
第47回上伊那秋季記録会　兼　第17回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ                           
　　主催：上伊那陸上競技協会・上伊那ｽﾎﾟｰﾂ振興協議会                             

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】202030  伊那市総合運動場陸上競技場

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
09/08 男子 丸岡 精二 11.35 松下 優太(3) 11.46 山下 桂 11.52 川井 渓太(3) 11.72 伊藤 俊平(1) 11.82 堺澤 辰弥(2) 12.06 本多 俊平 12.25 宮澤 崇(2) 12.32

１００ｍ 一般･駒ヶ根AC (-0.9) 中学･高森中 (-0.9) 一般･ﾄｰﾊﾂ (-0.9) 中学･上松中 (-0.9) 高校･赤穂高 (-0.7) 高校･高遠高 (-0.9) 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野(-0.9) 中学･駒ヶ根東中 (-0.7)
09/08 小林 英和(2) 49.47 松島 竜平(3) 53.48 堺澤 辰弥(2) 53.77 北原 直弥(2) 53.94 近藤 裕哉(2) 54.83 山口 裕 55.04 鎌倉 渉(2) 56.18 菊地 康亮(3) 56.33

４００ｍ 高校･高遠高 中学･高森中 高校･高遠高 高校･赤穂高 中学･松川JAC 一般･上伊那郡陸協 中学･飯田高陵中 中学･箕輪中
09/08 北原 崇志 1,58.68 小林 英和(2) 2,05.02 所河 北斗(3) 2,06.27 田畑 高明(2) 2,08.96 馬場 隆夫(2) 2,13.23 萩原 拓海(3) 2,13.26 真島 雅季(2) 2,16.09 滝澤 代聖(3) 2,17.00

８００ｍ 一般･上伊那郡陸協 高校･高遠高 中学･駒ヶ根東中 中学･松川JAC 中学･駒ヶ根東中 中学･駒ヶ根東中 中学･北安松川中 中学･駒ヶ根東中
09/08 北原 崇志 4,14.09 池上 幸助 4,17.67 近藤 壮真(2) 4,20.02 孝田 拓海(2) 4,25.42 宮尾 淳矢 4,37.65 林 孝行 4,39.79 下井 颯太(2) 4,41.07 竹村 吉晃(2) 4,43.39

１５００ｍ 一般･上伊那郡陸協 一般･ﾄｰﾊﾂ 静岡･函南中 静岡･函南中 一般･箕輪町陸協 一般･信大こまくさAC 中学･宮田中 中学･駒ヶ根東中
09/08 堀内 俊希(3) 15,50.09 鈴木 昌幸 15,54.19 滝澤 勉 16,02.53 田中 秀一 16,15.15 福澤 純平 16,40.46 松崎 雄介 16,43.92 安藤 雄真(3) 17,41.51 小田切 裕仁(1) 19,57.13

５０００ｍ 高校･上伊那農 一般･ジェルモ 一般･ジェルモ 一般･ﾄｰﾊﾂ 一般･上伊那郡陸協 一般･上伊那郡陸協 高校･上伊那農 高校･箕輪進修高
09/08 松澤 和也(3) 1.83 赤羽 達也(2) 1.70 宮島 大介(2) 1.65 那須野 優人(2) 1.65 松崎 勇起(1) 1.45 花井 有輝(2) 1.40 唐木 直也(1) 1.40 加藤 勝斗(2) 1.40

走高跳 中学･茅野東部中 中学･辰野中 中学･伊那中 高校･駒ヶ根工業高 中学･伊那東部中 中学･高森中 中学･伊那東部中 中学･飯田高陵中
09/08 酒井 弘心(2) 3.90 合津 伊織(1) 3.90 根橋 拓也(3) 3.70

棒高跳 高校･高遠高 高校･赤穂高 中学･伊那東部中
09/08 中島 諒(2) 6.34(+3.0) 松下 優太(3) 5.94(+1.9) 椚谷 和久(2) 5.91(+1.8) 本多 俊平 5.69(+2.3) 松澤 快哉(1) 5.63(+2.8) 富井 慶太 5.29(+2.9) 川井 渓太(3) 5.28(+3.9) 山崎 拓(2) 5.27(+3.2)

走幅跳 高校･赤穂高 中学･高森中 中学･高森中 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校･赤穂高 一般･松本市陸協 中学･上松中 中学･伊那中
09/08 上原 隆伸 11.47 中島 公徳 9.69

砲丸投(7.260kg) 一般･松本市陸協 一般･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
09/08 林 滉介(1) 10.58 早川 謙哉(2) 10.18 落合 恒輝(1) 8.88 片倉 一穂(1) 8.71 小林 祐(1) 8.36 有賀 和樹(1) 6.92

砲丸投(6.000kg) 高校･上伊那農業高 高校･上伊那農業高 高校･上伊那農業高 高校･上伊那農業高 高校･箕輪進修高 高校･上伊那農業高
09/08 上原 隆伸 34.96 中島 公徳 25.41

円盤投(2.000kg) 一般･松本市陸協 一般･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
09/08 林 滉介(1) 27.93 橋爪 彼方(2) 26.46 落合 恒輝(1) 26.19 重盛 文宏(1) 25.83 片倉 一穂(1) 24.07 早川 謙哉(2) 19.30

円盤投(1.750kg) 高校･上伊那農業高 高校･赤穂高 高校･上伊那農業高 高校･駒ヶ根工業高 高校･上伊那農業高 高校･上伊那農業高
09/08 高遠高       44.94 赤穂高       45.24 高森中(A)       47.00 松川JAC       48.35 伊那中(A)       49.01 伊那弥生ヶ丘高      49.13 高森中(B)       49.29 辰野中(A)       49.97

４×１００ｍＲ 酒井 弘心(2) 北原 直弥(2) 山岸 流唯(3) 小池 貫太(1) 西納 晶太(2) 清水 賢太(2) 光沢 佑人(2) 福島 翔洋(2)
堺澤 辰弥(2) 伊藤 俊平(1) 松島 竜平(3) 近藤 雅哉(1) 唐木 大河(2) 北原 拓也(2) 椚谷 和久(2) 伊藤 駿(2)
竹村 泰地(1) 中島 諒(2) 佐藤 翔太(3) 西永 佳樹(1) 山崎 拓(2) 宮原 大介(1) 岩﨑 一徹(2) 春宮 悠人(2)
小林 英和(2) 山上 大輝(2) 松下 優太(3) 近藤 裕哉(2) 竹前 和輝(2) 吉田 優希(2) 知沢 和輝(2) 中村 新(2)

09/08 中学男子 松澤 拓弥(3) 9,10.16 大澤 智樹(2) 9,19.62 水上 優斗(3) 9,22.10 吉川 健成(3) 9,25.99 宮下 晴貴(3) 9,26.95 島 龍之介(3) 9,28.16 馬場 隆夫(2) 9,34.05 春日 明日実(3) 9,36.09
３０００ｍ 中学･松川JAC 中学･赤穂中 中学･赤穂中 中学･松川JAC 中学･赤穂中 中学･駒ヶ根東中 中学･駒ヶ根東中 中学･赤穂中

09/08 高井 雅也(2) 8.89 大内 健瑠(2) 8.11 切石 拓也(2) 6.57 横井 岳人(2) 6.40 齋藤 天(2) 5.84 平岩 圭介(2) 5.66 本島 右登(1) 5.53 奥田 健太(1) 5.27
砲丸投(5.000kg) 中学･伊那中 中学･飯田高陵中 中学･飯田高陵中 中学･飯田高陵中 中学･飯田高陵中 中学･飯田高陵中 中学･高森中 中学･宮田中

09/08 細田 歩(3) 26.90 熊谷 駿(3) 22.14 切石 拓也(2) 14.77 本島 右登(1) 13.79 平岩 圭介(2) 12.50 佐々木 直人(1) 9.68
円盤投(1.500kg) 中学･永明中 中学･高森中 中学･飯田高陵中 中学･高森中 中学･飯田高陵中 中学･高森中

09/08 熊谷 駿(3) 51.38 菊地 康亮(3) 41.30 松島 竜平(3) 38.37 高田 雅也(1) 37.32 吉澤 希(2) 36.17 木下 智裕(2) 30.92 飛澤 航太(1) 30.55 垣内 岳(2) 29.47
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･高森中 中学･箕輪中 中学･高森中 中学･高森中 中学･筑摩野中 中学･箕輪中 中学･高森中 中学･箕輪中

09/08 小学4年男子  -1.5 有賀 達彦(4) 15.65 飯島 悠斗(4) 15.77 林 和真(4) 15.86 山田 海斗(4) 16.21 富澤 三士郎(4) 16.57 城取  大成(4) 17.04 古屋 孝太郎(4) 17.14 伊藤 世琉(4) 20.53
１００ｍ 小学･西箕輪AC 小学･駒ｹ根ｽﾎﾟ少 小学･西箕輪AC 小学･駒ｹ根ｽﾎﾟ少 小学･西箕輪AC 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･西箕輪AC

09/08 小学5年男子  -5.3 三澤 遥太(5) 15.86 臼井 恭輔(5) 15.88 瀧澤 晃(5) 16.00 関 雄飛(5) 16.09 工藤 俊介(5) 16.15 登内 俊貴(5) 16.45 中島 涼(5) 17.05 白鳥 健介(5) 17.22
１００ｍ 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･駒ｹ根ｽﾎﾟ少 小学･伊那AC 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･西箕輪AC

09/08 小学6年男子  -2.7 酒井 和馬(6) 14.36 中平 明辰(6) 14.62 熊谷 康成(6) 14.81 林 涼真(6) 15.33 大杉 啓(6) 15.96 小須田 慧(6) 17.72
１００ｍ 小学･駒ｹ根ｽﾎﾟ少 小学･駒ｹ根ｽﾎﾟ少 小学･駒ｹ根ｽﾎﾟ少 小学･西箕輪AC 小学･伊那AC 小学･西箕輪AC

09/08 小学共通男子 白川 大地(6) 3,11.89 那須野 寛生(6) 3,21.22 清水 龍斗(6) 3,21.39 小林 雅斗(6) 3,33.99 宮崎 佑真(5) 3,36.44 小塩 貫汰(6) 3,39.67 小池 寿晏(6) 3,45.73 鈴木 来人(5) 3,46.63
１０００ｍ 小学･中沢RC 小学･中沢RC 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･中川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･中川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･中川陸上ｸﾗﾌﾞ

09/08 小町谷 祥司(6)4.53(+0.4) 笠川 京(6) 3.89(+0.4) 後藤 元太(6) 3.66(+1.3) 中村 耕太(5) 3.49(+1.5) 吉田 歩(5) 3.42(+0.9) 片野 詩音(6) 3.41(-0.6) 小林 大(5) 3.14(-0.3) 宮下 尚汰(6) 3.06(-0.4)
走幅跳 小学･駒ｹ根ｽﾎﾟ少 小学･駒ヶ根AC 小学･西箕輪AC 小学･西箕輪AC 小学･南箕輪小 小学･西箕輪AC 小学･西箕輪AC 小学･西箕輪AC

09/08 駒ｹ根ｽﾎﾟ少(A)      55.59 南箕輪小(A)       59.96 西箕輪AC(A)     1,03.92 西箕輪AC(B)     1,03.97 南箕輪小(B)     1,04.24 駒ｹ根ｽﾎﾟ少(B)    1,05.35 南箕輪小(C)     1,06.96 南箕輪小(D)     1,09.33
４×１００ｍＲ 中平 明辰(6) 瀧澤 晃(5) 林 和真(4) 後藤 元汰(6) 中島 涼(5) 飯島 悠斗(4) 手塚  千秋(4) 伊藤  悠生(4)

酒井 和馬(6) 三澤 遥太(5) 有賀 達彦(4) 林 涼真(6) 宮崎 佑真(5) 関 雄飛(5) 城取  大成(4) 寳  一翔(4)
小町谷 祥司(6) 登内 俊貴(5) 齊藤 貴之(4) 片野 詩音(6) 武村 芽郁(5) 鎌倉 柚大(4) 三好 勇輝(4) 久保田 誠矢(4)
熊谷 康成(6) 臼井 恭輔(5) 富澤 三士郎(4) 小須田 慧(6) 吉田 歩(5) 山田 海斗(4) 古屋 孝太郎(4) 松﨑 友紀(4)

09/08 オープン小学 横田 善(4) 16.32
１００ｍ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ

09/08 大峡 和(6) 3,09.66 牧野 駆(5) 3,22.15 松下 純也(5) 3,22.31 仲田 源(4) 3,31.55 川島 翔太(6) 3,33.91 中嶋 紀彰(5) 3,51.07
１０００ｍ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･会染小 小学･ISｼﾞｭﾆｱ

09/08 中澤 貴廣(6) 4.12(+0.2)
走幅跳 小学･日義TFC



決勝 9月8日 13:25

県小学新            12.27

風速 -2.7

 1 酒井 和馬(6) 小学     14.36 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 駒ｹ根ｽﾎﾟ少

 2 中平 明辰(6) 小学     14.62 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｱｷﾖｼ 駒ｹ根ｽﾎﾟ少

 3 熊谷 康成(6) 小学     14.81 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ 駒ｹ根ｽﾎﾟ少

 4 林 涼真(6) 小学     15.33 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 西箕輪AC

 5 大杉 啓(6) 小学     15.96 
ｵｵｽｷﾞ ﾋﾛﾑ 伊那AC

 6 小須田 慧(6) 小学     17.72 
ｺｽﾀﾞ ｹｲ 西箕輪AC
瀧澤 晃(5) 小学
ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷﾗ 南箕輪小
福澤 亮汰(6) 小学
ﾌｸｻﾞﾜ  ﾘｮｳﾀ 赤穂東小

小学6年男子

１００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    22

8    24

4    20

1    46

2    10

7    38

3    71
欠場

5    49
欠場



予選 9月8日 10:10
決勝 9月8日 13:05

県小学新            12.27

[ 1組] 風速 +1.9 [ 2組] 風速 -0.8

 1 山田 海斗(4) 小学     15.71 q  1 林 和真(4) 小学     15.62 q
ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 駒ｹ根ｽﾎﾟ少 ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾏ 西箕輪AC

 2 富澤 三士郎(4) 小学     15.79 q  2 飯島 悠斗(4) 小学     15.71 q
ﾄﾐｻﾞﾜ ｻﾝｼﾛｳ 西箕輪AC ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 駒ｹ根ｽﾎﾟ少

 3 伊藤 世琉(4) 小学     16.43 q  3 小原 秀友(4) 小学     16.69 
ｲﾄｳ ｾｲﾙ 西箕輪AC ｺﾊﾗ ｼﾕｳ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 古屋 孝太郎(4) 小学     16.44 q  4 伊藤  悠生(4) 小学     16.85 
ﾌﾙﾔ ｺｳﾀﾛｳ 南箕輪小 ｲﾄｳ ﾕｳｾｲ 南箕輪小

 5 三好 勇輝(4) 小学     17.17  5 手塚  千秋(4) 小学     16.96 
ﾐﾖｼ ﾕｳｷ 南箕輪小 ﾃﾂﾞｶ ｾﾝｼｭｳ 南箕輪小

 6 久保田 誠矢(4) 小学     17.24  6 吉野 就登(4) 小学     18.08 
ｸﾎﾞﾀ ｾｲﾔ 南箕輪小 ﾖｼﾉ ｼｭｳﾄ 西箕輪AC

 7 伊藤 大志(4) 小学     17.24 
ｲﾄｳ ﾀｲｼ 駒ｹ根ｽﾎﾟ少

[ 3組] 風速 -0.3

 1 有賀 達彦(4) 小学     15.34 q
ｱﾙｶﾞ ﾀﾂﾋｺ 西箕輪AC

 2 城取  大成(4) 小学     16.66 q
ｼﾛﾄﾘ ﾀｲｾｲ 南箕輪小

 3 寳  一翔(4) 小学     17.44 
ﾀｶﾗ ｶｽﾞﾄ 南箕輪小

 4 鎌倉 柚大(4) 小学     17.81 
ｶﾏｸﾗ ﾕｳﾀ 駒ｹ根ｽﾎﾟ少
齊藤 貴之(4) 小学
ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ 西箕輪AC

風速 -1.5

 1 有賀 達彦(4) 小学     15.65 
ｱﾙｶﾞ ﾀﾂﾋｺ 西箕輪AC

 2 飯島 悠斗(4) 小学     15.77 
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 駒ｹ根ｽﾎﾟ少

 3 林 和真(4) 小学     15.86 
ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾏ 西箕輪AC

 4 山田 海斗(4) 小学     16.21 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 駒ｹ根ｽﾎﾟ少

 5 富澤 三士郎(4) 小学     16.57 
ﾄﾐｻﾞﾜ ｻﾝｼﾛｳ 西箕輪AC

 6 城取  大成(4) 小学     17.04 
ｼﾛﾄﾘ ﾀｲｾｲ 南箕輪小

 7 古屋 孝太郎(4) 小学     17.14 
ﾌﾙﾔ ｺｳﾀﾛｳ 南箕輪小

 8 伊藤 世琉(4) 小学     20.53 
ｲﾄｳ ｾｲﾙ 西箕輪AC

決勝 9月8日 10:05

風速

 1 横田 善(4) 小学     16.32 
ﾖｺﾀ  ｾﾞﾝ ISｼﾞｭﾆｱ

小学4年男子

１００ｍ            

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    21

7    42

6    60

3    31

4    62

1    80

順 ﾚｰﾝ

2    63

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    47

5    25

4    51

6    57

2    65

7    33

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    45

4    69

2    75

6    18

5    48
失格

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    45

6    25

4    47

3    21

7    42

1    69

所属名 記録／備考

2    62

8    31

7     1

オープン小学男

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



予選 9月8日 10:35
決勝 9月8日 13:15

県小学新            12.27

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速  0.0

 1 三澤 遥太(5) 小学     14.93 q  1 臼井 恭輔(5) 小学     15.14 q
ﾐｻﾜ ﾊﾙﾀ 南箕輪小 ｳｽｲ ｷｮｳｽｹ 南箕輪小

 2 工藤 俊介(5) 小学     15.35 q  2 瀧澤 晃(5) 小学     15.24 q
ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那AC ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷﾗ 南箕輪小

 3 中島 涼(5) 小学     16.18 q  3 登内 俊貴(5) 小学     15.31 q
ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳ 南箕輪小 ﾄﾉｳﾁ ﾄｼｷ 南箕輪小

 4 白鳥 健介(5) 小学     16.44 q  4 関 雄飛(5) 小学     15.48 q
ｼﾛﾄﾘ ｹﾝｽｹ 西箕輪AC ｾｷ ﾕｳﾋ 駒ｹ根ｽﾎﾟ少

 5 武村 芽郁(5) 小学     16.59  5 原 千紘(5) 小学     17.14 
ﾀｹﾑﾗ ﾒｲﾔ 南箕輪小 ﾊﾗ ﾁﾋﾛ 西箕輪AC

 6 丸山 創紀(5) 小学     17.52  6 小林 大晟(5) 小学     17.67 
ﾏﾙﾔﾏ ｿｳｷ 西箕輪AC ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｾｲ 南箕輪小

風速 -5.3

 1 三澤 遥太(5) 小学     15.86 
ﾐｻﾜ ﾊﾙﾀ 南箕輪小

 2 臼井 恭輔(5) 小学     15.88 
ｳｽｲ ｷｮｳｽｹ 南箕輪小

 3 瀧澤 晃(5) 小学     16.00 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷﾗ 南箕輪小

 4 関 雄飛(5) 小学     16.09 
ｾｷ ﾕｳﾋ 駒ｹ根ｽﾎﾟ少

 5 工藤 俊介(5) 小学     16.15 
ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那AC

 6 登内 俊貴(5) 小学     16.45 
ﾄﾉｳﾁ ﾄｼｷ 南箕輪小

 7 中島 涼(5) 小学     17.05 
ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳ 南箕輪小

 8 白鳥 健介(5) 小学     17.22 
ｼﾛﾄﾘ ｹﾝｽｹ 西箕輪AC

小学5年男子

１００ｍ            

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

   41

記録／備考
6    64

5     9

4    74

3    32

2    72

7
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    64

6    58
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8    19

7     9

4    73

2    72

1    41



決勝 9月8日 13:35

 1 白川 大地(6) 小学   3,11.89 
ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 中沢RC

 2 那須野 寛生(6) 小学   3,21.22 
ﾅｽﾉ ﾋﾛｷ 中沢RC

 3 清水 龍斗(6) 小学   3,21.39 
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾄ 南箕輪小

 4 小林 雅斗(6) 小学   3,33.99 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 南箕輪小

 5 宮崎 佑真(5) 小学   3,36.44 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾏ 南箕輪小

 6 小塩 貫汰(6) 小学   3,39.67 
ｺｼｵ ｶﾝﾀ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 小池 寿晏(6) 小学   3,45.73 
ｺｲｹ ｼﾞｭｱﾝ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 鈴木 来人(5) 小学   3,46.63 
ｽｽﾞｷ ﾗｲﾄ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

 9 目黒 道裕(5) 小学   3,47.07 
ﾒｸﾞﾛ ﾐﾁﾋﾛ 中川陸上ｸﾗﾌﾞ

10 鎮西 翔(4) 小学   3,48.43 
ﾁﾝｾﾞｲ ｶｹﾙ 駒ｹ根ｽﾎﾟ少

11 木下 太陽(5) 小学   4,06.31 
ｷﾉｼﾀ ﾀｲﾖｳ 西箕輪AC

12 松﨑 友紀(4) 小学   4,10.60 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓｷ 南箕輪小

決勝 9月8日 13:35

風速

 1 大峡 和(6) 小学   3,09.66 
ｵｵﾊﾞ  ｲｽﾞﾐ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 牧野 駆(5) 小学   3,22.15 
ﾏｷﾉ ｶｹﾙ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 松下 純也(5) 小学   3,22.31 
ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 仲田 源(4) 小学   3,31.55 
ﾅｶﾀ ﾐﾅﾓﾄ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 川島 翔太(6) 小学   3,33.91 
ｶﾜｼﾏ ｼｮｳﾀ 会染小

 6 中嶋 紀彰(5) 小学   3,51.07 
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾉﾘｱｷ ISｼﾞｭﾆｱ

小学共通男子

１０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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9    70
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8    61
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オープン小学男
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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16    12

13     4



決勝 9月8日 14:30

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 駒ｹ根ｽﾎﾟ少(A)    24 中平 明辰(6)     55.59 

ｶﾏｶﾞﾈｽﾎﾟｼｮｳA ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｱｷﾖｼ
   22 酒井 和馬(6)

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ
   23 小町谷 祥司(6)

ｺﾏﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ
   20 熊谷 康成(6)

ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ
 2   6 南箕輪小(A)    71 瀧澤 晃(5)     59.96 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷﾗ
   64 三澤 遥太(5)

ﾐｻﾜ ﾊﾙﾀ
   73 登内 俊貴(5)

ﾄﾉｳﾁ ﾄｼｷ
   58 臼井 恭輔(5)

ｳｽｲ ｷｮｳｽｹ
 3   8 西箕輪AC(A)    47 林 和真(4)   1,03.92 

ﾆｼﾐﾉﾜｴｰｼｰA ﾊﾔｼ ｶｽﾞﾏ
   45 有賀 達彦(4)

ｱﾙｶﾞ ﾀﾂﾋｺ
   48 齊藤 貴之(4)

ｻｲﾄｳ ﾀｶﾕｷ
   42 富澤 三士郎(4)

ﾄﾐｻﾞﾜ ｻﾝｼﾛｳ
 4   4 西箕輪AC(B)    37 後藤 元汰(6)   1,03.97 

ﾆｼﾐﾉﾜｴｰｼｰB ｺﾞﾄｳ ｹﾞﾝﾀ
   46 林 涼真(6)

ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ
   43 片野 詩音(6)

ｶﾀﾉ ｼｵﾝ
   38 小須田 慧(6)

ｺｽﾀﾞ ｹｲ
 5   7 南箕輪小(B)    72 中島 涼(5)   1,04.24 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳB ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳ
   61 宮崎 佑真(5)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾏ
   74 武村 芽郁(5)

ﾀｹﾑﾗ ﾒｲﾔ
   59 吉田 歩(5)

ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾑ
 6   2 駒ｹ根ｽﾎﾟ少(B)    25 飯島 悠斗(4)   1,05.35 

ｶﾏｶﾞﾈｽﾎﾟｼｮｳB ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ
   19 関 雄飛(5)

ｾｷ ﾕｳﾋ
   18 鎌倉 柚大(4)

ｶﾏｸﾗ ﾕｳﾀ
   21 山田 海斗(4)

ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ
 7   3 南箕輪小(C)    65 手塚  千秋(4)   1,06.96 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳC ﾃﾂﾞｶ ｾﾝｼｭｳ
   69 城取  大成(4)

ｼﾛﾄﾘ ﾀｲｾｲ
   63 三好 勇輝(4)

ﾐﾖｼ ﾕｳｷ
   62 古屋 孝太郎(4)

ﾌﾙﾔ ｺｳﾀﾛｳ
 8   1 南箕輪小(D)    57 伊藤  悠生(4)   1,09.33 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳD ｲﾄｳ ﾕｳｾｲ
   75 寳  一翔(4)

ﾀｶﾗ ｶｽﾞﾄ
   60 久保田 誠矢(4)

ｸﾎﾞﾀ ｾｲﾔ
   68 松﨑 友紀(4)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾄﾓｷ

小学共通男子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 9月8日  9:00

小町谷 祥司(6) 小学   4.52   4.53   4.09    4.53 
ｺﾏﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ 駒ｹ根ｽﾎﾟ少    0.0   +0.4    0.0    +0.4
笠川 京(6) 小学   3.67   3.89   3.24    3.89 
ｶｻｶﾞﾜ ｹｲ 駒ヶ根AC   -0.1   +0.4   +0.2    +0.4
後藤 元太(6) 小学   3.26   3.66   3.54    3.66 
ｺﾞﾄｳ ｹﾞﾝﾀ 西箕輪AC   -0.9   +1.3   +0.7    +1.3
中村 耕太(5) 小学   3.47   3.41   3.49    3.49 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 西箕輪AC   -0.8    0.0   +1.5    +1.5
吉田 歩(5) 小学   3.36   3.42    X    3.42 
ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾑ 南箕輪小   +0.3   +0.9    +0.9
片野 詩音(6) 小学   3.41    X   3.11    3.41 
ｶﾀﾉ ｼｵﾝ 西箕輪AC   -0.6   +0.7    -0.6
小林 大(5) 小学   3.14   3.01   2.51    3.14 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲ 西箕輪AC   -0.3   +0.4   +0.6    -0.3
宮下 尚汰(6) 小学   3.06   2.91   2.99    3.06 
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳﾀ 西箕輪AC   -0.4   +1.4   +0.5    -0.4

決勝 9月8日  9:00

中澤 貴廣(6) 小学   3.84   4.12   3.78    4.12 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 日義TFC   -0.9   +0.2   +0.5    +0.2

1 1    76
-3- -4- -5-所属名 -1- -2- -6- 記録 備考

オープン小学男

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

小学共通男子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 88    23   23

-5--5-

22 77    16   16

33 66    36   36

44 22    40   40

55 99    59   59

66 44    43   43

77 33    39   39

88 55    34   34



決勝 9月8日 11:05

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -1.5

 1 家苗 薫(1) 中学     14.50  1 見並 龍佑(1) 中学     14.05 
ｶﾅｴ ｶｵﾙ 松川JAC ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ 赤穂中

 2 原田 伊吹(1) 中学     14.67  2 大川 和樹(2) 中学     14.22 
ﾊﾗﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 北安松川中 ｵｵｶﾜ ｶｽﾞｷ 宮田中

 3 木下 峻(1) 中学     15.04  3 山口 凌平(1) 中学     14.30 
ｷﾉｼﾀ ｼｭﾝ 高森中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 飯田高陵中

 4 山崎 颯(2) 中学     15.06  4 岩崎 元太(1) 中学     14.43 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾔﾃ 北安松川中 ｲﾜｻｷ ｹﾞﾝﾀ 飯田高陵中

 5 北原 鐘伍(1) 中学     15.63  5 中原 渓介(1) 中学     14.71 
ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 伊那中 ﾅｶﾊﾗ ｹｲｽｹ 宮田中

 6 藤原 晴弥(1) 中学     15.76  6 清水 俊弥(1) 中学     14.76 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾊﾙﾔ 北安松川中 ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ 飯田高陵中

 7 白澤 顕新(1) 中学     16.96  7 橋本 青空(1) 中学     14.78 
ｼﾗｻﾜ ｹﾝｼﾝ 北安松川中 ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ 北安松川中

 8 澤柳 拓海(1) 中学     17.44  8 山崎 嵐(2) 中学     14.91 
ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾐ 飯田高陵中 ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾗｼ 北安松川中

[ 3組] 風速 -0.6 [ 4組] 風速 -0.8

 1 榎本 峻也(2) 中学     13.38  1 白鳥 照人(2) 中学     13.02 
ｴﾉﾓﾄ ｼｭﾝﾔ 赤穂中 ｼﾛﾄﾘ ﾃﾙﾄ 箕輪中

 2 西永 佳樹(1) 中学     13.59  2 宮坂 秀星(1) 中学     13.29 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼｷ 松川JAC ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 箕輪中

 3 有賀 恵哉(1) 中学     13.66  3 藤井 隆志(2) 中学     13.30 
ｱﾙｶﾞ ｹｲﾔ 箕輪中 ﾌｼﾞｲ ﾀｶｼ 北安松川中

 4 山崎 翔太(1) 中学     13.90  4 小池 貫太(1) 中学     13.43 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 箕輪中 ｺｲｹ ｶﾝﾀ 松川JAC

 5 唐澤 直人(1) 中学     13.93  5 牛山 陽太(1) 中学     13.62 
ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 赤穂中 ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ 辰野中

 6 唐木 直也(1) 中学     13.97  6 加藤 謙伸(1) 中学     13.76 
ｶﾗｷ ﾅｵﾔ 伊那東部中 ｶﾄｳ ｹﾝｼﾝ 宮田中

 7 瀨戸 涼太(1) 中学     13.98  7 唐澤 巧(1) 中学     14.19 
ｾﾄ ﾘｮｳﾀ 辰野中 ｶﾗｻﾜ ｺｳ 辰野中

 8 棚田 駿太(2) 中学     14.69 赤瀬 崇 一般
ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 飯田高陵中 ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

[ 5組] 風速 -3.5 [ 6組] 風速 -0.5

 1 丸山 凌治(2) 中学     13.00  1 深澤 駿也(3) 中学     12.54 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ 箕輪中 ﾌｶｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 辰野中

 2 小川 明喜男(2) 中学     13.29  2 竹前 和輝(2) 中学     12.79 
ｵｶﾞﾜ ｱｷｵ 伊那中 ﾀｹﾏｴ ｶｽﾞｷ 伊那中

 3 三井 雄汰郎(2) 中学     13.50  3 春宮 悠人(2) 中学     12.84 
ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ 茅野北部中 ﾊﾙﾐﾔ ﾕｳﾄ 辰野中

 4 北原 昂希(1) 中学     13.68  4 伊藤 駿(2) 中学     13.22 
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 飯田高陵中 ｲﾄｳ ｼｭﾝ 辰野中

 5 筒井 健斗(1) 中学     13.73  5 宮原 浩二郎(1) 高校     13.37 
ﾂﾂｲ ｹﾝﾄ 高森中 ﾐﾔﾊﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 赤穂高

 6 西村 武登(1) 中学     13.91  6 飯島 靖之(2) 中学     13.67 
ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 高森中 ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽﾕｷ 伊那中

 7 杉山 修己(1) 中学     14.56 小池 直樹(1) 中学
ｽｷﾞﾔﾏ ｵｻﾐ 赤穂中 ｺｲｹ ﾅｵｷ 駒ヶ根東中
芹川 志出明(1) 中学 向山 涼太(1) 高校
ｾﾘｶﾜ ｼﾃﾞｱｷ 伊那東部中 ﾑｶｲﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 赤穂高

[ 7組] 風速 -0.5 [ 8組] 風速 -0.7

 1 小島 涼(2) 高校     12.51  1 伊藤 俊平(1) 高校     11.82 
ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳ 箕輪進修高 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 赤穂高

 2 宮沢 悠斗(2) 中学     12.78  2 宮澤 崇(2) 中学     12.32 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 箕輪中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ 駒ヶ根東中

 3 光沢 佑人(2) 中学     12.82  3 鎌倉 渉(2) 中学     12.42 
ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 高森中 ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ 飯田高陵中

 4 丹羽 南樹(2) 中学     12.87  4 唐木 大河(2) 中学     12.47 
ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野北部中 ｶﾗｷ ﾀｲｶﾞ 伊那中

 5 福島 翔洋(2) 中学     12.94  5 原 大智(3) 中学     12.84 
ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾖｳ 辰野中 ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 箕輪中

 6 中村 新(2) 中学     13.05  6 佐藤 翔太(3) 中学     12.92 
ﾅｶﾑﾗ ｱﾗﾀ 辰野中 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 高森中

 7 曽根原 賢(1) 中学     13.07  7 知沢 和輝(2) 中学     13.21 
ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ 赤穂中 ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 高森中
登内 健太(1) 中学 髙橋 瞬(2) 高校
ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 箕輪中 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ 高遠高
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[ 9組] 風速 -0.9

 1 丸岡 精二 一般     11.35 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 2 松下 優太(3) 中学     11.46 
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ 高森中

 3 山下 桂 一般     11.52 
ﾔﾏｼﾀ ｹｲ ﾄｰﾊﾂ

 4 川井 渓太(3) 中学     11.72 
ｶﾜｲｹｲﾀ 上松中

 5 堺澤 辰弥(2) 高校     12.06 
ｻｶｲｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 高遠高

 6 本多 俊平 一般     12.25 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 7 竹村 泰地(1) 高校     12.40 
ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ 高遠高
中島 諒(2) 高校
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 赤穂高
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   1 丸岡 精二 一般 駒ヶ根AC     11.35 (-0.9)   9   1
   2 松下 優太(3) 中学 高森中     11.46 (-0.9)   9   2
   3 山下 桂 一般 ﾄｰﾊﾂ     11.52 (-0.9)   9   3
   4 川井 渓太(3) 中学 上松中     11.72 (-0.9)   9   4
   5 伊藤 俊平(1) 高校 赤穂高     11.82 (-0.7)   8   1
   6 堺澤 辰弥(2) 高校 高遠高     12.06 (-0.9)   9   5
   7 本多 俊平 一般 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野     12.25 (-0.9)   9   6
   8 宮澤 崇(2) 中学 駒ヶ根東中     12.32 (-0.7)   8   2
   9 竹村 泰地(1) 高校 高遠高     12.40 (-0.9)   9   7
  10 鎌倉 渉(2) 中学 飯田高陵中     12.42 (-0.7)   8   3
  11 唐木 大河(2) 中学 伊那中     12.47 (-0.7)   8   4
  12 小島 涼(2) 高校 箕輪進修高     12.51 (-0.5)   7   1
  13 深澤 駿也(3) 中学 辰野中     12.54 (-0.5)   6   1
  14 宮沢 悠斗(2) 中学 箕輪中     12.78 (-0.5)   7   2
  15 竹前 和輝(2) 中学 伊那中     12.79 (-0.5)   6   2
  16 光沢 佑人(2) 中学 高森中     12.82 (-0.5)   7   3
  17 春宮 悠人(2) 中学 辰野中     12.84 (-0.5)   6   3
  17 原 大智(3) 中学 箕輪中     12.84 (-0.7)   8   5
  19 丹羽 南樹(2) 中学 茅野北部中     12.87 (-0.5)   7   4
  20 佐藤 翔太(3) 中学 高森中     12.92 (-0.7)   8   6
  21 福島 翔洋(2) 中学 辰野中     12.94 (-0.5)   7   5
  22 丸山 凌治(2) 中学 箕輪中     13.00 (-3.5)   5   1
  23 白鳥 照人(2) 中学 箕輪中     13.02 (-0.8)   4   1
  24 中村 新(2) 中学 辰野中     13.05 (-0.5)   7   6
  25 曽根原 賢(1) 中学 赤穂中     13.07 (-0.5)   7   7
  26 知沢 和輝(2) 中学 高森中     13.21 (-0.7)   8   7
  27 伊藤 駿(2) 中学 辰野中     13.22 (-0.5)   6   4
  28 宮坂 秀星(1) 中学 箕輪中     13.29 (-0.8)   4   2
  28 小川 明喜男(2) 中学 伊那中     13.29 (-3.5)   5   2
  30 藤井 隆志(2) 中学 北安松川中     13.30 (-0.8)   4   3
  31 宮原 浩二郎(1) 高校 赤穂高     13.37 (-0.5)   6   5
  32 榎本 峻也(2) 中学 赤穂中     13.38 (-0.6)   3   1
  33 小池 貫太(1) 中学 松川JAC     13.43 (-0.8)   4   4
  34 三井 雄汰郎(2) 中学 茅野北部中     13.50 (-3.5)   5   3
  35 西永 佳樹(1) 中学 松川JAC     13.59 (-0.6)   3   2
  36 牛山 陽太(1) 中学 辰野中     13.62 (-0.8)   4   5
  37 有賀 恵哉(1) 中学 箕輪中     13.66 (-0.6)   3   3
  38 飯島 靖之(2) 中学 伊那中     13.67 (-0.5)   6   6
  39 北原 昂希(1) 中学 飯田高陵中     13.68 (-3.5)   5   4
  40 筒井 健斗(1) 中学 高森中     13.73 (-3.5)   5   5
  41 加藤 謙伸(1) 中学 宮田中     13.76 (-0.8)   4   6
  42 山崎 翔太(1) 中学 箕輪中     13.90 (-0.6)   3   4
  43 西村 武登(1) 中学 高森中     13.91 (-3.5)   5   6
  44 唐澤 直人(1) 中学 赤穂中     13.93 (-0.6)   3   5
  45 唐木 直也(1) 中学 伊那東部中     13.97 (-0.6)   3   6
  46 瀨戸 涼太(1) 中学 辰野中     13.98 (-0.6)   3   7
  47 見並 龍佑(1) 中学 赤穂中     14.05 (-1.5)   2   1
  48 唐澤 巧(1) 中学 辰野中     14.19 (-0.8)   4   7
  49 大川 和樹(2) 中学 宮田中     14.22 (-1.5)   2   2
  50 山口 凌平(1) 中学 飯田高陵中     14.30 (-1.5)   2   3
  51 岩崎 元太(1) 中学 飯田高陵中     14.43 (-1.5)   2   4
  52 家苗 薫(1) 中学 松川JAC     14.50 (-1.1)   1   1
  53 杉山 修己(1) 中学 赤穂中     14.56 (-3.5)   5   7
  54 原田 伊吹(1) 中学 北安松川中     14.67 (-1.1)   1   2
  55 棚田 駿太(2) 中学 飯田高陵中     14.69 (-0.6)   3   8
  56 中原 渓介(1) 中学 宮田中     14.71 (-1.5)   2   5
  57 清水 俊弥(1) 中学 飯田高陵中     14.76 (-1.5)   2   6
  58 橋本 青空(1) 中学 北安松川中     14.78 (-1.5)   2   7
  59 山崎 嵐(2) 中学 北安松川中     14.91 (-1.5)   2   8
  60 木下 峻(1) 中学 高森中     15.04 (-1.1)   1   3
  61 山崎 颯(2) 中学 北安松川中     15.06 (-1.1)   1   4
  62 北原 鐘伍(1) 中学 伊那中     15.63 (-1.1)   1   5
  63 藤原 晴弥(1) 中学 北安松川中     15.76 (-1.1)   1   6
  64 白澤 顕新(1) 中学 北安松川中     16.96 (-1.1)   1   7
  65 澤柳 拓海(1) 中学 飯田高陵中     17.44 (-1.1)   1   8
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決勝 9月8日 12:15

[ 1組] [ 2組]

 1 三井 雄汰郎(2) 中学   1,04.99  1 鎌倉 渉(2) 中学     56.18 
ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ 茅野北部中 ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ 飯田高陵中

 2 井原 彪(1) 中学   1,06.26  2 西納 晶太(2) 中学     58.94 
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高陵中 ﾆｼﾉｳ ｼｮｳﾀ 伊那中

 3 土屋 洸太(1) 中学   1,07.02  3 北原 昂希(1) 中学   1,01.53 
ﾂﾁﾔ ｺｳﾀ 飯田高陵中 ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 飯田高陵中

 4 岩崎 元太(1) 中学   1,09.96  4 市川 哲平(1) 高校   1,01.66 
ｲﾜｻｷ ｹﾞﾝﾀ 飯田高陵中 ｲﾁｶﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 箕輪進修高

 5 村澤 翔太(1) 中学   1,10.05  5 池上 優斗(2) 中学   1,02.84 
ﾑﾗｻﾜ ｼｮｳﾀ 宮田中 ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 伊那AC

 6 平栗 広夢(1) 中学   1,22.25  6 青木 祐太郎(2) 中学   1,04.16 
ﾋﾗｸﾞﾘ ﾋﾛﾑ 飯田高陵中 ｱｵｷ ﾕｳﾀﾛｳ 伊那中
佐々木 勇人(1) 中学 池上 優斗(2) 中学
ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 飯田高陵中 ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 長谷中

[ 3組] [ 4組]

 1 菊地 康亮(3) 中学     56.33  1 小林 英和(2) 高校     49.47 
ｷｸﾁ ｺｳｽｹ 箕輪中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高遠高

 2 大内 健瑠(2) 中学     56.64  2 松島 竜平(3) 中学     53.48 
ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高陵中 ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 高森中

 3 近藤 雅哉(1) 中学   1,00.10  3 堺澤 辰弥(2) 高校     53.77 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 松川JAC ｻｶｲｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 高遠高

 4 加藤 勝斗(2) 中学   1,00.46  4 北原 直弥(2) 高校     53.94 
ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 飯田高陵中 ｷﾀﾊﾗ ﾅｵﾔ 赤穂高

 5 藤原 渓太(2) 中学   1,00.75  5 近藤 裕哉(2) 中学     54.83 
ﾌｼﾞﾊﾗ ｹｲﾀ 箕輪中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 松川JAC

 6 杉山 修己(1) 中学   1,04.84  6 山口 裕 一般     55.04 
ｽｷﾞﾔﾏ ｵｻﾐ 赤穂中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾀｶ 上伊那郡陸協
髙橋 瞬(2) 高校  7 古賀 フェリペ(2)高校     56.58 
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ 高遠高 ｺｶﾞ ﾌｪﾘﾍﾟ 箕輪進修高

竹村 泰地(1) 高校
ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ 高遠高

   1 小林 英和(2) 高校 高遠高       49.47   4   1
   2 松島 竜平(3) 中学 高森中       53.48   4   2
   3 堺澤 辰弥(2) 高校 高遠高       53.77   4   3
   4 北原 直弥(2) 高校 赤穂高       53.94   4   4
   5 近藤 裕哉(2) 中学 松川JAC       54.83   4   5
   6 山口 裕 一般 上伊那郡陸協       55.04   4   6
   7 鎌倉 渉(2) 中学 飯田高陵中       56.18   2   1
   8 菊地 康亮(3) 中学 箕輪中       56.33   3   1
   9 古賀 フェリペ(2) 高校 箕輪進修高       56.58   4   7
  10 大内 健瑠(2) 中学 飯田高陵中       56.64   3   2
  11 西納 晶太(2) 中学 伊那中       58.94   2   2
  12 近藤 雅哉(1) 中学 松川JAC     1,00.10   3   3
  13 加藤 勝斗(2) 中学 飯田高陵中     1,00.46   3   4
  14 藤原 渓太(2) 中学 箕輪中     1,00.75   3   5
  15 北原 昂希(1) 中学 飯田高陵中     1,01.53   2   3
  16 市川 哲平(1) 高校 箕輪進修高     1,01.66   2   4
  17 池上 優斗(2) 中学 伊那AC     1,02.84   2   5
  18 青木 祐太郎(2) 中学 伊那中     1,04.16   2   6
  19 杉山 修己(1) 中学 赤穂中     1,04.84   3   6
  20 三井 雄汰郎(2) 中学 茅野北部中     1,04.99   1   1
  21 井原 彪(1) 中学 飯田高陵中     1,06.26   1   2
  22 土屋 洸太(1) 中学 飯田高陵中     1,07.02   1   3
  23 岩崎 元太(1) 中学 飯田高陵中     1,09.96   1   4
  24 村澤 翔太(1) 中学 宮田中     1,10.05   1   5
  25 平栗 広夢(1) 中学 飯田高陵中     1,22.25   1   6
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決勝 9月8日  9:30

[ 1組] [ 2組]

 1 宮澤 将生(3) 中学   2,21.32  1 北原 崇志 一般   1,58.68 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻｷ 駒ヶ根東中 ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 上伊那郡陸協

 2 葉桐 文哉(2) 中学   2,22.96  2 小林 英和(2) 高校   2,05.02 
ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ 箕輪中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高遠高

 3 竹村 力(3) 中学   2,24.34  3 所河 北斗(3) 中学   2,06.27 
ﾀｹﾑﾗ ﾘｷ 駒ヶ根東中 ｼｮｶﾞﾜ ﾎｸﾄ 駒ヶ根東中

 4 垣内 岳(2) 中学   2,27.44  4 田畑 高明(2) 中学   2,08.96 
ｶｷｳﾁ ｶﾞｸ 箕輪中 ﾀﾊﾞﾀ ﾀｶｱｷ 松川JAC

 5 後沢 大地(1) 中学   2,30.78  5 馬場 隆夫(2) 中学   2,13.23 
ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 飯田高陵中 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ 駒ヶ根東中

 6 渕井 大樹(1) 中学   2,31.45  6 萩原 拓海(3) 中学   2,13.26 
ﾌﾁｲ ﾀﾞｲｷ 箕輪中 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ 駒ヶ根東中

 7 林 友也(3) 中学   2,31.69  7 真島 雅季(2) 中学   2,16.09 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 駒ヶ根東中 ﾏｼﾏ ﾏｻｷ 北安松川中

 8 山崎 嵐(2) 中学   2,39.58  8 滝澤 代聖(3) 中学   2,17.00 
ﾔﾏｻﾞｷ ｱﾗｼ 北安松川中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 駒ヶ根東中

 9 山崎 颯(2) 中学   2,40.10  9 岩﨑 一徹(2) 中学   2,17.29 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾔﾃ 北安松川中 ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 高森中

10 湯澤 隆真(3) 中学   2,48.96 10 池上 優斗(2) 中学   2,23.47 
ﾕｻﾞﾜ ﾘｭｳﾏ 駒ヶ根東中 ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 伊那AC

11 佐藤 開都(2) 中学   3,14.72 11 宮脇 大輝(2) 中学   2,25.59 
ｻﾄｳ ｶｲﾄ 箕輪中 ﾐﾔﾜｷ ﾋﾛｷ 駒ヶ根東中
古畑 智也(2) 中学 池上 優斗(2) 中学
ﾌﾙﾊﾀ ﾄﾓﾔ 北安松川中 ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 長谷中
池上 大貴(1) 高校 島 龍之介(3) 中学
ｲｹｶﾞﾐ  ﾀｲｷ 伊那AC ｼﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 駒ヶ根東中
滝澤 拓輝(1) 中学 宮尾 淳矢 一般
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 駒ヶ根東中 ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ 箕輪町陸協

   1 北原 崇志 一般 上伊那郡陸協     1,58.68   2   1
   2 小林 英和(2) 高校 高遠高     2,05.02   2   2
   3 所河 北斗(3) 中学 駒ヶ根東中     2,06.27   2   3
   4 田畑 高明(2) 中学 松川JAC     2,08.96   2   4
   5 馬場 隆夫(2) 中学 駒ヶ根東中     2,13.23   2   5
   6 萩原 拓海(3) 中学 駒ヶ根東中     2,13.26   2   6
   7 真島 雅季(2) 中学 北安松川中     2,16.09   2   7
   8 滝澤 代聖(3) 中学 駒ヶ根東中     2,17.00   2   8
   9 岩﨑 一徹(2) 中学 高森中     2,17.29   2   9
  10 宮澤 将生(3) 中学 駒ヶ根東中     2,21.32   1   1
  11 葉桐 文哉(2) 中学 箕輪中     2,22.96   1   2
  12 池上 優斗(2) 中学 伊那AC     2,23.47   2  10
  13 竹村 力(3) 中学 駒ヶ根東中     2,24.34   1   3
  14 宮脇 大輝(2) 中学 駒ヶ根東中     2,25.59   2  11
  15 垣内 岳(2) 中学 箕輪中     2,27.44   1   4
  16 後沢 大地(1) 中学 飯田高陵中     2,30.78   1   5
  17 渕井 大樹(1) 中学 箕輪中     2,31.45   1   6
  18 林 友也(3) 中学 駒ヶ根東中     2,31.69   1   7
  19 山崎 嵐(2) 中学 北安松川中     2,39.58   1   8
  20 山崎 颯(2) 中学 北安松川中     2,40.10   1   9
  21 湯澤 隆真(3) 中学 駒ヶ根東中     2,48.96   1  10
  22 佐藤 開都(2) 中学 箕輪中     3,14.72   1  11
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決勝 9月8日 12:45

[ 1組] [ 2組]

 1 丸田 健悟(2) 中学   5,05.72  1 北原 崇志 一般   4,14.09 
ﾏﾙﾀ ｹﾝｺﾞ 箕輪中 ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 上伊那郡陸協

 2 葉桐 文哉(2) 中学   5,12.09  2 池上 幸助 一般   4,17.67 
ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ 箕輪中 ｲｹｶﾞﾐ ｺｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ

 3 山崎 翔(2) 中学   5,12.50  3 近藤 壮真(2) 静岡   4,20.02 
ﾔﾏｻﾞｷ ｶｹﾙ 辰野中 ｺﾝﾄﾞｳ  ｱｷﾏｻ 函南中

 4 植田 貴大(1) 中学   5,16.69  4 孝田 拓海(2) 静岡   4,25.42 
ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 宮田中 ｺｳﾀﾞ  ﾀｸﾐ 函南中

 5 荒井 優佑(1) 中学   5,17.65  5 宮尾 淳矢 一般   4,37.65 
ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 辰野中 ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ 箕輪町陸協

 6 北原 颯也(1) 中学   5,18.05  6 林 孝行 一般   4,39.79 
ｷﾀﾊﾗ ｿｳﾔ 宮田中 ﾊﾔｼ ﾀｶﾕｷ 信大こまくさAC

 7 風間 央都(1) 中学   5,18.09  7 下井 颯太(2) 中学   4,41.07 
ｶｻﾞﾏ ﾋﾛﾄ 箕輪中 ｼﾓｲ ｿｳﾀ 宮田中

 8 佐々木 勇人(1) 中学   5,18.78  8 竹村 吉晃(2) 中学   4,43.39 
ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 飯田高陵中 ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ 駒ヶ根東中

 9 小平 宗弥(1) 中学   5,27.07  9 橋爪 颯生(2) 中学   4,43.41 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾔ 高森中 ﾊｼﾂﾞﾒ ｻﾂｷ 伊那東部中

10 竹村 郁輝(1) 中学   5,28.70 10 藤澤 誠一 一般   4,47.51 
ﾀｹﾑﾗ ﾌﾐｷ 駒ヶ根東中 ﾌｼﾞｻﾜ ｾｲｲﾁ 上伊那郡陸協

11 宮澤 慶丞(1) 中学   5,37.53 11 宮原 浩二郎(1) 高校   4,49.44 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾖｼﾂｸﾞ 箕輪中 ﾐﾔﾊﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 赤穂高

12 宮下 和也(1) 中学   5,41.82 12 松下 哲也(1) 中学   4,50.06 
ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾔ 箕輪中 ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾔ 松川JAC

13 唐木 浩一(1) 中学   5,47.36 13 北原 和喜(2) 中学   4,51.25 
ｶﾗｷ ｺｳｲﾁ 伊那東部中 ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ 松川JAC

14 中谷 翔希(1) 中学   5,47.92 14 中村 智志(1) 高校   4,55.10 
ﾅｶﾔ ｼｮｳｷ 辰野中 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 駒ヶ根工業高

15 登内 惇(1) 中学   6,16.61 15 齋藤 春希(2) 中学   4,58.79 
ﾄﾉｳﾁ ｼﾞｭﾝ 伊那東部中 ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ 伊那中
山本 光汰(1) 中学 16 満澤 辰祥(1) 小学   5,00.06 
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ 松川JAC ﾐﾂｻﾞﾜ ﾀﾂﾖｼ 中沢RC
後沢 大地(1) 中学 17 岩﨑 一徹(2) 中学   5,03.38 
ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 飯田高陵中 ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 高森中
山崎 絢志郎(1) 中学 18 松﨑 健悟(1) 中学   5,15.83 
ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｼﾛｳ 辰野中 ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 高森中
平栗 広夢(1) 中学 19 加藤 駿己(1) 中学   5,17.62 
ﾋﾗｸﾞﾘ ﾋﾛﾑ 飯田高陵中 ｶﾄｳ ｼｭﾝｷ 飯田高陵中
原田 伊吹(1) 中学 20 唐澤 卓郎(1) 中学   5,24.35 
ﾊﾗﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 北安松川中 ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾛｳ 伊那東部中
佐藤 開都(2) 中学 田畑 高明(2) 中学
ｻﾄｳ ｶｲﾄ 箕輪中 ﾀﾊﾞﾀ ﾀｶｱｷ 松川JAC
山口 幸大(2) 中学 下平 彬宏(1) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ 高森中 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱｷﾋﾛ 赤穂高

男子

１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
9  4569

5  4568

14  1542

8  1775

18  1545

16  1772

19  1561

20  6353

22  2029

11  1813

7  1569

1  1576

15  1674

2  1543

13  1689

3  2157
欠場

4  6660
欠場

6  1550
欠場

10  6662
欠場

12  3778
欠場

17  4574
欠場

21  2010
欠場

No. 氏  名 所属名 記録／備考
18    29

4  9513

19    77

13    78

5    79

17    30

7  1768

11  1817

14  1664

6    28

16   483

15  1993

1  2004

22   514

2  1646

9  1842

20  2009

21  2016

12  6659

10  1675

3  2586
欠場

8   485
欠場



   1 北原 崇志 一般 上伊那郡陸協     4,14.09   2   1
   2 池上 幸助 一般 ﾄｰﾊﾂ     4,17.67   2   2
   3 近藤 壮真(2) 静岡 函南中     4,20.02   2   3
   4 孝田 拓海(2) 静岡 函南中     4,25.42   2   4
   5 宮尾 淳矢 一般 箕輪町陸協     4,37.65   2   5
   6 林 孝行 一般 信大こまくさAC     4,39.79   2   6
   7 下井 颯太(2) 中学 宮田中     4,41.07   2   7
   8 竹村 吉晃(2) 中学 駒ヶ根東中     4,43.39   2   8
   9 橋爪 颯生(2) 中学 伊那東部中     4,43.41   2   9
  10 藤澤 誠一 一般 上伊那郡陸協     4,47.51   2  10
  11 宮原 浩二郎(1) 高校 赤穂高     4,49.44   2  11
  12 松下 哲也(1) 中学 松川JAC     4,50.06   2  12
  13 北原 和喜(2) 中学 松川JAC     4,51.25   2  13
  14 中村 智志(1) 高校 駒ヶ根工業高     4,55.10   2  14
  15 齋藤 春希(2) 中学 伊那中     4,58.79   2  15
  16 満澤 辰祥(1) 小学 中沢RC     5,00.06   2  16
  17 岩﨑 一徹(2) 中学 高森中     5,03.38   2  17
  18 丸田 健悟(2) 中学 箕輪中     5,05.72   1   1
  19 葉桐 文哉(2) 中学 箕輪中     5,12.09   1   2
  20 山崎 翔(2) 中学 辰野中     5,12.50   1   3
  21 松﨑 健悟(1) 中学 高森中     5,15.83   2  18
  22 植田 貴大(1) 中学 宮田中     5,16.69   1   4
  23 加藤 駿己(1) 中学 飯田高陵中     5,17.62   2  19
  24 荒井 優佑(1) 中学 辰野中     5,17.65   1   5
  25 北原 颯也(1) 中学 宮田中     5,18.05   1   6
  26 風間 央都(1) 中学 箕輪中     5,18.09   1   7
  27 佐々木 勇人(1) 中学 飯田高陵中     5,18.78   1   8
  28 唐澤 卓郎(1) 中学 伊那東部中     5,24.35   2  20
  29 小平 宗弥(1) 中学 高森中     5,27.07   1   9
  30 竹村 郁輝(1) 中学 駒ヶ根東中     5,28.70   1  10
  31 宮澤 慶丞(1) 中学 箕輪中     5,37.53   1  11
  32 宮下 和也(1) 中学 箕輪中     5,41.82   1  12
  33 唐木 浩一(1) 中学 伊那東部中     5,47.36   1  13
  34 中谷 翔希(1) 中学 辰野中     5,47.92   1  14
  35 登内 惇(1) 中学 伊那東部中     6,16.61   1  15
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決勝 9月8日 14:10

 1 松澤 拓弥(3) 中学   9,10.16 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 松川JAC

 2 大澤 智樹(2) 中学   9,19.62 
ｵｵｻﾜ ﾄﾓｷ 赤穂中

 3 水上 優斗(3) 中学   9,22.10 
ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳﾄ 赤穂中

 4 吉川 健成(3) 中学   9,25.99 
ﾖｼｶﾜ ｹﾝｾｲ 松川JAC

 5 宮下 晴貴(3) 中学   9,26.95 
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ 赤穂中

 6 島 龍之介(3) 中学   9,28.16 
ｼﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 駒ヶ根東中

 7 馬場 隆夫(2) 中学   9,34.05 
ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ 駒ヶ根東中

 8 春日 明日実(3) 中学   9,36.09 
ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ 赤穂中

 9 滝澤 代聖(3) 中学   9,41.87 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 駒ヶ根東中

10 萩原 拓海(3) 中学   9,42.74 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ 駒ヶ根東中

11 所河 北斗(3) 中学   9,47.41 
ｼｮｶﾞﾜ ﾎｸﾄ 駒ヶ根東中

12 松下 哲也(1) 中学  10,24.29 
ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾔ 松川JAC

13 滝澤 拓輝(1) 中学  10,25.33 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 駒ヶ根東中

14 宮澤 将生(3) 中学  10,27.56 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻｷ 駒ヶ根東中

15 宮脇 大輝(2) 中学  10,32.50 
ﾐﾔﾜｷ ﾋﾛｷ 駒ヶ根東中

16 北原 和喜(2) 中学  10,35.23 
ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ 松川JAC

17 岡田 稜(2) 中学  10,38.59 
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 赤穂中

18 春日 聖悟(2) 中学  10,40.11 
ｶｽｶﾞ ｾｲｺﾞ 箕輪中

19 平澤 宏二郎(2) 中学  10,40.38 
ﾋﾗｻﾜ ｺｳｼﾞﾛｳ 伊那東部中

20 矢島 佳樹(2) 中学  10,47.72 
ﾔｼﾞﾏ ﾖｼｷ 飯田高陵中

21 松下 湧登(3) 中学  10,47.80 
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾄ 松川JAC

22 竹村 力(3) 中学  10,48.09 
ﾀｹﾑﾗ ﾘｷ 駒ヶ根東中

23 林 友也(3) 中学  10,54.24 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 駒ヶ根東中

24 坂下 裕紀(2) 中学  10,54.67 
ｻｶｼﾀ ﾕｳｷ 伊那東部中

25 池上 芳樹(2) 中学  11,29.31 
ｲｹｶﾞﾐ ﾖｼｷ 伊那東部中

26 加藤 駿己(1) 中学  11,34.52 
ｶﾄｳ ｼｭﾝｷ 飯田高陵中

27 田畑 優真(2) 中学  11,40.56 
ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳﾏ 伊那中

28 長島 聖(2) 中学  11,58.98 
ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾄﾙ 辰野中

29 木下 翼(2) 中学  12,11.35 
ｷﾉｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 飯田高陵中

30 湯澤 隆真(3) 中学  12,14.08 
ﾕｻﾞﾜ ﾘｭｳﾏ 駒ヶ根東中
北原 類(2) 中学
ｷﾀﾊﾗ ﾙｲ 伊那東部中
川島 恵一(3) 中学
ｶﾜｼﾏ ｹｲｲﾁ 高瀬中

中学男子

３０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  2306

30  1801

26  1795

32  2041

28  1790

31  1840

11  1815

10  1798

27  1835

17  1836

21  1811

16  1993

23  1827

9  1834

3  1820

4  2004

20  1802

29  4564

14  1669

5  6351

22  1995

25  1833

13  1837

24  1680

12  1668

19  6659

7  1653

8  1540

1  2063

15  1838

2  1667
欠場

18  3727
欠場



決勝 9月8日  9:00

 1 堀内 俊希(3) 高校  15,50.09 
ﾎﾘｳﾁ ﾄｼｷ 上伊那農

 2 鈴木 昌幸 一般  15,54.19 
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ ジェルモ

 3 滝澤 勉 一般  16,02.53 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ ジェルモ

 4 田中 秀一 一般  16,15.15 
ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ ﾄｰﾊﾂ

 5 福澤 純平 一般  16,40.46 
ﾌｸｻﾞﾜ  ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 上伊那郡陸協

 6 松崎 雄介 一般  16,43.92 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 上伊那郡陸協

 7 安藤 雄真(3) 高校  18,35.82 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 上伊那農

 8 小田切 裕仁(1) 高校  19,57.13 
ｺﾀｷﾞﾘ ﾕｳｼﾞ 箕輪進修高
北原 英一 一般
ｷﾀﾊﾗ ｴｲｲﾁ ﾄｰﾊﾂ

3  8607
欠場

2   338

1   322

9    85

8    84

6    82

5  8609

4   345

7    83

男子

５０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月8日 14:45

[ 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   6 箕輪中  4567 宮沢 悠斗(2)     50.15  1   5 松川JAC  1992 小池 貫太(1)     48.35 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ﾏﾂｶﾜｼﾞｬｯｸ ｺｲｹ ｶﾝﾀ
 4571 丸山 凌治(2)  1990 近藤 雅哉(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
 1563 宮坂 秀星(1)  1997 西永 佳樹(1)

ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼｷ
 1579 有賀 恵哉(1)  2001 近藤 裕哉(2)

ｱﾙｶﾞ ｹｲﾔ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ
 2   2 飯田高陵中(B)  2059 棚田 駿太(2)     52.89  2   4 伊那中(A)  1645 西納 晶太(2)     49.01 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ ｲﾅﾁｭｳA ﾆｼﾉｳ ｼｮｳﾀ
 6349 篠田 治輝(2)  1656 唐木 大河(2)

ｼﾉﾀﾞ ﾖｼｷ ｶﾗｷ ﾀｲｶﾞ
 2058 加藤 勝斗(2)  1642 山崎 拓(2)

ｶﾄｳ ﾏｽﾄ ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸ
 2061 横井 岳人(2)  1648 竹前 和輝(2)

ﾖｺｲ ﾀｹﾋﾄ ﾀｹﾏｴ ｶｽﾞｷ
 3   4 赤穂中  1803 唐澤 直人(1)     53.12  3   3 辰野中(A)  1536 福島 翔洋(2)     49.97 

ｱｶﾎﾁｭｳ ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ ﾀﾂﾉﾁｭｳA ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾖｳ
 1805 曽根原 賢(1)  1551 伊藤 駿(2)

ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ ｲﾄｳ ｼｭﾝ
 1806 見並 龍佑(1)  1538 春宮 悠人(2)

ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ ﾊﾙﾐﾔ ﾕｳﾄ
 1804 杉山 修己(1)  1539 中村 新(2)

ｽｷﾞﾔﾏ ｵｻﾐ ﾅｶﾑﾗ ｱﾗﾀ
 4   7 辰野中(B)  1548 唐澤 巧(1)     54.37  4   6 飯田高陵中(A)  6350 切石 拓也(2)     50.05 

ﾀﾂﾉﾁｭｳB ｶﾗｻﾜ ｺｳ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ｷﾘｲｼ ﾀｸﾔ
 1547 牛山 陽太(1)  6347 鎌倉 渉(2)

ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ
 1549 瀨戸 涼太(1)  6354 北原 昂希(1)

ｾﾄ ﾘｮｳﾀ ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ
 1541 竹入 聡一郎(2)  2057 大内 健瑠(2)

ﾀｹｲﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ
 5   5 宮田中  1769 大川 和樹(2)     56.20  5   2 北安松川中(A)  3769 藤井 隆志(2)     53.69 

ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳ ｵｵｶﾜ ｶｽﾞｷ ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜA ﾌｼﾞｲ ﾀｶｼ
 1774 山中 伸晃(1)  3770 山崎 颯(2)

ﾔﾏﾅｶ ﾉﾌﾞｱｷ ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾔﾃ
 1776 中原 渓介(1)  3775 橋本 青空(1)

ﾅｶﾊﾗ ｹｲｽｹ ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ
 1771 加藤 謙伸(1)  3772 真島 雅季(2)

ｶﾄｳ ｹﾝｼﾝ ﾏｼﾏ ﾏｻｷ
 6   3 伊那東部中  1677 唐木 直也(1)     56.22   7 駒ヶ根東中

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｶﾗｷ ﾅｵﾔ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ 欠場
 1673 唐澤 凌矢(1)

ｶﾗｻﾜ ﾘｮｳﾔ
 1672 池田 孝司(1)

ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ
 1670 松崎 勇起(1)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ

男子

４×１００ｍＲ

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 高遠高   378 酒井 弘心(2)     44.94 

ﾀｶﾄｵｺｳ ｻｶｲ ｺｳｼﾝ
  379 堺澤 辰弥(2)

ｻｶｲｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
  381 竹村 泰地(1)

ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ
  377 小林 英和(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ
 2   5 赤穂高   477 北原 直弥(2)     45.24 

ｱｶﾎｺｳ ｷﾀﾊﾗ ﾅｵﾔ
  480 伊藤 俊平(1)

ｲﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ
  474 中島 諒(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ
  473 山上 大輝(2)

ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀﾞｲｷ
 3   2 高森中(A)  2033 山岸 流唯(3)     47.00 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳA ﾔﾏｷﾞｼ ﾙｲ
 2026 松島 竜平(3)

ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ
 2028 佐藤 翔太(3)

ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ
 2032 松下 優太(3)

ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ
 4   6 伊那弥生ヶ丘高   435 清水 賢太(2)     49.13 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀ
  432 北原 拓也(2)

ｷﾀﾊﾗ ﾀｸﾔ
  441 宮原 大介(1)

ﾐﾔﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ
  431 吉田 優希(2)

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ
 5   4 高森中(B)  2017 光沢 佑人(2)     49.29 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳB ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
 2006 椚谷 和久(2)

ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ
 2009 岩﨑 一徹(2)

ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ
 2024 知沢 和輝(2)

ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ

男子

４×１００ｍＲ



   1 高遠高     44.94 酒井 弘心(2) 堺澤 辰弥(2) 竹村 泰地(1) 小林 英和(2)   3   1
   2 赤穂高     45.24 北原 直弥(2) 伊藤 俊平(1) 中島 諒(2) 山上 大輝(2)   3   2
   3 高森中(A)     47.00 山岸 流唯(3) 松島 竜平(3) 佐藤 翔太(3) 松下 優太(3)   3   3
   4 松川JAC     48.35 小池 貫太(1) 近藤 雅哉(1) 西永 佳樹(1) 近藤 裕哉(2)   2   1
   5 伊那中(A)     49.01 西納 晶太(2) 唐木 大河(2) 山崎 拓(2) 竹前 和輝(2)   2   2
   6 伊那弥生ヶ丘高     49.13 清水 賢太(2) 北原 拓也(2) 宮原 大介(1) 吉田 優希(2)   3   4
   7 高森中(B)     49.29 光沢 佑人(2) 椚谷 和久(2) 岩﨑 一徹(2) 知沢 和輝(2)   3   5
   8 辰野中(A)     49.97 福島 翔洋(2) 伊藤 駿(2) 春宮 悠人(2) 中村 新(2)   2   3
   9 飯田高陵中(A)     50.05 切石 拓也(2) 鎌倉 渉(2) 北原 昂希(1) 大内 健瑠(2)   2   4
  10 箕輪中     50.15 宮沢 悠斗(2) 丸山 凌治(2) 宮坂 秀星(1) 有賀 恵哉(1)   1   1
  11 飯田高陵中(B)     52.89 棚田 駿太(2) 篠田 治輝(2) 加藤 勝斗(2) 横井 岳人(2)   1   2
  12 赤穂中     53.12 唐澤 直人(1) 曽根原 賢(1) 見並 龍佑(1) 杉山 修己(1)   1   3
  13 北安松川中(A)     53.69 藤井 隆志(2) 山崎 颯(2) 橋本 青空(1) 真島 雅季(2)   2   5
  14 辰野中(B)     54.37 唐澤 巧(1) 牛山 陽太(1) 瀨戸 涼太(1) 竹入 聡一郎(2)   1   4
  15 宮田中     56.20 大川 和樹(2) 山中 伸晃(1) 中原 渓介(1) 加藤 謙伸(1)   1   5
  16 伊那東部中     56.22 唐木 直也(1) 唐澤 凌矢(1) 池田 孝司(1) 松崎 勇起(1)   1   6

記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

男子

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

４×１００ｍＲ
タイムレース

順位 所属名 都道府県



決勝 9月8日 12:30

1m80 1m83 1m86
松澤 和也(3) 中学 - - - - - - - - O O
ﾏﾂｻﾟﾜ ｶｽﾞﾔ 茅野東部中 XO O XXX
赤羽 達也(2) 中学 - - - - - O O O O XXX
ｱｶﾊﾈ ﾀﾂﾔ 辰野中
宮島 大介(2) 中学 - - - - O O O O XXX
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 伊那中
那須野 優人(2) 高校 - - - - - O XO XO XXX
ﾅｽﾉ ﾕｳﾄ 駒ヶ根工業高
松崎 勇起(1) 中学 O O O O XXX
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 伊那東部中
花井 有輝(2) 中学 XO O XO XXX
ﾊﾅｲ ﾕｳｷ 高森中
唐木 直也(1) 中学 O O XXO XXX
ｶﾗｷ ﾅｵﾔ 伊那東部中
加藤 勝斗(2) 中学 - XO XXO XXX
ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 飯田高陵中
土屋 洸太(1) 中学 - XO XXX
ﾂﾁﾔ ｺｳﾀ 飯田高陵中
井原 彪(1) 中学 - XXX
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高陵中
池田 孝司(1) 中学 XXX
ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ 伊那東部中
中村 麗央(2) 高校 - - - - XXX
ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ 高遠高
篠田 治輝(2) 中学 - - XXX
ｼﾉﾀﾞ ﾖｼｷ 飯田高陵中
芹川 志出明(1) 中学 欠場
ｾﾘｶﾜ ｼﾃﾞｱｷ 伊那東部中
藤澤 将人(2) 高校 欠場
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 高遠高
山岸 流唯(3) 中学 欠場
ﾔﾏｷﾞｼ ﾙｲ 高森中

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m30 1m35 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75

1 13    14
 1.83

記録
1m40 1m45

2 11  1537
 1.70

3 8  1652
 1.65

4 16   511
 1.65

5 7  1670
 1.45

6 15  2013
 1.40

7 3  1677
 1.40

8 6  2058
 1.40

9 4  6661
 1.35

2  6656

5  1672

  375

9   380

10  6349

14  2033

1  1671

12



決勝 9月8日  9:00

酒井 弘心(2) 高校
ｻｶｲ ｺｳｼﾝ 高遠高
合津 伊織(1) 高校
ｺﾞｳﾂﾞ ｲｵﾘ 赤穂高
根橋 拓也(3) 中学
ﾈﾊﾞｼ ﾀｸﾔ 伊那東部中

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録3m70 3m80 備考3m50 3m60 3m90 4m00
1 3   378

- XXO O O XO XXX  3.90

2 1   481
O - XO O XXO XXX  3.90

3 2  1679
O O XO XXX  3.70



決勝 9月8日 12:30

中島 諒(2) 高校   6.34    X   6.10    6.34 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 赤穂高   +3.0   +2.0    +3.0
松下 優太(3) 中学   5.56   5.94   5.70    5.94 
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ 高森中   +2.2   +1.9   +1.3    +1.9
椚谷 和久(2) 中学    X   5.78   5.91    5.91 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ 高森中   +1.4   +1.8    +1.8
本多 俊平 一般   5.44   5.69   5.60    5.69 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +1.8   +2.3   +2.6    +2.3
松澤 快哉(1) 高校    X    X   5.63    5.63 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｲﾔ 赤穂高   +2.8    +2.8
富井 慶太 一般   5.14   5.29   5.10    5.29 
ﾄﾐｲ  ｹｲﾀ 松本市陸協   +3.6   +2.9   +2.2    +2.9
川井 渓太(3) 中学   5.28   3.99    X    5.28 
ｶﾜｲｹｲﾀ 上松中   +3.9   +1.2    +3.9
山崎 拓(2) 中学    X    X   5.27    5.27 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸ 伊那中   +3.2    +3.2
清水 海斗(3) 中学   5.08   5.04   4.97    5.08 
ｼﾐｽﾞ ｶｲﾄ 茅野東部中   +2.9   +3.8   +2.4    +2.9
中村 麗央(2) 高校   4.96   4.91   4.70    4.96 
ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ 高遠高   +2.8   +4.0   +2.9    +2.8
竹入 聡一郎(2) 中学   4.89   4.79   4.96    4.96 
ﾀｹｲﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ 辰野中   +3.7   +2.5   +3.1    +3.1
中村 玲於奈(1) 中学    X   4.69   4.91    4.91 
ﾅｶﾑﾗ ﾚｵﾅ 辰野中   +0.9   +1.0    +1.0
松崎 勇起(1) 中学   4.82    X   4.56    4.82 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 伊那東部中   +1.9   +1.3    +1.9
山岸 流唯(3) 中学    X   4.73   4.40    4.73 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾙｲ 高森中   +2.1   +2.8    +2.1
宮澤 崇(2) 中学   4.66   4.35    X    4.66 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ 駒ヶ根東中   +2.5   +2.6    +2.5
小池 直樹(1) 中学    X   4.23   4.61    4.61 
ｺｲｹ ﾅｵｷ 駒ヶ根東中   +0.7   +2.6    +2.6
白鳥 照人(2) 中学    X   4.59    X    4.59 
ｼﾛﾄﾘ ﾃﾙﾄ 箕輪中   +2.5    +2.5
中村 亮介(2) 中学    X   4.59    X    4.59 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 南箕輪中   +1.2    +1.2
有賀 正和(2) 中学   4.55    X   4.27    4.55 
ｱﾙｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ 箕輪中   +2.4   +2.3    +2.4
山崎 翔太(1) 中学    X   4.39   4.35    4.39 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 箕輪中   +3.2   +1.2    +3.2
市岡 朋弥(2) 中学   4.36   4.21   4.29    4.36 
ｲﾁｵｶ ﾄﾓﾔ 飯田高陵中   +3.7   +0.7   +1.2    +3.7
荒木 琉聖(1) 中学   4.16   4.06   4.36    4.36 
ｱﾗｷ ﾘｭｳｾｲ 辰野中   +1.4   +2.6   +2.1    +2.1
篠田 治輝(2) 中学   4.30    -    -    4.30 
ｼﾉﾀﾞ ﾖｼｷ 飯田高陵中   +3.7    +3.7
池田 佳希(2) 中学   4.29   3.99   4.12    4.29 
ｲｹﾀﾞ ﾖｼｷ 飯田高陵中   +3.1   +1.3   +1.8    +3.1
渡辺 堅斗(2) 中学    X   4.19   4.24    4.24 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ 伊那中   +0.8   +2.2    +2.2
棚田 駿太(2) 中学   4.24   4.10   3.54    4.24 
ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 飯田高陵中   +1.1   +1.2   +1.6    +1.1
見並 龍佑(1) 中学   3.93   4.14   4.12    4.14 
ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ 赤穂中   +3.3   +1.8   +3.1    +1.8
宮島 泰雅(2) 中学   3.77   3.82   4.14    4.14 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 高森中   +1.3   +1.7   +2.8    +2.8
山中 伸晃(1) 中学    X   3.99   4.07    4.07 
ﾔﾏﾅｶ ﾉﾌﾞｱｷ 宮田中   +3.4   +2.8    +2.8
清水 俊弥(1) 中学    X   3.98   3.84    3.98 
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ 飯田高陵中   +2.8   +0.6    +2.8
酒井 亜嵐(1) 中学   3.94    X   3.78    3.94 
ｻｶｲ ｱﾗﾝ 南箕輪中   +2.6   +1.3    +2.6
高部 三成(2) 中学   3.62   3.81   3.75    3.81 
ﾀｶﾍﾞ ﾐﾂﾅﾘ 茅野東部中   +3.3   +2.3   +1.9    +2.3
池田 孝司(1) 中学   3.70   3.06   3.70    3.70 
ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ 伊那東部中   +1.9   +2.4   +2.7    +1.9
唐澤 直人(1) 中学    X   3.69   2.71    3.69 
ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 赤穂中   +0.7   +0.8    +0.7
櫛原 喬介(1) 中学   3.49   3.09   3.30    3.49 
ｸｼﾊﾗ ｷｮｳｽｹ 飯田高陵中   +0.3   +1.7   +2.8    +0.3
西藤 大貴(1) 中学   3.12   3.37   3.31    3.37 
ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 箕輪中   +1.0   +3.2   +1.9    +3.2
丹羽 南樹(2) 中学    X    X    X
ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野北部中

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 35   474

-5-

2 36  2032

3 39  2006

4 40  2027

5 30   484

6 32  9650

7 29  2976

8 28  1642

9 24    15

10 31   380

11 20  1541

12 22  1531

13 14  1670

14 37  2033

15 23  1823

16 17  1814

17 15  4566

17 21  1612

19 26  4563

20 12  1574

21 11  2062

22 10  1546

23 16  6349

24 9  6346

25 19  1655

26 18  2059

27 1  1806

28 38  2008

29 7  1774

30 13  6355

31 4  1591

32 8    13

33 6  1672

34 3  1803

35 2  6352

36 5  1580

37 25  1375



山上 大輝(2) 高校    X    X    X
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀﾞｲｷ 赤穂高
赤瀬 崇 一般 欠場
ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
藤澤 将人(2) 高校 欠場
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 高遠高

男子

走幅跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

    7

-1- -6- 記録-2- -3- -4-

34   375

備考
37 33   473

-5-

27



決勝 9月8日  9:00

上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ 松本市陸協
中島 公徳 一般
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

決勝 9月8日  9:00

林 滉介(1) 高校
ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 上伊那農業高
早川 謙哉(2) 高校
ﾊﾔｶﾜ ｹﾝﾔ 上伊那農業高
落合 恒輝(1) 高校
ｵﾁｱｲ ｺｳｷ 上伊那農業高
片倉 一穂(1) 高校
ｶﾀｸﾗ ｶｽﾞﾎ 上伊那農業高
小林 祐(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 箕輪進修高
有賀 和樹(1) 高校
ｱﾙｶﾞ ｶｽﾞｷ 上伊那農業高

決勝 9月8日  9:00

高井 雅也(2) 中学
ﾀｶｲ ﾏｻﾔ 伊那中
大内 健瑠(2) 中学
ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高陵中
切石 拓也(2) 中学
ｷﾘｲｼ ﾀｸﾔ 飯田高陵中
横井 岳人(2) 中学
ﾖｺｲ ﾀｹﾋﾄ 飯田高陵中
齋藤 天(2) 中学
ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 飯田高陵中
平岩 圭介(2) 中学
ﾋﾗｲﾜ ｹｲｽｹ 飯田高陵中
本島 右登(1) 中学
ﾓﾄｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 高森中
奥田 健太(1) 中学
ｵｸﾀﾞ ｹﾝﾀ 宮田中
渡辺 大晴(2) 中学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 高森中
畠山 大生(1) 中学
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲｾｲ 宮田中
伯耆原 志一(1) 中学
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｷｶｽﾞ 箕輪中

  4.22 

  4.43 

11 4  1581
 4.22  4.01   X

  5.12 

10 5  1773
 4.43  4.35  3.61

  5.27 

9 10  2019
 4.97  5.04  5.12

  5.53 

8 7  1770
 5.27  4.94  4.90

  5.66 

7 11  2014
 5.26  5.53  5.20

  5.84 

6 2  2065
 5.25  5.60  5.66

  6.40 

5 1  6348
 5.57  5.50  5.84

  6.57 

4 3  2061
 5.45  6.40  6.40

  8.11 

3 6  6350
 6.50  6.18  6.57

  8.89 

2 8  2057
 8.11  7.22  7.79

記録 備考
1 9  1649

  X  8.89  8.67

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

  6.92 

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

  8.36 

6 4   370
 6.69  6.92  6.63

  8.71 

5 1   321
 7.73  7.59  8.36

  8.88 

4 5   363
 8.56  8.71  8.44

 10.18 

3 3   333
 8.62  8.22  8.88

 10.58 

2 6   354
10.18 10.09   X

記録 備考
1 2   365

 9.76 10.31 10.58

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  9.69 

男子

砲丸投(6.000kg)

 11.47 

2 1     8
 8.92  9.69   X

1 2    26
11.47   X   X

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 9月8日 13:00

上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ 松本市陸協
中島 公徳 一般
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

決勝 9月8日 13:00

林 滉介(1) 高校
ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 上伊那農業高
橋爪 彼方(2) 高校
ﾊｼﾂﾞﾒ ｶﾅﾀ 赤穂高
落合 恒輝(1) 高校
ｵﾁｱｲ ｺｳｷ 上伊那農業高
重盛 文宏(1) 高校
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 駒ヶ根工業高
片倉 一穂(1) 高校
ｶﾀｸﾗ ｶｽﾞﾎ 上伊那農業高
早川 謙哉(2) 高校
ﾊﾔｶﾜ ｹﾝﾔ 上伊那農業高

決勝 9月8日 13:00

細田 歩(3) 中学
ﾎｿﾀﾞ ｱﾕﾑ 永明中
熊谷 駿(3) 中学
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝ 高森中
切石 拓也(2) 中学
ｷﾘｲｼ ﾀｸﾔ 飯田高陵中
本島 右登(1) 中学
ﾓﾄｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 高森中
平岩 圭介(2) 中学
ﾋﾗｲﾜ ｹｲｽｹ 飯田高陵中
佐々木 直人(1) 中学
ｻｻｷ ﾅｵﾄ 高森中

男子

円盤投(2.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 2    26

  O   X 34.96  34.96 

2 1     8
  O   O 25.41  25.41 

男子

円盤投(1.750kg)

-6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- 記録 備考
1 3   365

27.93   O   O  27.93 

2 1   476
  O   O 26.46  26.46 

3 5   333
  O   O 26.19  26.19 

4 6   516
  O 25.83   O  25.83 

5 4   363
  O   O 24.07

所属名

 24.07 

6 2   354
19.30   O   O

-6-

 19.30 

中学男子

円盤投(1.500kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 -1- -2- -3- -4- -5- 記録 備考
1 3  1321

26.90   X   X  26.90 

2 4  2031
  O 22.14   X  22.14 

3 2  6350
14.77   O   O  14.77 

4 6  2014
  O 13.79   O  13.79 

5 1  2065
  X   O 12.50

  9.68 

 12.50 

6 5  2034
  O   X  9.68



決勝 9月8日 11:00

県中学新            64.52

熊谷 駿(3) 中学
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝ 高森中
菊地 康亮(3) 中学
ｷｸﾁ ｺｳｽｹ 箕輪中
松島 竜平(3) 中学
ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 高森中
高田 雅也(1) 中学
ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾔ 高森中
吉澤 希(2) 中学
ﾖｼｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾑ 筑摩野中
木下 智裕(2) 中学
ｷﾉｼﾀ ﾁﾋﾛ 箕輪中
飛澤 航太(1) 中学
ﾄﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ 高森中
垣内 岳(2) 中学
ｶｷｳﾁ ｶﾞｸ 箕輪中
栁澤 久樹(1) 中学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｻｷ 箕輪中
宮島 泰雅(2) 中学
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 高森中
有賀 正和(2) 中学
ｱﾙｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ 箕輪中
原 大智(3) 中学
ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 箕輪中
横井 岳人(2) 中学
ﾖｺｲ ﾀｹﾋﾄ 飯田高陵中
市岡 朋弥(2) 中学
ｲﾁｵｶ ﾄﾓﾔ 飯田高陵中
山口 凌平(1) 中学
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 飯田高陵中
木下 翼(2) 中学
ｷﾉｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 飯田高陵中
渡辺 大晴(2) 中学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 高森中
澤柳 拓海(1) 中学
ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾐ 飯田高陵中
丸田 健悟(2) 中学
ﾏﾙﾀ ｹﾝｺﾞ 箕輪中
齋藤 天(2) 中学
ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 飯田高陵中
花井 有輝(2) 中学
ﾊﾅｲ ﾕｳｷ 高森中
池田 佳希(2) 中学
ｲｹﾀﾞ ﾖｼｷ 飯田高陵中
櫛原 喬介(1) 中学
ｸｼﾊﾗ ｷｮｳｽｹ 飯田高陵中
田中 有作(1) 中学
ﾀﾅｶ ﾕｳｻｸ 高森中
光沢 佑人(2) 中学 欠場
ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 高森中
佐々木 祐太(1) 中学 欠場
ｻｻｷ ﾕｳﾀ 箕輪中
山口 幸大(2) 中学 欠場
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀ 高森中

中学男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 24  2031

  O 51.38   O  51.38 

2 27  4491
41.30   O   O  41.30 

3 20  2026
  O   O 38.37  38.37 

4 12  2012
37.32   O   O  37.32 

5 26  5978
  O   O 36.17  36.17 

6 25  4565
  O   X 30.92  30.92 

7 22  2021
  O   O 30.55  30.55 

8 15  4572
  O 29.47   O  29.47 

9 11  1570
28.50   O   O  28.50 

10 16  2008
  O 27.97   O  27.97 

11 7  4563
27.81   X   O  27.81 

12 23  4494
  -   - 27.76  27.76 

13 8  2061
  O   O 27.42  27.42 

14 19  2062
26.09   O   X  26.09 

15 3  6658
26.00   O   O  26.00 

16 21  2063
25.87   X   O  25.87 

17 14  2019
24.16   O   O  24.16 

18 13  6663
  O   O 21.04  21.04 

19 2  4569
18.88   O   X  18.88 

20 5  6348
17.81   O   O  17.81 

21 9  2013
17.69   X 17.69  17.69 

22 10  6346
  O   O 16.70  16.70 

23 1  6352
16.44   O   X  16.44 

24 6  2035
  X 14.59   O  14.59 

4  2017

17  1564

18  2010
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