3) 久力 祐太(3) 樋口 克治(3) 橋爪 彼方(3)



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63回長野県陸上競技伊那大会                                                    ｺｰﾄﾞ  [0200702 ]

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
男子 05/03 -4.5  1 原 翔太(3) 高校    11.19  2 小林 修也(3) 高校    11.52  3 宍戸 直也(3) 高校    11.68  4 加藤 一樹(3) 高校    11.72

高遠高 松商学園高 松商学園高 赤穂高
 5 平川 和章(3) 高校    11.77  6 柄澤 昌希(2) 高校    12.03  7 三輪 峻大(3) 高校    12.13  8 沖村 祐樹(3) 高校    12.54

諏訪二葉高 丸子修学館高 諏訪清陵高 赤穂高
男子 05/03  1 大野 裕紀(3) 高校    50.60  2 藤森 未知也(1) 高校    51.71  3 松澤 直樹(3) 高校    51.74  4 細谷 優太(3) 高校    51.88

伊那弥生ヶ丘高 松商学園高 岡谷工業高 上田高
 5 笹沢 隆文 高校    53.47  6 村澤 和樹(3) 高校    53.80  7 田中 健太郎 高校    56.40 古川 雄大(3) 高校 棄権    

佐久長聖高 伊那弥生ヶ丘高 佐久長聖高 諏訪清陵高
男子 05/03  1 小林 祐也(2) 高校  4,22.54  2 友井 悠人 一般  4,22.94  3 有賀 凌(2) 高校  4,23.36  4 北原 魁人(1) 高校  4,27.39

上田東高 茅野市陸協 下諏訪向陽高 伊那北高
 5 涌井 紀宜(3) 高校  4,30.67  6 下平 涼(2) 高校  4,32.47  7 笠原 舟(1) 高校  4,32.97  8 中平 弘(2) 高校  4,37.10

阿南高 飯田高 上伊那農業高 飯田高
 9 正木 慎吾(3) 高校  4,38.42 10 芳賀 喜隆(3) 高校  4,40.63 11 梶田 佳祐(3) 高校  4,44.58 12 千野 大樹(2) 大学  4,44.72

飯田工高 岡谷工業高 下伊那農業高 諏訪東京理科大
13 原田 草太(1) 高校  4,45.25 14 小林 勝太(2) 高校  4,45.74 15 小林 大輔(1) 高校  4,53.35 掛川 礼央(2) 高校 欠場    

阿南高 上田東高 上伊那農業高 上田高
男子 05/03  1 原 広野(3) 高校 15,40.08  2 藤木 悠平(3) 高校 16,06.89  3 澁谷 宥介(3) 高校 16,19.98  4 勾田 達也 一般 16,29.28

伊那北高 佐久長聖高 伊那弥生ヶ丘高 飯田市陸協
 5 溝呂木 悠人(3) 高校 16,44.76  6 後沢 広大(2) 高校 16,55.92  7 田畑雅伸(1) 高校 17,01.26  8 米山 修一朗(2) 高校 17,20.19

飯田風越高 飯田高 松川高 諏訪清陵高
 9 大沢 聖(1) 高校 17,24.25 10 野溝 悟(3) 高校 17,31.95 11 長澤 晨哉(2) 高校 17,44.42 12 中嶋 佑太(2) 高校 18,05.70

飯田風越高 伊那北高 諏訪清陵高 阿南高
13 田中 雅己(2) 高校 18,16.33 14 吉沢 峻(2) 高校 18,17.76 15 富永 俊輔(3) 高校 18,28.27 16 小口 勇輝(2) 高校 18,38.37

諏訪清陵高 伊那弥生ヶ丘高 伊那弥生ヶ丘高 岡谷工業高
17 柴田 銀河(2) 高校 18,51.89 18 坂井 駿斗(2) 高校 20,41.98 小澤 智文(3) 高校 欠場    笹木 和也(2) 高校 欠場    

阿南高 阿南高 上伊那農業高 飯田風越高
小池優穏(1) 高校 欠場    児玉 岳 高校 欠場    

松川高 佐久長聖高
男子 05/03 -2.1  1 中嶋 友也 一般    16.10  2 竹内 一弘 一般    16.93  3 平澤 慎(1) 高校    18.14  4 小椋 渉(1) 高校    18.26

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾄﾞﾘｰﾑA.C 飯田風越高 創造学園大付高
 5 望月 康平(1) 一般    19.06  6 渡邊 泰樹(2) 高校    20.48  7 明田 壮司(1) 高校    21.07 古川 雄大(3) 高校 欠場    

穂高商業高 諏訪清陵高 諏訪実業高 諏訪清陵高
中学男子 05/03 -4.7  1 樋口 克治(3) 中学    11.79  2 奥垣内将晴(3) 中学    12.01  3 松下 潤也 中学    12.11  4 小木曽 晃介 中学    12.26

梓川中 鉢盛中 伊那松川中 伊那松川中
 5 三村 和久(2) 中学    12.26  6 金箱 樹(3) 中学    12.27  7 鳥屋 健吾(3) 中学    12.39  8 中畑恭介(3) 中学    12.45

岡谷東部中 諏訪南中 仁科台中 福島中

1500m
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110mH(1.067m)
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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63回長野県陸上競技伊那大会                                                    ｺｰﾄﾞ  [0200702 ]

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

中学男子 05/03  1組  1 森本 敦士(2) 中学 10,41.57  2 西川 正悟(3) 中学 10,47.00  3 近藤 洋平(2) 中学 10,49.07  4 小林 泰之(3) 中学 10,55.73
穂高西中 高森中 富士見中 小諸東中

 5 宮本 泰典(3) 中学 11,04.40  6 甘利 優太(2) 中学 11,08.38  7 坂口 光佑(2) 中学 11,10.90  8 栗林 拓矢(3) 中学 11,13.83
旭町中 小諸東中 飯田高陵中 大町第一中

 9 藤森 歩(2) 中学 11,17.17 10 土田 珠羅(3) 中学 11,21.51 11 郡司 耕平(3) 中学 11,23.26 12 平沢 駿太(2) 中学 11,26.20
上諏訪中 伊那中 岡谷西部中 高森中

13 森泉 太樹(2) 中学 11,28.69 14 松下 京介(2) 中学 11,29.24 15 米澤 桂司(2) 中学 11,31.86 16 小松 初(2) 中学 11,35.67
佐久東中 中川中 赤穂中 辰野中

17 柳澤 優成(2) 中学 11,40.69 18 小日向 俊(3) 中学 11,43.94 19 坂井 遊夢(2) 中学 12,03.47 20 丸山 未来(2) 中学 12,03.57
箕輪中 大町第一中 上諏訪中 上田五中

21 下平 隼大(2) 中学 12,04.94 22 宮坂 僚(2) 中学 12,09.42 23 田村 知也(2) 中学 12,12.40 24 小平 伊織(2) 中学 12,22.18
旭ヶ丘中学校 大町第一中 丸子北中 辰野中

25 福與 翼(2) 中学 12,23.81 26 芳賀 大輔(2) 中学 12,24.02 27 白沢 吉来(2) 中学 14,45.66 佐藤 拓哉(1) 中学 記録なし
緑ヶ丘中 上田五中 中川中 浅科中

 2組  1 村瀬 崚(2) 中学 10,07.33  2 小林 隼人(2) 中学 10,11.63  3 竹村 僚太(3) 中学 10,12.98  4 小口 響己(3) 中学 10,20.13
梓川中 木祖中 仁科台中 岡谷西部中

 5 河原 徹弥(3) 中学 10,20.76  6 小林 寛和(2) 中学 10,23.43  7 中村 孝樹(3) 中学 10,28.50  8 碓井 智也(3) 中学 10,30.87
上諏訪中 下諏訪社中 茅野東部中 豊科北中

 9 神津 俊介(2) 中学 10,32.97 10 中谷 紘基(3) 中学 10,34.22 11 大嵩崎 慧(2) 中学 10,34.70 12 大日方 友哉(2) 中学 10,35.67
佐久東中 旭町中 上田五中 伊那中

13 小川健太(2) 中学 10,37.06 14 後沢 将文(3) 中学 10,39.74 15 位高 秀明(2) 中学 10,40.45 16 宮澤 清悟(3) 中学 10,42.17
福島中 高森中 旭ヶ丘中学校 岡谷西部中

17 川島 恵一(1) 中学 10,42.60 18 田畑 圭夫(2) 中学 10,48.78 19 小澤 恵太(2) 中学 10,54.63 20 北原 賢人(2) 中学 10,55.18
高瀬中学校 旭ヶ丘中学校 赤穂中 諏訪南中

21 矢﨑 佑喜(3) 中学 10,55.32 22 酒井 和樹(2) 中学 10,57.53 23 小澤 智大(3) 中学 11,08.20 24 尼崎 寛敏(3) 中学 11,13.46
岡谷東部中 辰野中 佐久東中 鎌田中

25 横山 健太郎(3) 中学 11,19.91 26 酒井  諒(3) 中学 12,49.39 掛川 流正(2) 中学 欠場    高岡 章博(2) 中学 欠場    
鎌田中 筑摩野中 伊那東部中 伊那東部中

 3組  1 春日 千速(3) 中学  9,27.72  2 蟹澤 淳平(3) 中学  9,37.85  3 原 謙二郎(3) 中学  9,39.76  4 熊谷 皐 中学  9,46.96
駒ヶ根東中 駒ヶ根東中 飯田高陵中 伊那松川中

 5 湯澤 舜(2) 中学  9,53.14  6 中村 和明(3) 中学  9,54.83  7 細川 翔太郎(3) 中学  9,55.24  8 吉川 健真(3) 中学  9,58.62
駒ヶ根東中 岡谷東部中 豊科北中 飯田高陵中

 9 遠藤 千有 中学  9,59.80 10 今滝 春彦(2) 中学 10,01.38 11 北澤 良平(3) 中学 10,04.48 12 小木曽 静波(3) 中学 10,12.51
伊那松川中 仁科台中 仁科台中 伊那東部中

13 細井 奨太(2) 中学 10,13.88 14 宮下 直哉 中学 10,15.24 15 松下 治正(3) 中学 10,15.50 16 井上 和己(3) 中学 10,22.97
豊科北中 伊那松川中 小諸東中 岡谷東部中

17 高橋 悠平(3) 中学 10,23.45 18 高橋 涼太(3) 中学 10,35.13 19 松澤 拓弥(1) 中学 10,43.42 20 窪田 健吾(3) 中学 10,47.88
原中 北安松川中 喬木中学校 北安松川中

21 百瀬 弦(2) 中学 10,50.33 22 郷津 未来(3) 中学 10,54.17 23 小坂 優太(3) 中学 11,31.19 森角 勇也(2) 中学 欠場    
塩尻広陵中 北安松川中 清水中 浅間中

伊藤 巧馬(3) 中学 欠場    丸山 修平(3) 中学 欠場    三田 隼太郎(3) 中学 欠場    
浅間中 赤穂中 浅間中

中学男子 05/03  1組 -3.5  1 中島 瑞樹(3) 中学    17.18  2 橋爪 孔明 中学    17.84  3 大野 聡士(2) 中学    17.85  4 中村 佳輝(2) 中学    19.59
中川中 伊那松川中 飯田高陵中 丸子北中

 5 浅原 慶光(3) 中学    19.60  6 池田 仁(2) 中学    20.18  7 和田 賢人(3) 中学    21.66
旭町中 小諸東中 高森中

110mH(0.914m)

3000m



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63回長野県陸上競技伊那大会                                                    ｺｰﾄﾞ  [0200702 ]

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
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 2組 -3.5  1 内川 佳祐(3) 中学    15.93  2 鳥羽 博道(3) 中学    19.64  3 曽根原 眞(2) 中学    21.10  4 川口 純(2) 中学    21.71
白馬中 仁科台中 大町第一中 高森中

 5 花村 郁(2) 中学    23.01  6 小野 峻(1) 中学    24.61 山田 大稀(3) 中学 欠場    
駒ヶ根東中 両小野中 岡谷東部中

 3組 -3.7  1 岡田 英希(3) 中学    17.45  2 佐藤 公則(2) 中学    18.20  3 川上颯(3) 中学    18.94  4 宮下 卓也(3) 中学    22.33
飯田高陵中 仁科台中 福島中 駒ヶ根東中

鮎澤 一輝(2) 中学 失格    宮下 晃輔 中学 欠場    鈴木 翔太(2) 中学 欠場    
長峰中 伊那松川中 浅間中

 4組 -2.8  1 篠田 匡史(3) 中学    18.75  2 中野 涼介(2) 中学    19.42  3 宮尾 寛文(3) 中学    19.55  4 下里 優真(2) 中学    20.99
飯田高陵中 塩尻広陵中 鎌田中 大町第一中

 5 小野 雄平(1) 中学    21.41 小林 将輝(3) 中学 欠場    
両小野中 赤穂中

 5組 -5.7  1 馬場 信介(2) 中学    19.63  2 大久保 達弥(2) 中学    20.93  3 山岸 琳太(2) 中学    21.21  4 新井 築(2) 中学    21.75
駒ヶ根東中 梓川中 高森中 佐久東中

神津 昌大(3) 中学 欠場    中島 亘(3) 中学 欠場    
浅間中 赤穂中



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63回長野県陸上競技伊那大会                                                    ｺｰﾄﾞ  [0200702 ]

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
男子 05/03  1組 -1.6  1 小林 修也(3) 高校    11.35  2 清水 大暉(3) 高校    11.95  3 磯崎 佑聡(2) 高校    11.99  4 大槻 駿介(2) 高校    12.02

松商学園高 上田高 岡谷南 諏訪清陵高
 5 小林 将大(1) 高校    12.25  6 宮下 快(2) 高校    12.57  7 島津 英明 一般    13.15  8 目黒 大輔(2) 高校    13.51

丸子修学館高 赤穂高 塩尻市役所 飯田工高
 2組 -2.3  1 原 大治(3) 高校    11.98  2 高橋佑太(3) 高校    12.13  3 白鳥 徹也 一般    12.21  4 鰍澤 将平(2) 高校    12.30

下伊那農業高 松川高 駒ヶ根AC 伊那弥生ヶ丘高
 5 青沼 義朗(2) 高校    12.57  6 窪田 五大(1) 一般    13.05  7 小田中 秀平(1) 高校    13.64 久保川 峻吾(2) 高校 欠場    

諏訪二葉高 穂高商業高 上田東高 丸子修学館高
 3組 -0.6  1 宍戸 直也(3) 高校    11.41  2 柄澤 昌希(2) 高校    11.66  3 三輪 峻大(3) 高校    11.70  4 松村 覚 一般    12.08

松商学園高 丸子修学館高 諏訪清陵高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
 5 宮崎 浩二(3) 高校    12.44  6 原 智也(1) 高校    13.11 唐澤  玄 高校 欠場    小林 孝典(1) 高校 欠場    

上田東高 上伊那農業高 箕輪進修高 伊那北高
 4組 -3.7  1 星沢 弘樹(3) 高校    11.97  2 宮澤 裕輝(1) 高校    11.99  3 大澤 浩平(2) 高校    12.19  4 宮下 怜司(3) 高校    12.70

飯田高 松商学園高 佐久長聖高 下伊那農業高
 5 蟹澤 勇斗(2) 高校    12.75  6 加藤 直樹(1) 高校    13.25  7 小口 祐人(1) 高校    13.33 岡本 真平 一般 欠場    

伊那弥生ヶ丘高 駒ヶ根工業高 諏訪二葉高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
 5組 -2.8  1 平川 和章(3) 高校    11.63  2 小口 研一郎(3) 高校    11.75  3 飯塚 築(2) 高校    12.17  4 伊藤 惇気(1) 高校    12.24

諏訪二葉高 諏訪清陵高 上田高 飯田風越高
 5 児玉 翔(2) 高校    12.38  6 伯耆原 桂(1) 高校    13.12  7 米山涼(1) 高校    13.70 藤浦 アキオ(2) 高校 欠場    

佐久長聖高 上伊那農業高 松川高 箕輪進修高
 6組 -1.2  1 原 翔太(3) 高校    11.14  2 沖村 祐樹(3) 高校    11.67  3 宮澤 拓人(1) 高校    12.16  4 長崎 敬祐(3) 高校    12.22

高遠高 赤穂高 伊那北高 池田工業
 5 井澤 亮(3) 高校    12.48  6 竹村 悠太(2) 高校    12.50  7 井口 明(2) 高校    12.97 宮島 優也(2) 高校 欠場    

飯田風越高 駒ヶ根工業高 下伊那農業高 田川高
 7組 -1.5  1 加藤 一樹(3) 高校    11.52  2 金田 龍太郎(1) 高校    11.76  3 中神 達也(3) 高校    12.18  4 市川 誠(3) 高校    12.48

赤穂高 飯田風越高 田川高 伊那北高
 5 藤原 誠(1) 高校    12.91 日馬 正貴 一般 欠場    加藤 大樹(1) 高校 欠場    

上田東高 安曇野陸協 駒ヶ根工業高
 8組 -4.0  1 池田 裕司 一般    11.85  2 新井 大地 一般    11.86  3 新津 直人(3) 高校    12.04  4 安藤 直哉(1) 高校    12.25

駒ヶ根AC ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 佐久長聖高 田川高
 5 渡邊 修平(3) 高校    12.36  6 清水 智成(2) 高校    12.46  7 中原 祐吾(2) 高校    12.75

飯田工高 上伊那農業高 伊那弥生ヶ丘高
男子 05/03  1組  1 近藤 遼弥(3) 高校    54.32  2 佐藤 久明 高校    54.45  3 米澤 祥吾(3) 高校    54.82  4 北野 達也(1) 高校    55.55

松商学園高 佐久長聖高 駒ヶ根工業高 阿南高
 5 阿部 稔文(3) 高校    56.64  6 赤羽 悟(2) 高校    57.22  7 櫛笥 大夢(2) 高校  1,01.01 遠山 晃広(2) 高校 欠場    

飯田風越高 伊那弥生ヶ丘高 赤穂高 下伊那農業高
 2組  1 藤森 未知也(1) 高校    52.27  2 宮澤斉次(3) 高校    54.01  3 小林 祥史(2) 高校    54.44  4 村松 裕太(3) 高校    54.81

松商学園高 松川高 伊那北高 丸子修学館高
 5 寺田 智也(3) 高校    56.35  6 宮入 俊(3) 高校    57.12  7 清水 泰志(1) 高校    57.98

諏訪清陵高 上田東高 上伊那農業高
 3組  1 古川 雄大(3) 高校    52.53  2 細谷 優太(3) 高校    53.00  3 笹沢 隆文 高校    53.57  4 木下 翔太(3) 高校    53.75

諏訪清陵高 上田高 佐久長聖高 下伊那農業高
 5 小林 渡(1) 高校    55.81  6 後藤 龍(3) 高校    56.46 米山涼(1) 高校 欠場    

駒ヶ根工業高 飯田高 松川高
 4組  1 村澤 和樹(3) 高校    53.61  2 松尾 将文 一般    53.69  3 新村 大輝(2) 高校    54.96  4 市川 誠(3) 高校    55.08

伊那弥生ヶ丘高 ﾄﾞﾘｰﾑA.C 松商学園高 伊那北高
 5 清水 勇希(2) 高校    56.06 守屋 雄太郎(2) 高校 欠場    久保川 峻吾(2) 高校 欠場    

飯田風越高 諏訪清陵高 丸子修学館高
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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63回長野県陸上競技伊那大会                                                    ｺｰﾄﾞ  [0200702 ]

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 大野 裕紀(3) 高校    51.91  2 松澤 直樹(3) 高校    53.24  3 田中 健太郎 高校    53.66  4 木下 勝寛(3) 高校    54.71
伊那弥生ヶ丘高 岡谷工業高 佐久長聖高 駒ヶ根工業高

 5 高橋佑太(3) 高校    55.08  6 柳澤 仁弥(1) 高校  1,02.33 橋詰 智也(2) 高校 欠場    
松川高 上田東高 丸子修学館高

男子 05/03  1組  1 原田 草太(1) 高校  4,39.51  2 芳賀 喜隆(3) 高校  4,40.56  3 小林 大輔(1) 高校  4,41.76  4 小口 雅徳(2) 高校  4,43.62
阿南高 岡谷工業高 上伊那農業高 下諏訪向陽高

 5 高橋 篤実(2) 高校  4,44.01  6 中島 和希(2) 高校  4,44.57  7 小木曽 燦県(1) 高校  4,45.16  8 浅田 一貴(3) 大学  4,46.30
岡谷工業高 伊那弥生ヶ丘高 下伊那農業高 諏訪東京理科大

 9 中山 拓実(2) 高校  4,46.68 10 廣田 裕貴(2) 高校  4,46.72 11 春日 翔平(2) 高校  4,56.60 12 笠松 浩行(1) 高校  4,57.39
高遠高 伊那弥生ヶ丘高 駒ヶ根工業高 飯田風越高

13 伊澤 翔馬(3) 高校  5,00.15 14 横内 秀斗(2) 大学  5,03.12 15 喜多野 広貴(1) 高校  5,04.61 16 相原 孝佑(1) 高校  5,05.22
高遠高 諏訪東京理科大 飯田風越高 阿南高

17 平林 雅彦(3) 高校  5,09.86 18 矢澤直(1) 高校  7,43.07 田中 朝陽(2) 高校 欠場    池上 陽祐(3) 高校 欠場    
白馬高 松川高 伊那北高 伊那弥生ヶ丘高

錫木翼(1) 高校 欠場    
松川高

 2組  1 有賀 凌(2) 高校  4,21.12  2 小林 祐也(2) 高校  4,21.15  3 涌井 紀宜(3) 高校  4,24.68  4 北原 魁人(1) 高校  4,24.86
下諏訪向陽高 上田東高 阿南高 伊那北高

 5 友井 悠人 一般  4,28.72  6 下平 涼(2) 高校  4,29.97  7 中平 弘(2) 高校  4,30.84  8 笠原 舟(1) 高校  4,31.26
茅野市陸協 飯田高 飯田高 上伊那農業高

 9 正木 慎吾(3) 高校  4,34.17 10 梶田 佳祐(3) 高校  4,34.63 11 千野 大樹(2) 大学  4,34.93 12 小林 勝太(2) 高校  4,35.66
飯田工高 下伊那農業高 諏訪東京理科大 上田東高

13 掛川 礼央(2) 高校  4,38.76 14 雨宮 慎一郎(1) 高校  4,48.01 15 今井 優樹(3) 高校  4,48.29 16 髙橋 拓大(1) 一般  4,50.60
上田高 諏訪実業高 諏訪清陵高 穂高商業高

17 安藤 雄真(1) 高校  4,50.70 熊谷 佳彦(1) 高校 欠場    武居 悠樹(2) 高校 欠場    中村 駿(3) 高校 欠場    
上伊那農業高 伊那北高 諏訪清陵高 上田東高

中学男子 05/03  1組 -1.6  1 松下 潤也 中学    12.01  2 三石 竜哉 中学    12.58  3 高橋 流星(3) 中学    12.85  4 熊谷 諒平(1) 中学    13.23
伊那松川中 竜東中 小諸東中 旭ヶ丘中学校

 5 小柳 博雅(3) 中学    13.37  6 吉川 涼平(2) 中学    13.80  7 小野 尭明(1) 中学    15.17 小松 俊介(2) 中学 欠場    
上田五中 飯田高陵中 両小野中 長峰中

 2組 0.0  1 中畑恭介(3) 中学    12.04  2 仲谷 龍貴(3) 中学    12.26  3 大野 聡士(2) 中学    12.50  4 伊藤 真央(3) 中学    13.07
福島中 諏訪南中 飯田高陵中 原中

 5 工藤 大樹(2) 中学    13.32  6 堀内 大志(3) 中学    13.63  7 西村 雄治(3) 中学    14.62  8 壇浦 知樹(2) 中学    14.82
丸子北中 鎌田中 辰野中 塩尻広陵中

 3組 0.0  1 樋口 克治(3) 中学    11.57  2 藤牧 佑希(2) 中学    12.20  3 藤森 崇美(3) 中学    12.65  4 竹村 泰地(2) 中学    12.80
梓川中 望月AC 岡谷西部中 駒ヶ根東中

 5 細田 昌宏(2) 中学    13.18  6 小澤 瑞樹(3) 中学    13.24  7 北原 諒(2) 中学    14.04  8 堺澤 諒(3) 中学    15.13
上田五中 辰野中 伊那東部中 中川中

 4組 -0.9  1 鳥屋 健吾(3) 中学    12.04  2 勝山 智充(3) 中学    12.21  3 小林 雄二(3) 中学    12.81  4 千國 亮(3) 中学    12.90
仁科台中 筑摩野中 上諏訪中 穂高西中

 5 佐藤 崇弘 中学    13.18  6 羽根 循也(2) 中学    13.47  7 清水 允(3) 中学    14.37  8 森本 基(3) 中学    15.03
南箕輪中 緑ヶ丘中 佐久東中 中川中

 5組 0.0  1 小木曽 晃介 中学    11.81  2 望月 秀樹(2) 中学    12.46  3 丸山 玲央(2) 中学    12.55  4 竹内 基裕(2) 中学    12.84
伊那松川中 赤穂中 高森中 駒ヶ根東中

 5 清水 泰地(1) 中学    13.20  6 加々見 武(2) 中学    13.46  7 一ノ瀬 椋太(2) 中学    13.58  8 井出 遼太郎(3) 中学    14.09
望月AC 富士見中 上田五中 仁科台中
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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63回長野県陸上競技伊那大会                                                    ｺｰﾄﾞ  [0200702 ]

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
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 6組 -1.0  1 奥垣内将晴(3) 中学    11.74  2 久力 祐太(3) 中学    12.74  3 藤澤 拓馬(3) 中学    12.92  4 関塚 賢悟(2) 中学    13.25
鉢盛中 高森中 岡谷北部中 塩尻広陵中

 5 井出 貴一(3) 中学    13.35  6 草間 諒太(3) 中学    13.45  7 守屋 暁太(2) 中学    13.73  8 矢澤 明徳(2) 中学    14.69
佐久東中 鎌田中 岡谷西部中 諏訪南中

 7組 0.0  1 古河原 凌哉(3) 中学    12.26  2 伊原 瑞貴(3) 中学    12.52  3 椚谷 健(2) 中学    12.90  4 小松 拓磨(3) 中学    12.90
宮田中 緑ヶ丘中 高森中 岡谷東部中

 5 合津 克哉(3) 中学    13.00  6 林  悠輔(3) 中学    13.39  7 山浦 貫人(1) 中学    13.96  8 小林 大輝(1) 中学    14.04
大町第一中 筑摩野中 浅科中 望月AC

 8組 -0.1  1 丸山 佳太(2) 中学    12.15  2 山田 匠(3) 中学    12.30  3 細田 耕太(2) 中学    12.43  4 平澤 竜也(2) 中学    12.64
小諸東中 塩尻広陵中 春富中 伊那中

 5 福田 一貴 中学    13.07  6 松村 理久(2) 中学    13.14  7 齋藤 実来(2) 中学    14.64 矢野 孝典(2) 中学 欠場    
南箕輪中 旭ヶ丘中学校 岡谷西部中 長峰中

 9組 -0.3  1 三村 和久(2) 中学    11.96  2 櫻井 慎之介(3) 中学    12.63  3 北原 直弥(3) 中学    12.88  4 髙橋 瞬 中学    12.89
岡谷東部中 丸子北中 伊那中 伊那松川中

 5 中島 諒(3) 中学    12.98  6 神谷 篤弥(3) 中学    13.25  7 小野 雄平(1) 中学    13.96 薗田 征哉 中学 欠場    
南箕輪中 岡谷北部中 両小野中 赤穂中

10組 -0.1  1 金箱 樹(3) 中学    11.87  2 関本 慶太(3) 中学    12.47  3 堀内 悠樹(3) 中学    12.69  4 松村 慶大(1) 中学    12.99
諏訪南中 小諸東中 伊那中 旭ヶ丘中学校

 5 高畑 康平(3) 中学    13.50  6 芝田 直樹(3) 中学    13.75  7 高橋 郁翔(1) 中学    14.38 酒井 健一朗(2) 中学 欠場    
春富中 岡谷北部中 両小野中 赤穂中

11組 -3.7  1 青木 昌平(3) 中学    12.39  2 柳澤 匠(1) 中学    12.72  3 藤松 楓季(2) 中学    13.48  4 花里 礼央真(3) 中学    13.54
仁科台中 浅科中 豊科北中 浅間中

 5 吉川 雅人(3) 中学    13.59  6 伊藤 望(2) 中学    13.84  7 松尾 光(3) 中学    15.61 瀧 奨太郎(3) 中学 欠場    
飯田高陵中 上諏訪中 中川中 鎌田中

12組 -0.6  1 坂井 和人(2) 中学    12.36  2 川島 創士(3) 中学    12.71  3 小金澤竜輝(3) 中学    12.80  4 風間 悠太(3) 中学    13.54
辰野中 岡谷東部中 大町第一中 浅間中

 5 黒岩 達(2) 中学    13.64  6 白鳥 克哉(3) 中学    13.73  7 久保田 嶺也(2) 中学    14.45  8 中澤 克哉(3) 中学    17.03
豊科北中 駒ヶ根東中 伊那東部中 佐久東中

13組 -3.2  1 笠井 聡太(2) 中学    12.58  2 清水 恒之介(3) 中学    12.83  3 田中 大博(3) 中学    13.00  4 伊藤 廉(3) 中学    13.07
上諏訪中 清水中 大町第一中 豊科北中

 5 近藤 洋平(2) 中学    13.34  6 淺川 啓司(3) 中学    14.34 鷹野 祐一郎(3) 中学 欠場    
富士見中 穂高西中 浅間中



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63回長野県陸上競技伊那大会                                                    ｺｰﾄﾞ  [0200702 ]

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
男子 05/03  1組     1伊那北高 藤澤 真人(2) 白鳥 敦(3) 小林 祥史(2) 宮澤 拓人(1)     3,36.48

    2飯田風越高 松井 朋博(3) 代田 弾(3) 金田 龍太郎(1) 平澤 慎(1)     3,39.64
    3駒ヶ根工業高 米澤 祥吾(3) 木下 勝寛(3) 大倉 孝明(1) 小林 渡(1)     3,41.69
    4松川高 山元裕啓(3) 高橋佑太(3) 田畑雅伸(1) 宮澤斉次(3)     3,43.00
    5岡谷工業高 中川 友希(3) 小口 勇輝(2) 芳賀 喜隆(3) 松澤 直樹(3)     3,48.48
    6穂高商業高 窪田 五大(1) 望月 康平(1) 髙橋 拓大(1) 青沼 和紀(1)     3,57.44

 2組     1 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 中嶋 友也 内山 幹雄 吉田 幹弘 新井 大地     3,30.48
    2伊那弥生ヶ丘高 大野 裕紀(3) 村澤 和樹(3) 中嶋 慎也(3) 鰍澤 将平(2)     3,35.62
    3丸子修学館高 久保川 峻吾(2) 村松 裕太(3) 小林 将大(1) 今井 晃規(3)     3,35.80
    4佐久長聖高 田中 健太郎 笹沢 隆文 大澤 浩平(2) 佐藤 久明     3,35.90

諏訪清陵高 欠場      
上田東高 欠場      

中学男子 05/03     1伊那松川中 髙橋 瞬 小木曽 晃介 橋爪 孔明 松下 潤也       45.86
    2小諸東中 渡辺 大地(3) 丸山 佳太(2) 関本 慶太(3) 高橋 流星(3)       47.16
    3飯田高陵中 吉川 雅人(3) 篠田 匡史(3) 大野 聡士(2) 岡田 英希(3)       47.30
    4赤穂中 横沢 優太(3) 中原 愼二(3) 榎本 康亮(2) 堺澤 辰弥(3)       47.43
    5岡谷東部中 小松 拓磨(3) 三村 和久(2) 山田 大稀(3) 川島 創士(3)       47.65
    6高森中 丸山 玲央(2) 塩沢 直樹(3) 椚谷 健(2) 久力 祐太(3)       47.73
    7梓川中 博沼 貴幸(3) 佐原 涼太(2) 下形 竜斗(3) 樋口 克治(3)       48.08
    8春富中 宮澤 惇也(3) 酒井 弘心(3) 細田 耕太(2) 橋爪 彼方(3)       48.19

4×400mR

4×100mR

チーム名 選手名１



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63回長野県陸上競技伊那大会                                                    ｺｰﾄﾞ  [0200702 ]

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
中学男子 05/03  1組     1春富中 宮澤 惇也(3) 酒井 弘心(3) 細田 耕太(2) 橋爪 彼方(3)       48.47

    2梓川中 博沼 貴幸(3) 佐原 涼太(2) 下形 竜斗(3) 樋口 克治(3)       48.68
    3岡谷西部中 宮澤 清悟(3) 小口 響己(3) 宮澤 孝明(3) 藤森 崇美(3)       50.23
    4旭町中 北條 健介(2) 浅原 慶光(3) 中谷 紘基(3) 畑部 貴広(3)       51.03
    5箕輪中 小島 涼(3) 登内 大地(2) 中村 友哉(2) 井口 亮(3)       51.11
    6旭ヶ丘中学校 松村 理久(2) 松村 慶大(1) 野中 優太(1) 熊谷 諒平(1)       52.94

仁科台中 鳥屋 健吾(3) 青木 昌平(3) 松井 一陽(2) 勝野 涼大(2) 失格      
諏訪南中 北原 賢人(2) 金箱 樹(3) 仲谷 龍貴(3) 長巾 真也(3) 途中棄権  

 2組     1赤穂中 横沢 優太(3) 中原 愼二(3) 榎本 康亮(2) 堺澤 辰弥(3)       47.60
    2岡谷東部中 小松 拓磨(3) 三村 和久(2) 山田 大稀(3) 川島 創士(3)       47.66
    3飯田高陵中 吉川 雅人(3) 篠田 匡史(3) 大野 聡士(2) 岡田 英希(3)       47.80
    4高森中 丸山 玲央(2) 塩沢 直樹(3) 椚谷 健(2) 久力 祐太(3)       48.01
    5伊那中 土田 珠羅(3) 堀内 悠樹(3) 北原 直弥(3) 平澤 竜也(2)       49.51
    6大町第一中 柏原 聖哉(2) 吉田 幸太郎(2) 山田 静也(2) 荒山 雄介(2)       54.17

浅間中 櫻山 祥貴(2) 花里 礼央真(3) 高橋 正行(2) 風間 悠太(3) 失格      
鎌田中 草間 諒太(3) 伊藤 善基(3) 秋山 貴史(3) 宮尾 寛文(3) 失格      

 3組     1小諸東中 渡辺 大地(3) 丸山 佳太(2) 関本 慶太(3) 高橋 流星(3)       47.26
    2駒ヶ根東中 清水 賢太(3) 竹村 泰地(2) 竹内 基裕(2) 馬場 信介(2)       48.87
    3筑摩野中 泉  夏暉 勝山 智充(3) 林  悠輔(3) 青木 友哉(3)       49.13
    4中川中 宮下 勇人(3) 吉田 優希(3) 中島 瑞樹(3) 山上 大輝(3)       49.18
    5塩尻広陵中 中野 涼介(2) 関塚 賢悟(2) 米久保 一樹(3) 山田 匠(3)       49.42
    6辰野中(A) 西村 雄治(3) 丸山 徹(2) 小澤 瑞樹(3) 坂井 和人(2)       50.48
    7南箕輪中 佐藤 崇弘 福田 一貴 池田 拓也(3) 中島 諒(3)       50.74

 4組     1伊那松川中 髙橋 瞬 小木曽 晃介 橋爪 孔明 松下 潤也       46.30
    2上田五中 安藤  弥(2) 小柳 博雅(3) 細田 昌宏(2) 大沢 育未(3)       49.85
    3上諏訪中 矢島 旦景(2) 笠井 聡太(2) 伊藤 望(2) 小林 雄二(3)       50.30
    4豊科北中 筒井 将太(2) 伊藤 廉(3) 藤松 楓季(2) 黒岩 達(2)       50.74
    5伊那東部中 合津 伊織(2) 上柳 凌平(2) 守谷 渉(2) 中山 景介(3)       51.31
    6丸子北中 中村 佳輝(2) 櫻井 慎之介(3) 田村 知也(2) 工藤 大樹(2)       51.33
    7佐久東中 新井 築(2) 神津 潤(3) 長谷川 裕真(2) 井出 貴一(3)       53.74

チーム名 選手名１

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63回長野県陸上競技伊那大会                                                    ｺｰﾄﾞ  [0200702 ]

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
男子 05/03  1 北野 恭平(2) 高校    1.85  2 村中 智彦(2) 高校    1.85  3 本多 俊平 一般    1.80  4 丸山 貴倫(1) 高校    1.80

松商学園高 松商学園高 上伊那陸協 松商学園高
 5 小澤 亮(1) 高校    1.70  6 小林 尚登(2) 高校    1.65  7 清水 智成(2) 高校    1.65  7 四ツ橋 和生(2) 高校    1.65

飯田風越高 阿南高 上伊那農業高 下伊那農業高
 9 瀧澤 俊輝(3) 高校    1.65 10 田畑 勇貴(3) 高校    1.60 10 長崎 敬祐(3) 高校    1.60 12 宮澤 憲二 一般    1.55

飯田工高 伊那北高 池田工業 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
13 小口 研一郎(3) 高校    1.50 矢澤 諒人(3) 高校

諏訪清陵高 飯田風越高
男子 05/03  1 中嶋 慎也(3) 高校    4.10  2 今井 祐輔(1) 高校    4.00  3 小山 範晃(2) 高校    4.00  4 小林 真二(2) 高校    3.60

伊那弥生ヶ丘高 田川高 上田東高 上田東高
 5 両角 優介(1) 高校    3.20  6 安藤 直哉(1) 高校    3.20  7 田中 米人 一般    2.40 竹村 昂浩(2) 高校 欠場    

諏訪二葉高 田川高 茅野市陸協 諏訪二葉高
男子 05/03  1 中曽根 豪(3) 高校    6.47  2 宮澤 拓人(1) 高校    6.34  3 上條 健 一般    6.16  4 中嶋 友也 一般    6.09

佐久長聖高     0.0 伊那北高    -0.8 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野    -1.9 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野    +0.8
 5 林 拓真(3) 高校    6.05  6 磯崎 佑聡(2) 高校    6.01  7 中山 昂平(1) 高校    5.84  8 渡邊 泰樹(2) 高校    5.80

飯田工高    +0.8 岡谷南    -1.2 上田東高    +0.1 諏訪清陵高    -1.1
 9 高橋 一眞(3) 高校    5.69 10 大野裕哉(1) 高校    5.52 11 梁池 昂性(2) 大学    5.50 12 三沢正明(1) 高校    5.48

飯田工高    +1.6 松川高    -1.6 諏訪東京理科大    -0.2 松川高    +0.7
13 今井 晃規(3) 高校    5.34 14 松井 朋博(3) 高校    5.18 15 小林 真二(2) 高校    5.16 16 久保田 大揮(3) 高校    5.15

丸子修学館高     0.0 飯田風越高    +0.4 上田東高    -1.2 飯田高    -1.3
17 吉川 泰宏(2) 高校    4.99 18 山浦 広平(1) 高校    4.81 19 壬生 晃輔(3) 高校    4.66 前島 凌(2) 高校 欠場    

飯田風越高    -0.7 上田東高    -0.8 飯田風越高    +0.1 飯田高
福沢 弘貴(2) 高校 欠場    竹松 高彬(2) 高校 欠場    

下伊那農業高 伊那北高
男子 05/03  1 松村 覚 一般   14.08  2 日馬 正貴 一般   13.25  3 中曽根 豪(3) 高校   12.58  4 今井 晃規(3) 高校   12.34

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野    +2.3 安曇野陸協    +4.2 佐久長聖高    +1.5 丸子修学館高    +3.7
 5 高橋 一眞(3) 高校   12.23  6 宮澤 憲二 一般   12.19  7 久保田 大揮(3) 高校   11.87  8 小林 美輝(3) 高校   11.37

飯田工高    +4.1 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野    +4.2 飯田高    +5.8 飯田高    +4.6
 9 瀧澤 俊輝(3) 高校   10.95 10 矢澤 諒人(3) 高校   10.44 小山 範晃(2) 高校 欠場    笠川 真一 一般 欠場    

飯田工高    +2.7 飯田風越高    +3.3 上田東高 駒ヶ根AC
男子 05/03  1 清水 拓也 一般   11.50  2 中島 公徳 一般   10.22  3 堀井 裕介(2) 大学    9.58  4 片桐 秀美 一般    8.85

TOKAI.A.C ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 新潟大 ﾄﾞﾘｰﾑA.C
 5 上條 健 一般    8.73  6 藤沢 聡 一般    8.16  7 羽場 誉浩 一般    7.68

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 STAS STAS
男子 05/03  1 百瀬 晶文 一般   28.66  2 中島 公徳 一般   27.27  3 藤沢 聡 一般   22.14 清水 拓也 一般 欠場    

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ STAS TOKAI.A.C
男子 05/03  1 坂田 健訓(3) 高校   51.06  2 土松 昂平(3) 高校   46.21  3 平澤 蓮(3) 高校   46.00  4 永井 一平(2) 高校   45.91

阿南高 飯田高 飯田工高 丸子修学館高
 5 小笠原 拓人 一般   42.82  6 清水 拓也 一般   42.02  7 田畑 勇貴(3) 高校   40.01  8 堀井 裕介(2) 大学   39.45

ﾄﾞﾘｰﾑA.C TOKAI.A.C 伊那北高 新潟大
 9 小宮山 直登(2) 高校   37.75 10 三村 健人(3) 高校   37.62 11 吉沢 成康(2) 高校   37.58 12 栗田  桂(2) 高校   35.07

佐久長聖高 飯田風越高 飯田風越高 白馬高
13 松澤 哲也(3) 高校   32.20 14 中川 友希(3) 高校   29.21 15 古川 俊(2) 一般   26.98 16 関島 裕太(3) 高校   26.92

下伊那農業高 岡谷工業高 穂高商業高 飯田風越高
鈴木 涼太(2) 高校 欠場    藤田 諒(2) 一般 欠場    宮島 卓也(2) 高校 記録なし

飯田工高 穂高商業高 阿南高

走幅跳

三段跳

砲丸投

円盤投

やり投
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位

走高跳

棒高跳



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63回長野県陸上競技伊那大会                                                    ｺｰﾄﾞ  [0200702 ]

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

高校男子 05/03  1 高見澤 和希(3) 高校   11.90  2 安藤 純(2) 高校   11.22  3 栁沢 裕哉(1) 高校    9.47  4 西尾 和己(1) 高校    8.95
阿南高 伊那弥生ヶ丘高 上田染谷丘高 飯田風越高

 5 寺島 国彦(1) 一般    8.77  6 伊藤 和輝(2) 高校    8.60  7 宮﨑 王貴(2) 高校    8.11  8 米山 裕馬(2) 高校    8.08
穂高商業高 阿南高 飯田工高 飯田工高

 9 宮下亮人(1) 高校    7.73 10 山元裕啓(3) 高校    7.46 濱 丈地加(1) 高校 欠場    
松川高 松川高 辰野高

高校男子 05/03  1 高見澤 和希(3) 高校   35.77  2 伊藤 和輝(2) 高校   34.67  3 安藤 純(2) 高校   25.25  4 宮島 卓也(2) 高校   24.69
阿南高 阿南高 伊那弥生ヶ丘高 阿南高

 5 栗田  桂(2) 高校   24.13  6 寺島 国彦(1) 一般   23.06  7 土松 昂平(3) 高校   22.72  8 山元裕啓(3) 高校   21.27
白馬高 穂高商業高 飯田高 松川高

 9 宮﨑 王貴(2) 高校   21.18 10 宮下亮人(1) 高校   18.60 鈴木 涼太(2) 高校 欠場    藤田 諒(2) 一般 欠場    
飯田工高 松川高 飯田工高 穂高商業高

中学男子 05/03  1 中島 亘(3) 中学    1.70  2 上野 蒼生(3) 中学    1.60  3 北原 文宏(3) 中学    1.55  3 福島 大輝(3) 中学    1.55
赤穂中 王滝中 飯田高陵中 赤穂中

 3 岡田 英希(3) 中学    1.55  6 尾畑 元佳(3) 中学    1.55  7 小木曽 満(3) 中学    1.55  8 博沼 貴幸(3) 中学    1.55
飯田高陵中 飯田高陵中 旭町中 梓川中

 9 那須野 優人(3) 中学    1.55 10 横山 健太郎(3) 中学    1.50 11 大槻 遼太(2) 中学    1.50 12 神津 潤(3) 中学    1.50
春富中 鎌田中 辰野中 佐久東中

13 馬場 信介(2) 中学    1.45 14 塚田 真史(2) 中学    1.45 14 高橋 智哉(2) 中学    1.45 14 守谷 渉(2) 中学    1.45
駒ヶ根東中 仁科台中 岡谷北部中 伊那東部中

17 秋山 貴史(3) 中学    1.45 18 上原 諒(2) 中学    1.40 19 池田 拓也(3) 中学    1.40 田中 雄(2) 中学 欠場    
鎌田中 高森中 南箕輪中 岡谷西部中

橋本 穂琢佳(2) 中学 欠場    澁谷 優我(3) 中学 欠場    櫻山 祥貴(2) 中学 記録なし 吉岡 佳佑(2) 中学 記録なし
小諸東中 南箕輪中 浅間中 伊那東部中

牛山 尚織(3) 中学 記録なし 高橋 真守(2) 中学 記録なし 重盛 文宏(2) 中学 記録なし 小澤 龍司(1) 中学 記録なし
原中 浅間中 箕輪中 両小野中

沓掛 大輔(2) 中学 記録なし 小野 尭明(1) 中学 記録なし 北原 宗城(2) 中学 記録なし 橋爪 将太(3) 中学 記録なし
箕輪中 両小野中 岡谷東部中 箕輪中

熊井 裕紀(1) 中学 記録なし 西澤 嵩(3) 中学 記録なし 浅沼 練(3) 中学 記録なし 本島 準也(2) 中学 記録なし
両小野中 永明中 浅間中 高森中

中学男子 05/03  1 倉橋 由宇(3) 中学    3.90  2 加賀見 一輝(3) 中学    3.70  3 松澤 勝治(2) 中学    3.60  4 宮澤 惇也(3) 中学    3.40
永明中 永明中 春富中 春富中

 5 酒井 弘心(3) 中学    3.20  6 竹折 優太(2) 中学    2.60  7 荻原 湧雅(2) 中学    2.40 工藤 大樹(2) 中学 記録なし
春富中 緑ヶ丘中 伊那東部中 丸子北中

中山 景介(3) 中学 記録なし
伊那東部中

円盤投

走高跳

棒高跳

砲丸投



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63回長野県陸上競技伊那大会                                                    ｺｰﾄﾞ  [0200702 ]

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
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中学男子 05/03  1 内川 佳祐(3) 中学    6.27  2 奥垣内将晴(3) 中学    6.13  3 藤牧 佑希(2) 中学    5.66  4 渡辺 大地(3) 中学    5.59
白馬中    -1.9 鉢盛中    -3.7 望月AC    -1.7 小諸東中    -3.1

 5 橋爪 彼方(3) 中学    5.59  6 窪田 章吾(2) 中学    5.49  7 伊藤 正行(3) 中学    5.32  8 篠田 匡史(3) 中学    5.23
春富中    -0.6 岡谷北部中    -3.1 北安松川中    -1.2 飯田高陵中    -2.8

 9 宮尾 寛文(3) 中学    5.15 10 清水 泰地(1) 中学    5.04 11 春日 涼太(3) 中学    5.03 12 青木 友哉(3) 中学    4.99
鎌田中    -3.6 望月AC    -3.4 春富中    -3.1 筑摩野中    -4.3

13 斉藤 優(2) 中学    4.96 14 山上 大輝(3) 中学    4.92 15 鹿野 紘彰(2) 中学    4.86 16 田中 俊平(3) 中学    4.85
駒ヶ根東中    -1.3 中川中    -3.0 春富中    -0.9 岡谷東部中    -1.7

17 米久保 一樹(3) 中学    4.83 18 塩沢 直樹(3) 中学    4.80 19 安藤  弥(2) 中学    4.76 19 小林 聖也(2) 中学    4.76
塩尻広陵中    -2.2 高森中    -1.2 上田五中    -1.9 岡谷西部中    +0.7

21 中原 嶺太(3) 中学    4.73 22 奥原 隼太(2) 中学    4.72 23 中野 涼介(2) 中学    4.60 24 畑部 貴広(3) 中学    4.53
仁科台中    -1.0 北安松川中    -1.0 塩尻広陵中    -2.6 旭町中    -1.7

25 鳥屋 健吾(3) 中学    4.46 26 丸山 徹(2) 中学    4.43 27 櫻井 慎之介(3) 中学    4.41 28 小松 拓磨(3) 中学    4.38
仁科台中    -2.6 辰野中    -2.5 丸子北中    -1.4 岡谷東部中    -1.6

29 関塚 賢悟(2) 中学    4.34 30 伊藤 善基(3) 中学    4.31 31 小林 幸也(2) 中学    4.30 32 中平 満知留(2) 中学    4.29
塩尻広陵中    -2.4 鎌田中    -0.5 富士見中    -3.0 高森中    -3.0

33 加々見 武(2) 中学    4.27 33 高橋 正行(2) 中学    4.27 33 小柳 博雅(3) 中学    4.27 36 樋屋 裕貴(2) 中学    4.25
富士見中    -3.5 浅間中    -2.1 上田五中    -2.8 赤穂中    -1.4

37 金沢 佳樹(2) 中学    4.18 38 細田 昌宏(2) 中学    4.17 39 小松 勇樹(2) 中学    4.16 40 合津 伊織(2) 中学    4.15
伊那中    -2.3 上田五中    -3.4 辰野中    -2.6 伊那東部中    -3.0

41 吉川 涼平(2) 中学    4.11 42 松澤 快哉(2) 中学    4.07 43 矢島 旦景(2) 中学    4.00 44 掛川 悠斗(2) 中学    3.92
飯田高陵中    -2.2 中川中    +3.9 上諏訪中    +2.5 伊那東部中    -3.6

45 北條 健介(2) 中学    3.89 46 上柳 凌平(2) 中学    3.82 47 酒井 淳(2) 中学    3.81 48 松澤 直樹(2) 中学    3.73
旭町中    -2.8 伊那東部中    -2.7 緑ヶ丘中    -2.0 仁科台中    -1.7

49 宮原 大介(2) 中学    3.72 50 木内 笙太(3) 中学    3.70 51 小林 大輝(1) 中学    3.57 52 藤松 楓季(2) 中学    3.54
辰野中    -1.3 小諸東中    -4.8 望月AC    -4.9 豊科北中    +1.1

53 黒岩 達(2) 中学    3.44 54 高橋 郁翔(1) 中学    3.23 55 田村 知也(2) 中学    3.20 56 筒井 将太(2) 中学    3.09
豊科北中    -3.0 両小野中    -2.6 丸子北中    -1.9 豊科北中    -2.3

57 宮下 雅也(2) 中学    2.86 伊藤 貴洋(3) 中学 欠場    酒井 天晴 中学 欠場    鈴木 京平(2) 中学 欠場    
中川中    +1.6 伊那中 南箕輪中 浅間中

遠藤 直登(2) 中学 欠場    加藤 遼汰(3) 中学 欠場    日下部 玄(3) 中学 欠場    瀧 奨太郎(3) 中学 欠場    
伊那中 宮田中 赤穂中 鎌田中

塩沢 諒(2) 中学 記録なし 高橋 天汰(2) 中学 記録なし
浅間中 小諸東中

走幅跳



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63回長野県陸上競技伊那大会                                                    ｺｰﾄﾞ  [0200702 ]

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

中学男子 05/03  1 河西 秀作(3) 中学    9.69  2 重盛 文宏(2) 中学    9.56  3 中谷 昭太郎(3) 中学    9.27  4 勝野 涼大(2) 中学    9.04
永明中 箕輪中 箕輪中 仁科台中

 5 早川 謙哉(3) 中学    8.50  6 仁科 貴晶(3) 中学    8.09  7 清水 賢太(3) 中学    7.98  8 安藤  弥(2) 中学    7.91
南箕輪中 飯田高陵中 駒ヶ根東中 上田五中

 9 長澤 遼(3) 中学    7.75 10 泉  夏暉 中学    7.65 11 大日方 建(3) 中学    7.56 12 所澤 慎(3) 中学    7.40
大町第一中 筑摩野中 大町第一中 飯田高陵中

13 宮下 勇人(3) 中学    7.33 14 羽生 直樹(3) 中学    7.24 15 沓掛 大輔(2) 中学    7.15 16 堀内 大志(3) 中学    7.00
中川中 高森中 箕輪中 鎌田中

17 宮澤 孝明(3) 中学    6.96 18 中村 佳輝(2) 中学    6.73 19 松下 翔太(3) 中学    6.69 20 川口 純(2) 中学    6.63
岡谷西部中 丸子北中 高森中 高森中

21 島田 直人(2) 中学    6.21 22 野中 一平(2) 中学    5.97 23 石﨑 智裕(2) 中学    5.90 24 戸田 成俊(3) 中学    5.84
伊那東部中 佐久東中 穂高西中 中川中

25 大矢 涼二(3) 中学    5.81 26 片桐 竜司(2) 中学    5.67 27 丸山 貴由人(2) 中学    5.55 28 赤羽 幸一(2) 中学    5.45
宮田中 中川中 豊科北中 辰野中

29 上島 誠史(2) 中学    5.30 30 一ノ瀬 椋太(2) 中学    4.79 31 飯島 悠平(2) 中学    4.51 寺島陵太郞(2) 中学 欠場    
辰野中 上田五中 浅間中 永明中

砲丸投
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