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月　日 種　　　　目 予・準・決 記　　　録 氏　　　　名 男女 所　　属 従来の記録 備　　　考

男子　400ｍ 予選 48秒30 小林　英和 男 高遠高３ 49秒02 大会新

男子　400ｍ 決勝 48秒03 小林　英和 男 高遠高３ 49秒02 大会新

女子　棒高跳 決勝 3ｍ６１ 原　奈津美 女 上伊那農高３
3ｍ40

3ｍ60

大会新

県高校新

女子　5000ｍｗ 決勝 24分15秒93 大和　千秋 女 飯田病院 25分59秒93 大会新

女子　5000ｍｗ 決勝 24分57秒29 吉田　英里子 女 東海大三高３ 25分59秒93 大会新

男子　1500ｍ 決勝 4分00秒41 湯澤　舜 男 東海大三高２ 4分01秒10 大会新

男子　1500ｍ 決勝 4分00秒53 高橋　悠平 男 東海大三高３ 4分01秒10 大会新

坂井　和人 諏訪(東海大三高2)

窪田　章吾 諏訪(諏訪清陵高2)

仲谷　龍貴 諏訪(諏訪二葉高3)

加賀見　一輝 諏訪(諏訪二葉高3)

登内　大地 上伊那(上伊那農高2)

大野　裕紀 上伊那(至学館大3)

浦野　亜嵐 上伊那(赤穂高1)

小林　英和 上伊那(高遠高3)

三郡対抗　4×400ｍR

三郡対抗　4×400ｍR

決勝

決勝

7／15

3分１9秒98

3分２0秒54

3分21秒33 大会新

男

男

グランドコンディション

月　　　　日 時　　刻 天　　候 気温　℃ 湿度　％ 風　　向 風速　m/s 計測場所

７／１５(月) ９：００ 晴 26.5 62 北北西 ０．２

１０：００ 晴 28.0 51 北西 １．３

１１：００ 曇 28.5 48 北西 ０．５

１２：００ 曇 29.0 46 北北西 ０．９

１３：００ 曇 29.0 46 西 ２．３

１４：００ 曇 28.5 46 西北西 １．２

１５：００ 曇 28.5 51 西 １．２

１６：００ 曇 28.0 48 北西 １．３



第22回南信陸上競技選手権大会                                                    
兼 第41回南信三郡対抗陸上競技大会                                               
主催：南信陸上競技協会　共催：長野日報社                                        
主管：南信陸上競技協会　後援：茅野市、茅野市教育委員会、長野陸上競技協会　他    

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】203100  茅野市総合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
07/15 男子  -0.6仲谷 龍貴(3) 10.88 岡田 英希(3) 10.94 松下 優太(1) 11.18 坂井 和人(2) 11.28 松澤 ジアン成治 11.33 住吉 隼斗(2) 11.38 丸岡 精二 11.49 伊藤 和輝(1) 11.53

100m 諏訪･諏訪二葉高 飯伊･松川高 飯伊･松川高 諏訪･東海大三高 上伊那･中京大 飯伊･松川高 上伊那･駒ヶ根AC 諏訪･諏訪清陵
07/15 小林 英和(3) 48.03 塩沢 直樹(3) 50.11 登内 大地(2) 50.82 奥垣内 将晴(3) 51.34 金箱 樹(3) 51.89 矢崎 宏一(2) 52.32 中平 満知留(2) 53.22 宮下 晃輔(3) 53.58

400m 上伊那･高遠高 GR 飯伊･松川高 上伊那･上伊那農高 諏訪･東海大三高 諏訪･東海大三高 諏訪･諏訪二葉高 飯伊･OIDE長姫 飯伊･飯田風越高
07/15 手塚 将弥(2) 1,57.55 吉田 優希(3) 2,03.80 所河 北斗(1) 2,04.00 田畑 圭夫(2) 2,05.08 松村 理久(2) 2,06.11 塚田 佳生(2) 2,06.22 池田 大作 2,06.74

800m 諏訪･東海大三高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 諏訪･東海大三高 飯伊･飯田風越高 飯伊･飯田風越高 諏訪･諏訪清陵 上伊那･伊那AC
07/15 湯澤 舜(2) 4,00.41 高橋 悠平(3) 4,00.53 中村 孝樹(3) 4,07.79 北原 崇志 4,09.89 樋口 正晃 4,11.18 西澤 洋務 4,12.40 宮下 竣(2) 4,13.92 井上 和己(3) 4,14.30

1500m 諏訪･東海大三高 GR 諏訪･東海大三高 GR 諏訪･諏訪二葉高 上伊那･上伊那郡陸協 上伊那･上伊那郡陸協 諏訪･茅野市陸協 上伊那･上伊那農高 諏訪･東海大三高
07/15 牛山 純一 15,10.73 名取 将大(3) 15,33.18 羽川 英一 15,37.99 原 武司 15,55.37 高梨 良介(2) 15,58.74 金澤 拓則 16,03.02 松山 克敏 16,05.93 西中山 宏 16,15.46

5000m 諏訪･茅野市陸協 諏訪･東海大三高 諏訪･茅野市陸協 飯伊･下伊那郡陸協 諏訪･東海大三高 諏訪･諏訪市陸協 飯伊･下伊那郡陸協 諏訪･下諏訪町体協
07/15  +1.7中島 瑞樹(3) 15.66 岡田 英希(3) 15.70 竹内一弘 17.19 馬場 信介(2) 17.68 鮎澤 一輝(2) 18.16 川口 純(2) 18.67 唐澤 翔馬(1) 21.14

110mH(1.067m) 飯伊･飯田高 飯伊･松川高 飯伊･DreamAC 上伊那･上伊那農高 諏訪･諏訪実業 飯伊･飯田高 上伊那･上伊那農高
07/15 矢島 朋幸 24,04.88 福澤 弘樹(2) 24,53.16 安藤 拓真(2) 25,17.80 藤井 直輝(2) 26,06.31 小松 勇樹(2) 28,06.21 牛山 祐人(2) 28,06.63 原島 怜也(2) 28,25.08 平栗 広大(1) 29,14.15

5000mW 飯伊･飯田市陸協 諏訪･東海大三高 上伊那･上伊那農高 諏訪･東海大三高 上伊那･上伊那農高 諏訪･諏訪二葉高 飯伊･飯田風越高 飯伊･松川高
07/15 尾畑 元佳(3) 1.85 松澤 和也(1) 1.80 赤羽 達也(3) 1.80 本多 俊平 1.80 藤澤 将人(3) 1.75 川口 純(2) 1.75 宮島 大介(3) 1.75 宮坂 駿吾(3) 1.70

走高跳 飯伊･OIDE長姫 諏訪･諏訪実業 上伊那･辰野中 上伊那･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 上伊那･高遠高 飯伊･飯田高 上伊那･伊那中 諏訪･岡谷東部中
07/15 加賀見 一輝(3) 4.50 前田 貴滉(3) 4.30 伊藤 大起(3) 3.70 竹折 優太(2) 3.70 池田圭吾 飯伊･DreamAC 3.60 木村 浩樹(1) 3.50 戸田 巧(1) 3.40

棒高跳 諏訪･諏訪二葉高 上伊那･春富中 諏訪･永明中 飯伊･飯田風越高 合津 伊織(2) 上伊那･赤穂高 諏訪･下諏訪向陽高 上伊那･駒ヶ根工業高
07/15 窪田 章吾(2) 6.79(+0.8) 宮澤 拓人 6.42(+1.4) 小池 大勝(1) 6.23(+0.5) 松澤 快哉(2) 6.13(+2.2) 原田 大輔(3) 6.11(+1.6) 小口 聖太(2) 6.09(+0.2) 小山 竜司(2) 6.09(+0.4) 五味 凌介(3) 5.99(+0.6)

走幅跳 諏訪･諏訪清陵 上伊那･上伊那郡陸協 諏訪･諏訪清陵 上伊那･赤穂高 飯伊･飯田風越高 諏訪･岡谷東高 諏訪･岡谷東部中 諏訪･富士見中
07/15 遠藤 邦彦 11.35 小林 伸広 11.16 友田 利男 10.96 安藤 純(2) 10.91 清水 拓也 10.27 中島 公徳 10.12

砲丸投 上伊那･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 諏訪･茅野市陸協 飯伊･下伊那郡陸協 上伊那･日福大 諏訪･TOKAI AC 諏訪･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
07/15 林 滉介(2) 12.41 早川 謙哉(3) 11.39 瀬戸 竜紀(2) 10.71 金子  仁(3) 10.43 小松 央(1) 10.04 齋藤 進次郎(1) 9.71 落合 恒輝(2) 9.34 脇田 マサユキ(3 8.88

砲丸投 上伊那･上伊那農高 上伊那･上伊那農高 諏訪･茅野高 諏訪･岡谷工業高 上伊那･赤穂高 飯伊･松川高 上伊那･上伊那農高 飯伊･OIDE長姫
07/15 原田 俊介 36.54 本多 俊平 29.48 小林 伸広 29.08 遠藤 邦彦 28.96 中島 公徳 24.14 池田圭吾 19.65

円盤投 諏訪･岡谷市陸協 上伊那･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 諏訪･茅野市陸協 上伊那･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 諏訪･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 飯伊･DreamAC
07/15 林 滉介(2) 36.50 片倉 一穂(2) 35.05 落合 恒輝(2) 28.84 所澤 慎(3) 27.86 小松 央(1) 27.67 瀬戸 竜紀(2) 26.33 宮島 真吾(1) 24.41 脇田 マサユキ(3 24.10

円盤投 上伊那･上伊那農高 上伊那･上伊那農高 上伊那･上伊那農高 飯伊･OIDE長姫 上伊那･赤穂高 諏訪･茅野高 飯伊･阿南高 飯伊･OIDE長姫
07/15 友田 利男 50.43 宮澤 研人(1) 46.48 竹澤 翔(2) 45.16 有賀 和樹(2) 44.78 宮島 真吾(1) 44.57 涌井 胤宜(2) 43.02 大内 翔平(3) 39.69 重盛 文宏(2) 39.66

やり投 飯伊･下伊那郡陸協 上伊那･伊那北高 諏訪･岡谷東高 上伊那･上伊那農高 飯伊･阿南高 飯伊･下伊那農業高 諏訪･岡谷工業高 上伊那･駒ヶ根工業高
07/15 松川高       42.67 高遠高       44.13 諏訪二葉高       44.85 DreamAC       45.32 飯田高       45.52 OIDE長姫       45.65 赤穂高       45.86 諏訪清陵       45.93

4×100mR 住吉 隼斗(2) 酒井 弘心(3) 小河原 智哉(2) 竹内一弘 川口 純(2) 玉置 凌真(2) 合津 伊織(2) 守住 望(1)
松下 優太(1) 堺澤 辰弥(3) 矢崎 宏一(2) 高橋佑太 椚谷 健(2) 中平 満知留(2) 伊藤 俊平(2) 窪田 章吾(2)
塩沢 直樹(3) 中村 麗央(3) 阿部 佳介(1) 池田圭吾 松村 慶大(1) 小笠原 有希(1) 木下 悠也(1) 小口 直希(2)
岡田 英希(3) 小林 英和(3) 内藤 圭吾(2) 笠井健太 松島 竜平(1) 山岸 琳汰(2) 浦野 亜嵐(1) 伊藤 和輝(1)

07/15 三郡対抗男子 諏訪     3,19.98 上伊那     3,20.54 飯伊     3,25.61
対抗4×400mR 坂井 和人(2) GR 登内 大地(2) GR 椚谷 健(2)

窪田 章吾(2) 大野 裕紀(3) 岡田 英希(3)
仲谷 龍貴(3) 浦野 亜嵐(1) 松下 優太(1)
加賀見 一輝(3) 小林 英和(3) 塩沢 直樹(3)



男　　子 女　　子 男　　子 女　　子 男　　子 女　　子

１００ｍ 10 7 2 10 9 4
４００ｍ 5 6 10 4 6 1
８００ｍ 5 11 5 5 11 5

１５００ｍ 0 5 16
３０００ｍ 4 4 13
５０００ｍ 3 0 18
１００ｍＨ 5 10 6
１１０ｍＨ 16 3 2

５０００ｍＷ 6 10 6 3 9 5
４×１００ｍＲ 12 7 5 9 4 5
走　高　跳 7 5.5 9 11 5 4.5
棒　高　跳 5 3 6 12 10 6
走　幅　跳 2 1 8 16 11 4
砲　丸　投 4 6 9 12 8 3

高校砲丸投 1 13 7
円　盤　投 1 0 8 14 12 7

高校円盤投 3 17 1
や　り　投 9 4 8 9 4 8

４×４００ｍＲ 2 6 4 4 6 2
計 91 75.5 118 123 139 73.5

順　　　位 3 2 2 1 1 3
合　　　計

総合順位 3 1 2
166.5 241

 得　点　表
飯　　　　　伊 上　　伊　　那 諏　　　　　訪

212.5



予選 7月15日  9:25
決勝 7月15日 15:10

大会新(GR)          10.76

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +0.5

 1 岩波 柾也(1) 諏訪     11.71  1 堺澤 辰弥(3) 上伊那     11.48 
ｲﾜﾅﾐ ﾏｻﾔ 高崎経済大 ｻｶｲｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 高遠高

 2 宮下 晃輔(3) 飯伊     11.85  2 辛山 勇太(2) 諏訪     11.90 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ 飯田風越高 ｼﾝﾔﾏ ﾕｳﾀ 諏訪清陵

 3 阿部 佳介(1) 諏訪     12.04  3 丹羽 南樹(3) 諏訪     12.24 
ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ 諏訪二葉高 ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 4 辛 直輝(3) 諏訪     12.39  4 藤森 優輝(1) 諏訪     12.34 
ｼﾝ ﾅｵｷ 岡谷南部中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 岡谷南高

 5 瀬戸 涼太(2) 上伊那     12.67  5 西村 武登(2) 飯伊     12.53 
ｾﾄ ﾘｮｳﾀ 辰野中 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 高森中

 6 北原 耀(3) 諏訪     12.78  6 牛山 陽太(2) 上伊那     12.55 
ｷﾀﾊﾗ ﾋｶﾙ 岡谷北部中 ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ 辰野中

 7 宮澤 拓也(3) 諏訪     13.26  7 伊藤 駿(2) 諏訪     12.93 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 上諏訪中 ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 上諏訪中

 8 家苗 薫(2) 飯伊     13.33  8 前澤 凌(3) 諏訪     13.46 
ｶﾅｴ ｶｵﾙ 伊那松川中 ﾏｴｻﾞﾜ ﾘｮｳ 岡谷北部中

 9 金田 竜刻(3) 上伊那     14.88  9 安蒜 和樹(2) 諏訪     13.80 
ｶﾈﾀﾞ ﾀﾂﾄｷ 伊那中 ｱﾝﾋﾞﾙ ｶｽﾞｷ 永明中

[ 3組] 風速 +1.8 [ 4組] 風速 +0.4

 1 大野 裕紀(3) 上伊那     11.47  1 竹内 基裕(2) 上伊那     11.91 
ｵｵﾉ ﾋﾛｷ 至学館大 ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾋﾛ 上伊那農高

 2 小林 雄二(3) 諏訪     11.69  2 平田 友和(3) 飯伊     11.93 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 下諏訪向陽高 ﾋﾗﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 阿南高

 3 内藤 駿介(3) 諏訪     12.03  3 吉川 雅人(3) 飯伊     12.33 
ﾅｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 富士見中 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾄ OIDE長姫

 4 福島 翔洋(3) 上伊那     12.26  4 加々見 武(2) 諏訪     12.53 
ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾖｳ 辰野中 ｶｶﾞﾐ ﾀｹﾙ 岡谷南高

 5 一柳 虹太(1) 諏訪     12.72  5 向山 凉太(2) 上伊那     12.56 
ｲﾁﾔﾅ ﾞ ｺｳﾀ 諏訪実業 ﾑｶｲﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 赤穂高

 6 高橋 悠平(3) 諏訪     12.81  6 竹内一弘 飯伊     12.59 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾍｲ 東海大三高 ﾀｹｳﾁｶｽﾞﾋﾛ DreamAC

 7 浅井 威風(2) 諏訪     13.43  7 三井 雄汰郎(3) 諏訪     12.67 
ｱｻｲ ｲﾌﾞｷ 長峰中 ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 8 北野 泰涯(3) 上伊那     13.62  8 尾﨑 賢人(3) 上伊那     13.04 
ｷﾀﾉ ﾀｲｶﾞ 伊那東部中 ｵｻﾞｷ  ｹﾝﾄ 中川中

 9 伊藤 蒼一郎(1) 上伊那     16.08  9 山口 皓輝(3) 諏訪     13.19 
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 宮田中 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 岡谷東部中

[ 5組] 風速 +1.5 [ 6組] 風速 +0.7

 1 松澤 ジアン成治(上伊那     11.40 q  1 松下 潤也(3) 上伊那     11.52 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾞｱﾝﾅﾘﾊﾙ 中京大 ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 上伊那農高

 2 小河原 智哉(2) 諏訪     11.89  2 松村 慶大(1) 飯伊     11.93 
ｵｶﾞﾜﾗ ﾄﾓﾔ 諏訪二葉高 ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾀﾞｲ 飯田高

 3 守住 望(1) 諏訪     12.11  3 山本純也 飯伊     12.30 
ﾓﾘｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ 諏訪清陵 ﾔﾏﾓﾄｼﾞｭﾝﾔ DreamAC

 4 深澤 駿也(1) 諏訪     12.13  4 越崎 尊喜(3) 上伊那     12.46 
ﾌｶｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 下諏訪向陽高 ｺｼｻﾞｷ ﾀﾂｷ 伊那東部中

 5 小笠原 有希(1) 飯伊     12.59  5 加藤 循也(2) 飯伊     12.89 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｷ OIDE長姫 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 阿南高

 6 小口 優希(2) 諏訪     13.02  6 飯島 靖之(3) 上伊那     12.97 
ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ 岡谷南部中 ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽﾕｷ 伊那中

 7 勝野裕太 飯伊     13.06  7 宮坂 一冴(2) 諏訪     14.33 
ｶﾂﾉﾕｳﾀ DreamAC ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ 茅野北部中

 8 藤森 暖生(1) 諏訪     13.52  8 伊東 悠磨(1) 諏訪     15.33 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｷ 諏訪西中 ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 茅野東部中

 9 高橋 和真(1) 諏訪     15.22 小椋 恭平(1) 上伊那
ﾀｶﾊｼｶｽﾞﾏ 諏訪南中 ｵｸﾞﾗ ｷｮｳﾍｲ 駒ヶ根工業高
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[ 7組] 風速 +1.0 [ 8組] 風速 +0.9

 1 住吉 隼斗(2) 飯伊     11.35 q  1 丸岡 精二 上伊那     11.35 q
ｽﾐﾖｼ  ﾊﾔﾄ 松川高 ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 2 伊藤 和輝(1) 諏訪     11.42 q  2 竹澤 翔(2) 諏訪     11.74 
ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 諏訪清陵 ﾀｹｻﾞﾜ ｶｹﾙ 岡谷東高

 3 丸山 凌治(3) 上伊那     12.03  3 松下 秀喜 上伊那     12.05 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ 箕輪中 ﾏﾂｼﾀ  ﾋﾃﾞｷ 上伊那郡陸協

 4 名取 河(3) 諏訪     12.52  4 宮原 大介(2) 上伊那     12.46 
ﾅﾄﾘ ｺｳ 富士見中 ﾐﾔﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 伊那弥生ヶ丘高

 5 白井 裕介(2) 諏訪     12.64  5 竹前 和輝(3) 上伊那     12.66 
ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ 上諏訪中 ﾀｹﾏｴ ｶｽﾞｷ 伊那中

 6 小池 貫太(2) 飯伊     12.64  6 西永 佳樹(2) 飯伊     12.89 
ｺｲｹ ｶﾝﾀ 伊那松川中 ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼｷ 伊那松川中

 7 林 佳希(2) 飯伊     12.68  7 若林 凌(2) 諏訪     14.09 
ﾊﾔｼ ﾖｼｷ 阿南高 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 諏訪西中

 8 原 侑希(3) 上伊那     13.01  8 野々村 一人(1) 諏訪     14.62 
ﾊﾗ  ﾕｳｷ 中川中 ﾉﾉﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 原中

 9 杉野 翔太(1) 諏訪     15.75 松崎勇起(2) 上伊那
ｽｷﾞﾉ ｼｮｳﾀ 茅野東部中 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 伊那東部中

[ 9組] 風速 +0.1 [ 10組] 風速 +2.6

 1 山下 桂 上伊那     11.69  1 坂井 和人(2) 諏訪     11.21 q
ﾔﾏｼﾀ ｹｲ ﾄｰﾊﾂ ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ 東海大三高

 2 淺田 翔悟(2) 上伊那     12.06  2 笠井健太 飯伊     11.49 
ｱｻﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 辰野高 ｶｻｲｹﾝﾀ DreamAC

 3 髙橋 瞬(3) 上伊那     12.62  3 熊谷 憲 飯伊     11.87 
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ 高遠高 ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 4 小林 祐(2) 上伊那     12.71  4 渡邉 賢人(3) 諏訪     11.95 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 箕輪進修高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ 富士見中

 5 安藤 純也(1) 上伊那     12.90  5 宮澤 研人(1) 上伊那     12.18 
ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾔ 伊那北高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 伊那北高

 6 加藤 謙伸(2) 上伊那     12.98  6 曽根原 賢(2) 上伊那     12.52 
ｶﾄｳ ｹﾝｼﾝ 宮田中 ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ 赤穂中

 7 唐澤 直人(2) 上伊那     13.13  7 渡邊 楓士(2) 上伊那     13.09 
ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 赤穂中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳｼ 春富中

 8 酒井 龍一(1) 上伊那     14.55  8 北原 雅大(1) 上伊那     13.45 
ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 春富中 ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 宮田中

 9 両角 伊吹(2) 諏訪     14.93  9 津金 泰斗(1) 上伊那     14.59 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｲﾌﾞｷ 永明中 ﾂｶﾞﾈ  ﾋﾛﾄ 中川中

[ 11組] 風速 +0.6 [ 12組] 風速 +1.8

 1 岡田 英希(3) 飯伊     11.04 q  1 松下 優太(1) 飯伊     11.08 q
ｵｶﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ 松川高 ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ 松川高

 2 伊藤 俊平(2) 上伊那     11.59  2 松島 竜平(1) 飯伊     11.76 
ｲﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 赤穂高 ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 飯田高

 3 日野 和真(2) 上伊那     11.68  3 原 大智(1) 上伊那     12.24 
ﾋﾉ ｶｽﾞﾏ 辰野高 ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 辰野高

 4 小島 涼(3) 上伊那     12.19  4 竹村 泰地(2) 上伊那     12.32 
ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳ 箕輪進修高 ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ 高遠高

 5 重盛 文宏(2) 上伊那     12.21  5 宮坂 秀星(2) 上伊那     12.73 
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 駒ヶ根工業高 ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 箕輪中

 6 清水 晃司(2) 飯伊     12.95  6 花岡 英一(3) 諏訪     12.73 
ｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ 飯田高 ﾊﾅｵｶ ｴｲｲﾁ 岡谷東部中

 7 見並 龍佑(2) 上伊那     13.36  7 大宮 龍(1) 上伊那     13.00 
ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ 赤穂中 ｵｵﾐﾔ ﾘｮｳ 箕輪進修高

 8 宮坂 空(1) 諏訪     14.36  8 井出 純一朗(1) 諏訪     14.05 
ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 茅野北部中 ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岡谷西部中

 9 両角 涼芽(1) 諏訪     14.97 茅野 拓輝(2) 諏訪
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｮｳｶﾞ 永明中 ﾁﾉﾋﾛｷ 諏訪南中
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[ 13組] 風速  0.0 [ 14組] 風速 +1.3

 1 仲谷 龍貴(3) 諏訪     11.05 q  1 山崎 久樹(1) 上伊那     11.48 
ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ 諏訪二葉高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ 上伊那農高

 2 高橋佑太 飯伊     11.99  2 荻原 勇吹(3) 諏訪     11.90 
ﾀｶﾊｼﾕｳﾀ DreamAC ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部中

 3 熊谷 諒平(1) 飯伊     11.99  3 玉置 凌真(2) 飯伊     12.29 
ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ 飯田風越高 ﾀﾏｵｷ ﾘｮｳﾏ OIDE長姫

 4 髙林 啓太(1) 諏訪     12.69  4 光沢 佑人(3) 飯伊     12.33 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 下諏訪向陽高 ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 高森中

 5 三井 嘉希(3) 諏訪     12.73  5 小池 智也(1) 諏訪     12.53 
ﾐﾂｲﾖｼｷ 諏訪南中 ｺｲｹ ﾄﾓﾔ 諏訪実業

 6 伊藤 拓也(1) 上伊那     13.20  6 今井 裕也(3) 諏訪     12.78 
ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 伊那弥生ヶ丘高 ｲﾏｲ ﾕｳﾔ 岡谷北部中

 7 柴田 健人(2) 飯伊     13.33  7 土屋 哲平(1) 諏訪     13.08 
ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾂﾁﾔ ﾃｯﾍﾟｲ 茅野東部中

 8 鮎澤 雅人(3) 諏訪     13.76  8 藤森 遥斗(2) 諏訪     13.57 
ｱﾕｻﾜ ﾏｻﾄ 茅野北部中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ 長峰中

 9 五味 駿太(2) 諏訪     14.38 
ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ 長峰中

風速 -0.6

 1 仲谷 龍貴(3) 諏訪     10.88 
ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ 諏訪二葉高

 2 岡田 英希(3) 飯伊     10.94 
ｵｶﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ 松川高

 3 松下 優太(1) 飯伊     11.18 
ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ 松川高

 4 坂井 和人(2) 諏訪     11.28 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ 東海大三高

 5 松澤ジアン成治(4上伊那     11.33 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾞｱﾝﾅﾘﾊﾙ 中京大

 6 住吉 隼斗(2) 飯伊     11.38 
ｽﾐﾖｼ  ﾊﾔﾄ 松川高

 7 丸岡 精二 上伊那     11.49 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 8 伊藤 和輝(1) 諏訪     11.53 
ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 諏訪清陵
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予選 7月15日 11:15
決勝 7月15日 14:40

大会新(GR)          49.02

[ 1組] [ 2組]

 1 浦野 亜嵐(1) 上伊那     53.05  1 登内 大地(2) 上伊那     51.58 q
ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ 赤穂高 ﾄﾉｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 上伊那農高

 2 内藤 圭吾(2) 諏訪     54.09  2 巻渕 優也(1) 諏訪     54.02 
ﾅｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 諏訪二葉高 ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ 諏訪清陵

 3 保科 新一郎(1) 上伊那     54.96  3 深澤 駿也(1) 諏訪     56.09 
ﾎｼﾅ ｼﾝｲﾁﾛｳ 高遠高 ﾌｶｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 下諏訪向陽高

 4 沓掛 大輔(2) 上伊那     58.68  4 有賀 恵哉(2) 上伊那     59.16 
ｸﾂｶｹ ﾀﾞｲｽｹ 伊那北高 ｱﾙｶﾞ ｹｲﾔ 箕輪中

 5 唐澤 巧(2) 上伊那   1,02.80  5 田中 仁(2) 諏訪   1,02.63 
ｶﾗｻﾜ ｺｳ 辰野中 ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 岡谷東部中

 6 宮下 恒輝(1) 諏訪   1,05.24  6 曽根原 賢(2) 上伊那   1,03.62 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｷ 岡谷北部中 ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ 赤穂中

 7 吉山 廉心(1) 諏訪   1,09.99  7 小林 健太郎(2) 上伊那   1,08.11 
ﾖｼﾔﾏ ﾚﾝ 諏訪西中 ｺﾊﾞﾔｼ  ｹﾝﾀﾛｳ 中川中

 8 藤森 友士(1) 諏訪   1,20.81 石山 征雅(1) 諏訪
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｼ 上諏訪中 ｲｼﾔﾏ ｾｲｶﾞ 茅野北部中

[ 3組] [ 4組]

 1 熊谷 憲 飯伊     53.04  1 矢崎 宏一(2) 諏訪     52.26 q
ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 諏訪二葉高

 2 池上 慶祐(2) 上伊那     55.77  2 中平 満知留(2) 飯伊     52.76 q
ｲｹｶﾞﾐ ｹｲｽｹ 伊那北高 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾐﾁﾙ OIDE長姫

 3 杉浦 駿也(1) 飯伊     58.99  3 馬場 信介(2) 上伊那     52.82 
ｽｷﾞｳﾗ ｼｭﾝﾔ 阿南高 ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ 上伊那農高

 4 金子 司(1) 諏訪     59.95  4 古賀 フェリペ(3)上伊那     55.78 
ｶﾈｺ ﾂｶｻ 下諏訪向陽高 ｺｶﾞ ﾌｪﾘﾍﾟ 箕輪進修高

 5 菊池 岳仁(1) 諏訪   1,04.05  5 中島 瑶樹(1) 飯伊     56.07 
ｷｸﾁ ﾀｹﾄ 原中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 飯田風越高

 6 前田 陸(1) 諏訪   1,12.03  6 平沢 大地(1) 上伊那     57.32 
ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ 上諏訪中 ﾋﾗｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 赤穂高

 7 尾台 裕季(1) 諏訪   1,23.72  7 矢島 稜梧(3) 諏訪   1,02.54 
ｵﾀﾞｲ ﾕｳｷ 永明中 ﾔｼﾞﾏ ﾘｮｳｺﾞ 長峰中
市川 哲平(2) 上伊那  8 藤澤 雄大(1) 諏訪   1,09.26 
ｲﾁｶﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 箕輪進修高 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 茅野東部中

[ 5組] [ 6組]

 1 金箱 樹(3) 諏訪     52.55 q  1 小林 幹(3) 諏訪     53.44 
ｶﾈﾊﾞｺ ﾀﾂｷ 東海大三高 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝ 富士見中

 2 髙林 啓太(1) 諏訪     59.21  2 木下 悠也(1) 上伊那     55.32 
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 下諏訪向陽高 ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾔ 赤穂高

 3 佐々木 健(3) 諏訪   1,00.98  3 山口 皓輝(3) 諏訪   1,02.91 
ｻｻｷ ｹﾝ 長峰中 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 岡谷東部中

 4 伊藤 駿(3) 上伊那   1,01.18  4 林 涼真(1) 上伊那   1,07.72 
ｲﾄｳ ｼｭﾝ 辰野中 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 伊那AC

 5 青柳 颯樹(2) 上伊那   1,01.98  5 浜 琉斗(1) 諏訪   1,13.88 
ｱｵﾔｷﾞ ｻﾂｷ 春富中 ﾊﾏ ﾘｭｳﾄ 岡谷北部中

 6 山崎 萌生(1) 諏訪   1,09.19 丸山 玲央(2) 飯伊
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓｴｷ 岡谷西部中 ﾏﾙﾔﾏ  ﾚｵ 松川高
宮下 亮(3) 飯伊 伊藤 来夢(3) 諏訪
ﾐﾔｼﾀ ﾘｮｳ 飯田高 ｲﾄｳ ﾗｲﾑ 長峰中
稲村 良彦(2) 上伊那
ｲﾅﾑﾗ ﾖｼﾋｺ 上伊那農高

[ 7組] [ 8組]

 1 奥垣内 将晴(3) 諏訪     52.07 q  1 宮下 晃輔(3) 飯伊     52.74 q
ｳｸｶﾞｲﾄ ﾏｻﾊﾙ 東海大三高 ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ 飯田風越高

 2 松島 竜平(1) 飯伊     52.90  2 椚谷 健(2) 飯伊     52.90 
ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 飯田高 ｸﾇｷﾞﾀﾆ ｹﾝ 飯田高

 3 春日 明日実(1) 上伊那     53.68  3 渡部 翔太(2) 諏訪     58.30 
ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ 伊那弥生ヶ丘高 ﾜﾀﾅﾍﾞｼｮｳﾀ 諏訪南中

 4 辛山 圭太(3) 諏訪   1,00.92  4 中村 新(3) 上伊那   1,00.25 
ｼﾝﾔﾏ ｹｲﾀ 岡谷北部中 ﾅｶﾑﾗ ｱﾗﾀ 辰野中

 5 近藤 惠哉(1) 飯伊   1,01.74 若林 凌(2) 諏訪
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 伊那松川中 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 諏訪西中

 6 藤森 暖生(1) 諏訪   1,05.24 吉川 涼平(2) 飯伊
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｷ 諏訪西中 ﾖｼｶﾜ  ﾘｮｳﾍｲ 松川高

 7 望月 怜音(1) 諏訪   1,10.55 後藤 勇人(3) 諏訪
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾚｵﾝ 茅野東部中 ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 上諏訪中
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[ 9組] [ 10組]

 1 塩沢 直樹(3) 飯伊     50.48 q  1 小林 英和(3) 上伊那     48.30 q
ｼｵｻﾞﾜ  ﾅｵｷ 松川高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高遠高

 2 近藤 雅哉(2) 飯伊     57.19  2 赤羽 尚輝(2) 諏訪   1,00.33 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 伊那松川中 ｱｶﾊﾈﾅｵｷ 諏訪南中

 3 唐澤 直人(2) 上伊那     58.95  3 青木 祐太朗(3) 上伊那   1,00.88 
ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 赤穂中 ｱｵｷ ﾕｳﾀﾛｳ 伊那中

 4 齋藤 春希(3) 上伊那     59.48  4 笠川 京(1) 上伊那   1,07.81 
ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ 伊那中 ｶｻｶﾞﾜ ｹｲ 駒ヶ根AC

 5 南 勇輝(2) 上伊那   1,10.75 近藤 裕哉(3) 飯伊
ﾐﾅﾐ  ﾕｳｷ 中川中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 伊那松川中

 6 矢野 峻太郎(1) 諏訪   1,16.94 小口 直希(2) 諏訪
ﾔﾉｼｭﾝ ﾀﾛｳ 永明中 ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ 諏訪清陵
井口 大輔(2) 諏訪 小椋 恭平(1) 上伊那
ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 諏訪清陵 ｵｸﾞﾗ ｷｮｳﾍｲ 駒ヶ根工業高

[ 11組]

 1 野澤 晃太朗(2) 諏訪     54.68 
ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 諏訪二葉高

 2 木下翔太 飯伊     56.17 
ｷﾉｼﾀｼｮｳﾀ DreamAC

 3 伊藤 真苑(3) 諏訪   1,01.50 
ｲﾄｳ ｼｵﾝ 岡谷西部中

 4 木下 輝(1) 諏訪   1,02.57 
ｷﾉｼﾀ ﾋｶﾙ 岡谷東高

 5 北原 鐘伍(3) 上伊那   1,05.02 
ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 伊那中

 6 中原 渓介(2) 上伊那   1,08.26 
ﾅｶﾊﾗ ｹｲｽｹ 宮田中

 7 本澤 悟(1) 諏訪   1,22.91 
ﾎﾝｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 永明中

 1 小林 英和(3) 上伊那     48.03 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高遠高

 2 塩沢 直樹(3) 飯伊     50.11 
ｼｵｻﾞﾜ  ﾅｵｷ 松川高

 3 登内 大地(2) 上伊那     50.82 
ﾄﾉｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 上伊那農高

 4 奥垣内 将晴(3) 諏訪     51.34 
ｳｸｶﾞｲﾄ ﾏｻﾊﾙ 東海大三高

 5 金箱 樹(3) 諏訪     51.89 
ｶﾈﾊﾞｺ ﾀﾂｷ 東海大三高

 6 矢崎 宏一(2) 諏訪     52.32 
ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 諏訪二葉高

 7 中平 満知留(2) 飯伊     53.22 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾐﾁﾙ OIDE長姫

 8 宮下 晃輔(3) 飯伊     53.58 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ 飯田風越高
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予選 7月15日 12:55
決勝 7月15日 15:25

大会新(GR)        1,55.44

[ 1組] [ 2組]

 1 所河 北斗(1) 諏訪   2,05.18 q  1 吉田 優希(3) 上伊那   2,03.40 q
ｼｮｶﾞﾜ ﾎｸﾄ 東海大三高 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高

 2 宮尾 淳矢 上伊那   2,13.13  2 池田 大作 上伊那   2,06.22 q
ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ 箕輪町陸協 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｻｸ 伊那AC

 3 菊池 康亮(1) 上伊那   2,17.84  3 垣内 岳(3) 上伊那   2,13.81 
ｷｸﾁ ｺｳｽｹ 上伊那農高 ｶｷｳﾁ ｶﾞｸ 箕輪中

 4 米山 幸伸(3) 諏訪   2,18.45  4 小野 挙(1) 上伊那   2,23.22 
ﾖﾈﾔﾏ ﾕｷﾉﾌﾞ 岡谷北部中 ｵﾉ ｱｸﾞﾙ 伊那北高

 5 山中 智貴(3) 諏訪   2,20.16  5 前島 陸哉(2) 諏訪   2,24.39 
ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｷ 岡谷東部中 ﾏｴｼﾏ ﾘｸﾔ 永明中

 6 小松 翔(1) 諏訪   2,20.27  6 宮澤 清悟(3) 諏訪   2,26.83 
ｺﾏﾂ ｶｹﾙ 茅野北部中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｾｲｺﾞ 諏訪二葉高

 7 宮坂 翔太(3) 諏訪   2,21.28  7 赤羽 幸一(2) 諏訪   2,31.58 
ﾐﾔｻｶ ｼｮｳﾀ 長峰中 ｱｶﾊﾈ ｺｳｲﾁ 岡谷南高

 8 立花  廉(2) 上伊那   2,26.29  8 宮坂 学(1) 諏訪   2,37.66 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾚﾝ 春富中 ﾐﾔｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 岡谷北部中

 9 山崎 翔(3) 上伊那   2,28.21  9 三井 健太郎(2) 諏訪   2,42.32 
ﾔﾏｻﾞｷ ｶｹﾙ 辰野中 ﾐﾂｲ ｹﾝﾀﾛｳ 富士見中

10 米山 諒(1) 飯伊   2,42.21 10 村上 豪(1) 上伊那   2,46.22 
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ 伊那松川中 ﾑﾗｶﾐ ｺﾞｳ 辰野中

11 清水 冬威(1) 諏訪   2,44.21 11 小池 寿晏(1) 上伊那   2,47.18 
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｲ 茅野東部中 ｺｲｹ  ｼﾞｭｱﾝ 中川中

12 西澤 裕斗(1) 諏訪   2,53.95 12 小池 功一郎(1) 上伊那   2,48.85 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 上諏訪中 ｺｲｹ ｺｳｲﾁﾛｳ 伊那中

[ 3組] [ 4組]

 1 塚田 佳生(2) 諏訪   2,06.33 q  1 矢澤 明徳(2) 諏訪   2,05.26 q
ﾂｶﾀﾞ ﾖｼｷ 諏訪清陵 ﾔｻﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 諏訪二葉高

 2 井上 博文(3) 諏訪   2,09.17  2 大日方 友哉(2) 上伊那   2,10.44 
ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾌﾐ 諏訪二葉高 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾄﾓﾔ 伊那北高

 3 宮下 大河(2) 飯伊   2,14.67  3 植松 徹志(3) 諏訪   2,11.56 
ﾐﾔｼﾀ ﾀｲｶﾞ 飯田高 ｳｴﾏﾂ ﾃﾂｼ 富士見中

 4 矢澤 雄太(1) 上伊那   2,17.19  4 谷口 雅弥(1) 上伊那   2,21.21 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 伊那北高 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 上伊那農高

 5 池上 優斗(3) 上伊那   2,23.20  5 中村 駿吾(2) 諏訪   2,21.69 
ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 長谷中 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部中

 6 間瀬 智祐(3) 諏訪   2,28.77  6 高井 雅也(3) 上伊那   2,25.25 
ﾏｾ ﾁﾋﾛ 岡谷東部中 ﾀｶｲ ﾏｻﾔ 伊那中

 7 北原 颯也(2) 上伊那   2,30.14  7 原 克彦(2) 上伊那   2,37.97 
ｷﾀﾊﾗ ｿｳﾔ 宮田中 ﾊﾗ ｶﾂﾋｺ 箕輪中

 8 唐澤 卓郎(2) 上伊那   2,39.51  8 小塩 貫汰(1) 上伊那   2,39.07 
ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾛｳ 伊那東部中 ｺｼｵ  ｶﾝﾀ 中川中

 9 齋藤 昌希(2) 上伊那   2,42.27  9 久保田 隼仁(1) 飯伊   2,59.28 
ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 伊那中 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 伊那松川中

10 山崎 萌生(1) 諏訪   2,42.79 小松 祥也(1) 諏訪
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓｴｷ 岡谷西部中 ｺﾏﾂ ｼｮｳﾔ 長峰中

11 坂井 結音(2) 諏訪   2,53.17 風間 隼人(2) 諏訪
ｻｶｲ ﾕｲﾝ 上諏訪中 ｶｻﾞﾏ  ﾊﾔﾄ 岡谷工業高

12 竹村 啓哉(1) 諏訪   2,57.85 小口 優希(2) 諏訪
ﾀｹﾑﾗ ｹｲﾔ 永明中 ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ 岡谷南部中

[ 5組]

 1 松村 理久(2) 飯伊   2,06.83 q 根橋 健彰(1) 上伊那
ﾏﾂﾑﾗ ﾘｸ 飯田風越高 ﾈﾊﾞｼ ﾀｹｱｷ 辰野中

 2 萩原 拓海(1) 上伊那   2,07.47 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ 上伊那農高

 3 小池 竜熙(1) 諏訪   2,07.58 
ｺｲｹ ﾀﾂｷ 諏訪清陵

 4 宮田 祐杜(1) 飯伊   2,11.53 
ﾐﾔﾀ ﾕｳﾄ 下伊那農業高

 5 北原 和喜(3) 飯伊   2,13.42 
ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ 伊那松川中

 6 今井 裕也(3) 諏訪   2,28.69 
ｲﾏｲ ﾕｳﾔ 岡谷北部中

 7 渋谷 凌(3) 上伊那   2,29.57 
ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳ 伊那東部中

 8 小松 宗平(2) 諏訪   2,35.17 
ｺﾏﾂ ｼｭﾍｲ 岡谷南部中

 9 小沢 拓也(1) 諏訪   2,54.88 
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 長峰中
有賀 勇幾(1) 上伊那
ｱﾙｶﾞ ﾕｳｷ 箕輪進修高
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[ 6組] [ 7組]

 1 手塚 将弥(2) 諏訪   1,57.61 q  1 田畑 圭夫(2) 飯伊   2,05.79 q
ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ 東海大三高 ﾀﾊﾞﾀ ﾖｼｵ 飯田風越高

 2 中嶋康晴 飯伊   2,10.07  2 林 孝行 上伊那   2,15.93 
ﾅｶｼﾏﾔｽﾊﾙ DreamAC ﾊﾔｼ ﾀｶﾕｷ 信大AC

 3 岩﨑 一徹(3) 飯伊   2,10.90  3 平出 翔大(1) 諏訪   2,16.51 
ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 高森中 ﾋﾗｲﾃﾞ ｼｮｳﾀ 諏訪清陵

 4 福沢 伸(1) 飯伊   2,12.16  4 古賀 フェリペ(3)上伊那   2,17.04 
ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝ 飯田高 ｺｶﾞ ﾌｪﾘﾍﾟ 箕輪進修高

 5 近藤 織部(2) 飯伊   2,12.36  5 中村 智志(2) 上伊那   2,22.95 
ｺﾝﾄﾞｳ ｵﾘﾍﾞ 飯田風越高 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 駒ヶ根工業高

 6 三井 洪太(2) 諏訪   2,21.12  6 渕井 大樹(2) 上伊那   2,25.03 
ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 富士見中 ﾌﾁｲ ﾀﾞｲｷ 箕輪中

 7 藤森 敦也(3) 諏訪   2,26.05  7 小松 拓海(2) 上伊那   2,34.77 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾂﾔ 諏訪西中 ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 春富中

 8 唐澤 卓実(2) 上伊那   2,44.90  8 松島 稜之 飯伊   2,54.93 
ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾐ 春富中 ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾕｷ 高森中

 9 利根川 大悟(1) 諏訪   2,45.38  9 中村 源士(1) 諏訪   2,56.82 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 茅野東部中 ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝｼﾞ 永明中

10 赤羽 龍希(1) 諏訪   2,49.14 春日 明日実(1) 上伊那
ｱｶﾊ ﾘｭｳｷ 上諏訪中 ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ 伊那弥生ヶ丘高

11 唐木 浩一(2) 上伊那   2,58.57 服部 永意士(2) 上伊那
ｶﾗｷ ｺｳｲﾁ 伊那東部中 ﾊｯﾄﾘ  ｴｲｼ 中川中

 1 手塚 将弥(2) 諏訪   1,57.55 
ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ 東海大三高

 2 吉田 優希(3) 上伊那   2,03.80 
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高

 3 所河 北斗(1) 諏訪   2,04.00 
ｼｮｶﾞﾜ ﾎｸﾄ 東海大三高

 4 田畑 圭夫(2) 飯伊   2,05.08 
ﾀﾊﾞﾀ ﾖｼｵ 飯田風越高

 5 松村 理久(2) 飯伊   2,06.11 
ﾏﾂﾑﾗ ﾘｸ 飯田風越高

 6 塚田 佳生(2) 諏訪   2,06.22 
ﾂｶﾀﾞ ﾖｼｷ 諏訪清陵

 7 池田 大作 上伊那   2,06.74 
ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｻｸ 伊那AC
矢澤 明徳(2) 諏訪
ﾔｻﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 諏訪二葉高
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予選 7月15日 10:40
決勝 7月15日 14:30

大会新(GR)        4,01.10

[ 1組] [ 2組]

 1 湯澤 舜(2) 諏訪   4,08.50 Q  1 西澤 洋務 諏訪   4,15.86 Q
ﾕｻﾞﾜ ｼｭﾝ 東海大三高 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 茅野市陸協

 2 樋口 正晃 上伊那   4,16.73 Q  2 中村 孝樹(3) 諏訪   4,16.56 Q
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 諏訪二葉高

 3 馬場 涼太(1) 上伊那   4,26.53  3 原 謙二郎(3) 飯伊   4,17.05 q
ﾊﾞﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 駒ヶ根工業高 ﾊﾗ  ｹﾝｼﾞﾛｳ 松川高

 4 近藤 隆博(1) 上伊那   4,28.12  4 池上 幸助 上伊那   4,22.06 q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 上伊那農高 ｲｹｶﾞﾐ ｺｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ

 5 小林 啓介(3) 諏訪   4,34.73  5 森川 知生(2) 上伊那   4,24.39 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 富士見中 ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓｷ 伊那弥生ヶ丘高

 6 荻原 湧雅(2) 上伊那   4,38.34  6 松下 俊(1) 飯伊   4,36.00 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾖｳｶﾞ 伊那北高 ﾏﾂｼﾀ ｼｭﾝ 飯田高

 7 吉田 慎一郎(1) 諏訪   4,40.78  7 河合 蓮(3) 飯伊   4,37.41 
ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 諏訪清陵 ｶﾜｲ ﾚﾝ 高森中

 8 竹村 吉晃(3) 上伊那   4,43.25  8 田中 建伍(1) 諏訪   4,39.44 
ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ 駒ヶ根東 ﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ 岡谷南高

 9 岡田 稜(3) 上伊那   4,48.75  9 三石 隆貴(1) 上伊那   4,50.82 
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 赤穂中 ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳｷ 高遠高

10 宮内 斗輝 飯伊   4,48.83 10 伊藤 輝(1) 諏訪   4,53.23 
ﾐﾔｳﾁ ﾄｷ 高森中 ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 茅野東部中

11 宮森 蒼太(1) 諏訪   4,54.23 11 村澤 翔太(2) 上伊那   4,58.25 
ﾐﾔﾓﾘ ｿｳﾀ 岡谷南高 ﾑﾗｻﾜ ｼｮｳﾀ 宮田中

12 矢澤 広輝(1) 飯伊   4,58.36 12 柴田 天海(1) 飯伊   4,59.06 
ﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 伊那松川中 ｼﾊﾞﾀ ｱﾏﾐ 阿南高

13 間瀬 智祐(3) 諏訪   5,01.22 13 下平 篤弥(1) 飯伊   5,01.12 
ﾏｾ ﾁﾋﾛ 岡谷東部中 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱﾂﾔ 飯田風越高

14 小松 宗平(2) 諏訪   5,04.33 14 荒井 優佑(2) 上伊那   5,02.74 
ｺﾏﾂ ｼｭﾍｲ 岡谷南部中 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 辰野中

15 血脇 悠斗(2) 諏訪   5,06.77 15 後藤 勇人(3) 諏訪   5,03.51 
ﾁﾜｷ ﾕｳﾄ 長峰中 ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 上諏訪中

16 水野 健太郎(2) 上伊那   5,07.99 16 田畑 優真(3) 上伊那   5,05.82 
ﾐｽﾞﾉ  ｹﾝﾀﾛｳ 中川中 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳﾏ 伊那中

17 原 賢人(2) 諏訪   5,10.06 17 伊藤 雅幸(2) 上伊那   5,13.81 
ﾊﾗｹﾝﾄ 諏訪南中 ｲﾄｳ  ﾏｻﾕｷ 中川中

18 清水 崚平(1) 諏訪   5,10.39 18 河野 明仁(2) 諏訪   5,15.61 
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳﾍｲ 原中 ｶﾜﾉ ｱｷﾄ 永明中

19 滝澤 弘太朗(1) 上伊那   5,10.66 19 石山 凌雅(3) 諏訪   5,28.78 
ﾀｷｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 宮田中 ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ 茅野北部中

20 小沢 直希(1) 諏訪   5,43.85 20 浦野 諄(1) 上伊那   5,38.56 
ｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 上諏訪中 ｳﾗﾉ ｱﾂｼ 箕輪進修高
岩渕 良平 諏訪 田中 孝文(1) 飯伊
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 諏訪市陸協 ﾀﾅｶ ﾀｶﾌﾐ OIDE長姫
橋爪 颯生(3) 上伊那 松木 悠司(1) 諏訪
ﾊｼﾂﾞﾒ ｻﾂｷ 伊那東部中 ﾏﾂｷ ﾁｶｼ 諏訪西中
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[ 3組] [ 4組]

 1 北原 崇志 上伊那   4,15.00 Q  1 井上 和己(3) 諏訪   4,17.14 Q
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 上伊那郡陸協 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｷ 東海大三高

 2 平澤 賢也(3) 上伊那   4,15.41 Q  2 那須野 亨(1) 上伊那   4,17.34 Q
ﾋﾗｻﾜ ｹﾝﾔ 伊那弥生ヶ丘高 ﾅｽﾉ ﾄｵﾙ 伊那北高

 3 井口 龍輝(2) 上伊那   4,16.98 q  3 安藤 有史(2) 飯伊   4,29.77 
ｲｸﾞﾁ ﾘｭｳｷ 伊那北高 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼ 飯田風越高

 4 福澤 佑軌(2) 飯伊   4,31.61  4 小林 直樹(2) 諏訪   4,32.90 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾕｳｷ 飯田高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 諏訪二葉高

 5 北村 駿弥(3) 諏訪   4,37.56  5 松下 哲也(2) 飯伊   4,39.04 
ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 岡谷北部中 ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾔ 伊那松川中

 6 松下 京介(2) 飯伊   4,39.92  6 小澤 恵太(2) 上伊那   4,43.28 
ﾏﾂｼﾀ ｷｮｳｽｹ 松川高 ｵｻﾞﾜ ｹｲﾀ 上伊那農高

 7 小林 大亮(1) 飯伊   4,41.64  7 米山 幸伸(3) 諏訪   4,49.45 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 高森中 ﾖﾈﾔﾏ ﾕｷﾉﾌﾞ 岡谷北部中

 8 松倉 奎也(1) 飯伊   4,47.10  8 福與 翼(2) 飯伊   4,53.80 
ﾏﾂｸﾗ ｹｲﾔ 阿南高 ﾌｸﾖ ﾂﾊﾞｻ 阿南高

 9 小松 海渡(1) 上伊那   4,53.12  9 春日 聖悟(3) 上伊那   4,56.78 
ｺﾏﾂ ｶｲﾄ 高遠高 ｶｽｶﾞ ｾｲｺﾞ 箕輪中

10 平澤 宏二郎(3) 上伊那   4,54.29 10 小田切 裕仁(2) 上伊那   4,59.74 
ﾋﾗｻﾜ ｺｼﾞﾛｳ 伊那東部中 ｺﾀｷﾞﾘ ﾕｳｼﾞ 箕輪進修高

11 林 友也(1) 上伊那   5,01.75 11 山中 智貴(3) 諏訪   5,00.37 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 駒ヶ根工業高 ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｷ 岡谷東部中

12 森山 泰嗣(3) 諏訪   5,02.26 12 下田 祥貴(1) 飯伊   5,03.26 
ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｼ 富士見中 ｼﾓﾀﾞ ﾖｼｷ 飯田高

13 松山 准也(1) 飯伊   5,04.94 13 五味 拓実(3) 諏訪   5,09.77 
ﾏﾂﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 伊那松川中 ｺﾞﾐ ﾀｸﾐ 長峰中

14 宮下 和也(2) 上伊那   5,07.17 14 林 直希(3) 諏訪   5,15.17 
ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾔ 箕輪中 ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 岡谷南部中

15 牛山 英駿(2) 諏訪   5,09.95 15 下平 彬宏(2) 上伊那   5,18.37 
ｳｼﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 茅野東部中 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱｷﾋﾛ 赤穂高

16 木平 尚(2) 上伊那   5,11.07 16 坂井 結音(2) 諏訪   5,38.86 
ｺﾉﾋﾗ ｼｮｳ 伊那AC ｻｶｲ ﾕｲﾝ 上諏訪中

17 里見 心(1) 諏訪   5,11.92 17 岩村 勇弥(1) 上伊那   5,46.44 
ｻﾄﾐ  ｺｺﾛ 岡谷南高 ｲﾜﾑﾗ ﾕｳﾔ 春富中

18 平澤 太一(3) 上伊那   5,18.57 18 湯田坂 友哉(1) 諏訪   5,49.38 
ﾋﾗｻﾜ  ﾀｲﾁ 中川中 ﾕﾀﾞｻｶ ﾄﾓﾔ 永明中

19 北澤 達樹(2) 上伊那   5,19.67 山口 涼平(3) 諏訪
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀﾂｷ 春富中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 茅野北部中

20 牛山 幸光(1) 諏訪   5,45.22 小池 勇次(2) 諏訪
ｳｼﾔﾏ ﾕｷﾐﾂ 永明中 ｺｲｹﾕｳｼﾞ 諏訪南中
武井 翔太郎(1) 諏訪 宮脇 拓海(3) 上伊那
ﾀｹｲ ｼｮｳﾀﾛｳ 岡谷南部中 ﾐﾔﾜｷ ﾀｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高
宮原 浩二郎(2) 上伊那 長島 聖(3) 上伊那
ﾐﾔﾊﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 赤穂高 ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾄﾙ 辰野中
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[ 5組]

 1 高橋 悠平(3) 諏訪   4,09.41 Q
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾍｲ 東海大三高

 2 宮下 竣(2) 上伊那   4,18.02 Q
ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝ 上伊那農高

 3 田中 仁悟(3) 諏訪   4,22.84 q
ﾀﾅｶ ｼﾞﾝｺﾞ 諏訪二葉高

 4 羽川 英一 諏訪   4,24.39 q
ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ 茅野市陸協

 5 金子 英輝(3) 諏訪   4,33.36 
ｶﾈｺﾋﾃﾞｷ 諏訪南中

 6 丸田 健悟(3) 上伊那   4,36.37 
ﾏﾙﾀ ｹﾝｺﾞ 箕輪中

 7 宮崎 仁(1) 飯伊   4,41.04 
ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞﾝ 飯田風越高

 8 中村 駿吾(2) 諏訪   4,47.06 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部中

 9 植田 貴大(2) 上伊那   4,51.93 
ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 宮田中

10 關 凱人(2) 諏訪   4,57.35 
ｾｷ ｶｲﾄ 茅野東部中

11 小林 竜也(1) 諏訪   4,59.21 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 富士見中

12 柳澤 優成(2) 諏訪   5,04.65 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾕｳｾｲ 岡谷工業高

13 池上 芳樹(3) 上伊那   5,10.02 
ｲｹｶﾞﾐ ﾖｼｷ 伊那東部中

14 飯島 綾人(2) 飯伊   5,13.65 
ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔﾄ 下伊那農業高

15 中谷 翔希(2) 上伊那   5,14.36 
ﾅｶﾔ ｼｮｳｷ 辰野中

16 鈴木 哲(1) 上伊那   5,20.37 
ｽｽﾞｷ ﾃﾂ 駒ヶ根工業高

17 市川 哲平(2) 上伊那   5,27.52 
ｲﾁｶﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 箕輪進修高

18 伊藤 真苑(3) 諏訪   5,27.81 
ｲﾄｳ ｼｵﾝ 岡谷西部中

19 水野 雄斗(1) 諏訪   5,37.41 
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ 長峰中

20 清水 建次郎(1) 上伊那   5,43.67 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 春富中

21 遠藤 隼也(1) 諏訪   5,50.62 
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ 諏訪西中

22 高橋 唯(1) 諏訪   6,24.22 
ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 茅野北部中

  859

21   774

19   633

1   945

2   456

22

20   569

4   428

3  1319

15   362

17    70

  410

5   766

7   984

13   631

16  1328

9   147

6   679

18

10   921

8   738

11   886

記録／備考
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 1 湯澤 舜(2) 諏訪   4,00.41 
ﾕｻﾞﾜ ｼｭﾝ 東海大三高

 2 高橋 悠平(3) 諏訪   4,00.53 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾍｲ 東海大三高

 3 中村 孝樹(3) 諏訪   4,07.79 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 諏訪二葉高

 4 北原 崇志 上伊那   4,09.89 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 上伊那郡陸協

 5 樋口 正晃 上伊那   4,11.18 
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協

 6 西澤 洋務 諏訪   4,12.40 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 茅野市陸協

 7 宮下 竣(2) 上伊那   4,13.92 
ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝ 上伊那農高

 8 井上 和己(3) 諏訪   4,14.30 
ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｷ 東海大三高

 9 那須野 亨(1) 上伊那   4,14.59 
ﾅｽﾉ ﾄｵﾙ 伊那北高

10 平澤 賢也(3) 上伊那   4,17.31 
ﾋﾗｻﾜ ｹﾝﾔ 伊那弥生ヶ丘高

11 池上 幸助 上伊那   4,23.06 
ｲｹｶﾞﾐ ｺｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ

12 田中 仁悟(3) 諏訪   4,23.91 
ﾀﾅｶ ｼﾞﾝｺﾞ 諏訪二葉高

13 羽川 英一 諏訪   4,24.68 
ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ 茅野市陸協

14 原 謙二郎(3) 飯伊   4,24.73 
ﾊﾗ  ｹﾝｼﾞﾛｳ 松川高

15 森川 知生(2) 上伊那   4,32.27 
ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓｷ 伊那弥生ヶ丘高
井口 龍輝(2) 上伊那
ｲｸﾞﾁ ﾘｭｳｷ 伊那北高

11   371
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決勝 7月15日 15:55

大会新(GR)       15,02.15

 1 牛山 純一 諏訪  15,10.73 38 西澤 悟志 諏訪  18,56.81 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茅野市陸協 ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ 山二発條

 2 名取 将大(3) 諏訪  15,33.18 39 小田切 裕仁(2) 上伊那  19,49.24 
ﾅﾄﾘ ﾏｻﾋﾛ 東海大三高 ｺﾀｷﾞﾘ ﾕｳｼﾞ 箕輪進修高

 3 羽川 英一 諏訪  15,37.99 菊池 利治 諏訪
ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ 茅野市陸協 ｷｸﾁ ﾄｼﾊﾙ 諏訪南PC

 4 原 武司 飯伊  15,55.37 近藤 洋平(2) 諏訪
ﾊﾗ ﾀｹｼ 下伊那郡陸協 ｺﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ 諏訪二葉高

 5 高梨 良介(2) 諏訪  15,58.74 萩原 英雄 上伊那
ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ 東海大三高 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｵ 上伊那郡陸協

 6 金澤 拓則 諏訪  16,03.02 宮下 晴貴(1) 諏訪
ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 諏訪市陸協 ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ 東海大三高

 7 松山 克敏 飯伊  16,05.93 仁科 利弥 飯伊
ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那郡陸協 ﾆｼﾅ ﾄｼﾔ 飯田市陸協

 8 西中山 宏 諏訪  16,15.46 岩渕 良平 諏訪
ﾆｼﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｼ 下諏訪町体協 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 諏訪市陸協

 9 早野 吉信 飯伊  16,21.29 小木曽 静波(3) 上伊那
ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 下伊那郡陸協 ｵｷﾞｿ ｾｲﾊ 上伊那農高

10 樋口 正晃 上伊那  16,24.73 守屋 智春 上伊那
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協 ﾓﾘﾔ ﾄﾓﾊﾙ 上伊那郡陸協

11 原 謙二郎(3) 飯伊  16,25.96 飯塚 光輔 上伊那
ﾊﾗ  ｹﾝｼﾞﾛｳ 松川高 ｲｲﾂﾞｶ ｺｳｽｹ 上伊那郡陸協

12 竹村 一希(3) 上伊那  16,27.90 
ﾀｹﾑﾗ ｶｽﾞｷ 伊那北高

13 唐澤 祐輝(2) 上伊那  16,32.90 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳｷ 上伊那農高

14 田中 秀一 上伊那  16,33.09 
ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ ﾄｰﾊﾂ

15 折井 正幸 諏訪  16,34.64 
ｵﾘｲ ﾏｻﾕｷ 富士見体協

16 遠藤 千有(3) 上伊那  16,43.27 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾁﾕｳ 上伊那農高

17 西永 佳人 飯伊  16,44.60 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼﾋﾄ 下伊那郡陸協

18 山田 峻暉(2) 諏訪  16,54.81 
ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｱｷ 諏訪二葉高

19 小口 秀哉 諏訪  16,58.92 
ｵｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾔ 下諏訪町体協

20 西尾 章広 飯伊  17,02.92 
ﾆｼｵ ｱｷﾋﾛ 飯田市陸協

21 松下 京介(2) 飯伊  17,12.50 
ﾏﾂｼﾀ ｷｮｳｽｹ 松川高

22 小野寺 陸(2) 諏訪  17,20.06 
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｸ 諏訪二葉高

23 高橋 成也 諏訪  17,21.46 
ﾀｶﾊｼ ﾅﾘﾔ 諏訪市陸協

24 酒井 和樹(2) 諏訪  17,24.17 
ｻｶｲ  ｶｽﾞｷ 岡谷工業高

25 赤間 比呂志 諏訪  17,33.90 
ｱｶﾏ ﾋﾛｼ 下諏訪町体協

26 清水 泰誠(2) 飯伊  17,35.34 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｾｲ OIDE長姫

27 藤沢 誠一 上伊那  17,36.19 
ﾌｼﾞｻﾜ ｾｲｲﾁ 箕輪町陸協

28 後沢 大成(1) 飯伊  17,39.18 
ｺﾞｻﾞﾜ ﾀｲｾｴ 飯田高

29 村澤 直毅(2) 飯伊  17,39.75 
ﾑﾗｻﾜ ﾅｵｷ 飯田高

30 北原 諒(2) 上伊那  17,50.72 
ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳ 伊那北高

31 坂口 光祐(2) 飯伊  17,51.67 
ｻｶｸﾞﾁ ｺｳｽｹ OIDE長姫

32 坂牧 弘之 飯伊  17,55.79 
ｻｶﾏｷ ﾋﾛﾕｷ 下伊那郡陸協

33 山岸 和真 諏訪  18,02.97 
ﾔｱｷﾞｼ ｶｽﾞﾏ 諏訪市陸協

34 大島 綾太(2) 飯伊  18,04.91 
ｵｵｼﾏ ﾘｮｳﾀ 飯田高

35 渡邉 高史(1) 諏訪  18,11.76 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾌﾐ 諏訪清陵

36 平林 義弘 諏訪  18,12.92 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 諏訪市陸協

37 矢島 朋幸 飯伊  18,45.81 
ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ 飯田市陸協
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決勝 7月15日  9:15

大会新(GR)          15.20

風速 +1.7

 1 中島 瑞樹(3) 飯伊     15.66 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 飯田高

 2 岡田 英希(3) 飯伊     15.70 
ｵｶﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ 松川高

 3 竹内一弘 飯伊     17.19 
ﾀｹｳﾁｶｽﾞﾋﾛ DreamAC

 4 馬場 信介(2) 上伊那     17.68 
ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ 上伊那農高

 5 鮎澤 一輝(2) 諏訪     18.16 
ｱｲｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 諏訪実業

 6 川口 純(2) 飯伊     18.67 
ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 飯田高

 7 唐澤 翔馬(1) 上伊那     21.14 
ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾏ 上伊那農高
原田 巧己(1) 飯伊
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 飯田風越高
吉岡 佳佑(2) 上伊那
ﾖｼｵｶ ｹｲｽｹ 辰野高

8   538
欠場

2   150
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決勝 7月15日 13:50

大会新(GR)       22,42.93

 1 矢島 朋幸 飯伊  24,04.88 
ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ 飯田市陸協

 2 福澤 弘樹(2) 諏訪  24,53.16 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 東海大三高

 3 安藤 拓真(2) 上伊那  25,17.80 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾏ 上伊那農高

 4 藤井 直輝(2) 諏訪  26,06.31 
ﾌｼﾞｲ ﾅｵｷ 東海大三高

 5 小松 勇樹(2) 上伊那  28,06.21 
ｺﾏﾂ ﾕｳｷ 上伊那農高

 6 牛山 祐人(2) 諏訪  28,06.63 
ｳｼﾔﾏ ﾕｳﾄ 諏訪二葉高

 7 原島 怜也(2) 飯伊  28,25.08 
ﾊﾗｼﾏ ﾚｲﾔ 飯田風越高

 8 平栗 広大(1) 飯伊  29,14.15 
ﾋﾗｸﾞﾘ  ｺｳﾀﾞｲ 松川高

男子
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予選 7月15日 12:15
決勝 7月15日 15:40

大会新(GR)          42.16

[ 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 松川高    97 住吉 隼斗(2)     42.79 q  1   5 諏訪二葉高   908 小河原 智哉(2)     44.80 q

ﾏﾂｶﾜ ｽﾐﾖｼ  ﾊﾔﾄ ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ｵｶﾞﾜﾗ ﾄﾓﾔ
   99 松下 優太(1)   924 矢崎 宏一(2)

ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ
   88 塩沢 直樹(3)   899 阿部 佳介(1)

ｼｵｻﾞﾜ  ﾅｵｷ ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ
   89 岡田 英希(3)   922 内藤 圭吾(2)

ｵｶﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ ﾅｲﾄｳ ｹｲｺﾞ
 2   8 DreamAC     2 笠井健太     45.25 q  2   4 飯田高   120 川口 純(2)     45.26 q

ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰ ｶｻｲｹﾝﾀ ｲｲﾀﾞｺｳ ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ
    6 山本純也   129 椚谷 健(2)

ﾔﾏﾓﾄｼﾞｭﾝﾔ ｸﾇｷﾞﾀﾆ ｹﾝ
    8 池田圭吾   116 松村 慶大(1)

ｲｹﾀﾞｹｲｺﾞ ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾀﾞｲ
    3 高橋佑太   117 松島 竜平(1)

ﾀｶﾊｼﾕｳﾀ ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ
 3   2 赤穂高   520 合津 伊織(2)     45.35 q  3   2 箕輪中  1332 宮沢 悠斗(3)     46.59 

ｱｶﾎｺｳ ｺﾞｳﾂﾞ ｲｵﾘ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
  510 伊藤 俊平(2)  1331 宮坂 秀星(2)

ｲﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ
  526 木下 悠也(1)  1345 登内 健太(2)

ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾔ ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ
  511 浦野 亜嵐(1)  1341 小林 佑萬(3)

ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ
 4   7 伊那中   334 西納 晶太(3)     46.41  4   7 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   732 三井 雄汰郎(3)     47.20 

ｲﾅﾁｭｳ ﾆｼﾉｳ ｼｮｳﾀ ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ
  341 唐木 大河(3)   731 荒道 飛翔(3)

ｶﾗｷ ﾀｲｶﾞ ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ
  337 竹前 和輝(3)   735 丹羽 南樹(3)

ﾀｹﾏｴ ｶｽﾞｷ ﾆﾜ ﾅﾐｷ
  330 小川 明喜男(3)   733 小林 蒼泉(3)

ｵｶﾞﾜ ｱｷｵ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ
 5   6 伊那北高   375 沓掛 大輔(2)     46.81  5   3 諏訪南中   892 新海 伊織(3)     49.53 

ｲﾅｷﾀｺｳ ｸﾂｶｹ ﾀﾞｲｽｹ ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ｼﾝｶｲｲｵﾘ
  379 池上 慶祐(2)   894 赤羽 尚輝(2)

ｲｹｶﾞﾐ ｹｲｽｹ ｱｶﾊﾈﾅｵｷ
  386 氣賀澤 仁哉(2)   889 三井 嘉希(3)

ｹｶﾞｻﾜ ｼﾞﾝﾔ ﾐﾂｲﾖｼｷ
  374 宮澤 研人(1)   897 渡部 翔太(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞｼｮｳﾀ
 6   4 高森中    79 光沢 佑人(3)     47.92  6   8 諏訪西中   862 吉山 廉心(1)     52.47 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾖｼﾔﾏ ﾚﾝ
   84 西村 武登(2)   870 藤森 暖生(1)

ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｷ
   80 手塚 貴郁(3)   867 若林 凌(2)

ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ
   75 岩﨑 一徹(3)   861 加藤 巧(3)

ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ ｶﾄｳ ﾀｸﾐ
 7   3 茅野北部中   770 宮坂 一冴(2)     56.33   6 飯田風越高   157 松村 理久(2)

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾏﾂﾑﾗ ﾘｸ 途中棄権
  771 宮坂 空(1)   162 竹折 優太(2)

ﾐﾔｻｶ ｿﾗ ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ
  785 竹村 真実(3)   154 三石 竜哉(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾐ ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳﾔ
  767 鮎澤 雅人(3)   149 熊谷 諒平(1)

ｱﾕｻﾜ ﾏｻﾄ ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ

男子

4×100mR

予選 通過基準  4組  0着 + 8 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   4 高遠高   434 酒井 弘心(3)     43.92 q  1   4 諏訪清陵   846 守住 望(1)     44.56 q

ﾀｶﾄｵｺｳ ｻｶｲ ｺｳｼﾝ ｽﾜｾｲﾘｮｳ ﾓﾘｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ
  432 堺澤 辰弥(3)   842 窪田 章吾(2)

ｻｶｲｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ
  439 中村 麗央(3)   847 小口 直希(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ
  436 小林 英和(3)   837 伊藤 和輝(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ
 2   2 OIDE長姫    14 玉置 凌真(2)     45.82 q  2   3 辰野高   543 淺田 翔悟(2)     46.22 

ｵｰｱｲﾃﾞｨｰｲｰｵｻﾋﾒ ﾀﾏｵｷ ﾘｮｳﾏ ﾀﾂﾉｺｳ ｱｻﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ
   22 中平 満知留(2)   537 丸山 徹(2)

ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾐﾁﾙ ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ
   19 小笠原 有希(1)   540 原 大智(1)

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｷ ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ
   17 山岸 琳汰(2)   542 日野 和真(2)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾝﾀ ﾋﾉ ｶｽﾞﾏ
 3   5 岡谷東部中   683 鳴海 裕斗(2)     47.24  3   2 富士見中   995 内藤 駿介(3)     47.04 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ﾅｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ
  664 荻原 勇吹(3)   992 渡邉 賢人(3)

ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ
  663 浦野 博登(3)   974 五味 凌介(3)

ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ
  678 船城 聡史(2)   994 藤澤 祐哉(3)

ﾌﾅｷ ｻﾄｼ ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾔ
 4   6 伊那松川中    51 小池 貫太(2)     48.86  4   6 箕輪進修高  1323 大宮 龍(1)     48.03 

ｲﾅﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ｺｲｹ ｶﾝﾀ ﾐﾉﾜｼﾝｼｭｳｺｳ ｵｵﾐﾔ ﾘｮｳ
   45 近藤 雅哉(2)  1321 小島 涼(3)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳ
   54 西永 佳樹(2)  1322 小林 祐(2)

ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ
   43 家苗 薫(2)  1317 古賀 フェリペ(3)

ｶﾅｴ ｶｵﾙ ｺｶﾞ ﾌｪﾘﾍﾟ
 5   7 上諏訪中   803 伊藤 駿(2)     49.89  5   7 辰野中   575 福島 翔洋(3)     48.89 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾖｳ
  823 白井 裕介(2)   556 春宮 悠人(3)

ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ ﾊﾙﾐﾔ ﾕｳﾄ
  813 松本 陸(1)   544 伊藤 駿(3)

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ ｲﾄｳ ｼｭﾝ
  805 宮澤 拓也(3)   567 中村 新(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｸﾔ ﾅｶﾑﾗ ｱﾗﾀ
 6   3 長峰中   934 五味 拓実(3)     55.66   5 上伊那農高   494 早川 謙哉(3)

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｺﾞﾐ ﾀｸﾐ ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ﾊﾔｶﾜ ｹﾝﾔ 途中棄権
  951 野田 大夢(2)   491 松下 潤也(3)

ﾉﾀ ﾞﾋﾛﾑ ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ
  936 佐々木 健(3)   496 竹内 基裕(2)

ｻｻｷ ｹﾝ ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾋﾛ
  949 藤森 遥斗(2)   485 山崎 久樹(1)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ

男子

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 松川高    97 住吉 隼斗(2)     42.67 

ﾏﾂｶﾜ ｽﾐﾖｼ  ﾊﾔﾄ
   99 松下 優太(1)

ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ
   88 塩沢 直樹(3)

ｼｵｻﾞﾜ  ﾅｵｷ
   89 岡田 英希(3)

ｵｶﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ
 2   3 高遠高   434 酒井 弘心(3)     44.13 

ﾀｶﾄｵｺｳ ｻｶｲ ｺｳｼﾝ
  432 堺澤 辰弥(3)

ｻｶｲｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
  439 中村 麗央(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ
  436 小林 英和(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ
 3   6 諏訪二葉高   908 小河原 智哉(2)     44.85 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ｵｶﾞﾜﾗ ﾄﾓﾔ
  924 矢崎 宏一(2)

ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ
  899 阿部 佳介(1)

ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ
  922 内藤 圭吾(2)

ﾅｲﾄｳ ｹｲｺﾞ
 4   7 DreamAC     9 竹内一弘     45.32 

ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰ ﾀｹｳﾁｶｽﾞﾋﾛ
    3 高橋佑太

ﾀｶﾊｼﾕｳﾀ
    8 池田圭吾

ｲｹﾀﾞｹｲｺﾞ
    2 笠井健太

ｶｻｲｹﾝﾀ
 5   8 飯田高   120 川口 純(2)     45.52 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ
  129 椚谷 健(2)

ｸﾇｷﾞﾀﾆ ｹﾝ
  116 松村 慶大(1)

ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾀﾞｲ
  117 松島 竜平(1)

ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ
 6   2 OIDE長姫    14 玉置 凌真(2)     45.65 

ｵｰｱｲﾃﾞｨｰｲｰｵｻﾋﾒ ﾀﾏｵｷ ﾘｮｳﾏ
   22 中平 満知留(2)

ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾐﾁﾙ
   19 小笠原 有希(1)

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｷ
   17 山岸 琳汰(2)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾝﾀ
 7   1 赤穂高   520 合津 伊織(2)     45.86 

ｱｶﾎｺｳ ｺﾞｳﾂﾞ ｲｵﾘ
  510 伊藤 俊平(2)

ｲﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ
  526 木下 悠也(1)

ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾔ
  511 浦野 亜嵐(1)

ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ
 8   4 諏訪清陵   846 守住 望(1)     45.93 

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ﾓﾘｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ
  842 窪田 章吾(2)

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ
  847 小口 直希(2)

ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ
  837 伊藤 和輝(1)

ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ

4×100mR
決勝

男子



決勝 7月15日 16:30

大会新(GR)        3,21.33

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 諏訪   964 坂井 和人(2)   3,19.98 

ｽﾜ ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ 大会新
  842 窪田 章吾(2)

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ
  920 仲谷 龍貴(3)

ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ
  902 加賀見 一輝(3)

ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ
 2   3 上伊那   498 登内 大地(2)   3,20.54 

ｶﾐｲﾅ ﾄﾉｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 大会新
  443 大野 裕紀(3)

ｵｵﾉ ﾋﾛｷ
  511 浦野 亜嵐(1)

ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ
  436 小林 英和(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ
 3   4 飯伊   129 椚谷 健(2)   3,25.61 

ﾊﾝｲ ｸﾇｷﾞﾀﾆ ｹﾝ
   89 岡田 英希(3)

ｵｶﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ
   99 松下 優太(1)

ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ
   88 塩沢 直樹(3)

ｼｵｻﾞﾜ  ﾅｵｷ

三郡対抗男子

対抗4×400mR

決勝



決勝 7月15日 10:00

大会新(GR)           2.07

1m90
尾畑 元佳(3) 飯伊 - - - - - - - O O XO
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾄﾖｼ OIDE長姫 XXX
松澤 和也(1) 諏訪 - - - - - - O O XO XXX
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 諏訪実業
赤羽 達也(3) 上伊那 - - - - O O O O XXO XXX
ｱｶﾊﾈ ﾀﾂﾔ 辰野中
本多 俊平 上伊那 - - - - - - XO XO XXO XXX
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
藤澤 将人(3) 上伊那 - - - - O O O XXO XXX
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 高遠高
川口 純(2) 飯伊 - - - - O O XO XXO XXX
ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 飯田高
宮島 大介(3) 上伊那 - - - - O XO XO XXO XXX
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 伊那中
宮坂 駿吾(3) 諏訪 - - - O O O O XXX
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部中
松下 凌大(2) 飯伊 - - - - O O XO XXX
ﾏﾂｼﾀ ﾘｮｳﾀ 阿南高
金子 司(1) 諏訪 - - - O O O - - XXX
ｶﾈｺ ﾂｶｻ 下諏訪向陽高
山岸 流唯(1) 飯伊 - - O O O XXO XXX
ﾔﾏｷﾞｼ ﾙｲ OIDE長姫
中村 麗央(3) 上伊那 - - - O O XXX
ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ 高遠高
清水 敬太(1) 諏訪 - XO XO XO XXX
ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 諏訪二葉高
唐木 大河(3) 上伊那 O O O XXX
ｶﾗｷ ﾀｲｶﾞ 伊那中
古田 裕貴(1) 飯伊 O XXO O XXX
ﾌﾙﾀ ﾕｳｷ 飯田高
有賀 恵哉(2) 上伊那 O O XO XXX
ｱﾙｶﾞ ｹｲﾔ 箕輪中
児玉 陸太郎(1) 諏訪 O O XXX
ｺﾀﾞﾏ ﾘｸﾀﾛｳ 諏訪実業
宮坂 夏輝(1) 諏訪 XXX 記録なし
ﾐﾔｻｶ ﾅﾂｷ 茅野東部中
井出 純一朗(1) 諏訪 XXX 記録なし
ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岡谷西部中
唐澤  丈(2) 上伊那 XXX 記録なし
ｶﾗｻﾜ ｼﾞｮｳ 春富中
飯島 靖之(3) 上伊那 XXX 記録なし
ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽﾕｷ 伊那中
松下 莉玖(1) 上伊那 XXX 記録なし
ﾏﾂｼﾀ ﾘｸ 宮田中
畠山 大生(2) 上伊那 XXX 記録なし
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲｾｲ 宮田中
松崎勇起(2) 上伊那 欠場
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 伊那東部中
大宮 龍(1) 上伊那 欠場
ｵｵﾐﾔ ﾘｮｳ 箕輪進修高
小林 凌(2) 諏訪 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 富士見中
花井 有輝(3) 飯伊 欠場
ﾊﾅｲ ﾕｳｷ 高森中
本山 翔(2) 諏訪 欠場
ﾓﾄﾔﾏ ｼｮｳ 諏訪実業

20   836

15    74

12   985

11  1323

10   358

8   415

6   409

5   342

4   462

3   634

1   749

17 14   832
 1.45

16 9  1347
 1.50

15 7   111
 1.50

14 2   341
 1.50

13 13   917
 1.55

12 17   439
 1.60

11 16    16
 1.65

10 18   717
 1.65

9 24    35
 1.70

8 21   669
 1.70

7 25   322
 1.75

6 19   120
 1.75

  834
 1.80

5 22   440
 1.75

4 23   303
 1.80

1 26    24
 1.85

3 28   562
 1.80

2 27

1m60 1m65
記録

1m50 1m55
備考

1m70 1m75 1m80 1m85

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m40 1m45



決勝 7月15日  9:30

大会新(GR)           5.11

4m00 4m10 4m20 4m30 4m40 4m50 4m60
加賀見 一輝(3) 諏訪 - - - - - - - - - -
ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ 諏訪二葉高 - - O O O XO XXX
前田 貴滉(3) 上伊那 - - - - - - - - XO -
ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 春富中 XO - XXO XXO XXX
伊藤 大起(3) 諏訪 - - - - - - O XXO XXX
ｲﾄｳ ﾀｲｷ 永明中
竹折 優太(2) 飯伊 - - - - O O XO XXO XXX
ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ 飯田風越高
池田圭吾 飯伊 - - - - O - XO - - -
ｲｹﾀﾞｹｲｺﾞ DreamAC - /
合津 伊織(2) 上伊那 - - - - - O XO XXX
ｺﾞｳﾂﾞ ｲｵﾘ 赤穂高
木村 浩樹(1) 諏訪 - - - - - O XXX
ｷﾑﾗ ｺｳｷ 下諏訪向陽高
戸田 巧(1) 上伊那 - - O XO XO XXX
ﾄﾀﾞ ﾀｸﾐ 駒ヶ根工業高
眞道 大志(1) 諏訪 XXX 記録なし
ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ 原中
鎌倉 慎太郎(1) 諏訪 XXX 記録なし
ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 原中
小池 嶺(1) 諏訪 XXX 記録なし
ｺｲｹ ﾘｮｳ 原中
酒井 弘心(3) 上伊那 - - - - - - - - - - 記録なし
ｻｶｲ ｺｳｼﾝ 高遠高 - - XXX
田中 米人 諏訪 欠場
ﾀﾅｶ ﾖﾈﾄ 茅野市陸協

氏  名 所属名
3m00 3m20 3m70 3m80 3m90

記録

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

1 12   902
 4.50

備考
2m60 2m80 3m40 3m50 3m60

3 8   604
 3.70

2 13   458
 4.30

5 6     8
 3.60

4 5   162
 3.70

7 7   721
 3.50

5 9   520
 3.60

1   800

8 10   422
 3.40

3   796

2   792

4   742

11   434



決勝 7月15日  9:30

大会新(GR)           7.19

窪田 章吾(2) 諏訪   6.73   6.73   6.53   6.79   6.69   5.14    6.79 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 諏訪清陵   +1.1   +2.2   +0.7   +0.8   +1.5   +1.4    +0.8
宮澤 拓人 上伊那   6.29    X   6.42    X   6.20   6.33    6.42 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 上伊那郡陸協   +0.8   +1.4   +1.4   +1.4    +1.4
小池 大勝(1) 諏訪    X    X   6.03   6.23    X   6.03    6.23 
ｺｲｹ ﾋﾛｶﾂ 諏訪清陵   +1.5   +0.5   +0.3    +0.5
松澤 快哉(2) 上伊那   6.00    X   6.01    X   6.13    X    6.13 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｲﾔ 赤穂高   -0.3   +0.4   +2.2    +2.2
原田 大輔(3) 飯伊   5.79   6.08   5.97   6.05   6.11   6.01    6.11 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 飯田風越高   +0.8   -0.3   +0.2   +0.6   +1.6   +1.3    +1.6
小口 聖太(2) 諏訪   5.85   6.09   6.02   6.09   5.83   5.97    6.09 
ｵｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 岡谷東高   +0.8   +0.2   +1.0   +1.2   +1.1   +1.0    +0.2
小山 竜司(2) 諏訪    X    X   6.01   6.09    X    X    6.09 
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 岡谷東部中   +1.4   +0.4    +0.4
五味 凌介(3) 諏訪   5.99   5.74   5.73    X   5.85    X    5.99 
ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 富士見中   +0.6   +1.0   +0.3   +0.8    +0.6
山岸 琳汰(2) 飯伊   4.30    X   5.89    5.89 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾝﾀ OIDE長姫   +2.1   +1.3    +1.3
馬場 将之介(3) 諏訪    X   5.87    X    5.87 
ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾉｽｹ 富士見中   -0.2    -0.2
三石 竜哉(2) 飯伊   5.64   5.38   5.61    5.64 
ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳﾔ 飯田風越高   +0.9   +1.1   +1.1    +0.9
小林 蒼泉(3) 諏訪   5.56    X    X    5.56 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +2.2    +2.2
山崎 拓(3) 上伊那   5.45   5.46   5.53    5.53 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸ 伊那中   +1.0   +0.3   +0.6    +0.6
須藤 要(3) 諏訪   5.30   5.53   5.41    5.53 
ｽﾄﾞｳ ｶﾅﾒ 富士見中   +1.6   +1.3   +1.7    +1.3
唐澤 旺生(1) 上伊那    X    X   5.49    5.49 
ｶﾗｻﾜ ｱｷﾐ 伊那北高   +1.3    +1.3
小平 祐貴(3) 諏訪   5.41    X    X    5.41 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 長峰中   +0.2    +0.2
荒道 飛翔(3) 諏訪   4.55   5.29   5.36    5.36 
ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +1.5   +1.1   +1.0    +1.0
竹入 聡一郎(3) 上伊那    X   5.31    X    5.31 
ﾀｹｲﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ 辰野中   +0.8    +0.8
中村 玲於奈(2) 上伊那    X    X   5.29    5.29 
ﾅｶﾑﾗ ﾚｵﾅ 辰野中   +0.8    +0.8
清水 海斗(1) 諏訪   5.28   5.17    X    5.28 
ｼﾐｽﾞ ｶｲﾄ 諏訪二葉高    0.0   +0.1     0.0
氣賀澤 仁哉(2) 上伊那   5.15   5.08   4.97    5.15 
ｹｶﾞｻﾜ ｼﾞﾝﾔ 伊那北高   +2.4   +2.3   -0.6    +2.4
辛山 圭太(3) 諏訪    X   5.15   5.04    5.15 
ｼﾝﾔﾏ ｹｲﾀ 岡谷北部中   +3.5   +0.9    +3.5
上柳 凌平(2) 上伊那   5.13   5.14   4.92    5.14 
ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 上伊那農高   +0.7   +1.0   +0.1    +1.0
酒井 千尋(2) 上伊那    X   5.05    X    5.05 
ｻｶｲ ﾁﾋﾛ 春富中   +0.9    +0.9
新海 伊織(3) 諏訪   4.98   5.03   5.00    5.03 
ｼﾝｶｲｲｵﾘ 諏訪南中   +0.5   +0.6   +0.9    +0.6
渡辺 堅斗(3) 上伊那    X    X   4.94    4.94 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ 伊那中   +0.9    +0.9
野田 大夢(2) 諏訪   4.54   4.48   4.86    4.86 
ﾉﾀ ﾞﾋﾛﾑ 長峰中   +0.7   +0.8   +0.7    +0.7
平沢 大地(1) 上伊那   4.33   3.96   4.84    4.84 
ﾋﾗｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 赤穂高   +0.2   +1.5   +1.4    +1.4
石倉 知輝(1) 上伊那   4.59   4.82   4.42    4.82 
ｲｼｸﾗ ﾄﾓｷ 赤穂高   +0.7   +1.2   +3.0    +1.2
岩波 凜太郎(2) 諏訪   4.73    X   4.76    4.76 
ｲﾜﾅﾐ  ﾘﾝﾀﾛｳ 岡谷工業高   +1.8   +1.1    +1.1
手塚 貴郁(3) 飯伊    X    X   4.76    4.76 
ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ 高森中   +1.3    +1.3
伊藤 駿(2) 諏訪    X   4.74   4.52    4.74 
ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 上諏訪中   +0.6   +1.5    +0.6
松本 陸(1) 諏訪   4.71   4.53   4.30    4.71 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 上諏訪中   +0.3   +1.6   +0.7    +0.3
竹村 真実(3) 諏訪    X   4.64    X    4.64 
ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾐ 茅野北部中   +1.0    +1.0
荒木 琉聖(2) 上伊那    X    X   4.61    4.61 
ｱﾗｷ ﾘｭｳｾｲ 辰野中   +1.5    +1.5
見並 龍佑(2) 上伊那   4.59   4.54   4.01    4.59 
ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ 赤穂中   +0.6   +0.6   +0.1    +0.6
山崎 翔太(2) 上伊那   4.42    X   4.12    4.42 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 箕輪中   +0.4   -0.6    +0.4

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考
1 58   842

-5- -6- 記録-2- -3- -4-

2 59   468

3 24   848

4 21   522

5 57   151

6 55   655

7 26   677

8 54   974

9 27    17

10 56   996

11 25   154

12 23   733

13 19   329

14 52   988

15 53   381

16 49   941

17 48   731

18 15   566

19 47   568

20 45   916

21 17   386

22 46   708

23 51   492

24 12   452

25 43   892

26 14   340

27 38   951

28 9   525

29 13   523

30 42   626

31 20    80

32 39   803

33 41   813

37 40

34 8   785

 1338

35 7   550

36 44   529



宮﨑 利紀(2) 上伊那   4.41    X   4.18    4.41 
ﾐﾔｻﾞｷ  ﾘｷ 中川中   +1.1   +1.0    +1.1
竹村 文貴(2) 諏訪   4.27   4.27   4.13    4.27 
ﾀｹﾑﾗ ﾌﾐﾀｶ 上諏訪中   +0.5   +0.8   +1.4    +0.5
小池 隆也(1) 諏訪   3.97   4.16   3.53    4.16 
ｺｲｹ ﾀｶﾔ 茅野東部中   +0.6   +2.1   +1.3    +2.1
酒井 亜嵐(2) 上伊那   4.07   4.04   4.15    4.15 
ｻｶｲ ｱﾗﾝ 南箕輪中   +0.5   +1.9   +1.2    +1.2
織井 昭汰(3) 上伊那   3.83   4.07   4.00    4.07 
ｵﾘｲ ｼｮｳﾀ 伊那中   +0.5   -0.1   +1.3    -0.1
赤羽 信司(1) 諏訪   3.88   3.86    X    3.88 
ｱｶﾊﾈ ｼﾝｼﾞ 永明中   +0.8   +1.0    +0.8
笠川 京(1) 上伊那   3.86   3.85   3.78    3.86 
ｶｻｶﾞﾜ ｹｲ 駒ヶ根AC   +0.2   +1.9    0.0    +0.2
宮下 琉(1) 上伊那   3.69    X   3.83    3.83 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 宮田中   +2.1   +1.2    +1.2
矢沢 佑馬(1) 諏訪   3.66   3.22   3.65    3.66 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 岡谷東部中   +2.4   +1.3   +2.2    +2.4
小口 功紀(1) 諏訪   3.21   3.38   3.59    3.59 
ｵｸﾞﾁ ｺｳｷ 岡谷東部中    0.0   +1.1   +0.2    +0.2
小林 隼也(3) 上伊那   3.24   3.46    X    3.46 
ｺﾊﾞﾔｼ  ｼﾞｭﾝﾔ 中川中   +0.6   +1.1    +1.1
金子 聖也(1) 諏訪   3.34   3.32   2.99    3.34 
ｶﾈｺ ｾｲﾔ 諏訪西中   +0.5   +0.3   +1.3    +0.5
矢崎 雄大(1) 諏訪   3.28    X    X    3.28 
ﾔｻﾞｷ ﾀｹﾋﾛ 永明中   -0.9    -0.9
田中 龍宗(1) 諏訪    X   3.27   2.64    3.27 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼｭｳ 茅野東部中   +1.7   +1.1    +1.7
清水 崚央(1) 諏訪   2.91   3.05   3.03    3.05 
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳ 永明中   +0.1   +0.6   +0.6    +0.6
丹羽 南樹(3) 諏訪    X    X    X 記録なし
ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
中村 龍士(1) 諏訪    X    X    X 記録なし
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 諏訪清陵
三澤 拓未(2) 諏訪 欠場
ﾐｻﾜ ﾀｸﾐ 岡谷東高
伊東 奨真(2) 諏訪 欠場
ｲﾄｳｼｮｳﾏ 諏訪南中
向山 峻平(3) 諏訪 欠場
ﾑｶｲﾔﾏ ｼｭﾝﾍﾟｲ 岡谷南部中
椚谷 和久(3) 飯伊 欠場
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ 高森中
小林 蒼泉(3) 諏訪 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 茅野東部中

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

男子

走幅跳
記録-2- -3- -4-氏  名 所属名

39 34   818

-1- 備考
38 37   584

-5- -6-

40 36   752

41 5  1305

42 31   332

43 32   611

44 33   420

45 3   408

46 4   684

47 1   676

48 35   589

49 30   864

50 29   621

51 6   760

52 2   610

18   735

22   852

10   653

11   878

16   692

28    86

50   753



決勝 7月15日 12:30

大会新(GR)          12.92

遠藤 邦彦 上伊那
ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾋｺ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
小林 伸広 諏訪
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ 茅野市陸協
友田 利男 飯伊
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那郡陸協
安藤 純(2) 上伊那
ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 日福大
清水 拓也 諏訪
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ TOKAI AC
中島 公徳 諏訪
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
高見澤和希 飯伊 欠場
ﾀｶﾐｻﾞﾜｶｽﾞｷ DreamAC

決勝 7月15日 12:30

大会新(GR)          12.48

林 滉介(2) 上伊那
ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 上伊那農高
早川 謙哉(3) 上伊那
ﾊﾔｶﾜ ｹﾝﾔ 上伊那農高
瀬戸 竜紀(2) 諏訪
ｾﾄ ﾘｭｳｷ 茅野高
金子  仁(3) 諏訪
ｶﾈｺ  ｼﾞﾝ 岡谷工業高
小松 央(1) 上伊那
ｺﾏﾂ ﾋｻｼ 赤穂高
齋藤 進次郎(1) 飯伊
ｻｲﾄｳ  ｼﾝｼﾞﾛｳ 松川高
落合 恒輝(2) 上伊那
ｵﾁｱｲ ｺｳｷ 上伊那農高
脇田 マサユキ(3) 飯伊
ﾜｷﾀﾞ ﾏｻﾕｷ OIDE長姫
前澤 凌(1) 上伊那
ﾏｴｻﾞﾜ ﾘｮｳ 高遠高
原 健人(1) 飯伊
ﾊﾗ ｹﾝﾄ 飯田高
亀割 正紀(1) 飯伊
ｶﾒﾜﾘ ﾏｻｷ 阿南高
伊藤 遼太郎(2) 諏訪
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 岡谷東高

  7.10 

  6.97  6.58  6.97
12 1   651

 6.56
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11 2    32
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 8.77  8.89

9 5   437
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 8.57  8.79

  9.34 

8 4    25
  X  8.32  8.71

7 8

 8.88

 10.04 
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 9.15  8.54  9.34

 9.71  9.21  8.95   9.71 

 8.96

 9.02  9.39

 9.94  9.23

6 7   102
 8.85

10.04  9.23

 10.43 

5 6   521
  X  9.40  9.24

4 9

 9.78

 11.39 

  627
 9.98  9.94  9.73

10.53 10.71 10.15  10.71 

10.43

 9.79  9.56

11.99 12.41

3 11   737
  X

  X 10.96

 12.41 

2 10   494
11.14   - 11.39

1 12

  X

-3- -4- -5- -6-
  508

11.75 11.69 12.14 12.31

記録 備考

男子

砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 9.52  9.49 10.12  10.12 

-1- -2-

  X 10.14   X  10.27 

7     5

4 5

  X   X

10.87 10.91

6 1   602
 9.73

  X  10.96 

10.87  10.91 

5 3   601
10.27  9.81   X

11.14   X   X  11.16 

 1314
 9.40   X 10.35

10.73 10.96

1 6

10.66   X

  X   X

3 4    64
10.62

2 2   740
10.63 11.16 10.88

  301
  X 11.35   X   X  11.35 

氏  名 所属名 -3- -4- -5- -6--1- -2- 記録 備考

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 7月15日  9:30

大会新(GR)          40.02

原田 俊介 諏訪
ﾊﾗﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 岡谷市陸協
本多 俊平 上伊那
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
小林 伸広 諏訪
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ 茅野市陸協
遠藤 邦彦 上伊那
ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾋｺ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
中島 公徳 諏訪
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
池田圭吾 飯伊
ｲｹﾀﾞｹｲｺﾞ DreamAC
高見澤和希 飯伊 欠場
ﾀｶﾐｻﾞﾜｶｽﾞｷ DreamAC

決勝 7月15日  9:30

大会新(GR)          37.82

林 滉介(2) 上伊那
ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 上伊那農高
片倉 一穂(2) 上伊那
ｶﾀｸﾗ ｶｽﾞﾎ 上伊那農高
落合 恒輝(2) 上伊那
ｵﾁｱｲ ｺｳｷ 上伊那農高
所澤 慎(3) 飯伊
ｼｮｻﾞﾜ ｼﾝ OIDE長姫
小松 央(1) 上伊那
ｺﾏﾂ ﾋｻｼ 赤穂高
瀬戸 竜紀(2) 諏訪
ｾﾄ ﾘｭｳｷ 茅野高
宮島 真吾(1) 飯伊
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ 阿南高
脇田 マサユキ(3) 飯伊
ﾜｷﾀﾞ ﾏｻﾕｷ OIDE長姫
齋藤 進次郎(1) 飯伊
ｻｲﾄｳ  ｼﾝｼﾞﾛｳ 松川高
三澤 拓未(2) 諏訪
ﾐｻﾜ ﾀｸﾐ 岡谷東高
菅沼 遼平(2) 飯伊
ｽｶﾞﾇﾏ ﾘｮｳﾍｲ OIDE長姫
伊藤 遼太郎(2) 諏訪
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 岡谷東高
奥田 崚介(1) 上伊那
ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 赤穂高
後藤 鉱旭(3) 上伊那 欠場
ｺﾞﾄｳ ｶﾈﾋﾛ 箕輪進修高

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-

  O   X

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

  X 29.48

記録 備考
1 7   632

36.54   O   X

  X   O

  O  36.54 

2 3   303
  O 28.51   X

  X   X

  -  29.48 

3 4   740
  X   O 29.08

  O   X

  X  29.08 

4 5   301
  X 28.96   X

  O  19.65 

  X  28.96 

5 2   602
24.14   X   X

6     5

  X  24.14 

6 1     8
  O 19.65   X  O 19.34

5  1318

 14.74 

 16.97 

  O   O

  O 16.97

 16.48 
12 6   651

16.48

  O   O
13 1   512

14.74

 21.15 

11 4    20
  O

 21.13   O 21.13

  O   O

10 2   653
  O

24.10  24.10 

9 8   102
21.15   O   O

8 12

  O  26.33 

   25
23.72   O   X

  O   O   O  24.41   O   O

  O 27.67

7 7    33
24.41

  O   X

  O  27.67 

6 10   737
26.33   O   O

5 3

  O  28.84 

  521
  O   O 24.26

27.86   O   O  27.86 27.50   O

  O   O

4 14    18
  X

  O   O
3 11   507

  O   O 28.84

  O   O

  O   O   O  36.50 

  O  35.05 

1 9   508
  O

  503
35.05

2 13

-5- -6- 記録 備考

  O 36.50

-3- -4-

男子

円盤投(1.750kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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友田 利男 飯伊
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那郡陸協
宮澤 研人(1) 上伊那
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 伊那北高
竹澤 翔(2) 諏訪
ﾀｹｻﾞﾜ ｶｹﾙ 岡谷東高
有賀 和樹(2) 上伊那
ｱﾙｶﾞ ｶｽﾞｷ 上伊那農高
宮島 真吾(1) 飯伊
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ 阿南高
涌井 胤宜(2) 飯伊
ﾜｸｲ ｶｽﾞｷ 下伊那農業高
大内 翔平(3) 諏訪
ｵｵｳﾁ  ｼｮｳﾍｲ 岡谷工業高
重盛 文宏(2) 上伊那
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 駒ヶ根工業高
金子  仁(3) 諏訪
ｶﾈｺ  ｼﾞﾝ 岡谷工業高
清水 拓也 諏訪
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ TOKAI AC
熊谷 駿(1) 飯伊
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝ 飯田高
丸山 徹(2) 上伊那
ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 辰野高
住吉 隼斗(2) 飯伊
ｽﾐﾖｼ  ﾊﾔﾄ 松川高
菅沼 遼平(2) 飯伊
ｽｶﾞﾇﾏ ﾘｮｳﾍｲ OIDE長姫
塚田 涼太(3) 諏訪
ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 岡谷東高
伊藤 白(1) 上伊那
ｲﾄｳ ｼﾛ 上伊那農高
所澤 慎(3) 飯伊
ｼｮｻﾞﾜ ｼﾝ OIDE長姫
原 健人(1) 飯伊
ﾊﾗ ｹﾝﾄ 飯田高
勝野裕太 飯伊
ｶﾂﾉﾕｳﾀ DreamAC
後藤 鉱旭(3) 上伊那
ｺﾞﾄｳ ｶﾈﾋﾛ 箕輪進修高
石井 涼太(1) 飯伊
ｲｼｲ ﾘｮｳﾀ 阿南高
平澤蓮 飯伊 欠場
ﾋﾗｻﾜﾚﾝ DreamAC
福島 健一 上伊那 欠場
ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

男子

やり投(0.800kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録 備考
1 23    64

49.42   O   X   O 50.43   O  50.43 

2 21   374
  O 46.48   O   X   X   O  46.48 

3 20   657
  O 45.16   O   O   O   O  45.16 

4 22   506
44.78   O   O   O   O   O  44.78 

5 8    33
  O   O 42.00   O   O 44.57  44.57 

6 18    71
  O 39.92   O 43.02   O   O  43.02 

7 15   629
  O 39.34   O 39.69   O   O  39.69 

8 16   423
39.66   O   O   O   O   O  39.66 

9 12   627
  O 37.51   O  37.51 

10 9   601
  O 37.46   O  37.46 

11 5   108
  O   O 37.12  37.12 

12 17   537
36.43   O   -  36.43 

13 19    97
35.73   -   -  35.73 

14 11    20
34.14   O   O  34.14 

15 10   658
32.90   O   O  32.90 

16 7   476
32.59   O   O  32.59 

17 14    18
32.48   O   O  32.48 

18 3   110
  O   X 31.98  31.98 

19 4     7
  X 31.28   O  31.28 

20 6  1318
23.46   O   O  23.46 

21 2    38
  X   O 19.72  19.72 

1    11

13   302
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