
 

   第 ２ ４ 回 南 信 陸 上 競 技 選 手 権 大 会 ｗ ｗ ｗ 

ｗｗｗ第４３回南信三郡対抗陸上競技大会ｗｗｗ 

            （大会コード：15200517） 

記 録 集 
主 催  （一財）長野陸上競技協会・南信地区陸上競技協会                
共 催  長野日報社 

後 援  伊那市・伊那市教育委員会  

南信高等学校体育連盟・南信中学校体育連盟 
 

期 日 ： 平成 27 年７月 20 日（月・祝） 

会 場 ： 伊那市総合運動場陸上競技場（競技場コード 202030） 

 

■この大会で樹立した記録 

 

種  目 予・決 男・女 氏 名 所 属 記 録 従来の記録 備考 

三郡対抗 4x400mR 決 女子 
菅沼 真洸(3)・上原 千夏(2) 

稲垣 汐里(3)・関島 友里佳(3) 
飯伊 4 分 03 秒 63 4 分 05 秒 44  

        

        

 

 

■ グラウンドコンディション 

 

       

時刻 
天候 

気温 

℃ 

湿度 

  ％ 
風向 

風速 

m/ｓ 

8:30 晴 27.0 40 南東 0.1 

9:00 〃 29.0 39 南 0.8 

10:00 〃 29.0 35 〃 2.2 

11:00 〃 30.0 29 南西 2.4 

12:00 〃 31.5 29 南南西 2.7 

13:00 〃 31.5 29 南 1.7 

14:00 〃 32.5 28 南南西 1.6 

15:00 〃 32.0 27 南 2.5 

16:00 〃 30.5 28 南南西 2.9 

 



第24回南信陸上選手権大会 兼 第43回南信三郡対抗陸上競技会                        
主催：一般財団法人長野陸上競技協会、南信地区陸上競技協会                        
共催：長野日報社                                                                
後援：伊那市、伊那市教育委員会、南信高等学校体育連盟、南信中学校体育連盟        

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
07/20 男子  -4.3松下 優太(3) 11.46 山崎 久樹(3) 11.62 細川 日向(3) 11.77 宮澤 崇(2) 11.87 近藤 裕哉(2) 11.92 丸岡 精二 12.02 門脇 大(3) 12.07

１００ｍ 飯伊･松川高 上伊那･上伊那農高 上伊那･信大 上伊那･上伊那農高 飯伊･松川高 上伊那･駒ヶ根AC 諏訪･茅野北部中
07/20 塩沢 直樹(2) 50.58 春日 明日実(3) 51.04 丸山 玲央(1) 52.57 近藤 惠哉(3) 52.78 近藤 雅哉(1) 52.97 外川 太一(1) 53.01 宮坂 智史(2) 53.24 小池 貫太(1) 53.99

４００ｍ 飯伊･岐阜経済大 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 飯伊･松本大 飯伊･下伊那松川中 飯伊･松川高 諏訪･諏訪清陵高 諏訪･下諏訪向陽高 飯伊･松川高
07/20 髙坂 雄也(3) 2,06.65 下井 颯太(2) 2,07.66 蟹澤 恭吾 2,07.92 宮尾 淳矢 2,09.76 中澤 隆良(1) 2,11.41 塩沢 大樹(3) 2,13.98 小松 翔(3) 2,15.95 後沢 大地(1) 2,19.52

８００ｍ 上伊那･赤穂高 上伊那･赤穂高 上伊那･EASTERS 上伊那･箕輪町陸協 諏訪･諏訪実業高 飯伊･松川高 諏訪･茅野北部中 飯伊･松川高
07/20 伊藤 大生(3) 4,07.54 大月 海世(2) 4,08.37 松﨑 健悟(1) 4,10.65 鈴木 優斗(3) 4,11.11 河合 蓮(2) 4,11.64 清沢 創一 4,15.23 石倉 大輔(2) 4,16.85 児玉 拓矢(1) 4,17.43

１５００ｍ 諏訪･諏訪二葉高 諏訪･東海大三高 諏訪･東海大三高 諏訪･諏訪二葉高 飯伊･松川高 諏訪･諏訪市陸協 上伊那･伊那北高 諏訪･諏訪二葉高
07/20 牛山 純一 15,21.55 仁科 利弥 15,27.97 高梨 良介 15,47.58 原 武司 15,47.75 湯澤 亮太 15,58.73 西澤 洋務 16,04.15 所河 北斗(3) 16,05.97 代田 貴嗣 16,11.81

５０００ｍ 諏訪･茅野市陸協 飯伊･飯田市陸協 上伊那･ﾄｰﾊﾂ㈱ 飯伊･下伊那郡陸協 諏訪･諏訪市陸協 諏訪･茅野市陸協 諏訪･東海大三高 飯伊･飯田市陸協
07/20 竹内 一弘 16.70 唐澤 翔馬(3) 17.29 竹折 優太 17.84 中村 謙二(1) 諏訪･諏訪二葉高 18.05 原田 巧己(3) 18.09 澁谷 拓見(1) 18.59 宮坂  秀星(1) 19.18

１１０ｍＨ 飯伊･DreamA.C 上伊那･上伊那農高 飯伊･飯田市陸協 棚田 駿太(2) 飯伊･松川高 飯伊･飯田風越高 諏訪･諏訪実業高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高
07/20 平栗 広大(3) 27,27.45 平澤 太一(2) 30,56.33 飯塚 義博 33,39.81

５０００ｍＷ 飯伊･松川高 飯伊･松川高 上伊那･伊那AC
07/20 山﨑 将文 1.85 吉川 涼平(1) 1.80 赤羽 達也(2) 1.80 井原 彪(1) 1.80 宮坂 駿吾(2) 1.75 宮島 大介(2) 1.75 秦 翔(1) 1.75 松島 稜之(3) 1.70

走高跳 諏訪･岡谷市陸協 飯伊･大東文化大 上伊那･伊那北高 飯伊･飯田高 諏訪･諏訪清陵高 上伊那･赤穂高 飯伊･松川高 飯伊･高森中
07/20 松澤 勝治 5.00 前田 貴滉(2) 4.10 安部 公士郎(2) 3.50 伊藤 拓也(3) 3.40 鎌倉 慎太郎(3) 3.20 菊池 樹輝(2) 2.80

棒高跳 上伊那･上伊那郡陸協 上伊那･伊那北高 諏訪･原中 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 諏訪･原中 諏訪･原中
07/20 椚谷 和久(2) 7.22(+2.4) 小林 蒼泉(2) 6.57(+1.8) 竹入聡一郎(2)6.53(+2.7) 竹井 温巧(1) 6.46(+1.3) 馬場将之介(2)6.33(+2.3) 小山 竜司(1) 6.29(+3.1) 清水 海斗(3) 6.18(+1.6) 小町谷祥司(3)6.02(+2.4)

走幅跳 飯伊･飯田高 諏訪･諏訪実業高 上伊那･伊那北高 諏訪･東海大三高 諏訪･諏訪二葉高 諏訪･東海大三高 諏訪･諏訪二葉高 上伊那･伊那AC
07/20 遠藤 邦彦 11.07 友田 利男 9.86 重盛 文宏 9.21

砲丸投(7.260kg) 飯伊･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 飯伊･下伊那郡陸協 上伊那･EASTERS
07/20 齋藤 進次郎(3) 11.15 登内 啓一郎(1) 10.45 奥垣内 崇史(1) 10.45 牛山 一成(2) 9.72 前澤 凌(3) 9.59 下平 大暉(2) 9.43 藤下 拳成(2) 9.41 ｶﾙﾛｽ ｱｳｸﾞｽﾄ(1) 8.74

砲丸投(6.000kg) 飯伊･松川高 上伊那･高遠高 諏訪･東海大三高 飯伊･松川高 上伊那･高遠高 飯伊･OIDE長姫高 飯伊･下伊那農業高 上伊那･駒ｹ根工高
07/20 本多 俊平 28.79 遠藤 邦彦 26.86 池田 圭吾 16.89

円盤投(2.000kg) 飯伊･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 飯伊･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 飯伊･DreamA.C
07/20 宮島 真吾(3) 34.18 齋藤 進次郎(3) 27.60 奥垣内 崇史(1) 26.65 下平 大暉(2) 25.07 前澤 凌(3) 23.82 奥田 崚介(3) 19.99 畑中 謙吾(2) 19.58 中嶋 宏太(1) 19.26

円盤投(1.750kg) 飯伊･阿南高 飯伊･松川高 諏訪･東海大三高 飯伊･OIDE長姫高 上伊那･高遠高 上伊那･赤穂高 飯伊･OIDE長姫高 飯伊･阿南高
07/20 宮島 真吾(3) 51.42 友田 利男 50.27 牛山 一成(2) 49.60 後藤 魁斗(2) 46.98 浦野 亜嵐(3) 44.32 重盛 文宏 43.79 河西 広樹(2) 43.06 藤下 拳成(2) 40.93

やり投 飯伊･阿南高 飯伊･下伊那郡陸協 飯伊･松川高 飯伊･阿南高 上伊那･赤穂高 上伊那･EASTERS 諏訪･諏訪二葉高 飯伊･下伊那農業高
07/20 松川高       42.75 上伊那農高       43.38 伊那北高       44.16 赤穂高       44.86 伊那弥生ヶ丘高      45.12 諏訪二葉高       45.18 EASTERS       45.49 伊那東部中       45.67

４×１００ｍＲ 小池 貫太(1) 登内 健太(1) 丸山 凌治(2) 白鳥 照人(2) 小池  直樹(1) 馬場 将之介(2) 松下 秀喜 中山 蓮(3)
近藤 雅哉(1) 山崎 久樹(3) 山﨑 拓(2) 唐木 大河(2) 曽根原  賢(1) 浦野 博登(2) 住吉 隼斗 酒井 龍介(2)
近藤 裕哉(2) 宮澤 崇(2) 竹入 聡一郎(2) 宮島 大介(2) 宮坂  秀星(1) 中村 謙二(1) 重盛 文宏 倉田 優希(3)
松下 優太(3) 唐澤 翔馬(3) 小川 明喜男(2) 畑佐 崚介(2) 葉桐 文哉(2) 岩本 雄大(2) 田畑 勇貴 伊藤 陸(3)

07/20 飯伊     3,24.42 上伊那     3,25.98 諏訪     3,33.92
三郡対抗4x400mR 小池 貫太(1) 保科 新一郎(3) 外川 太一(1)

近藤 裕哉(2) 浦野 亜嵐(3) 宮坂 智史(2)
近藤 惠哉(3) 菊地 康亮(3) 小山 竜司(1)
近藤 雅哉(1) 細川 日向(3) 岩本 雄大(2)

三郡対抗得点 飯伊 上伊那 諏訪
男子 152.5 107 70.5

上伊那 飯伊 諏訪
総合 244 219 145



予選 7月20日  8:55
決勝 7月20日 15:25

大会新(GR)          10.76

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -1.1

 1 近藤 裕哉(2) 飯伊     11.54 q  1 宮澤 崇(2) 上伊那     11.64 q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 松川高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ 上伊那農高

 2 林 泰希(2) 上伊那     12.02  2 竹入 聡一郎(2) 上伊那     11.86 
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 辰野中 ﾀｹｲﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ 伊那北高

 3 小林 光輝(2) 飯伊     12.60  3 鳴海 裕斗(1) 諏訪     11.88 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 緑ヶ丘中 ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東高

 4 神谷 宗尭(1) 上伊那     12.87  4 金子 聖也(3) 諏訪     12.79 
ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ 箕輪中 ｶﾈｺ ｾｲﾔ 諏訪西中

 5 地濃 郁人(2) 諏訪     13.01  5 有賀 匠吾(1) 上伊那     13.02 
ﾁﾉｳ ｲｸﾄ 長峰中 ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 辰野中

 6 小澤 拓哉(1) 上伊那     13.53  6 大平 雄斗(1) 飯伊     13.31 
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 駒ヶ根東中 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ 緑ヶ丘中
伊藤 涼平(1) 諏訪  7 小林 涼空(1) 諏訪     14.96 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 永明中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 下諏訪中
矢代 智章(2) 諏訪 熊谷 太生(2) 飯伊
ﾔｼﾛ ﾄﾓｱｷ 富士見中 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｲｾｲ 飯田高

[ 3組] 風速 -1.1 [ 4組] 風速 -0.5

 1 丸岡 精二 上伊那     11.66 q  1 松下 優太(3) 飯伊     11.32 q
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ 松川高

 2 遠山 春樹(3) 飯伊     12.07  2 伊藤 陸(3) 上伊那     11.80 
ﾄｵﾔﾏ ﾊﾙｷ OIDE長姫高 ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那東部中

 3 小池 潤優(3) 上伊那     12.25  3 小平 祐貴(2) 諏訪     12.18 
ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ 辰野中 ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 下諏訪向陽高

 4 小林 尚矢(2) 諏訪     12.58  4 今井 頑馬(1) 飯伊     12.28 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 長峰中 ｲﾏｲ ｶﾞﾝﾏ OIDE長姫高

 5 玉置 惇輝(1) 飯伊     13.16  5 五十嵐 蓮(2) 上伊那     12.71 
ﾀﾏｵｷ ｱﾂｷ OIDE長姫高 ｲｶﾞﾗｼ ﾚﾝ 宮田中

 6 本松 幸久(1) 諏訪     13.41  6 鶴木 洸(2) 諏訪     12.76 
ﾓﾄﾏﾂﾕｷﾋｻ 諏訪二葉高 ﾂﾙｷ ﾀｹｼ 諏訪実業高

 7 伊藤 巧(2) 上伊那     13.42  7 松下 直(1) 上伊那     13.87 
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ すずたけRC ﾏﾂｼﾀ ﾅｵ 高遠高

 8 田口 利彦(1) 諏訪     14.34 小林 亮介(2) 諏訪
ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ 上諏訪中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 諏訪実業高

[ 5組] 風速 -1.9 [ 6組] 風速 -1.9

 1 山崎 久樹(3) 上伊那     11.38 q  1 塩沢 直樹(2) 飯伊     11.78 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ 上伊那農高 ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 岐阜経済大

 2 平沢 大地(3) 上伊那     12.04  2 酒井 龍介(2) 上伊那     12.12 
ﾋﾗｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 赤穂高 ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 伊那東部中

 3 林 佑太 飯伊     12.15  3 伊藤 大起(2) 諏訪     12.17 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ DreamA.C ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 下諏訪向陽高

 4 前田 陸(3) 諏訪     13.32  4 澁谷 拓見(1) 諏訪     12.40 
ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ 上諏訪中 ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 諏訪実業高

 5 齊藤 昌希(3) 上伊那     13.84  5 寺澤 勇紀(2) 飯伊     12.89 
ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 伊那中 ﾃﾗｻﾜ ﾕｳｷ 喬木中

 6 吉沢 雄人(1) 飯伊     13.98  6 有賀 勇幾(3) 上伊那     13.07 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 高森中 ｱﾙｶﾞ ﾕｳｷ 箕輪進修高

 7 小池 歩(1) 上伊那     19.69  7 武井 謙汰(1) 諏訪     14.82 
ｺｲｹ ｱﾕﾑ すずたけRC ﾀｹｲ ｹﾝﾀ 岡谷西部中
田中 仁(1) 諏訪  8 北澤 佑玖(2) 上伊那     14.93 
ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 岡谷南高 ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ 宮田中

[ 7組] 風速  0.0 [ 8組] 風速 -1.4

 1 住吉 隼斗 上伊那     11.82  1 小柳 堅一(2) 上伊那     11.90 
ｽﾐﾖｼ ﾊﾔﾄ EASTERS ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信大

 2 宮坂 智史(2) 諏訪     12.09  2 井出 純一朗(3) 諏訪     12.04 
ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 下諏訪向陽高 ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岡谷西部中

 3 友保 尚樹(3) 飯伊     12.25  3 小町谷 祥司(3) 上伊那     12.26 
ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 緑ヶ丘中 ｺﾏﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ 伊那AC

 4 林 涼真(3) 上伊那     12.62  4 知沢 和輝(2) 飯伊     12.27 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 伊那AC ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 阿南高

 5 石山 征雅(3) 諏訪     12.73  5 林 大翔(1) 上伊那     13.25 
ｲｼﾔﾏ ｾｲｶﾞ 茅野北部中 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ 伊那AC

 6 藤綱 和仁(1) 上伊那     13.24  6 名取 裕基(2) 諏訪     13.25 
ﾌｼﾞﾂﾅ ｶｽﾞﾄ 高遠高 ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 富士見中
伊藤 晴也(2) 上伊那  7 浦野 晃平(1) 上伊那     14.02 
ｲﾄｳ ﾊﾙﾔ 駒ヶ根東中 ｳﾗﾉ ｺｳﾍｲ 宮田中
宮坂 翔馬(2) 諏訪 池田 正宗(2) 飯伊
ﾐﾔｻｶ ｼｮｳﾏ 岡谷北部中 ｲｹﾀﾞ ﾏｻﾑﾈ 下伊那農業高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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[ 9組] 風速 -2.0 [ 10組] 風速 -1.5

 1 近藤 惠哉(3) 飯伊     11.89  1 藤森 優輝(3) 諏訪     11.83 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 下伊那松川中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 岡谷南高

 1 保科 新一郎(3) 上伊那     11.89  2 熊谷 諒平(3) 飯伊     11.85 
ﾎｼﾅ ｼﾝｲﾁﾛｳ 高遠高 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ 飯田風越高

 3 安藤 賢博(3) 諏訪     12.02  3 丸山 凌治(2) 上伊那     11.93 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 岡谷東部中 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ 伊那北高

 4 藤森 暖生(3) 諏訪     12.53  4 三井 健太郎(1) 諏訪     12.81 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｷ 諏訪西中 ﾐﾂｲ ｹﾝﾀﾛｳ 諏訪清陵高

 5 酒井 一(2) 飯伊     12.90  5 勝野 裕太 飯伊     13.10 
ｻｶｲ ﾊｼﾞﾒ 豊丘中 ｶﾂﾉ ﾕｳﾀ DreamA.C

 6 仲村渠 海都(2) 上伊那     13.15  6 飯島 悠斗(1) 上伊那     13.12 
ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ 箕輪中 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 赤穂中

 7 松本 萌甫(3) 諏訪     13.40  7 宮澤 喬佑(1) 諏訪     13.75 
ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴﾄｼ 長峰中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 岡谷東部中

 8 松下 士恩(2) 上伊那     14.54  8 逸見 崚輔(1) 上伊那     13.94 
ﾏﾂｼﾀ ｼｵﾝ 中川中 ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ 伊那中

[ 11組] 風速 -1.7 [ 12組] 風速  0.0

 1 原 大智(3) 上伊那     11.81  1 門脇 大(3) 諏訪     11.65 q
ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 辰野高 ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾛ 茅野北部中

 2 五味 凌介(2) 諏訪     11.97  2 曽根原  賢(1) 上伊那     11.84 
ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 諏訪清陵高 ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ 伊那弥生ヶ丘高

 3 見並 龍佑(1) 上伊那     12.16  3  野村 健成(1) 諏訪     12.27 
ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ 辰野高 ﾉﾑﾗ ｹﾝｾｲ 東海大三高

 4 小笠原 有希(3) 飯伊     12.19  4 家苗 薫(1) 飯伊     12.28 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｷ OIDE長姫高 ｶﾅｴ ｶｵﾙ 松川高

 5 山﨑 飛鳥(1) 諏訪     12.76  5 渡辺 慎(3) 諏訪     12.57 
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｽｶ 岡谷工高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 岡谷東部中

 6 津金 泰斗(3) 上伊那     13.53  6 一之瀬 大介(1) 諏訪     13.13 
ﾂｶﾞﾈ ﾋﾛﾄ 中川中 ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ 上諏訪中

 7 寺沢 俊輔(3) 飯伊     13.96  7 竹内 郁尋(2) 上伊那     13.29 
ﾃﾗｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 高森中 ﾀｹｳﾁ ｲﾁﾙ 春富中

 8 田口 恵斗(1) 上伊那     16.61  8 深谷 朝海(1) 上伊那     13.44 
ﾀｸﾞﾁ ｹｲﾄ 伊那東部中 ﾌｶﾔ ｻﾐ 駒ヶ根東中

[ 13組] 風速 -1.1 [ 14組] 風速 -1.6

 1 松下 秀喜 上伊那     11.90  1 笠井 健太 飯伊     11.69 q
ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ EASTERS ｶｻｲ ｹﾝﾀ DreamA.C

 2 阿部 勇希(2) 諏訪     11.99  2 宮澤 悠斗(2) 上伊那     11.86 
ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 茅野北部中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 辰野高

 3 遠山 龍之介(1) 上伊那     12.74  3 篠田 知樹(1) 飯伊     12.22 
ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 宮田中 ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ 飯田高

 4 安藤 俊輝(3) 飯伊     12.86  4 雨宮 海斗(3) 諏訪     12.53 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 高森中 ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ 富士見中

 5 中山 晃希(2) 諏訪     13.55  5 上野 俊瑛(2) 上伊那     12.83 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ 岡谷西部中 ｳｴﾉ ｼｭﾝｴｲ 箕輪中

 6 唐澤 悠河(2) 上伊那     13.78  6 吉山 廉心(3) 諏訪     13.31 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳｶﾞ 南箕輪中 ﾖｼﾔﾏ ﾚﾝ 諏訪西中
米久保 一樹(1) 諏訪  7 山田 海斗(1) 上伊那     13.39 
ﾖﾈｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ 新潟大 ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 赤穂中

[ 15組] 風速 -0.7 [ 16組] 風速 -1.6

 1 細川 日向(3) 上伊那     11.38 q  1 登内 健太(1) 上伊那     11.73 
ﾎｿｶﾜ ﾋｭｳｶﾞ 信大 ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 上伊那農高

 2 小林 蒼泉(2) 諏訪     11.81  2 米澤 和真(1) 飯伊     11.89 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 諏訪実業高 ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 飯田高

 3 中平 明辰(3) 上伊那     12.43  3 宮坂 学(3) 諏訪     12.25 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｱｷﾖｼ 赤穂中 ﾐﾔｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 岡谷北部中

 4 浦野 博登(2) 諏訪     12.54  4 志村 尚士(1) 諏訪     12.50 
ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ 諏訪二葉高 ｼﾑﾗ ﾋｻｼ 岡谷工高

 5 関 草太(1) 上伊那     13.27  5 工藤 俊介(2) 上伊那     12.95 
ｾｷ ｿｳﾀ 中川中 ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ すずたけRC

 6 保科 健照(1) 諏訪     14.04  6 大澤 昂祈(2) 上伊那     13.36 
ﾎｼﾅ ｹﾝｼｮｳ 岡谷北部中 ｵｵｻﾜ ｺｳｷ 伊那中
三嶋 蒼生(2) 飯伊 中山 竣童(1) 飯伊
ﾐｼﾏ ｱｵｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝﾄﾞｳ 阿南高
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風速 -4.3

 1 松下 優太(3) 飯伊     11.46 
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ 松川高

 2 山崎 久樹(3) 上伊那     11.62 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ 上伊那農高

 3 細川 日向(3) 上伊那     11.77 
ﾎｿｶﾜ ﾋｭｳｶﾞ 信大

 4 宮澤 崇(2) 上伊那     11.87 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ 上伊那農高

 5 近藤 裕哉(2) 飯伊     11.92 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 松川高

 6 丸岡 精二 上伊那     12.02 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 7 門脇 大(3) 諏訪     12.07 
ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾛ 茅野北部中
笠井 健太 飯伊
ｶｻｲ ｹﾝﾀ DreamA.C
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予選 7月20日 11:20
決勝 7月20日 14:55

大会新(GR)          48.03

[ 1組] [ 2組]

 1 藤森 優輝(3) 諏訪     53.30  1 外川 太一(1) 諏訪     52.16 q
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 岡谷南高 ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 諏訪清陵高

 2 小笠原 有希(3) 飯伊     54.19  2 菊地 康亮(3) 上伊那     53.33 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｷ OIDE長姫高 ｷｸﾁ ｺｳｽｹ 上伊那農高

 3 杉山 修己(1) 上伊那     56.28  3 光沢 佑人(2) 飯伊     53.67 
ｽｷﾞﾔﾏ ｵｻﾐ 赤穂高 ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 松川高

 4 小松 崇史(3) 上伊那   1,01.21  4 荻原 凌我(2) 上伊那   1,01.63 
ｺﾏﾂ ﾀｶｼ 辰野中 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 箕輪中

 5 小林 玄(2) 諏訪   1,03.18  5 伊東 龍生(1) 上伊那   1,07.48 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝ 富士見中 ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 伊那AC

 6 岩﨑 なつ希(2) 飯伊   1,07.09  6 三井 官弥(2) 諏訪   1,09.58 
ｲﾜｻｷ ﾅﾂｷ 高森中 ﾐﾂｲ ｶﾝﾔ 富士見中

 7 三澤 哲也(1) 上伊那   1,10.16  7 高山 翔平(1) 諏訪   1,09.92 
ﾐｻﾜ ﾃﾂﾔ すずたけRC ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 諏訪西中
山田 和弥(1) 諏訪  8 今井 越士(1) 上伊那   1,13.69 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 岡谷西部中 ｲﾏｲ ｴﾂｼ 中川中

[ 3組] [ 4組]

 1 近藤 雅哉(1) 飯伊     51.94 q  1 塩沢 直樹(2) 飯伊     50.06 q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 松川高 ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 岐阜経済大

 2 宮坂 智史(2) 諏訪     52.62 q  2 三井 洪太(1) 諏訪     55.13 
ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 下諏訪向陽高 ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 諏訪清陵高

 3 竹村 大地(2) 飯伊     55.83  3 藤原 渓太(2) 上伊那     56.51 
ﾀｹﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 飯田風越高 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾀ 上伊那農高

 4 立石 幸祐(2) 諏訪     58.71  4 今井 頑馬(1) 飯伊     56.96 
ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 長峰中 ｲﾏｲ ｶﾞﾝﾏ OIDE長姫高

 5 金野 隼男(1) 上伊那   1,15.66  5 藤森 暖生(3) 諏訪     57.81 
ｺﾝﾉﾊﾔｵ すずたけRC ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｷ 諏訪西中
伊藤 大志(1) 上伊那  6 唐澤 秀作(2) 上伊那   1,02.10 
ｲﾄｳ ﾀｲｼ 赤穂中 ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ 箕輪中
永田 智哉(1) 諏訪  7 滝澤 海(1) 上伊那   1,05.94 
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 岡谷西部中 ﾀｷｻﾞﾜ ｳﾐ 駒ヶ根東中
倉田 優希(3) 上伊那  8 沓掛 蒼大(1) 諏訪   1,18.07 
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 伊那東部中 ｸﾂｶｹ ｿｳﾀﾞｲ 岡谷西部中

[ 5組] [ 6組]

 1 小池 貫太(1) 飯伊     52.51 q  1 遠山 春樹(3) 飯伊     54.34 
ｺｲｹ ｶﾝﾀ 松川高 ﾄｵﾔﾏ ﾊﾙｷ OIDE長姫高

 2 宮坂 空(3) 諏訪     54.03  2 宮澤 悠斗(2) 上伊那     55.64 
ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 茅野北部中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 辰野高

 3 唐澤 直人(1) 上伊那     55.30  3 河西 広樹(2) 諏訪     56.04 
ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 上伊那農高 ｶｻｲ ﾋﾛｷ 諏訪二葉高

 4 北原 恵哉(1) 上伊那     57.33  4 池上 優斗(2) 上伊那     56.07 
ｷﾀﾊﾗ ｹｲﾔ 箕輪進修高 ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 高遠高

 5 登内 和也(2) 上伊那     59.90  5 齊藤 昌希(3) 上伊那   1,01.80 
ﾄﾉｳﾁ ｶｽﾞﾔ 箕輪中 ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 伊那中

 6 小出 大地(1) 上伊那   1,09.86  6 大澤 昂祈(2) 上伊那   1,05.30 
ｺｲﾃﾞ ﾀﾞｲﾁ 駒ヶ根東中 ｵｵｻﾜ ｺｳｷ 伊那中

 7 小山 宗一朗(1) 諏訪   1,12.41  7 田中 耀介(2) 諏訪   1,08.67 
ｺﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 長峰中 ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 長峰中
吉川 涼平(1) 飯伊
ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 大東文化大

[ 7組] [ 8組]

 1 畑佐 崚介(2) 上伊那     52.79  1 春日 明日実(3) 上伊那     50.74 q
ﾊﾀｻ ﾘｮｳｽｹ 赤穂高 ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 2 岩本 雄大(2) 諏訪     53.63  2 鎌倉 渉(2) 飯伊     54.47 
ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 諏訪二葉高 ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ 飯田風越高

 3 林 涼真(3) 上伊那   1,00.11  3 小池  直樹(1) 上伊那     56.76 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 伊那AC ｺｲｹ ﾅｵｷ 伊那弥生ヶ丘高

 4 竹越 勇斗(1) 上伊那   1,05.81  4 吉田 渓悟(2) 諏訪     57.65 
ﾀｹｺｼ ﾕｳﾄ すずたけRC ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 下諏訪向陽高

 5 児玉 光輝(1) 諏訪   1,10.29  5 林 大翔(1) 上伊那   1,03.64 
ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ 上諏訪中 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ 伊那AC
宮外 遼太郎(3) 飯伊  6 加藤 大起(1) 上伊那   1,13.49 
ﾐﾔｶﾞｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 高森中 ｶﾄｳ ﾀ ﾞｲｷ 伊那東部中
中川 祐岐(3) 諏訪 阿部 竜也(1) 諏訪
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 岡谷南部中 ｱﾍﾞ ﾀﾂﾔ 岡谷北部中
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[ 9組] [ 10組]

 1 丸山 玲央(1) 飯伊     52.75 q  1 近藤 惠哉(3) 飯伊     51.67 q
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松本大 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 下伊那松川中

 2 葉桐 文哉(2) 上伊那     54.12  2 保科 新一郎(3) 上伊那     53.79 
ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ 伊那弥生ヶ丘高 ﾎｼﾅ ｼﾝｲﾁﾛｳ 高遠高

 3 宮坂 一冴(1) 諏訪     56.61  3 林 泰希(2) 上伊那     54.71 
ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ 下諏訪向陽高 ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 辰野中

 4 金子 聖也(3) 諏訪   1,01.91  4 中村 謙二(1) 諏訪     56.46 
ｶﾈｺ ｾｲﾔ 諏訪西中 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 諏訪二葉高

 5 吉江 光司(2) 上伊那   1,03.02  5 櫻井 雄大(1) 飯伊     57.49 
ﾖｼｴ ｺｳｼﾞ 辰野中 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾀﾞｲ 飯田風越高

 6 中島 快都(1) 飯伊   1,14.96  6 三井 成起(2) 諏訪   1,00.45 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ 下伊那松川中 ﾐﾂｲ ﾅﾘｷ 富士見中
木下 天斗(1) 上伊那  7 林 雅斗(1) 上伊那   1,03.81 
ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾄ 辰野高 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 駒ヶ根東中

 1 塩沢 直樹(2) 飯伊     50.58 
ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 岐阜経済大

 2 春日 明日実(3) 上伊那     51.04 
ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 3 丸山 玲央(1) 飯伊     52.57 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松本大

 4 近藤 惠哉(3) 飯伊     52.78 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 下伊那松川中

 5 近藤 雅哉(1) 飯伊     52.97 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 松川高

 6 外川 太一(1) 諏訪     53.01 
ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 諏訪清陵高

 7 宮坂 智史(2) 諏訪     53.24 
ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 下諏訪向陽高

 8 小池 貫太(1) 飯伊     53.99 
ｺｲｹ ｶﾝﾀ 松川高
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予選 7月20日 10:35
決勝 7月20日 14:45

大会新(GR)        4,00.41

[ 1組] [ 2組]

 1 鈴木 優斗(3) 諏訪   4,23.27 Q  1 河合 蓮(2) 飯伊   4,22.87 Q
ｽｽﾞｷﾕｳﾄ 諏訪二葉高 ｶﾜｲ ﾚﾝ 松川高

 2 岩﨑 一徹(2) 飯伊   4,24.66 Q  2 佐藤 龍我(3) 諏訪   4,23.12 Q
ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 飯田風越高 ｻﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 岡谷南部中

 3 宮森 蒼太(3) 諏訪   4,33.79  3 北原 英一 上伊那   4,26.08 q
ﾐﾔﾓﾘ ｿｳﾀ 岡谷南高 ｷﾀﾊﾗ ｴｲｲﾁ ﾄｰﾊﾂ㈱

 4 熊谷 勇人(1) 飯伊   4,37.91  4 石井 慎也(3) 飯伊   4,27.47 q
ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾔﾄ 松川高 ｲｼｲ ｼﾝﾔ 飯田西中

 5 伊藤 大志(1) 上伊那   4,45.00  5 南郷 隼翔(3) 上伊那   4,40.41 
ｲﾄｳ ﾀｲｼ 赤穂中 ﾅﾝｺﾞｳ ﾊﾔﾄ 箕輪中

 6 山田 侑平(2) 飯伊   4,46.77  6 坂下 裕紀(2) 上伊那   4,40.74 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 飯田高 ｻｶｼﾀ ﾕｳｷ 伊那北高

 7 岩村 勇弥(3) 上伊那   4,47.05  7 大滝 一輝(1) 諏訪   4,41.53 
ｲﾜﾑﾗ ﾕｳﾔ 春富中 ｵｵﾀｷ ｶｽﾞｷ 岡谷工高

 8 垣内 岳(2) 上伊那   4,47.11  8 中嶋 紀彰(2) 飯伊   4,42.29 
ｶｷｳﾁ ｶﾞｸ 伊那弥生ヶ丘高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘｱｷ 下條中

 9 山﨑 萌生(3) 諏訪   5,04.29  9 久保田 隼仁(3) 飯伊   4,50.01 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾓｴｷ 岡谷西部中 ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 下伊那松川中

10 小原 秀友(1) 上伊那   5,21.88 10 目黒 道裕(2) 上伊那   4,53.10 
ｺﾊﾗ ｼｭｳ 中川中 ﾒｸﾞﾛ ﾐﾁﾋﾛ 中川中

11 荻原 浩太郎(1) 上伊那   5,25.35 11 宮澤 薫(2) 諏訪   5,00.99 
ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 春富中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｵﾙ 岡谷西部中

12 植田 剛 上伊那   5,28.76 12 篠原 琉佑(2) 諏訪   5,01.93 
ｳｴﾀﾞﾂﾖｼ 上伊那郡陸協 ｼﾉﾊﾗ ﾘｭｳｽｹ 長峰中

13 菊池 空(1) 上伊那   5,39.08 13 赤羽 仁志(3) 上伊那   5,03.36 
ｷｸﾁ ｿﾗ 宮田中 ｱｶﾊﾈ ﾋﾄｼ 辰野中

14 矢﨑 琉成(1) 諏訪   5,42.88 14 水上 健介(1) 諏訪   5,03.38 
ﾔｻﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 下諏訪中 ﾐｽﾞｶﾐ ｹﾝｽｹ 岡谷工高

15 遠藤 隼也(3) 諏訪   5,47.46 15 鎮西 翔(1) 上伊那   5,09.33 
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ 諏訪西中 ﾁﾝｾﾞｲ ｶｹﾙ 赤穂中

16 高橋 唯(3) 諏訪   6,24.12 16 清水 健次郎(3) 上伊那   5,18.01 
ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 茅野北部中 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 春富中
柄澤 昇太郎(2) 諏訪 17 松村 光志(2) 上伊那   5,30.96 
ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 岡谷北部中 ﾏﾂﾑﾗ ｺｳｼ 伊那中
伊藤 瑠真(2) 諏訪 18 清水 想介(1) 上伊那   5,31.13 
ｲﾄｳ ﾘｭｳﾏ 原中 ｼﾐｽﾞ ｿｳｽｹ すずたけRC
林 洸希(1) 飯伊 19 神通川 和也(2) 諏訪   5,36.45 
ﾊﾔｼ ﾃﾙｷ 阿南高 ｼﾞﾝﾂｳｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 岡谷南部中
橋爪 竜生(3) 上伊那 20 西澤 駿(1) 諏訪   5,49.43 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀﾂｷ 伊那東部中 ﾆｼｻﾞﾜ ｼｭﾝ 上諏訪中

No. 氏  名 所属名
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[ 3組] [ 4組]

 1 石倉 大輔(2) 上伊那   4,24.43 Q  1 松﨑 健悟(1) 諏訪   4,13.18 Q
ｲｼｸﾗ ﾀﾞｲｽｹ 伊那北高 ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 東海大三高

 2 小林 大亮(3) 飯伊   4,26.94 Q  2 清沢 創一 諏訪   4,22.25 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 高森中 ｷﾖｻﾜ ｿｳｲﾁ 諏訪市陸協

 3 平井 啓吾(2) 諏訪   4,34.06  3 三石 隆貴(3) 上伊那   4,32.32 q
ﾋﾗｲ ｹｲｺﾞ 下諏訪向陽高 ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳｷ 高遠高

 4 立花 廉(1) 上伊那   4,37.49  4 宮下 和也(1) 上伊那   4,34.49 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾚﾝ 赤穂高 ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾔ 伊那北高

 5 岡 亮輔(3) 上伊那   4,39.45  5 小松 和真(1) 飯伊   4,36.20 
ｵｶ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中 ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾏ 飯田風越高

 6 水野 雄斗(3) 諏訪   4,46.52  6 松﨑 文哉(2) 飯伊   4,37.03 
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ 長峰中 ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 高森中

 7 松下 哲也(1) 飯伊   4,47.79  7 中村 雅哉 諏訪   4,46.34 
ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾔ OIDE長姫高 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 茅野市陸協

 8 安藤 悠希(2) 飯伊   4,49.38  8 熊倉 直人(2) 諏訪   4,52.04 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 高森中 ｸﾏｸﾗ ﾅｵﾄ 岡谷南高

 9 小林 亮太(2) 諏訪   4,55.02  9 池田 朋彦(2) 上伊那   4,52.73 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 富士見中 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 駒ヶ根東中

10 池田 陽彦(2) 上伊那   4,57.36 10 杉山 南(2) 諏訪   5,05.64 
ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 駒ヶ根東中 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾅﾐ 富士見中

11 春日 勇人(2) 上伊那   4,58.99 11 渋谷 凌(2) 上伊那   5,06.32 
ｶｽｶﾞ ﾊﾔﾄ 宮田中 ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳ 高遠高

12 那須野 寛生(3) 上伊那   5,07.16 12 唐沢 一弥 飯伊   5,07.41 
ﾅｽﾉ ﾋﾛｷ 飯島中 ｶﾗｻﾜ ｶｽﾞﾔ 下伊那郡陸協

13 小口 巧(3) 諏訪   5,08.68 13 久保村 光汰(2) 諏訪   5,08.39 
ｵｸﾞﾁ ﾀｸ 茅野北部中 ｸﾎﾞﾑﾗ ｺｳﾀ 岡谷北部中

14 米山 諒(3) 飯伊   5,10.34 14 下平 勇希(3) 上伊那   5,09.78 
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ 下伊那松川中 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 駒ヶ根東中

15 井口 駿太朗(3) 上伊那   5,18.77 15 竹松 優樹(1) 上伊那   5,27.03 
ｲｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 春富中 ﾀｹﾏﾂ ﾕｳｷ 赤穂高

16 小池 功一郎(3) 上伊那   5,19.72 16 三井 晃太(1) 諏訪   5,27.83 
ｺｲｹ ｺｳｲﾁﾛｳ 伊那中 ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 上諏訪中

17 有賀 大輝(2) 上伊那   5,23.08 17 小林 慎市(1) 諏訪   5,28.10 
ｱﾙｶﾞ ﾀｲｷ 伊那AC ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｲﾁ 茅野高

18 野本 晃生(1) 諏訪   5,26.09 18 三澤 賢人(1) 上伊那   5,44.33 
ﾉﾓﾄ ﾃﾙｷ 岡谷北部中 ﾐｻﾜ ｹﾝﾄ すずたけRC
西中山 裕(1) 諏訪 19 牧田 げんき(1) 上伊那   6,02.49 
ﾆｼﾅｶﾑﾗ ﾕｳ 下諏訪中 ﾏｷﾀ ｹﾞﾝｷ 伊那中
小松 祥也(3) 諏訪 20 山岸 稜(1) 諏訪   6,14.57 
ｺﾏﾂ ｼｮｳﾔ 長峰中 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳ 永明中
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[ 5組] [ 6組]

 1 児玉 拓矢(1) 諏訪   4,29.80 Q  1 大月 海世(2) 諏訪   4,12.83 Q
ｺﾀﾞﾏﾀｸﾔ 諏訪二葉高 ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 東海大三高

 2 小林 竜也(3) 諏訪   4,34.15 Q  2 伊藤 大生(3) 諏訪   4,15.45 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 富士見中 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 諏訪二葉高

 3 小池 彪(3) 上伊那   4,36.07  3 池田 悠司(3) 諏訪   4,24.18 q
ｺｲｹ ｱｷﾗ 伊那東部中 ｲｹﾀﾞ ﾁｶｼ 諏訪西中

 4 松沢 圭途(1) 飯伊   4,50.31  4 増田 輝(1) 飯伊   4,39.12 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲﾄ 飯田風越高 ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾗ OIDE長姫高

 5 原 大貴(2) 上伊那   4,52.36  5 丸田 健悟(2) 上伊那   4,41.91 
ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ すずたけRC ﾏﾙﾀ ｹﾝｺﾞ 伊那弥生ヶ丘高

 6 古林 拓哉(2) 飯伊   4,56.64  6 小平 宗弥(1) 飯伊   4,44.02 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 下伊那松川中 ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾔ 松川高

 7 原 賢人(1) 諏訪   5,01.03  7 大杉 啓(3) 上伊那   4,48.22 
ﾊﾗ ｹﾝﾄ 諏訪清陵高 ｵｵｽｷﾞ ﾋﾛﾑ 伊那東部中

 8 芦部 冬馬(1) 上伊那   5,05.12  8 牛山 誠道(1) 諏訪   4,50.62 
ｱｼﾍﾞ ﾄｳﾏ 宮田中 ｳｼﾔﾏ ﾏｻﾐﾁ 下諏訪向陽高

 9 嶋本 和磨(2) 諏訪   5,11.81  9 山本 光汰(1) 飯伊   4,54.72 
ｼﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 茅野北部中 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ 阿南高

10 國谷 真ノ介(1) 諏訪   5,28.06 10 両角 睦紀(3) 諏訪   4,59.30 
ｸﾆﾔ ｼﾝﾉｽｹ 長峰中 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾑﾂｷ 岡谷東部中

11 瀨戸 優孝(1) 上伊那   5,30.62 11 北林 拓真(3) 上伊那   5,02.42 
ｾﾄ ﾕﾀｶ 辰野中 ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 辰野中

12 後藤 達也(2) 上伊那   5,34.40 12 原 克彦(1) 上伊那   5,03.90 
ｺﾞﾄｳ ﾀﾂﾔ 中川中 ﾊﾗ ｶﾂﾋｺ 箕輪進修高

13 國井 駿太(1) 諏訪   5,44.49 13 巻渕 勇人(2) 諏訪   5,09.20 
ｸﾆｲ ｼｭﾝﾀ 岡谷西部中 ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ 岡谷南部中
宮下 正直(2) 上伊那 14 伊藤 龍斗(1) 上伊那   5,29.08 
ﾐﾔｼﾀ ﾏｻﾅｵ 赤穂中 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾄ 宮田中
松井 翔吾(1) 諏訪 15 坂本 大(2) 上伊那   5,29.97 
ﾏﾂｲ ｼｮｳｺﾞ 諏訪清陵高 ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲ 春富中
久保田 祐梨(2) 上伊那 16 細田 勝太(1) 諏訪   5,31.22 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾘ 箕輪中 ﾎｿﾀﾞ ｼｮｳﾀ 諏訪清陵高
遠藤 忍 上伊那 17 宮森 蓮(1) 諏訪   6,00.44 
ｴﾝﾄﾞｳ  ｼﾉﾌﾞ 上伊那郡陸協 ﾐﾔﾓﾘ ﾚﾝ 諏訪西中
宮田 ?杜(3) 飯伊 柳澤 光(2) 諏訪
ﾐﾔﾀ ﾕｳﾄ 下伊那農業高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 上諏訪中
田邊 正禮 飯伊 佐藤 開都(2) 上伊那
ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾉﾘ DreamA.C ｻﾄｳ ｶｲﾄ 箕輪進修高
下村 勇喜(2) 諏訪 松崎 勇起(1) 上伊那
ｼﾓﾑﾗ ﾕｳｷ 東海大三高 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 駒ｹ根工高

 1 伊藤 大生(3) 諏訪   4,07.54 
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 諏訪二葉高

 2 大月 海世(2) 諏訪   4,08.37 
ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 東海大三高

 3 松﨑 健悟(1) 諏訪   4,10.65 
ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 東海大三高

 4 鈴木 優斗(3) 諏訪   4,11.11 
ｽｽﾞｷﾕｳﾄ 諏訪二葉高

 5 河合 蓮(2) 飯伊   4,11.64 
ｶﾜｲ ﾚﾝ 松川高

 6 清沢 創一 諏訪   4,15.23 
ｷﾖｻﾜ ｿｳｲﾁ 諏訪市陸協

 7 石倉 大輔(2) 上伊那   4,16.85 
ｲｼｸﾗ ﾀﾞｲｽｹ 伊那北高

 8 児玉 拓矢(1) 諏訪   4,17.43 
ｺﾀﾞﾏﾀｸﾔ 諏訪二葉高

 9 岩﨑 一徹(2) 飯伊   4,23.75 
ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 飯田風越高

10 池田 悠司(3) 諏訪   4,24.38 
ｲｹﾀﾞ ﾁｶｼ 諏訪西中

11 北原 英一 上伊那   4,25.41 
ｷﾀﾊﾗ ｴｲｲﾁ ﾄｰﾊﾂ㈱

12 佐藤 龍我(3) 諏訪   4,29.47 
ｻﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 岡谷南部中

13 小林 大亮(3) 飯伊   4,36.13 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 高森中

14 小林 竜也(3) 諏訪   4,41.89 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 富士見中

15 石井 慎也(3) 飯伊   4,44.12 
ｲｼｲ ｼﾝﾔ 飯田西中

16 三石 隆貴(3) 上伊那   4,46.33 
ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳｷ 高遠高
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   854

14   919

5   921

2   834

3   118

12   775

10   434

1   845

11   185

13   814

7   324

6   664

8    83

15   900

16   161

9   522



決勝 7月20日 16:00

大会新(GR)       15,02.15

[ 1組] [ 2組]

 1 西中山 宏 諏訪  16,44.61  1 牛山 純一 諏訪  15,21.55 
ﾆｼﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｼ 下諏訪町体協 ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茅野市陸協

 2 小池 康平(1) 諏訪  16,54.05  2 仁科 利弥 飯伊  15,27.97 
ｺｲｹｺｳﾍｲ 諏訪二葉高 ﾆｼﾅ ﾄｼﾔ 飯田市陸協

 3 北原 裕一 上伊那  17,27.17  3 高梨 良介 上伊那  15,47.58 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｲﾁ EASTERS ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ㈱

 4 藤木 俊(2) 上伊那  17,37.48  4 原 武司 飯伊  15,47.75 
ﾌｼﾞｷ ｽｸﾞﾙ 伊那弥生ヶ丘高 ﾊﾗ ﾀｹｼ 下伊那郡陸協

 5 谷口 雅弥(3) 上伊那  17,38.76  5 湯澤 亮太 諏訪  15,58.73 
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 上伊那農高 ﾕｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 諏訪市陸協

 6 大西 元気(2) 飯伊  17,47.11  6 西澤 洋務 諏訪  16,04.15 
ｵｵﾆｼ ｹﾞﾝｷ 松川高 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 茅野市陸協

 7 林 祥平(1) 諏訪  17,56.89  7 所河 北斗(3) 諏訪  16,05.97 
ﾊﾔｼｼｮｳﾍｲ 諏訪二葉高 ｼｮｶﾞﾜ ﾎｸﾄ 東海大三高

 8 平井 啓吾(2) 諏訪  17,59.07  8 代田 貴嗣 飯伊  16,11.81 
ﾋﾗｲ ｹｲｺﾞ 下諏訪向陽高 ｼﾛﾀ ﾀｶﾂｸﾞ 飯田市陸協

 9 血脇 悠斗(1) 諏訪  18,12.67  9 河合 蓮(2) 飯伊  16,26.81 
ﾁﾜｷ ﾕｳﾄ 諏訪清陵高 ｶﾜｲ ﾚﾝ 松川高

10 關 凱人(1) 諏訪  18,22.50 10 金澤 拓則 諏訪  16,32.84 
ｾｷ ｶｲﾄ 諏訪清陵高 ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 諏訪市陸協

11 宮田 ?杜(3) 飯伊  18,28.18 11 赤間 比呂志 諏訪  16,43.64 
ﾐﾔﾀ ﾕｳﾄ 下伊那農業高 ｱｶﾏ ﾋﾛｼ 下諏訪町体協

12 小平 宗弥(1) 飯伊  18,50.87 12 田畑 幸司 諏訪  16,48.52 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾔ 松川高 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 岡谷市陸協

13 山崎 哲也 飯伊  18,53.55 13 木村 和也 上伊那  16,54.08 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾃﾂﾔ 下伊那郡陸協 ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾔ ﾄｰﾊﾂ㈱

14 石川 颯(1) 飯伊  19,31.40 14 伊東 和也 飯伊  16,59.85 
ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾃ 下伊那農業高 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 下伊那郡陸協

15 春日 聖悟(2) 上伊那  20,05.43 15 平澤 宏幸 飯伊  17,08.86 
ｶｽｶﾞ ｾｲｺﾞ 上伊那農高 ﾋﾗｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 飯田市陸協

16 下湯瀬 龍信(1) 諏訪  20,13.82 16 滝澤 代聖(3) 諏訪  17,12.23 
ｼﾓｲｾ ﾘｭｳｼﾝ 諏訪清陵高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 東海大三高

17 清水 理久(1) 飯伊  20,27.48 17 田中 秀一 上伊那  17,42.98 
ｼﾐｽﾞ ﾘｸ 飯田高 ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ ﾄｰﾊﾂ㈱

18 木下 洸太(2) 飯伊  20,39.85 18 橋爪 颯生(2) 上伊那  17,50.64 
ｷﾉｼﾀ ｺｳﾀ 下伊那農業高 ﾊｼﾂﾞﾒ ｻﾂｷ 上伊那農高
植田 貴大(1) 上伊那 19 村山 和勇(2) 飯伊  18,08.15 
ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 伊那北高 ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾄｼ 飯田風越高
小口 秀哉 諏訪 20 田畑 篤偲(2) 飯伊  19,21.40 
ｵｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾔ 下諏訪町体協 ﾀﾊﾞﾀ ｱﾂｼ 飯田高
小平 俊介(1) 飯伊 折井 正幸 諏訪
ｺﾀﾞｲﾗ ｼｭﾝｽｹ 飯田高 ｵﾘｲ ﾏｻﾕｷ 富士見体協
佐藤 開都(2) 上伊那 宮下 晴貴(3) 諏訪
ｻﾄｳ ｶｲﾄ 箕輪進修高 ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ 東海大三高
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   1 牛山 純一 諏訪 茅野市陸協    15,21.55   2   1
   2 仁科 利弥 飯伊 飯田市陸協    15,27.97   2   2
   3 高梨 良介 上伊那 ﾄｰﾊﾂ㈱    15,47.58   2   3
   4 原 武司 飯伊 下伊那郡陸協    15,47.75   2   4
   5 湯澤 亮太 諏訪 諏訪市陸協    15,58.73   2   5
   6 西澤 洋務 諏訪 茅野市陸協    16,04.15   2   6
   7 所河 北斗(3) 諏訪 東海大三高    16,05.97   2   7
   8 代田 貴嗣 飯伊 飯田市陸協    16,11.81   2   8
   9 河合 蓮(2) 飯伊 松川高    16,26.81   2   9
  10 金澤 拓則 諏訪 諏訪市陸協    16,32.84   2  10
  11 赤間 比呂志 諏訪 下諏訪町体協    16,43.64   2  11
  12 西中山 宏 諏訪 下諏訪町体協    16,44.61   1   1
  13 田畑 幸司 諏訪 岡谷市陸協    16,48.52   2  12
  14 小池 康平(1) 諏訪 諏訪二葉高    16,54.05   1   2
  15 木村 和也 上伊那 ﾄｰﾊﾂ㈱    16,54.08   2  13
  16 伊東 和也 飯伊 下伊那郡陸協    16,59.85   2  14
  17 平澤 宏幸 飯伊 飯田市陸協    17,08.86   2  15
  18 滝澤 代聖(3) 諏訪 東海大三高    17,12.23   2  16
  19 北原 裕一 上伊那 EASTERS    17,27.17   1   3
  20 藤木 俊(2) 上伊那 伊那弥生ヶ丘高    17,37.48   1   4
  21 谷口 雅弥(3) 上伊那 上伊那農高    17,38.76   1   5
  22 田中 秀一 上伊那 ﾄｰﾊﾂ㈱    17,42.98   2  17
  23 大西 元気(2) 飯伊 松川高    17,47.11   1   6
  24 橋爪 颯生(2) 上伊那 上伊那農高    17,50.64   2  18
  25 林 祥平(1) 諏訪 諏訪二葉高    17,56.89   1   7
  26 平井 啓吾(2) 諏訪 下諏訪向陽高    17,59.07   1   8
  27 村山 和勇(2) 飯伊 飯田風越高    18,08.15   2  19
  28 血脇 悠斗(1) 諏訪 諏訪清陵高    18,12.67   1   9
  29 關 凱人(1) 諏訪 諏訪清陵高    18,22.50   1  10
  30 宮田 ?杜(3) 飯伊 下伊那農業高    18,28.18   1  11
  31 小平 宗弥(1) 飯伊 松川高    18,50.87   1  12
  32 山崎 哲也 飯伊 下伊那郡陸協    18,53.55   1  13
  33 田畑 篤偲(2) 飯伊 飯田高    19,21.40   2  20
  34 石川 颯(1) 飯伊 下伊那農業高    19,31.40   1  14
  35 春日 聖悟(2) 上伊那 上伊那農高    20,05.43   1  15
  36 下湯瀬 龍信(1) 諏訪 諏訪清陵高    20,13.82   1  16
  37 清水 理久(1) 飯伊 飯田高    20,27.48   1  17
  38 木下 洸太(2) 飯伊 下伊那農業高    20,39.85   1  18

男子
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決勝 7月20日  8:45

大会新(GR)          15.20

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -1.0

 1 竹内 一弘 飯伊     16.70  1 唐澤 翔馬(3) 上伊那     17.29 
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ DreamA.C ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾏ 上伊那農高

 2 原田 巧己(3) 飯伊     18.09  2 竹折 優太 飯伊     17.84 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 飯田風越高 ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ 飯田市陸協

 3 澁谷 拓見(1) 諏訪     18.59  3 中村 謙二(1) 諏訪     18.05 
ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 諏訪実業高 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 諏訪二葉高

 4 宮坂  秀星(1) 上伊那     19.18  4 棚田 駿太(2) 飯伊     18.05 
ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 伊那弥生ヶ丘高 ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 松川高
荻原 勇吹(2) 諏訪  5 大内 健瑠(2) 飯伊     20.16 
ｵｷﾞﾜﾗ ｲﾌﾞｷ 諏訪二葉高 ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高

男子

１１０ｍＨ１１０ｍＨ

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55     6    6

33   180  180

22   777  777

44   459  459

66   852  852
欠場欠場

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55   556  556

22   144  144

33   839  839

44   102  102

66   129  129



   1 竹内 一弘 飯伊 DreamA.C     16.70 (0.0)   1   1
   2 唐澤 翔馬(3) 上伊那 上伊那農高     17.29 (-1.0)   2   1
   3 竹折 優太 飯伊 飯田市陸協     17.84 (-1.0)   2   2
   4 中村 謙二(1) 諏訪 諏訪二葉高     18.05 (-1.0)   2   3
   4 棚田 駿太(2) 飯伊 松川高     18.05 (-1.0)   2   4
   6 原田 巧己(3) 飯伊 飯田風越高     18.09 (0.0)   1   2
   7 澁谷 拓見(1) 諏訪 諏訪実業高     18.59 (0.0)   1   3
   8 宮坂  秀星(1) 上伊那 伊那弥生ヶ丘高     19.18 (0.0)   1   4
   9 大内 健瑠(2) 飯伊 飯田高     20.16 (-1.0)   2   5

男子男子

１１０ｍＨ１１０ｍＨ
タイムレースタイムレースタイムレース

順位順位 No.No. 氏  名氏  名 都道府県都道府県 所属名所属名 記録（風）記録（風） 備考備考 組組 順位順位
    6    6
  556  556
  144  144
  839  839
  102  102
  180  180
  777  777
  459  459
  129  129



決勝 7月20日 14:05

大会新(GR)       22,42.93

 1 平栗 広大(3) 飯伊  27,27.45 
ﾋﾗｸﾞﾘ ｺｳﾀﾞｲ 松川高

 2 平澤 太一(2) 飯伊  30,56.33 
ﾋﾗｻﾜ ﾀｲﾁ 松川高

 3 飯塚 義博 上伊那  33,39.81 
ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾋﾛ 伊那AC
福澤 弘樹(1) 上伊那
ﾌｸｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 中京大

2   364

4  1354
途中棄権

3   101

1   100

男子

５０００ｍＷ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 7月20日 12:20
決勝 7月20日 15:50

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   2 伊那弥生ヶ丘高   455 小池  直樹(1)     45.67 q  1   5 赤穂高   581 白鳥 照人(2)     45.41 q

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｺｲｹ ﾅｵｷ ｱｶﾎｺｳ ｼﾛﾄﾘ ﾃﾙﾄ
  453 曽根原  賢(1)   582 唐木 大河(2)

ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ ｶﾗｷ ﾀｲｶﾞ
  459 宮坂  秀星(1)   591 宮島 大介(2)

ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ
  447 葉桐 文哉(2)   580 畑佐 崚介(2)

ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ ﾊﾀｻ ﾘｮｳｽｹ
 2   4 伊那東部中   413 中山 蓮(3)     46.04 q  2   8 DreamA.C    10 山本 純也(1)     46.23 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ DreamA.C ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ
  418 酒井 龍介(2)     8 浅野 大輔

ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ ｱｻﾉ ﾀﾞｲｽｹ
  415 倉田 優希(3)     6 竹内 一弘

ｸﾗﾀ ﾏｻｷ ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ
  426 伊藤 陸(3)     1 林 佑太

ｲﾄｳ ﾘｸ ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ
 3   5 飯田高   127 米澤 和真(1)     46.12  3   2 諏訪清陵高   807 外川 太一(1)     46.73 

ｲｲﾀﾞｺｳ ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ
  125 椚谷 和久(2)   789 中野 颯己(1)

ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ ﾅｶﾉ ｿｳｷ
  142 井原 彪(1)   799 三井 洪太(1)

ｲﾊﾗ ﾋｮｳ ﾐﾂｲ ｺｳﾀ
  135 篠田 知樹(1)   802 五味 凌介(2)

ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ
 4   7 長峰中   858 立石 幸祐(2)     49.57  4   3 箕輪中   344 上野 俊瑛(2)     48.51 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｳｴﾉ ｼｭﾝｴｲ
  868 松本 萌甫(3)   331 矢島 竜成(3)

ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴﾄｼ ﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ
  864 地濃 郁人(2)   360 浦野 快生(1)

ﾁﾉｳ ｲｸﾄ ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ
  869 小林 尚矢(2)   358 荻原 凌我(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ
 5   8 箕輪進修高  1388 有賀 勇幾(3)     50.02  5   4 富士見中   888 名取 裕基(2)     49.26 

ﾐﾉﾜｼﾝｼｭｳｺｳ ｱﾙｶﾞ ﾕｳｷ ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ
 1389 北原 恵哉(1)   889 名取 大輔(3)

ｷﾀﾊﾗ ｹｲﾔ ﾅﾄﾘ ﾀﾞｲｽｹ
 1390 中路 星耀(1)   905 三井 成起(2)

ﾅｶｼﾞ ｾｲﾖｳ ﾐﾂｲ ﾅﾘｷ
 1391 佐藤 開都(2)   914 雨宮 海斗(3)

ｻﾄｳ ｶｲﾄ ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ
 6   6 伊那中   385 齋藤 昌希(3)     52.56  6   7 春富中   528 竹内 郁尋(2)     50.33 

ｲﾅﾁｭｳ ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾀｹｳﾁ ｲﾁﾙ
  391 大澤 昂祈(2)   542 岩村 勇弥(3)

ｵｵｻﾜ ｺｳｷ ｲﾜﾑﾗ ﾕｳﾔ
  402 久保田 光太郎(1)   530 池上 巧海(3)

ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ ｲｹｶﾞﾐ ﾀｸﾐ
  397 小池 功一郎(3)   536 酒井 龍一(3)

ｺｲｹ ｺｳｲﾁﾛｳ ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ
  3 諏訪実業高   6 上諏訪中

ｽﾜｼﾞﾂｷﾞｮｳｺｳ 欠場 ｶﾐｽﾜﾁｭｳ 欠場

男子

４×１００ｍＲ

予選 通過基準  5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   8 上伊那農高   558 登内 健太(1)     43.80 q  1   8 松川高   108 小池 貫太(1)     43.19 q

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ ﾏﾂｶﾜｺｳ ｺｲｹ ｶﾝﾀ
  564 山崎 久樹(3)   116 近藤 雅哉(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
  568 宮澤 崇(2)   115 近藤 裕哉(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ
  556 唐澤 翔馬(3)   106 松下 優太(3)

ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾏ ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ
 2   6 EASTERS   303 松下 秀喜     45.71 q  2   2 下諏訪向陽高   708 宮坂 一冴(1)     46.06 

ｲｰｽﾀｰｽﾞ ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ
  306 住吉 隼斗   706 宮坂 智史(2)

ｽﾐﾖｼ ﾊﾔﾄ ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ
  305 重盛 文宏   703 小平 祐貴(2)

ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ
  302 田畑 勇貴   712 伊藤 大起(2)

ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ
 3   5 諏訪二葉高   837 馬場 将之介(2)     46.01 q  3   4 諏訪西中   828 吉山 廉心(3)     48.62 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾉｽｹ ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾖｼﾔﾏ ﾚﾝ
  853 浦野 博登(2)   816 小林 蓮(2)

ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ
  839 中村 謙二(1)   823 金子 聖也(3)

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ ｶﾈｺ ｾｲﾔ
  850 岩本 雄大(2)   811 藤森 暖生(3)

ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙｷ
 4   3 高森中    75 林 力輝(2)     48.24  4   3 宮田中   482 伊澤 拓人(1)     50.49 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾊﾔｼ ﾘｷ ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳ ｲｻﾜ ﾀｸﾄ
   80 青山 諒成(2)   480 遠山 龍之介(1)

ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ
   98 安藤 俊輝(3)   481 浦野 晃平(1)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ ｳﾗﾉ ｺｳﾍｲ
   89 光沢 陽(3)   477 五十嵐 蓮(2)

ｺｳｻﾞﾜ ｱｷﾗ ｲｶﾞﾗｼ ﾚﾝ
 5   7 岡谷西部中   631 山﨑 萌生(3)     48.93   6 下伊那松川中    53 松山 准也(3)

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ﾔﾏｻﾞｷ ﾓｴｷ ｼﾓｲﾅﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ﾏﾂﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 失格
  639 井出 純一朗(3)    55 近藤 惠哉(3)

ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ
  618 武井 孝史朗(2)    54 古林 拓哉(2)

ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ
  634 三澤 弘季(3)    50 馬場 敦(3)

ﾐｻﾜ ﾋﾛｷ ﾊﾞﾊﾞ ｱﾂｼ
 6   4 すずたけRC   313 大森 才稀(1)     52.71   5 辰野高

ｽｽﾞﾀｹｱｰﾙｼｰ ｵｵﾓﾘ ｻｲｷ ﾀﾂﾉｺｳ 欠場
  312 竹越 勇斗(1)

ﾀｹｺｼ ﾕｳﾄ
  320 金野 隼男(1)

ｺﾝﾉﾊﾔｵ
  316 三澤 哲也(1)

ﾐｻﾜ ﾃﾂﾔ
 7   2 中川中  1356 北島 輝(2)     52.79   7 赤穂中

ﾅｶｶﾞﾜﾁｭｳ ｷﾀｼﾞﾏ ﾋｶﾙ ｱｶﾎﾁｭｳ 欠場
 1369 今井 創士(2)

ｲﾏｲ ｿｳｼ
 1372 原 朋輝(2)

ﾊﾗ ﾄﾓｷ
 1361 富永 真斗(2)

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾄ

４×１００ｍＲ
男子



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 伊那北高   443 丸山 凌治(2)     44.90 q

ｲﾅｷﾀｺｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ
  439 山﨑 拓(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸ
  431 竹入 聡一郎(2)

ﾀｹｲﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ
  438 小川 明喜男(2)

ｵｶﾞﾜ ｱｷｵ
 2   4 飯田風越高   177 手塚 貴郁(2)     46.17 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ
  181 熊谷 諒平(3)

ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ
  180 原田 巧己(3)

ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ
  187 鎌倉 渉(2)

ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ
 3   7 辰野中  1344 春宮 省汰(3)     46.73 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾊﾙﾐﾔ ｼｮｳﾀ
 1345 山内 一輝(3)

ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ
 1342 小池 潤優(3)

ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ
 1327 林 泰希(2)

ﾊﾔｼ ﾀｲｷ
 4   2 茅野北部中   739 小松 翔(3)     47.40 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｺﾏﾂ ｶｹﾙ
  749 阿部 勇希(2)

ｱﾍﾞ ﾕｳｷ
  746 原田 恒太朗(2)

ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ
  748 宮坂 空(3)

ﾐﾔｻｶ ｿﾗ
 5   6 岡谷北部中   687 宮下 恒輝(3)     48.73 

ｵｶﾔﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ﾐﾔｼﾀ ｺｳｷ
  668 髙橋 祐哉(2)

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ
  669 濵 琉斗(3)

ﾊﾏ ﾘｭｳﾄ
  686 宮坂 学(3)

ﾐﾔｻｶ ﾏﾅﾌﾞ
 6   5 駒ヶ根東中   500 深谷 朝海(1)     49.71 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾌｶﾔ ｻﾐ
  501 庄田 裕樹(3)

ｼｮｳﾀﾞ ﾕｳｷ
  489 林 雅斗(1)

ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ
  490 福澤 亮汰(3)

ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ

男子

４×１００ｍＲ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松川高   108 小池 貫太(1)     42.75 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ｺｲｹ ｶﾝﾀ
  116 近藤 雅哉(1)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
  115 近藤 裕哉(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ
  106 松下 優太(3)

ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ
 2   6 上伊那農高   558 登内 健太(1)     43.38 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ
  564 山崎 久樹(3)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ
  568 宮澤 崇(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ
  556 唐澤 翔馬(3)

ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾏ
 3   3 伊那北高   443 丸山 凌治(2)     44.16 

ｲﾅｷﾀｺｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ
  439 山﨑 拓(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸ
  431 竹入 聡一郎(2)

ﾀｹｲﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ
  438 小川 明喜男(2)

ｵｶﾞﾜ ｱｷｵ
 4   5 赤穂高   581 白鳥 照人(2)     44.86 

ｱｶﾎｺｳ ｼﾛﾄﾘ ﾃﾙﾄ
  582 唐木 大河(2)

ｶﾗｷ ﾀｲｶﾞ
  591 宮島 大介(2)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ
  580 畑佐 崚介(2)

ﾊﾀｻ ﾘｮｳｽｹ
 5   8 伊那弥生ヶ丘高   455 小池  直樹(1)     45.12 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｺｲｹ ﾅｵｷ
  453 曽根原  賢(1)

ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ
  459 宮坂  秀星(1)

ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ
  447 葉桐 文哉(2)

ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ
 6   2 諏訪二葉高   837 馬場 将之介(2)     45.18 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾉｽｹ
  853 浦野 博登(2)

ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ
  839 中村 謙二(1)

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ
  850 岩本 雄大(2)

ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ
 7   7 EASTERS   303 松下 秀喜     45.49 

ｲｰｽﾀｰｽﾞ ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ
  306 住吉 隼斗

ｽﾐﾖｼ ﾊﾔﾄ
  305 重盛 文宏

ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ
  302 田畑 勇貴

ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ
 8   1 伊那東部中   413 中山 蓮(3)     45.67 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ
  418 酒井 龍介(2)

ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ
  415 倉田 優希(3)

ｸﾗﾀ ﾏｻｷ
  426 伊藤 陸(3)

ｲﾄｳ ﾘｸ

決勝

男子

４×１００ｍＲ



決勝 7月20日 10:00

大会新(GR)           2.07

1m90
山﨑 将文 諏訪 - - - - - - O XXO O XXO
ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾌﾐ 岡谷市陸協 XXX
吉川 涼平(1) 飯伊 - - - - - - O O O XXX
ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 大東文化大
赤羽 達也(2) 上伊那 - - - - - - O O XO XXX
ｱｶﾊﾈ ﾀﾂﾔ 伊那北高
井原 彪(1) 飯伊 - - - - - O XO O XXO XXX
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高
宮坂 駿吾(2) 諏訪 - - - - - - XO O XXX
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ 諏訪清陵高
宮島 大介(2) 上伊那 - - - - - O O XO XXX
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 赤穂高
秦 翔(1) 飯伊 - - - - - O XXO XXO XXX
ﾊﾀ ｼｮｳ 松川高
松島 稜之(3) 飯伊 - - - - - - O XXX
ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾕｷ 高森中
山岸 流唯(3) 飯伊 - - - - O XXO O XXX
ﾔﾏｷﾞｼ ﾙｲ OIDE長姫高
篠田 治輝(2) 飯伊 - - - - O O XXO XXX
ｼﾉﾀﾞ ﾖｼｷ 松川高
本多 俊平 飯伊 - - - - - - XXO XXX
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
矢島 竜成(3) 上伊那 - - - - O O XXX
ﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ 箕輪中
山内 一輝(3) 上伊那 - - O O XO O XXX
ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 辰野中
中山 蓮(3) 上伊那 - - - O O XO XXX
ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ 伊那東部中
倉田 優希(3) 上伊那 - - - O O XO XXX
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 伊那東部中
赤羽 健一(2) 上伊那 - - O XXO O XXO XXX
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 辰野中
小口 功紀(3) 諏訪 O O O O O XXX
ｵｸﾞﾁ ｺｳｷ 岡谷東部中
加藤 勝斗(2) 飯伊 - - O O XXO XXX
ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 下伊那農業高
池上 巧海(3) 上伊那 O O O O XXX
ｲｹｶﾞﾐ ﾀｸﾐ 春富中
中路 星耀(1) 上伊那 - O O O XXX
ﾅｶｼﾞ ｾｲﾖｳ 箕輪進修高
林 力輝(2) 飯伊 O XO O O XXX
ﾊﾔｼ ﾘｷ 高森中
小椋 夢人(2) 上伊那 O O O XXX
ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾄ 箕輪中
畠山 大生(1) 上伊那 O O O XXX
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲｾｲ 赤穂高
太田 岳(2) 上伊那 O XXO XXX
ｵｵﾀ ｶﾞｸ 宮田中
丸山 怜冶(2) 上伊那 XO XXX
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 箕輪中
佐藤 友行(1) 飯伊 XXO XXX
ｻﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 高森中
北原 航生(1) 諏訪 XXX
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 長峰中
伊藤 浩樹(1) 諏訪 XXX
ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 長峰中
鈴木 駿介(1) 諏訪 XXX
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 岡谷西部中
今井 大輔(3) 諏訪 XXX
ｲﾏｲ ﾀﾞｲｽｹ 長峰中
花井 有輝(2) 飯伊 - - - - XXX
ﾊﾅｲ ﾕｳｷ 飯田風越高
久保田 光太郎(1) 上伊那 欠場
ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 伊那中
玉置 惇輝(1) 飯伊 欠場
ﾀﾏｵｷ ｱﾂｷ OIDE長姫高
伊東 龍生(1) 上伊那 欠場
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 伊那AC
小町谷 祥司(3) 上伊那 欠場
ｺﾏﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ 伊那AC

31   368

35   367

2   402

14    20

9   878

18   188

3   883

5   615

26 6    88
 1.40

1   859

24 10   470
 1.45

25 4   355
 1.40

22 8   345
 1.50

22 16   579
 1.50

19 11  1390
 1.55

21 13    75
 1.55

18 20    71
 1.60

19 7   530
 1.55

16 19  1338
 1.65

17 12   650
 1.60

14 15   413
 1.65

14 17   415
 1.65

12 22   331
 1.65

13 21  1345
 1.65

10 27   109
 1.70

10 28    32
 1.70

8 26    82
 1.70

9 30    17
 1.70

6 23   591
 1.75

7 29   104
 1.75

4 24   142
 1.80

5 33   806
 1.75

2 25   123
 1.80

3 32   433
 1.80

1 34   613
 1.85

記録
1m50 1m55

備考
1m40 1m45 1m60 1m65 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



決勝 7月20日  9:30

大会新(GR)           5.11

3m80 4m00 4m10 4m20 4m50 5m00 5m20
松澤 勝治 上伊那 - - - - - - - - - -
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂｼﾞ 上伊那郡陸協 - - - - - O XXX
前田 貴滉(2) 上伊那 - - - - - - - - - -
ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 伊那北高 - XO O XXX
安部 公士郎(2) 諏訪 - - - - - O O XXO XO XXX
ｱﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ 原中
伊藤 拓也(3) 上伊那 - - - - - - - XO - XXX
ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 伊那弥生ヶ丘高
鎌倉 慎太郎(3) 諏訪 - - - O O O O XXX
ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 原中
菊池 樹輝(2) 諏訪 - - - O XO XXX
ｷｸﾁ ｲﾂｷ 原中
両角 脩(1) 諏訪 XXX
ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｭｳ 茅野北部中 記録なし
伊藤 大起(2) 諏訪 - - - - - - - - - -
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 下諏訪向陽高 XXX 記録なし
木村 浩樹(3) 諏訪 - - - - - - - - - -
ｷﾑﾗ ｺｳｷ 下諏訪向陽高 - - - - XXX 記録なし
小浜 律 上伊那 欠場
ｺﾊﾏ ﾘﾂ 高遠中
池田 圭吾 飯伊 欠場
ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ DreamA.C

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
2m00 2m20 2m80 3m00 3m20 3m40 3m50 3m60

1 11   548
 5.00

記録
2m40 2m60

2 10   432
 4.10

3 5   756
 3.50

4 8   464
 3.40

5 1   754
 3.20

6 3   752
 2.80

2   730

7   712

9   698

4   525

6     7



決勝 7月20日  9:30

大会新(GR)           7.19

椚谷 和久(2) 飯伊   6.67   6.96   6.90   6.88   7.22   6.68    7.22 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ 飯田高   +2.2   +3.3   +2.2   +1.9   +2.4   +1.5    +2.4
小林 蒼泉(2) 諏訪   6.17    X    X   6.38   5.99   6.57    6.57 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 諏訪実業高   +1.5   +2.3   +2.7   +1.8    +1.8
竹入 聡一郎(2) 上伊那    X    X   6.20   6.40    X   6.53    6.53 
ﾀｹｲﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ 伊那北高   +2.1   +1.7   +2.7    +2.7
竹井 温巧(1) 諏訪   6.22   6.45   6.30   6.46    X    X    6.46 
ﾀｹｲ ﾏｻﾖｼ 東海大三高   +2.8   +1.5   +1.8   +1.3    +1.3
馬場 将之介(2) 諏訪    X    X   6.08   6.08   6.10   6.33    6.33 
ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾉｽｹ 諏訪二葉高   +2.2   +1.4   +2.0   +2.3    +2.3
小山 竜司(1) 諏訪    X   5.93   6.18    X    X   6.29    6.29 
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 東海大三高   +2.3   +2.9   +3.1    +3.1
清水 海斗(3) 諏訪   6.08    X   6.18   5.91   6.01   5.82    6.18 
ｼﾐｽﾞ ｶｲﾄ 諏訪二葉高   +1.6   +1.6   +2.1   +2.2   +1.1    +1.6
小町谷 祥司(3) 上伊那    X   5.98   6.02   5.87   5.85   5.87    6.02 
ｺﾏﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ 伊那AC   +2.5   +2.4   +1.7   +2.4   +3.5    +2.4
浦野 博登(2) 諏訪    X   5.99    X    5.99 
ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ 諏訪二葉高   +2.1    +2.1
井口 晃輔(1) 諏訪   5.98   5.91    X    5.98 
ｲｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 下諏訪向陽高   +1.2   +2.8    +1.2
見並 龍佑(1) 上伊那    X   5.83   5.86    5.86 
ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ 辰野高   +1.3   +1.9    +1.9
山﨑 拓(2) 上伊那   5.74   5.46   5.86    5.86 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸ 伊那北高   +1.7   +0.8   +2.2    +2.2
篠田 治輝(2) 飯伊   5.83    -    -    5.83 
ｼﾉﾀﾞ ﾖｼｷ 松川高   -0.4    -0.4
手塚 貴郁(2) 飯伊   5.81   5.79    X    5.81 
ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ 飯田風越高   +2.3   +2.1    +2.3
中野 颯己(1) 諏訪   5.37    X   5.81    5.81 
ﾅｶﾉ ｿｳｷ 諏訪清陵高   +1.8   +1.6    +1.6
五味 凌介(2) 諏訪   5.79    X    5.79 
ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 諏訪清陵高   +1.4    +1.4
外川 太一(1) 諏訪   5.78   5.60   5.48    5.78 
ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 諏訪清陵高   +1.2   +2.0   +1.8    +1.2
山口 凌平(1) 飯伊   5.75   5.68   5.52    5.75 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 松川高   +1.9   +1.8   +3.0    +1.9
小平 祐貴(2) 諏訪   5.68    X   5.73    5.73 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 下諏訪向陽高   +1.1   +2.0    +2.0
唐木 大河(2) 上伊那   5.29   3.54   5.58    5.58 
ｶﾗｷ ﾀｲｶﾞ 赤穂高   +3.2   +3.2   +1.7    +1.7
丹羽 南樹(2) 諏訪    X    X   5.58    5.58 
ﾆﾜ ﾅﾐｷ 諏訪実業高   +0.3    +0.3
白鳥 照人(2) 上伊那    X   5.43   5.55    5.55 
ｼﾛﾄﾘ ﾃﾙﾄ 赤穂高   +2.1   +3.2    +3.2
浅野 大輔 飯伊    X   5.51    X    5.51 
ｱｻﾉ ﾀﾞｲｽｹ DreamA.C   +2.7    +2.7
浦野 快生(1) 上伊那    X   5.33   5.31    5.33 
ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ 箕輪中   +0.9   +1.6    +0.9
光沢 陽(3) 飯伊    X   5.16   5.31    5.31 
ｺｳｻﾞﾜ ｱｷﾗ 高森中   +1.9   +2.6    +2.6
古田 龍一(3) 上伊那   5.23   5.25   5.12    5.25 
ﾌﾙﾀ ﾘｭｳｲﾁ 辰野中   +0.9   +2.2   +2.0    +2.2
宮下 恒輝(3) 諏訪   5.00   5.01   5.14    5.14 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｷ 岡谷北部中   +0.8   +1.1   +2.4    +2.4
武井 孝史朗(2) 諏訪   5.09   4.61   5.04    5.09 
ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ 岡谷西部中   +2.7   +2.0   +3.0    +2.7
毛利 水紀(3) 上伊那   4.88   4.98   5.09    5.09 
ﾓｳﾘ ﾐｽﾞｷ 箕輪中   +0.6   +2.2   +3.4    +3.4
髙橋 祐哉(2) 諏訪   5.06   5.03   5.08    5.08 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 岡谷北部中   +1.7   +2.4   +3.0    +3.0
酒井 亜嵐(1) 上伊那    X    X   5.06    5.06 
ｻｶｲ ｱﾗﾝ 高遠高   +1.9    +1.9
福澤 稜也(2) 飯伊   4.35   5.03   4.85    5.03 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 緑ヶ丘中   +2.0   +0.6   +1.6    +0.6
大森 才稀(1) 上伊那   4.84   5.02   4.77    5.02 
ｵｵﾓﾘ ｻｲｷ すずたけRC   +1.3   +2.3   +1.7    +2.3
市岡 朋弥(2) 飯伊   5.00   4.97    X    5.00 
ｲﾁｵｶ ﾄﾓﾔ 下伊那農業高   +0.6   +1.8    +0.6
小林 優真(2) 諏訪    X   4.59   4.97    4.97 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 富士見中   +2.2   +1.4    +1.4
西山 星輝(2) 上伊那   4.62   4.60   4.91    4.91 
ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｷ 箕輪中   +1.4   +1.7   +2.0    +2.0
小林 蓮(2) 諏訪   4.85   3.07   4.89    4.89 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪西中   +1.6   +1.1   +1.5    +1.5

37 17   816

35 59   901

36 52   341

33 20   313

34 58    67

31 57   521

32 18   200

29 11   332

30 61   668

27 56   687

28 67   618

25 27    89

26 26  1349

23 33     8

24 22   360

21 63   781

22 64   581

19 65   703

20 35   582

17 14   807

18 31   110

15 21   789

16 72   802

13 23   109

14 29   177

11 70  1324

12 73   439

9 76   853

10 74   711

7 32   840

8 40   367

5 30   837

6 38   922

3 37   431

4 78   917

1 36   125
-5-

2 75   783

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



青山 諒成(2) 飯伊   4.88   4.71    X    4.88 
ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 高森中   +0.8   +0.6    +0.8
知沢 和輝(2) 飯伊   4.67    X   4.88    4.88 
ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 阿南高   +1.2   +1.6    +1.6
濵 琉斗(3) 諏訪   4.80   4.67    X    4.80 
ﾊﾏ ﾘｭｳﾄ 岡谷北部中   +0.3   +1.5    +0.3
松本 萌甫(3) 諏訪   4.59   3.77   4.73    4.73 
ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴﾄｼ 長峰中   +0.7   +1.8   +3.0    +3.0
小林 城(3) 諏訪   4.53   4.69   4.45    4.69 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳ 茅野北部中   +1.3   +1.5   +1.6    +1.5
原田 恒太朗(2) 諏訪   4.48   4.55   3.69    4.55 
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 茅野北部中   +0.6   +1.8   +3.3    +1.8
市瀬 高唯(1) 飯伊   4.41    X   4.54    4.54 
ｲﾁﾉｾ ｺｳｲ 高森中   +1.3   +3.1    +3.1
加藤 勝斗(2) 飯伊   3.68   4.52    -    4.52 
ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 下伊那農業高   +1.3   +1.2    +1.2
古里 友吾(1) 諏訪   4.44   4.15   4.32    4.44 
ﾌﾙｻﾄ ﾕｳｺﾞ 諏訪西中   -0.2   +1.2   +1.6    -0.2
伊東 龍生(1) 上伊那   4.43   3.62   4.22    4.43 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 伊那AC   +0.9   +1.2   +1.9    +0.9
遠山 龍之介(1) 上伊那    X   4.04   4.41    4.41 
ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 宮田中   +1.3   +1.9    +1.9
松村 正太(2) 上伊那   4.08   4.38   4.22    4.38 
ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳﾀ 中川中   +0.4   +1.1   +2.1    +1.1
一之瀬 大介(1) 諏訪   3.17   4.34   2.63    4.34 
ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ 上諏訪中   +1.4   +1.5   +1.1    +1.5
竹村 晃多(1) 上伊那   4.09   4.03   4.26    4.26 
ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ 駒ヶ根東中   +2.7   -3.1   +2.4    +2.4
髙田 尚樹(2) 飯伊    X   4.23   2.23    4.23 
ﾀｶﾀﾞ ﾅｵｷ 下伊那農業高   +1.6   +1.9    +1.6
三沢 和輝(1) 上伊那   4.20   4.16   4.16    4.20 
ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 伊那中   +1.3   +1.5   +3.0    +1.3
久保田 光太郎(1) 上伊那   3.73   3.52   4.05    4.05 
ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 伊那中   +2.9   +1.4   +2.3    +2.3
小松 隼(2) 諏訪   3.68   3.84   3.92    3.92 
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 茅野北部中   +0.7   +1.3   +1.1    +1.1
細井 和真(2) 上伊那   3.81   3.31   3.60    3.81 
ﾎｿｲ ｶｽﾞﾏ 春富中   +0.2   +0.8   +1.9    +0.2
小沢 拓也(3) 諏訪   3.64   3.65   3.79    3.79 
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 長峰中   +1.5   +1.1   +1.3    +1.3
小平 桜雅(1) 諏訪   3.78   3.77    X    3.78 
ｺﾀﾞｲﾗ ｵｳｶﾞ 岡谷西部中   +1.5   +1.6    +1.5
冨永 伸亜(2) 上伊那   3.67   2.50   2.33    3.67 
ﾄﾐﾅｶ ﾉｱ 中川中   +1.2   +1.1   +1.8    +1.2
宮崎 仁聖(2) 上伊那   3.52   3.66    X    3.66 
ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞﾝｾｲ 中川中   -0.7   +3.6    +3.6
小澤 将大(2) 上伊那   3.65    X   3.44    3.65 
ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 辰野中   +1.2   +2.5    +1.2
田中 風馬(1) 諏訪   3.42   3.57   2.50    3.57 
ﾀﾅｶ ﾌｳﾏ 岡谷西部中   +1.6   +1.6   +2.6    +1.6
浦野 晃平(1) 上伊那    X   3.30    X    3.30 
ｳﾗﾉ ｺｳﾍｲ 宮田中   +2.5    +2.5
牧田 げんき(1) 上伊那   2.64   2.57    -    2.64 
ﾏｷﾀ ｹﾞﾝｷ 伊那中   +1.3   +0.5    +1.3
二ツ木 鳳星(1) 上伊那    X   2.61   2.60    2.61 
ﾌﾀﾂｷﾞ ﾎｳｾｲ 宮田中   +1.7   +2.9    +1.7
名取 大輔(3) 諏訪    X    X    X
ﾅﾄﾘ ﾀﾞｲｽｹ 富士見中
原 新(2) 上伊那 欠場
ﾊﾗ ｱﾗﾀ 駒ヶ根東中
有賀 匠吾(1) 上伊那 欠場
ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 辰野中
鷹野原 伶(2) 諏訪 欠場
ﾀｶﾉﾊﾗ ﾘｮｳ 諏訪西中
熊谷 太生(2) 飯伊 欠場
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｲｾｲ 飯田高
原 大智(3) 上伊那 欠場
ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 辰野高
伊藤 大輔(1) 上伊那 欠場
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 高遠高
伊藤 涼平(1) 諏訪 欠場
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 永明中
多田井 琢馬(1) 飯伊 欠場
ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
木下 天斗(1) 上伊那 欠場
ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾄ 辰野高
松本  陸(3) 諏訪 欠場
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 上諏訪中

69   765

49    26

66  1322

43   524

44   606

25   139

28  1323

13  1328

19   815

66 34   889

1   508

64 42   387

65 2   469

62 46   620

63 3   481

60 50  1374

61 9  1341

58 6   627

59 7  1360

56 45   539

57 12   872

54 47   402

55 4   740

52 16    57

53 5   398

50 54   771

51 41   494

48 60   480

49 15  1363

46 8   822

47 39   368

44 51    87

45 55    71

42 10   737

43 48   746

40 68   669

41 24   868

備考
38 53    80

-5-

39 62    37

-1- -6- 記録-2- -3- -4-

男子

走幅跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



安藤 賢博(3) 諏訪 欠場
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 岡谷東部中
米久保 一樹(1) 諏訪 欠場
ﾖﾈｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ 新潟大

備考
71   658

-5-

77   773

-1- -6- 記録-2- -3- -4-

男子

走幅跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 7月20日 12:30

大会新(GR)          12.92

遠藤 邦彦 飯伊
ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾋｺ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
友田 利男 飯伊
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那郡陸協
重盛 文宏 上伊那
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ EASTERS
中島 公徳 諏訪 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

決勝 7月20日 12:30

大会新(GR)          12.48

齋藤 進次郎(3) 飯伊
ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ 松川高
登内 啓一郎(1) 上伊那
ﾄﾉｳﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ 高遠高
奥垣内 崇史(1) 諏訪
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 東海大三高
牛山 一成(2) 飯伊
ｳｼﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 松川高
前澤 凌(3) 上伊那
ﾏｴｻﾞﾜ ﾘｮｳ 高遠高
下平 大暉(2) 飯伊
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｷ OIDE長姫高
藤下 拳成(2) 飯伊
ﾌｼﾞｼﾀ ｹﾝｾｲ 下伊那農業高
カルロス アウグスト上伊那
ｶﾙﾛｽ ｱｳｸﾞｽﾄ 駒ｹ根工高
奥田 健太(1) 上伊那
ｵｸﾀﾞ ｹﾝﾀ 赤穂高
伯耆原 志一(1) 諏訪
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｷｶｽﾞ 岡谷東高
折山 景柊(1) 飯伊 欠場
ｵﾘﾔﾏ ｹｲｼｭｳ 飯田風越高

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 4    33

11.07   X   X   X   X   X  11.07 

2 1    44
 9.46  9.44  9.79   X  9.80  9.86   9.86 

3 2   305
  -  9.14  9.01

3   601

 8.70  9.17  9.21   9.21 

  6.08 

1   170

  7.37 

10 2   642
 6.08  5.41  5.93

 8.51  8.74  8.41   8.74 

9 4   596
 6.26  7.24  7.37

 9.33   X  9.26   9.41 

8 3   487
 7.81  8.58  8.71

  X   X  9.43   9.43 

7 7    60
 9.30  9.36  9.41

 9.04  9.59   /   9.59 

6 9    21
  X   X  7.64

 9.72  9.59  9.47   9.72 

5 5   518
 8.26  9.14  8.19

 9.37   X  8.05  10.45 

4 6   117
 9.56  9.37  9.00

 9.82  9.86 10.37  10.45 

3 11   926
 7.85 10.00 10.45

11.10 10.80 11.11  11.15 

2 8   516
 9.55 10.45 10.33

1 10    99
10.85 10.83 11.15

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



決勝 7月20日  9:30

大会新(GR)          40.02

本多 俊平 飯伊
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
遠藤 邦彦 飯伊
ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾋｺ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
池田 圭吾 飯伊
ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ DreamA.C
中島 公徳 諏訪 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

決勝 7月20日  9:30

大会新(GR)          40.08

宮島 真吾(3) 飯伊
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ 阿南高
齋藤 進次郎(3) 飯伊
ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ 松川高
奥垣内 崇史(1) 諏訪
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 東海大三高
下平 大暉(2) 飯伊
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｷ OIDE長姫高
前澤 凌(3) 上伊那
ﾏｴｻﾞﾜ ﾘｮｳ 高遠高
奥田 崚介(3) 上伊那
ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 赤穂高
畑中 謙吾(2) 飯伊
ﾊﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ OIDE長姫高
中嶋 宏太(1) 飯伊
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ 阿南高
平岩 圭介(2) 飯伊 欠場
ﾋﾗｲﾜ ｹｲｽｹ 下伊那農業高

  O   X   O  19.26 

2    59

  O   O 19.58  19.58 

8 4    35
  O   O 19.26

  X   X 19.99  19.99 

7 1    13
  O 19.21   O

  X   X 23.82  23.82 

6 3   594
19.08   X   O

  O   X   O  25.07 

5 6   518
  X   X 18.83

26.65   O   O  26.65 

4 8    21
  X 25.07   O

27.60   X   X  27.60 

3 5   926
  X   X 20.83

  X   O   O  34.18 

2 7    99
  O 25.58   X

1 9    41
  O   O 34.18

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-

16.89   O   X  16.89 

3   601

  O   X 26.86  26.86 

3 1     7
16.05   O   X

  O 28.79   O  28.79 

2 4    33
  X 26.27   X

1 2    32
  X 26.68   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 7月20日 16:50

大会新  (GR )     3,18.61

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 飯伊   108 小池 貫太(1)   3,24.42 

ﾊﾝｲ ｺｲｹ ｶﾝﾀ
  115 近藤 裕哉(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ
   55 近藤 惠哉(3)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ
  116 近藤 雅哉(1)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
 2   2 上伊那   514 保科 新一郎(3)   3,25.98 

ｶﾐｲﾅ ﾎｼﾅ ｼﾝｲﾁﾛｳ
  597 浦野 亜嵐(3)

ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ
  569 菊地 康亮(3)

ｷｸﾁ ｺｳｽｹ
  572 細川 日向(3)

ﾎｿｶﾜ ﾋｭｳｶﾞ
 3   4 諏訪   807 外川 太一(1)   3,33.92 

ｽﾜ ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ
  706 宮坂 智史(2)

ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ
  922 小山 竜司(1)

ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ
  850 岩本 雄大(2)

ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ

男子

三郡対抗4x400mR     

決勝
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