
平成２７年度第６回チャレンジ記録会茅野 

公 式 記 録 

（競技会コード：15200725） 

 

 

主催：茅野市陸上競技協会 

共催：茅野市、茅野市教育委員会、特定非営利活動法人茅野市体育協会 

主管：茅野市陸上競技協会 

期日：平成２７年８月１日（土） 

場所：茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：203100） 

審判長：清水 元雄  記録主任：葛城 光一 

 

 

 

■この大会で樹立された記録 

 

  なし 

 

■グランドコンディション 

時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速 

8:30 晴れ 28.5 67.0 南南東 1.4 

9:00 晴れ 28.5 67.0  0.0 

10:00 晴れ 30.5 59.0 東南東 0.9 

11:00 晴れ 31.0 57.0 東北東 0.8 

12:00 晴れ 32.0 55.0 北北東 0.5 

13:00 晴れ 33.0 50.0 東南東 0.1 

14:00 晴れ 33.5 50.0 西南西 0.3 

 



主催：茅野市陸上競技協会                                                        
共催：特定非営利活動法人茅野市体育協会                                          
後援：茅野市、茅野市教育委員会                                                  
主管：茅野市陸上競技協会                                                        

決勝記録一覧表
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
08/01 男子 常盤 大智(2) 11.06 岩波 柾也 11.40 原 大智(3) 11.65 外川 太一(1) 11.66 島津 英明 11.73 丸岡 精二 11.74 宮澤 悠斗(2) 11.75 鳴海 裕斗(1) 11.92

100m 一般･松本大 一般･高崎経大 高校生･辰野高 高校生･諏訪清陵高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･駒ｹ根AC 高校生･辰野高 高校生･岡谷東高
08/01 常盤 大智(2) 22.16 丸岡 精二 23.02 外川 太一(1) 23.03 宮澤 悠斗(2) 23.15 岩波 柾也 23.25 原 大智(3) 23.39 鳴海 裕斗(1) 23.61 曽根原  賢(1) 23.69

200m 一般･松本大 一般･駒ｹ根AC 高校生･諏訪清陵高 高校生･辰野高 一般･高崎経大 高校生･辰野高 高校生･岡谷東高 高校生･伊那弥生ヶ丘高
08/01 脇坂 拓馬(1) 51.86 齋藤 春希(2) 54.99 三井 洪太(1) 55.26 松井 翔吾(1) 55.50 池上 優斗(2) 57.74 中村 駿吾(1) 58.75 林 洸希(1) 59.94 細田 勝太(1) 1,00.75

400m 一般･上武大 高校生･伊那弥生ヶ丘高 高校生･諏訪清陵高 高校生･諏訪清陵高 高校生･高遠高 高校生･諏訪清陵高 高校生･阿南高 高校生･諏訪清陵高
08/01 宮坂 駿吾(2) 1.90 山﨑 将文 1.85

走高跳 高校生･諏訪清陵高 一般･岡谷市陸協
08/01 伊藤 拓也(3) 3.60 荒田 智也(2) 3.40 青柳 亮生(1) 3.00

棒高跳 高校生･伊那弥生ヶ丘高 高校生･田川高 高校生･田川高
08/01 樽沢 佑弥(4) 6.91(+0.5) 五味 凌介(2) 5.88(-0.9) 外川 太一(1) 5.58(+0.4) 中野 颯己(1) 5.53(+0.9) 上條 健 5.38(0.0) 酒井 亜嵐(1) 5.09(0.0) 市瀬 芳明 4.57(0.0)

走幅跳 一般･松本大 高校生･諏訪清陵高 高校生･諏訪清陵高 高校生･諏訪清陵高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校生･高遠高 一般･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
08/01 小野澤 達也(1)13.49(+0.3)

三段跳 一般･松本大
08/01 上原 隆伸 11.01 登内 啓一郎(1) 9.90 中島 公徳 9.86

砲丸投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校生･高遠高 一般･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
08/01 登内 啓一郎(1) 10.72 伯耆原 志一(1) 6.26 小林 薫(1) 5.15

高校砲丸投 高校生･高遠高 高校生･岡谷東高 高校生･阿南高
08/01 尾崎 雄介(4) 38.47 上原 隆伸 32.23 後藤 魁斗(2) 28.48 中島 公徳 23.81 上條 健 22.49

円盤投 一般･松本大 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校生･阿南高 一般･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
08/01 上原 隆伸 40.41 福島 健一 21.85

ﾊﾝﾏｰ投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
08/01 中嶋 宏太(1) 22.34 伯耆原 志一(1) 15.45

高校ﾊﾝﾏｰ投 高校生･阿南高 高校生･岡谷東高
08/01 小諸高       43.91 諏訪清陵高       45.09 伊那弥生ヶ丘高      45.99

4x100mR 笹沢 広夢(2) 三井 健太郎(1) 小池  直樹(1)
伊藤 司能(1) 五味 凌介(2) 曽根原  賢(1)
清水 隆哉(1) 宮坂 駿吾(2) 宮坂  秀星(1)
中澤 晴起(1) 外川 太一(1) 齋藤 春希(2)

08/01 小諸高     3,30.08 上伊那農高     3,31.46 伊那弥生ヶ丘高    3,43.12
4x400mR 清水 隆哉(1) 菊地 康亮(3) 小池  直樹(1)

笹沢 広夢(2) 山崎 久樹(3) 齋藤 春希(2)
土屋 侃汰(2) 唐澤 直人(1) 宮坂  秀星(1)
中澤 晴起(1) 登内 健太(1) 曽根原  賢(1)

08/01 中学男子 穂苅 康人(3) 11.59 土屋 優輝(3) 11.63 安藤 賢博(3) 11.64 門脇 大(3) 11.67 伊藤 陸(3) 11.72 伊東 嵩矢(3) 11.76 阿部 勇希(2) 11.85 酒井 龍介(2) 12.11
100m 中学生･三郷中 中学生･篠ﾉ井西中 中学生･岡谷東部中 中学生･茅野北部中 中学生･伊那東部中 中学生･篠ﾉ井西中 中学生･茅野北部中 中学生･伊那東部中

08/01 穂苅 康人(3) 23.69 門脇 大(3) 24.00 林 泰希(2) 24.21 伊藤 陸(3) 24.38 酒井 龍介(2) 24.77 宮坂 空(3) 24.88 中島 啓貴(2) 25.19 小松 翔(3) 25.71
200m 中学生･三郷中 中学生･茅野北部中 中学生･辰野中 中学生･伊那東部中 中学生･伊那東部中 中学生･茅野北部中 中学生･篠ﾉ井西中 中学生･茅野北部中

08/01 小松 翔(3) 2,10.69 宇津野 篤(2) 2,11.22 黒澤 友哉(2) 2,20.13 小沢 直希(3) 2,20.51 小松 祥也(3) 2,21.70 赤羽 仁志(3) 2,23.76 篠原 琉佑(2) 2,27.68 柳澤 光(2) 2,27.94
800m 中学生･茅野北部中 中学生･腰越JSC 中学生･長峰中 中学生･上諏訪中 中学生･長峰中 中学生･辰野中 中学生･長峰中 中学生･上諏訪中

08/01 小池 隆也(3) 16.72 前田 陸(3) 18.11 塚田 千紘(2) 18.55 大森 才稀(1) 19.52 笠原 智哉(2) 19.53 小林 城(3) 19.93 角丸 豊(2) 22.51 偆道 怜央(2) 23.53
110mH(0.914m) 中学生･茅野東部中 中学生･上諏訪中 中学生･岡谷東部中 中学生･伊那東部中 中学生･永明中 中学生･茅野北部中 中学生･永明中 中学生･原中

08/01 中山 蓮(3) 1.75 倉田 優希(3) 1.70 野々村 一人(3) 1.70 赤羽 健一(2) 1.65 登内 和也(2) 1.55 丸山 怜冶(2) 1.45 宇津野 篤(2) 1.45 塚田 千紘(2) 1.45
走高跳 中学生･伊那東部中 中学生･伊那東部中 中学生･原中 中学生･辰野中 中学生･箕輪中 中学生･箕輪中 中学生･腰越JSC 中学生･岡谷東部中

08/01 安部 公士郎(2) 3.60 恒川 直澄(2) 2.70 両角 脩(1) 1.60
棒高跳 中学生･原中 中学生･伊那東部中 中学生･茅野北部中

08/01 松本 陸(3) 6.40(-0.2) 小池 隆也(3) 5.63(-1.7) 室谷 高道(2) 4.96(0.0) 室賀 早登(2) 4.70(-2.2) 神谷 宗尭(1) 4.69(+1.0) 城 慧(2) 4.69(0.0) 佐野 希汐(1) 4.68(-1.2) 小林 城(3) 4.60(+0.4)
走幅跳 中学生･上諏訪中 中学生･茅野東部中 中学生･小谷中 中学生･篠ﾉ井西中 中学生･箕輪中 中学生･岡谷東部中 中学生･茅野東部中 中学生･茅野北部中

08/01 登内 達也(2) 9.68 下村 亮也(3) 9.15 田中 耀介(2) 7.25 五味 春喜(1) 4.61
砲丸投 中学生･伊那東部中 中学生･王滝中 中学生･長峰中 中学生･茅野東部中



主催：茅野市陸上競技協会                                                        
共催：特定非営利活動法人茅野市体育協会                                          
後援：茅野市、茅野市教育委員会                                                  
主管：茅野市陸上競技協会                                                        

決勝記録一覧表
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
08/01 篠ﾉ井西中A       46.38 伊那東部中       48.06 篠ﾉ井西中B       49.93 永明中A       54.55 永明中B       55.80 辰野中B       55.98 篠ﾉ井西中C       59.17 永明中C     1,01.00

4x100mR 戸谷 泰生(3) 伊藤 陸(3) 阪上 史也(3) 笠原 智哉(2) 小松 琉聖(2) 渡辺 圭尚(1) 中村 耕太朗(1) 田村 紘一(1)
土屋 優輝(3) 工藤 俊介(2) 中島 啓貴(2) 折井 優樹(2) 町田 恭佑(2) 瀨戸 優孝(1) 市川 遥葵(1) 伊藤 涼平(1)
仙田 勇人(3) 竹越 勇斗(1) 大舘 杏土嶺(3) 青木 悠(2) 鷹左右 侑生(2) 大森 琉司(2) 石坂 海々萌(1) 小池 勇輝(1)
伊東 嵩矢(3) 酒井 龍介(2) 室賀 早登(2) 大淵 翔也(2) 角丸 豊(2) 佐藤 真治(2) 宇都宮 聡一(1) 二見 優輝(1)

08/01 小学男子  +0.7 松浦 爽夏(5) 10.18 伊藤 良真(4) 10.46 小口 双葉(1) 12.10
60m 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

08/01 河野 統徳(6) 13.27 宮坂 仁士(6) 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 14.54 漆戸 柊哉(5) 14.63 小倉 快心(6) 14.89 西野 瑛修(6) 14.93 矢島 壮野(5) 14.94 安部 桂史郎(5) 14.98
100m 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 平澤 志穏(6) 小学生･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学生･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

08/01  +0.3 宮嵜 和真(5) 20.86
80mH（0.700m) 小学生･諏訪FA

08/01 宮坂 仁士(6) 4.39(+1.5) 西野 瑛修(6) 3.93(+0.7) 井出 雅人(5) 3.57(-0.2) 藤森 大地(3) 3.01(0.0) 牛山 凌(5) 2.93(0.0) 宮嵜 和真(5) 2.92(+0.5) 小林 勇翔(3) 2.83(-0.4) 佐藤 翔莉(4) 2.72(-0.7)
走幅跳 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学生･諏訪FA 小学生･諏訪FA 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･諏訪FA 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

08/01  -2.6 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽA       56.27
4x100mR 宮坂 仁士(6)

河野 統徳(6)
安部 桂史郎(5)
漆戸 柊哉(5)



決勝 8月1日 9:10

風速 +0.7

 1 松浦 爽夏(5) 小学生    10.18 
ﾏﾂｳﾗ ｿｳｶ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 伊藤 良真(4) 小学生    10.46 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 小口 双葉(1) 小学生    12.10 
ｵｸﾞﾁ ﾌﾀﾊﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
荒井 康汰(2) 小学生
ｱﾗｲ ｺｳﾀ 辰野西小

5    30

3   204
欠場

4    66

6    76

小学男子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月1日 10:25

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.1

 1 蟹澤 恭吾 一般    12.29 1 鳴海 裕斗(1) 高校生    11.92 
ｶﾆｻﾜ ｷｮｳｺﾞ EASTERS ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東高

 2 池上 優斗(2) 高校生    12.35 2 知沢 和輝(2) 高校生    12.01 
ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 高遠高 ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 阿南高

 3 梅本 英樹 一般    12.71 3 宮坂  秀星(1) 高校生    12.09 
ｳﾒﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 梅本陸上 ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 伊那弥生ヶ丘高

 4 上柳 豪 一般    12.81 4 高 浩司 一般    12.13 
ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾀｹｼ 伊那市陸協 ﾀｶ ｺｳｼﾞ 石川陸協

 5 西澤 蒼馬(2) 高校生    13.06 5 中嶋 憲一 一般    12.14 
ﾆｼｻﾞﾜ ｿｳﾏ 市立長野高 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 駒ヶ根市陸協

 6 藤綱 和仁(1) 高校生    13.09 6 見並 龍佑(1) 高校生    12.39 
ﾌｼﾞﾂﾅ ｶｽﾞﾄ 高遠高 ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ 辰野高

 7 酒井 亜嵐(1) 高校生    13.21 7 山本 正道(2) 高校生    12.48 
ｻｶｲ ｱﾗﾝ 高遠高 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ 市立長野高
伊藤 大輔(1) 高校生 8 三井 健太郎(1) 高校生    12.79 
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 高遠高 ﾐﾂｲ ｹﾝﾀﾛｳ 諏訪清陵高

[ 3組] 風速 -0.1

 1 常盤 大智(2) 一般    11.06 
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 松本大

 2 岩波 柾也 一般    11.40 
ｲﾜﾅﾐ ﾏｻﾔ 高崎経大

 3 原 大智(3) 高校生    11.65 
ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 辰野高

 4 外川 太一(1) 高校生    11.66 
ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 諏訪清陵高

 5 島津 英明 一般    11.73 
ｼﾏﾂﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 6 丸岡 精二 一般    11.74 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ｹ根AC

 7 宮澤 悠斗(2) 高校生    11.75 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 辰野高

   1 常盤 大智(2) 一般 松本大    11.06 (-0.1)  3  1
   2 岩波 柾也 一般 高崎経大    11.40 (-0.1)  3  2
   3 原 大智(3) 高校生 辰野高    11.65 (-0.1)  3  3
   4 外川 太一(1) 高校生 諏訪清陵高    11.66 (-0.1)  3  4
   5 島津 英明 一般 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野    11.73 (-0.1)  3  5
   6 丸岡 精二 一般 駒ｹ根AC    11.74 (-0.1)  3  6
   7 宮澤 悠斗(2) 高校生 辰野高    11.75 (-0.1)  3  7
   8 鳴海 裕斗(1) 高校生 岡谷東高    11.92 (+0.1)  2  1
   9 知沢 和輝(2) 高校生 阿南高    12.01 (+0.1)  2  2
  10 宮坂  秀星(1) 高校生 伊那弥生ヶ丘高    12.09 (+0.1)  2  3
  11 高 浩司 一般 石川陸協    12.13 (+0.1)  2  4
  12 中嶋 憲一 一般 駒ヶ根市陸協    12.14 (+0.1)  2  5
  13 蟹澤 恭吾 一般 EASTERS    12.29 (0.0)  1  1
  14 池上 優斗(2) 高校生 高遠高    12.35 (0.0)  1  2
  15 見並 龍佑(1) 高校生 辰野高    12.39 (+0.1)  2  6
  16 山本 正道(2) 高校生 市立長野高    12.48 (+0.1)  2  7
  17 梅本 英樹 一般 梅本陸上    12.71 (0.0)  1  3
  18 三井 健太郎(1) 高校生 諏訪清陵高    12.79 (+0.1)  2  8
  19 上柳 豪 一般 伊那市陸協    12.81 (0.0)  1  4
  20 西澤 蒼馬(2) 高校生 市立長野高    13.06 (0.0)  1  5
  21 藤綱 和仁(1) 高校生 高遠高    13.09 (0.0)  1  6
  22 酒井 亜嵐(1) 高校生 高遠高    13.21 (0.0)  1  7
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決勝 8月1日 9:25

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速  0.0

 1 宇都宮 聡一(1) 中学生    15.01 1 宇津野 篤(2) 中学生    13.40 
ｳﾂﾉﾐﾔ  ｿｳｲﾁ 篠ﾉ井西中 ｳﾂﾉ ｱﾂｼ 腰越JSC

 2 小池 勇輝(1) 中学生    15.26 2 高山 翔平(1) 中学生    14.07 
ｺｲｹ ﾕｳｷ 永明中 ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 諏訪西

 3 北原 航生(1) 中学生    15.38 3 古里 友吾(1) 中学生    14.30 
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 長峰中 ﾌﾙｻﾄ ﾕｳｺﾞ 諏訪西

 4 五味 春喜(1) 中学生    15.52 4 田中 耀介(2) 中学生    14.48 
ｺﾞﾐ ﾊﾙｷ 茅野東部中 ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 長峰中

 5 板倉 凌央(1) 中学生    15.74 5 田口 利彦(1) 中学生    14.50 
ｲﾀｸﾗ ﾘｮｳ 諏訪西 ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ 上諏訪中

 6 中村 耕太朗(1) 中学生    15.86 6 金野 隼男(1) 中学生    15.44 
ﾅｶﾑﾗ  ｺｳﾀﾛｳ 篠ﾉ井西中 ｺﾝﾉ ﾊﾔｵ 伊那東部中

 7 関 舜太(1) 中学生    16.04 7 伊藤 浩樹(1) 中学生    15.55 
ｾｷ ｼｭﾝﾀ 丸子中 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 長峰中

 8 柴田 凌空(1) 中学生    17.85 8 加藤 大起(1) 中学生    15.72 
ｼﾊﾞﾀ ﾘｸ 永明中 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 伊那東部中
笹沢 竜叶(1) 中学生 9 田口 恵斗(1) 中学生    16.49 
ｻｻｻﾞﾜ ﾀﾂﾄ 丸子中 ﾀｸﾞﾁ ｹｲﾄ 伊那東部中

[ 3組] 風速 +1.6 [ 4組] 風速 -0.6

 1 宮澤 喬佑(1) 中学生    13.29 1 大舘 杏土嶺(3) 中学生    12.97 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 岡谷東部中 ｵｵﾀﾞﾃ  ｱﾝﾄﾞﾚ 篠ﾉ井西中

 2 大淵 翔也(2) 中学生    13.62 2 吉江 光司(2) 中学生    13.11 
ｵｵﾌﾞﾁ ｼｮｳﾔ 永明中 ﾖｼｴ ｺｳｼﾞ 辰野中

 3 二見 優輝(1) 中学生    13.64 3 前田 陸(3) 中学生    13.15 
ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ 永明中 ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ 上諏訪中

 4 市川 遥葵(1) 中学生    13.86 4 阪上 史也(3) 中学生    13.23 
ｲﾁｶﾜ  ﾊﾙｷ 篠ﾉ井西中 ｻｶｳｴ  ﾌﾐﾔ 篠ﾉ井西中

 5 小松 琉聖(2) 中学生    13.99 5 西山 星輝(2) 中学生    13.55 
ｺﾏﾂ ﾘｭｳｾｲ 永明中 ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｷ 箕輪中

 6 三澤 哲也(1) 中学生    14.00 6 小澤 将大(2) 中学生    13.92 
ﾐｻﾜ ﾃﾂﾔ 伊那東部中 ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 辰野中

 7 小山 宗一郎(1) 中学生    14.71 三石 剛(2) 中学生
ｺﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 長峰中 ﾐﾂｲｼ ｺﾞｳ 永明中
河西 優弥(2) 中学生
ｶｻｲ ﾕｳﾔ 長峰中

[ 5組] 風速  0.0 [ 6組] 風速 -0.9

 1 神谷 宗尭(1) 中学生    12.62 1 穂苅 康人(3) 中学生    11.59 
ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ 箕輪中 ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 三郷中

 2 地濃 郁人(2) 中学生    12.71 2 松本 陸(3) 中学生    12.30 
ﾁﾉｳ ｲｸﾄ 長峰中 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 上諏訪中

 3 立石 幸祐(2) 中学生    12.83 3 小林 尚矢(2) 中学生    12.38 
ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 長峰中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 長峰中

 4 登内 和也(2) 中学生    12.86 4 仙田 勇人(3) 中学生    12.47 
ﾄﾉｳﾁ ｶｽﾞﾔ 箕輪中 ｾﾝﾀﾞ  ﾊﾔﾄ 篠ﾉ井西中

 5 竹越 勇斗(1) 中学生    12.93 5 原田 恒太朗(2) 中学生    12.73 
ﾀｹｺｼ ﾕｳﾄ 伊那東部中 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 茅野北部中

 6 佐野 希汐(1) 中学生    12.98 6 工藤 俊介(2) 中学生    12.86 
ｻﾉ ｷｾｷ 茅野東部中 ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那東部中

 7 戸谷 泰生(3) 中学生    12.99 7 青木 悠(2) 中学生    13.25 
ﾄﾔ  ﾀｲｾｲ 篠ﾉ井西中 ｱｵｷ ﾕｳ 永明中

[ 7組] 風速 +0.6

 1 土屋 優輝(3) 中学生    11.63 
ﾂﾁﾔ  ﾕｳｷ 篠ﾉ井西中

 2 安藤 賢博(3) 中学生    11.64 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 岡谷東部中

 3 門脇 大(3) 中学生    11.67 
ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾛ 茅野北部中

 4 伊藤 陸(3) 中学生    11.72 
ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那東部中

 5 伊東 嵩矢(3) 中学生    11.76 
ｲﾄｳ  ｼｭｳﾔ 篠ﾉ井西中

 6 阿部 勇希(2) 中学生    11.85 
ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 茅野北部中

 7 酒井 龍介(2) 中学生    12.11 
ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 伊那東部中
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   1 穂苅 康人(3) 中学生 三郷中    11.59 (-0.9)  6  1
   2 土屋 優輝(3) 中学生 篠ﾉ井西中    11.63 (+0.6)  7  1
   3 安藤 賢博(3) 中学生 岡谷東部中    11.64 (+0.6)  7  2
   4 門脇 大(3) 中学生 茅野北部中    11.67 (+0.6)  7  3
   5 伊藤 陸(3) 中学生 伊那東部中    11.72 (+0.6)  7  4
   6 伊東 嵩矢(3) 中学生 篠ﾉ井西中    11.76 (+0.6)  7  5
   7 阿部 勇希(2) 中学生 茅野北部中    11.85 (+0.6)  7  6
   8 酒井 龍介(2) 中学生 伊那東部中    12.11 (+0.6)  7  7
   9 松本 陸(3) 中学生 上諏訪中    12.30 (-0.9)  6  2
  10 小林 尚矢(2) 中学生 長峰中    12.38 (-0.9)  6  3
  11 仙田 勇人(3) 中学生 篠ﾉ井西中    12.47 (-0.9)  6  4
  12 神谷 宗尭(1) 中学生 箕輪中    12.62 (0.0)  5  1
  13 地濃 郁人(2) 中学生 長峰中    12.71 (0.0)  5  2
  14 原田 恒太朗(2) 中学生 茅野北部中    12.73 (-0.9)  6  5
  15 立石 幸祐(2) 中学生 長峰中    12.83 (0.0)  5  3
  16 登内 和也(2) 中学生 箕輪中    12.86 (0.0)  5  4
  16 工藤 俊介(2) 中学生 伊那東部中    12.86 (-0.9)  6  6
  18 竹越 勇斗(1) 中学生 伊那東部中    12.93 (0.0)  5  5
  19 大舘 杏土嶺(3) 中学生 篠ﾉ井西中    12.97 (-0.6)  4  1
  20 佐野 希汐(1) 中学生 茅野東部中    12.98 (0.0)  5  6
  21 戸谷 泰生(3) 中学生 篠ﾉ井西中    12.99 (0.0)  5  7
  22 吉江 光司(2) 中学生 辰野中    13.11 (-0.6)  4  2
  23 前田 陸(3) 中学生 上諏訪中    13.15 (-0.6)  4  3
  24 阪上 史也(3) 中学生 篠ﾉ井西中    13.23 (-0.6)  4  4
  25 青木 悠(2) 中学生 永明中    13.25 (-0.9)  6  7
  26 宮澤 喬佑(1) 中学生 岡谷東部中    13.29 (+1.6)  3  1
  27 宇津野 篤(2) 中学生 腰越JSC    13.40 (0.0)  2  1
  28 西山 星輝(2) 中学生 箕輪中    13.55 (-0.6)  4  5
  29 大淵 翔也(2) 中学生 永明中    13.62 (+1.6)  3  2
  30 二見 優輝(1) 中学生 永明中    13.64 (+1.6)  3  3
  31 市川 遥葵(1) 中学生 篠ﾉ井西中    13.86 (+1.6)  3  4
  32 小澤 将大(2) 中学生 辰野中    13.92 (-0.6)  4  6
  33 小松 琉聖(2) 中学生 永明中    13.99 (+1.6)  3  5
  34 三澤 哲也(1) 中学生 伊那東部中    14.00 (+1.6)  3  6
  35 高山 翔平(1) 中学生 諏訪西    14.07 (0.0)  2  2
  36 古里 友吾(1) 中学生 諏訪西    14.30 (0.0)  2  3
  37 田中 耀介(2) 中学生 長峰中    14.48 (0.0)  2  4
  38 田口 利彦(1) 中学生 上諏訪中    14.50 (0.0)  2  5
  39 小山 宗一郎(1) 中学生 長峰中    14.71 (+1.6)  3  7
  40 宇都宮 聡一(1) 中学生 篠ﾉ井西中    15.01 (-0.3)  1  1
  41 小池 勇輝(1) 中学生 永明中    15.26 (-0.3)  1  2
  42 北原 航生(1) 中学生 長峰中    15.38 (-0.3)  1  3
  43 金野 隼男(1) 中学生 伊那東部中    15.44 (0.0)  2  6
  44 五味 春喜(1) 中学生 茅野東部中    15.52 (-0.3)  1  4
  45 伊藤 浩樹(1) 中学生 長峰中    15.55 (0.0)  2  7
  46 加藤 大起(1) 中学生 伊那東部中    15.72 (0.0)  2  8
  47 板倉 凌央(1) 中学生 諏訪西    15.74 (-0.3)  1  5
  48 中村 耕太朗(1) 中学生 篠ﾉ井西中    15.86 (-0.3)  1  6
  49 関 舜太(1) 中学生 丸子中    16.04 (-0.3)  1  7
  50 田口 恵斗(1) 中学生 伊那東部中    16.49 (0.0)  2  9
  51 柴田 凌空(1) 中学生 永明中    17.85 (-0.3)  1  8
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決勝 8月1日 10:40

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +1.0

 1 松崎 亮吾(4) 小学生    17.05 1 井出 雅人(5) 小学生    15.62 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳｺﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｲﾃﾞ ﾏｻﾄ 諏訪FA

 2 林 賢史郎(3) 小学生    17.84 2 飯島 颯斗(4) 小学生    15.81 
ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾛｳ 諏訪FA ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 3 小林 勇翔(3) 小学生    17.91 3 佐藤 笙羽(5) 小学生    16.21 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｻﾄｳ ｼｮｳﾊ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 4 佐野 楓翔(2) 小学生    18.22 4 藤森 大地(3) 小学生    16.64 
ｻﾉ ﾊﾔﾄ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ 諏訪FA

 5 梅本 嵩(3) 小学生    19.00 5 伊藤 良真(4) 小学生    16.67 
ｳﾒﾓﾄ ｼｭｳ 梅本陸上 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 佐藤 翔莉(4) 小学生    19.31 6 林 幸史郎(5) 小学生    16.67 
ｻﾄｳ ｼｮｳﾘ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ 諏訪FA

 7 西野 圭晴(2) 小学生    19.59 7 松浦 爽夏(5) 小学生    16.80 
ﾆｼﾉ ﾖｼﾊﾙ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾏﾂｳﾗ ｿｳｶ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ
漆戸 遥希(3) 小学生
ｳﾙｼﾄﾞ ﾊﾙｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

[ 3組] 風速 -0.3 [ 4組] 風速 +1.7

 1 小倉 快心(6) 小学生    14.89 1 河野 統徳(6) 小学生    13.27 
ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 安部 桂史郎(5) 小学生    14.98 2 宮坂 仁士(6) 小学生    14.54 
ｱﾍﾞ ｹｲｼﾛｳ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 3 小倉 心和(5) 小学生    15.55 3 平澤 志穏(6) 小学生    14.54 
ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾋﾗｻﾜ ｼｵﾝ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 4 松崎 恭一朗(6) 小学生    15.63 4 漆戸 柊哉(5) 小学生    14.63 
ﾏﾂｻﾞｷ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 5 塩川 大樹(5) 小学生    15.70 5 西野 瑛修(6) 小学生    14.93 
ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 6 小口 蒼葉(3) 小学生    15.89 6 矢島 壮野(5) 小学生    14.94 
ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
田村 蓮(6) 小学生 荒井 駿伸(6) 小学生
ﾀﾑﾗ ﾚﾝ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｱﾗｲ ﾄｼﾉﾌﾞ 辰野西小

   1 河野 統徳(6) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    13.27 (+1.7)  4  1
   2 宮坂 仁士(6) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    14.54 (+1.7)  4  2
   2 平澤 志穏(6) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少    14.54 (+1.7)  4  3
   4 漆戸 柊哉(5) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    14.63 (+1.7)  4  4
   5 小倉 快心(6) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少    14.89 (-0.3)  3  1
   6 西野 瑛修(6) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少    14.93 (+1.7)  4  5
   7 矢島 壮野(5) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    14.94 (+1.7)  4  6
   8 安部 桂史郎(5) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    14.98 (-0.3)  3  2
   9 小倉 心和(5) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少    15.55 (-0.3)  3  3
  10 井出 雅人(5) 小学生 諏訪FA    15.62 (+1.0)  2  1
  11 松崎 恭一朗(6) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    15.63 (-0.3)  3  4
  12 塩川 大樹(5) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少    15.70 (-0.3)  3  5
  13 飯島 颯斗(4) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少    15.81 (+1.0)  2  2
  14 小口 蒼葉(3) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    15.89 (-0.3)  3  6
  15 佐藤 笙羽(5) 小学生 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ    16.21 (+1.0)  2  3
  16 藤森 大地(3) 小学生 諏訪FA    16.64 (+1.0)  2  4
  17 伊藤 良真(4) 小学生 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ    16.67 (+1.0)  2  5
  17 林 幸史郎(5) 小学生 諏訪FA    16.67 (+1.0)  2  6
  19 松浦 爽夏(5) 小学生 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ    16.80 (+1.0)  2  7
  20 松崎 亮吾(4) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    17.05 (+0.3)  1  1
  21 林 賢史郎(3) 小学生 諏訪FA    17.84 (+0.3)  1  2
  22 小林 勇翔(3) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ    17.91 (+0.3)  1  3
  23 佐野 楓翔(2) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少    18.22 (+0.3)  1  4
  24 梅本 嵩(3) 小学生 梅本陸上    19.00 (+0.3)  1  5
  25 佐藤 翔莉(4) 小学生 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ    19.31 (+0.3)  1  6
  26 西野 圭晴(2) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少    19.59 (+0.3)  1  7
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決勝 8月1日 12:45

[ 1組] 風速 -2.9 [ 2組] 風速 +0.2

 1 池上 優斗(2) 高校生    25.19 1 鳴海 裕斗(1) 高校生    23.61 
ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 高遠高 ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東高

 2 三井 洪太(1) 高校生    25.27 2 曽根原  賢(1) 高校生    23.69 
ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 諏訪清陵高 ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ 伊那弥生ヶ丘高

 3 山本 正道(2) 高校生    25.44 3 知沢 和輝(2) 高校生    24.20 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ 市立長野高 ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 阿南高

 4 上柳 豪 一般    26.28 4 中嶋 憲一 一般    24.59 
ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾀｹｼ 伊那市陸協 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 駒ヶ根市陸協

 5 西澤 蒼馬(2) 高校生    26.62 5 蟹澤 恭吾 一般    24.61 
ﾆｼｻﾞﾜ ｿｳﾏ 市立長野高 ｶﾆｻﾜ ｷｮｳｺﾞ EASTERS

 6 藤綱 和仁(1) 高校生    26.95 6 小池  直樹(1) 高校生    25.11 
ﾌｼﾞﾂﾅ ｶｽﾞﾄ 高遠高 ｺｲｹ ﾅｵｷ 伊那弥生ヶ丘高
梅本 英樹 一般 7 市瀬 芳明 一般    25.45 
ｳﾒﾓﾄ ﾋﾃﾞｷ 梅本陸上 ｲﾁﾉｾ ﾖｼｱｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

[ 3組] 風速 +0.3

 1 常盤 大智(2) 一般    22.16 
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 松本大

 2 丸岡 精二 一般    23.02 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ｹ根AC

 3 外川 太一(1) 高校生    23.03 
ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 諏訪清陵高

 4 宮澤 悠斗(2) 高校生    23.15 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 辰野高

 5 岩波 柾也 一般    23.25 
ｲﾜﾅﾐ ﾏｻﾔ 高崎経大

 6 原 大智(3) 高校生    23.39 
ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 辰野高

   1 常盤 大智(2) 一般 松本大    22.16 (+0.3)  3  1
   2 丸岡 精二 一般 駒ｹ根AC    23.02 (+0.3)  3  2
   3 外川 太一(1) 高校生 諏訪清陵高    23.03 (+0.3)  3  3
   4 宮澤 悠斗(2) 高校生 辰野高    23.15 (+0.3)  3  4
   5 岩波 柾也 一般 高崎経大    23.25 (+0.3)  3  5
   6 原 大智(3) 高校生 辰野高    23.39 (+0.3)  3  6
   7 鳴海 裕斗(1) 高校生 岡谷東高    23.61 (+0.2)  2  1
   8 曽根原  賢(1) 高校生 伊那弥生ヶ丘高    23.69 (+0.2)  2  2
   9 知沢 和輝(2) 高校生 阿南高    24.20 (+0.2)  2  3
  10 中嶋 憲一 一般 駒ヶ根市陸協    24.59 (+0.2)  2  4
  11 蟹澤 恭吾 一般 EASTERS    24.61 (+0.2)  2  5
  12 小池  直樹(1) 高校生 伊那弥生ヶ丘高    25.11 (+0.2)  2  6
  13 池上 優斗(2) 高校生 高遠高    25.19 (-2.9)  1  1
  14 三井 洪太(1) 高校生 諏訪清陵高    25.27 (-2.9)  1  2
  15 山本 正道(2) 高校生 市立長野高    25.44 (-2.9)  1  3
  16 市瀬 芳明 一般 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC    25.45 (+0.2)  2  7
  17 上柳 豪 一般 伊那市陸協    26.28 (-2.9)  1  4
  18 西澤 蒼馬(2) 高校生 市立長野高    26.62 (-2.9)  1  5
  19 藤綱 和仁(1) 高校生 高遠高    26.95 (-2.9)  1  6
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決勝 8月1日 12:35

[ 1組] 風速 -2.1 [ 2組] 風速 -1.2

 1 中島 啓貴(2) 中学生    25.19 1 穂苅 康人(3) 中学生    23.69 
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾋﾛｷ 篠ﾉ井西中 ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 三郷中

 2 小松 翔(3) 中学生    25.71 2 門脇 大(3) 中学生    24.00 
ｺﾏﾂ ｶｹﾙ 茅野北部中 ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾛ 茅野北部中

 3 原田 恒太朗(2) 中学生    25.90 3 林 泰希(2) 中学生    24.21 
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 茅野北部中 ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 辰野中

 4 立石 幸祐(2) 中学生    26.31 4 伊藤 陸(3) 中学生    24.38 
ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 長峰中 ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那東部中

 5 神谷 宗尭(1) 中学生    26.63 5 酒井 龍介(2) 中学生    24.77 
ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ 箕輪中 ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 伊那東部中

 6 小澤 将大(2) 中学生    29.55 6 宮坂 空(3) 中学生    24.88 
ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 辰野中 ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 茅野北部中

 7 大森 琉司(2) 中学生    30.58 7 工藤 俊介(2) 中学生    26.94 
ｵｵﾓﾘ ﾘｭｳｼﾞ 辰野中 ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那東部中

 8 板倉 凌央(1) 中学生    32.74 伊藤 巧(2) 中学生
ｲﾀｸﾗ ﾘｮｳ 諏訪西 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 伊那東部中

   1 穂苅 康人(3) 中学生 三郷中    23.69 (-1.2)  2  1
   2 門脇 大(3) 中学生 茅野北部中    24.00 (-1.2)  2  2
   3 林 泰希(2) 中学生 辰野中    24.21 (-1.2)  2  3
   4 伊藤 陸(3) 中学生 伊那東部中    24.38 (-1.2)  2  4
   5 酒井 龍介(2) 中学生 伊那東部中    24.77 (-1.2)  2  5
   6 宮坂 空(3) 中学生 茅野北部中    24.88 (-1.2)  2  6
   7 中島 啓貴(2) 中学生 篠ﾉ井西中    25.19 (-2.1)  1  1
   8 小松 翔(3) 中学生 茅野北部中    25.71 (-2.1)  1  2
   9 原田 恒太朗(2) 中学生 茅野北部中    25.90 (-2.1)  1  3
  10 立石 幸祐(2) 中学生 長峰中    26.31 (-2.1)  1  4
  11 神谷 宗尭(1) 中学生 箕輪中    26.63 (-2.1)  1  5
  12 工藤 俊介(2) 中学生 伊那東部中    26.94 (-1.2)  2  7
  13 小澤 将大(2) 中学生 辰野中    29.55 (-2.1)  1  6
  14 大森 琉司(2) 中学生 辰野中    30.58 (-2.1)  1  7
  15 板倉 凌央(1) 中学生 諏訪西    32.74 (-2.1)  1  8 7751
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決勝 8月1日 11:10

[ 1組] [ 2組]

 1 中村 駿吾(1) 高校生    58.75 1 脇坂 拓馬(1) 一般    51.86 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 諏訪清陵高 ﾜｷｻﾞｶ ﾀｸﾏ 上武大

 2 林 洸希(1) 高校生    59.94 2 齋藤 春希(2) 高校生    54.99 
ﾊﾔｼ ﾃﾙｷ 阿南高 ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ 伊那弥生ヶ丘高

 3 關 凱人(1) 高校生  1,02.11 3 三井 洪太(1) 高校生    55.26 
ｾｷ ｶｲﾄ 諏訪清陵高 ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 諏訪清陵高

 4 下村 亮也(3) 中学生  1,02.70 4 松井 翔吾(1) 高校生    55.50 
ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳﾔ 王滝中 ﾏﾂｲ ｼｮｳｺﾞ 諏訪清陵高

 5 原 賢人(1) 高校生  1,03.07 5 池上 優斗(2) 高校生    57.74 
ﾊﾗ ｹﾝﾄ 諏訪清陵高 ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 高遠高

 6 山本 光汰(1) 高校生  1,03.40 6 細田 勝太(1) 高校生  1,00.75 
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ 阿南高 ﾎｿﾀﾞ ｼｮｳﾀ 諏訪清陵高

 7 下湯瀬 龍信(1) 高校生  1,05.21 7 血脇 悠斗(1) 高校生  1,01.60 
ｼﾓｺｾ ﾘｭｳｼﾝ 諏訪清陵高 ﾁﾜｷ ﾕｳﾄ 諏訪清陵高
山中 智貴(2) 高校生 葉桐 文哉(2) 高校生
ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｷ 諏訪清陵高 ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ 伊那弥生ヶ丘高

   1 脇坂 拓馬(1) 一般 上武大      51.86  2  1
   2 齋藤 春希(2) 高校生 伊那弥生ヶ丘高      54.99  2  2
   3 三井 洪太(1) 高校生 諏訪清陵高      55.26  2  3
   4 松井 翔吾(1) 高校生 諏訪清陵高      55.50  2  4
   5 池上 優斗(2) 高校生 高遠高      57.74  2  5
   6 中村 駿吾(1) 高校生 諏訪清陵高      58.75  1  1
   7 林 洸希(1) 高校生 阿南高      59.94  1  2
   8 細田 勝太(1) 高校生 諏訪清陵高    1,00.75  2  6
   9 血脇 悠斗(1) 高校生 諏訪清陵高    1,01.60  2  7
  10 關 凱人(1) 高校生 諏訪清陵高    1,02.11  1  3
  11 下村 亮也(3) 中学生 王滝中    1,02.70  1  4
  12 原 賢人(1) 高校生 諏訪清陵高    1,03.07  1  5
  13 山本 光汰(1) 高校生 阿南高    1,03.40  1  6
  14 下湯瀬 龍信(1) 高校生 諏訪清陵高    1,05.21  1  7
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  102

2   128

7   372

1   447
欠場

4   129

6

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
  111
  449
  106
  128
  372
  103
  758
  129
  102

  756
  108

  101
 6334
  130



決勝 8月1日 11:30

[ 1組] [ 2組]

 1 西澤 駿(1) 中学生  2,47.86 1 小松 祥也(3) 中学生  2,21.70 
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｭﾝ 上諏訪中 ｺﾏﾂ ｼｮｳﾔ 長峰中

 2 瀬切 悠気(1) 中学生  2,51.03 2 篠原 琉佑(2) 中学生  2,27.68 
ｾｷﾞﾘ ﾕｳｷ 丸子中 ｼﾉﾊﾗ ﾘｭｳｽｹ 長峰中

 3 渡辺 圭尚(1) 中学生  2,52.26 3 中島 優太(2) 中学生  2,30.97 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼｮｳ 辰野中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 岡谷東部中

 4 藤森 大斗(1) 中学生  2,57.98 4 鷲見 隼翔(1) 中学生  2,38.68 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾄ 諏訪西 ｽﾐ ﾊﾔﾄ 伊那東部中

 5 宮森 蓮(1) 中学生  2,57.98 5 瀨戸 優孝(1) 中学生  2,40.82 
ﾐﾔﾓﾘ ﾚﾝ 諏訪西 ｾﾄ ﾕﾀｶ 辰野中
山岸 稜(1) 中学生 6 國谷 真ノ介(1) 中学生  2,41.12 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳ 永明中 ｸﾆﾔ ｼﾝﾉｽｹ 長峰中
牧島 駿太(1) 中学生 7 三澤 賢人(1) 中学生  2,41.94 
ﾏｷｼﾏ ｼｭﾝﾀ 伊那東部中 ﾐｻﾜ ｹﾝﾄ 伊那東部中

8 宮澤 隆之介(2) 中学生  3,01.77 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 辰野中

[ 3組] [ 4組]

 1 黒澤 友哉(2) 中学生  2,20.13 1 小松 翔(3) 中学生  2,10.69 
ｸﾛｻﾜ ﾄﾓﾔ 長峰中 ｺﾏﾂ ｶｹﾙ 茅野北部中

 2 赤羽 仁志(3) 中学生  2,23.76 2 宇津野 篤(2) 中学生  2,11.22 
ｱｶﾊﾈ ﾋﾄｼ 辰野中 ｳﾂﾉ ｱﾂｼ 腰越JSC

 3 佐藤 真治(2) 中学生  2,31.18 3 小沢 直希(3) 中学生  2,20.51 
ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 辰野中 ｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 上諏訪中

 4 服部 広平(1) 中学生  2,31.88 4 柳澤 光(2) 中学生  2,27.94 
ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾍｲ 上諏訪中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 上諏訪中

 5 鷹左右 侑生(2) 中学生  2,37.13 5 西澤 裕斗(3) 中学生  2,31.17 
ﾀｶｿｳﾕｳｷ 永明中 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 上諏訪中

 6 折井 優樹(2) 中学生  2,48.09 6 井上 祐希(1) 中学生  2,50.38 
ｵﾘｲ ﾕｳｷ 永明中 ｲﾉｳｴ  ﾕｳｷ 篠ﾉ井西中

 7 小田切 裕汰(2) 中学生  2,54.85 川上 喬平(2) 中学生
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳﾀ 茅野北部中 ｶﾜｶﾐ  ｷｮｳﾍｲ 篠ﾉ井西中

小池 彪(3) 中学生
ｺｲｹ ｱｷﾗ 伊那東部中

   1 小松 翔(3) 中学生 茅野北部中    2,10.69  4  1
   2 宇津野 篤(2) 中学生 腰越JSC    2,11.22  4  2
   3 黒澤 友哉(2) 中学生 長峰中    2,20.13  3  1
   4 小沢 直希(3) 中学生 上諏訪中    2,20.51  4  3
   5 小松 祥也(3) 中学生 長峰中    2,21.70  2  1
   6 赤羽 仁志(3) 中学生 辰野中    2,23.76  3  2
   7 篠原 琉佑(2) 中学生 長峰中    2,27.68  2  2
   8 柳澤 光(2) 中学生 上諏訪中    2,27.94  4  4
   9 中島 優太(2) 中学生 岡谷東部中    2,30.97  2  3
  10 西澤 裕斗(3) 中学生 上諏訪中    2,31.17  4  5
  11 佐藤 真治(2) 中学生 辰野中    2,31.18  3  3
  12 服部 広平(1) 中学生 上諏訪中    2,31.88  3  4
  13 鷹左右 侑生(2) 中学生 永明中    2,37.13  3  5
  14 鷲見 隼翔(1) 中学生 伊那東部中    2,38.68  2  4
  15 瀨戸 優孝(1) 中学生 辰野中    2,40.82  2  5
  16 國谷 真ノ介(1) 中学生 長峰中    2,41.12  2  6
  17 三澤 賢人(1) 中学生 伊那東部中    2,41.94  2  7
  18 西澤 駿(1) 中学生 上諏訪中    2,47.86  1  1
  19 折井 優樹(2) 中学生 永明中    2,48.09  3  6
  20 井上 祐希(1) 中学生 篠ﾉ井西中    2,50.38  4  6
  21 瀬切 悠気(1) 中学生 丸子中    2,51.03  1  2
  22 渡辺 圭尚(1) 中学生 辰野中    2,52.26  1  3
  23 小田切 裕汰(2) 中学生 茅野北部中    2,54.85  3  7
  24 藤森 大斗(1) 中学生 諏訪西    2,57.98  1  4
  24 宮森 蓮(1) 中学生 諏訪西    2,57.98  1  5
  26 宮澤 隆之介(2) 中学生 辰野中    3,01.77  2  8

中学男子
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タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 7825
 4687
 7857
 7708
 7849
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 7854
 7714
 7646
 7709
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 7861
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 7719
 7796
 5862
 4473
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 7975
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決勝 8月1日 8:30

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.4

 1 前田 陸(3) 中学生    18.11 1 小池 隆也(3) 中学生    16.72 
ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ 上諏訪中 ｺｲｹ ﾀｶﾔ 茅野東部中

 2 笠原 智哉(2) 中学生    19.53 2 塚田 千紘(2) 中学生    18.55 
ｶｻﾊﾗ ﾄﾓﾔ 永明中 ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 岡谷東部中

 3 偆道 怜央(2) 中学生    23.53 3 大森 才稀(1) 中学生    19.52 
ｼｭﾝﾄﾞｳ ﾚｵ 原中 ｵｵﾓﾘ ｻｲｷ 伊那東部中

4 小林 城(3) 中学生    19.93 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳ 茅野北部中

5 角丸 豊(2) 中学生    22.51 
ｶｸﾏﾙ ﾕﾀｶ 永明中

   1 小池 隆也(3) 中学生 茅野東部中    16.72 (+0.4)  2  1
   2 前田 陸(3) 中学生 上諏訪中    18.11 (0.0)  1  1
   3 塚田 千紘(2) 中学生 岡谷東部中    18.55 (+0.4)  2  2
   4 大森 才稀(1) 中学生 伊那東部中    19.52 (+0.4)  2  3
   5 笠原 智哉(2) 中学生 永明中    19.53 (0.0)  1  2
   6 小林 城(3) 中学生 茅野北部中    19.93 (+0.4)  2  4
   7 角丸 豊(2) 中学生 永明中    22.51 (+0.4)  2  5
   8 偆道 怜央(2) 中学生 原中    23.53 (0.0)  1  3

決勝 8月1日 9:00

風速 +0.3

 1 宮嵜 和真(5) 小学生    20.86 
ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞﾏ 諏訪FA

中学男子

110mH(0.914m)110mH(0.914m)
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順 ﾚｰﾝ



決勝 8月1日 12:25

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽA    56 宮坂 仁士(6)    56.27 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ
   57 河野 統徳(6)

ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ
   58 安部 桂史郎(5)

ｱﾍﾞ ｹｲｼﾛｳ
   54 漆戸 柊哉(5)

ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ

決勝 8月1日 12:10

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 小諸高  2828 笹沢 広夢(2)    43.91 

ｺﾓﾛｺｳ ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ
 2829 伊藤 司能(1)

ｲﾄｳ ｼﾉ
 2830 清水 隆哉(1)

ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ
 1714 中澤 晴起(1)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ
 2   3 諏訪清陵高   105 三井 健太郎(1)    45.09 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾐﾂｲ ｹﾝﾀﾛｳ
  121 五味 凌介(2)

ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ
  122 宮坂 駿吾(2)

ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ
  104 外川 太一(1)

ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ
 3   5 伊那弥生ヶ丘高   433 小池  直樹(1)    45.99 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｺｲｹ ﾅｵｷ
  431 曽根原  賢(1)

ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ
  432 宮坂  秀星(1)

ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ
  449 齋藤 春希(2)

ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ

男子

4x100mR

決勝

小学男子

4x100mR

決勝



決勝 8月1日 14:10

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 小諸高  2830 清水 隆哉(1)  3,30.08 

ｺﾓﾛｺｳ ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ
 2828 笹沢 広夢(2)

ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ
 2824 土屋 侃汰(2)

ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ
 1714 中澤 晴起(1)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ
 2   3 上伊那農高   342 菊地 康亮(3)  3,31.46 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ ｷｸﾁ ｺｳｽｹ
  341 山崎 久樹(3)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ
  352 唐澤 直人(1)

ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ
  351 登内 健太(1)

ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ
 3   5 伊那弥生ヶ丘高   433 小池  直樹(1)  3,43.12 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｺｲｹ ﾅｵｷ
  449 齋藤 春希(2)

ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ
  432 宮坂  秀星(1)

ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ
  431 曽根原  賢(1)

ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ
  2 諏訪清陵高

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ 欠場

男子

4x400mR

決勝



決勝 8月1日 13:55

[ 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 永明中B  7802 小松 琉聖(2)    55.80 1  4 篠ﾉ井西中A 5854 戸谷 泰生(3)    46.38 

ｴｲﾒｲﾁｭｳ ｺﾏﾂ ﾘｭｳｾｲ ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳ ﾄﾔ  ﾀｲｾｲ
 7804 町田 恭佑(2) 5853 土屋 優輝(3)

ﾏﾁﾀﾞ ｷｮｳｽｹ ﾂﾁﾔ  ﾕｳｷ
 7806 鷹左右 侑生(2) 5852 仙田 勇人(3)

ﾀｶｿｳﾕｳｷ ｾﾝﾀﾞ  ﾊﾔﾄ
 7801 角丸 豊(2) 5850 伊東 嵩矢(3)

ｶｸﾏﾙ ﾕﾀｶ ｲﾄｳ  ｼｭｳﾔ
 2   4 辰野中B  7982 渡辺 圭尚(1)    55.98 2  6 伊那東部中 8109 伊藤 陸(3)    48.06 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼｮｳ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｲﾄｳ ﾘｸ
 7981 瀨戸 優孝(1) 8127 工藤 俊介(2)

ｾﾄ ﾕﾀｶ ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ
 7974 大森 琉司(2) 8142 竹越 勇斗(1)

ｵｵﾓﾘ ﾘｭｳｼﾞ ﾀｹｺｼ ﾕｳﾄ
 7973 佐藤 真治(2) 8123 酒井 龍介(2)

ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ
 3   2 篠ﾉ井西中C  5864 中村 耕太朗(1)    59.17 3  2 篠ﾉ井西中B 5851 阪上 史也(3)    49.93 

ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ  ｺｳﾀﾛｳ ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳ ｻｶｳｴ  ﾌﾐﾔ
 5861 市川 遥葵(1) 5860 中島 啓貴(2)

ｲﾁｶﾜ  ﾊﾙｷ ﾅｶｼﾞﾏ  ﾋﾛｷ
 5865 石坂 海々萌(1) 5855 大舘 杏土嶺(3)

ｲｼｻﾞｶ  ｺｺﾓ ｵｵﾀﾞﾃ  ｱﾝﾄﾞﾚ
 5863 宇都宮 聡一(1) 5857 室賀 早登(2)

ｳﾂﾉﾐﾔ  ｿｳｲﾁ ﾑﾛｶﾞ  ﾊﾔﾄ
 4   3 永明中C  7808 田村 紘一(1)  1,01.00 4  3 永明中A 7797 笠原 智哉(2)    54.55 

ｴｲﾒｲﾁｭｳ ﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ ｴｲﾒｲﾁｭｳ ｶｻﾊﾗ ﾄﾓﾔ
 7807 伊藤 涼平(1) 7796 折井 優樹(2)

ｲﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ ｵﾘｲ ﾕｳｷ
 7782 小池 勇輝(1) 7805 青木 悠(2)

ｺｲｹ ﾕｳｷ ｱｵｷ ﾕｳ
 7809 二見 優輝(1) 7799 大淵 翔也(2)

ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ ｵｵﾌﾞﾁ ｼｮｳﾔ
 5   5 永明中D  7783 村上 智哉(1)  1,02.15  5 辰野中A 7976 吉江 光司(2)

ｴｲﾒｲﾁｭｳ ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔ ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾖｼｴ ｺｳｼﾞ 失格
 7784 矢崎 智大(1) 7978 小澤 将大(2)

ﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ
 7781 柴田 凌空(1) 7972 赤羽 健一(2)

ｼﾊﾞﾀ ﾘｸ ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ
 7785 山岸 稜(1) 7977 林 泰希(2)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳ ﾊﾔｼ ﾀｲｷ

   1 篠ﾉ井西中A    46.38 戸谷 泰生(3) 土屋 優輝(3) 仙田 勇人(3) 伊東 嵩矢(3)  2  1
   2 伊那東部中    48.06 伊藤 陸(3) 工藤 俊介(2) 竹越 勇斗(1) 酒井 龍介(2)  2  2
   3 篠ﾉ井西中B    49.93 阪上 史也(3) 中島 啓貴(2) 大舘 杏土嶺(3) 室賀 早登(2)  2  3
   4 永明中A    54.55 笠原 智哉(2) 折井 優樹(2) 青木 悠(2) 大淵 翔也(2)  2  4
   5 永明中B    55.80 小松 琉聖(2) 町田 恭佑(2) 鷹左右 侑生(2) 角丸 豊(2)  1  1
   6 辰野中B    55.98 渡辺 圭尚(1) 瀨戸 優孝(1) 大森 琉司(2) 佐藤 真治(2)  1  2
   7 篠ﾉ井西中C    59.17 中村 耕太朗(1) 市川 遥葵(1) 石坂 海々萌(1) 宇都宮 聡一(1)  1  3
   8 永明中C  1,01.00 田村 紘一(1) 伊藤 涼平(1) 小池 勇輝(1) 二見 優輝(1)  1  4
   9 永明中D  1,02.15 村上 智哉(1) 矢崎 智大(1) 柴田 凌空(1) 山岸 稜(1)  1  5

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

中学男子

4x100mR

決勝

タイムレース



決勝 8月1日 9:00

1m95
宮坂 駿吾(2) 高校生 - - - - - O O XO XO O
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ 諏訪清陵高 XXX
山﨑 将文 一般 - O O XXO XXO XO O XO XXO XXX
ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾌﾐ 岡谷市陸協
高 浩司 一般 XXX 記録なし
ﾀｶ ｺｳｼﾞ 石川陸協

決勝 8月1日 9:00

1m75 1m80
中山 蓮(3) 中学生 - - - - - - - O O O
ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ 伊那東部中 XXO XXX
倉田 優希(3) 中学生 - - - - - - - O O XXO
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 伊那東部中 XXX
野々村 一人(3) 中学生 - - - - - - - O XO XXO
ﾉﾉﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 原中 XXX
赤羽 健一(2) 中学生 - - - - - O O O XO XXX
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 辰野中
登内 和也(2) 中学生 O O O O XO O XXO XXX
ﾄﾉｳﾁ ｶｽﾞﾔ 箕輪中
丸山 怜冶(2) 中学生 O O XO O O XXX
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 箕輪中
宇津野 篤(2) 中学生 O O XXO XXO O XXX
ｳﾂﾉ ｱﾂｼ 腰越JSC
塚田 千紘(2) 中学生 - - O O XXO XXX
ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 岡谷東部中
城 慧(2) 中学生 - - - XXX 記録なし
ｼﾞｮｳ ｻﾄﾙ 岡谷東部中

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m25 1m30 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70

1 4  8111
 1.75

記録
1m35 1m40

2 6  8112
 1.70

3 8  7894
 1.70

4 7  7972
 1.65

5 3  8030
 1.55

6 1  8031
 1.45

7 9  4687
 1.45

8 2  7647
 1.45

5  7643

2 2    18
 1.85

1   202

1 3   122
 1.90

記録
1m55 1m60

備考
1m45 1m50 1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 8月1日 9:30

伊藤 拓也(3) 高校生
ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 伊那弥生ヶ丘高
荒田 智也(2) 高校生
ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ 田川高
青柳 亮生(1) 高校生
ｱｵﾔｷﾞ ｱﾂｷ 田川高
森尾 正照 一般 記録なし
ﾓﾘｵ ﾏｻﾃﾙ 山梨ﾏｽﾀｰｽﾞ
松澤 勝治 一般 記録なし
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂｼﾞ 上伊那郡陸協
田中 米人 一般 欠場
ﾀﾅｶ ﾖﾈﾄ 茅野市陸協
伊藤 大輔(1) 高校生 欠場
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 高遠高

決勝 8月1日 9:30

3m60 3m70
安部 公士郎(2) 中学生 - - - - - - - O O O
ｱﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ 原中 O XXX
恒川 直澄(2) 中学生 - - - O XXO O XXX
ﾂﾈｶﾜ ﾅｵﾄ 伊那東部中
両角 脩(1) 中学生 O O XXX
ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｭｳ 茅野北部中
小池 隆也(3) 中学生 - - - - XXX
ｺｲｹ ﾀｶﾔ 茅野東部中

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録3m10 3m20 備考2m30 3m00 3m30 3m40 3m50 3m60 3m80 5m00
1 6   444

- - - - - XXO - XO XXX  3.60

2 5  2938
- O XXO XO XO O XXX  3.40

3 3  2186
- O XXX  3.00

2   136
XXX

7   110
- - - - - - - - - XXX

1    64

4   376

中学男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
2m50

備考
1m50 1m60 2m60 2m70 2m80 3m20

 7811
 1.60

3m40 3m50

1 3  7896
 3.60

記録
1m70

1  7877

2 4  8115
 2.70

3 2



決勝 8月1日 12:45

樽沢 佑弥(4) 一般   X  6.81  6.91    6.91 
ﾀﾙｻﾜ ﾕｳﾔ 松本大   0.0  +0.5    +0.5
五味 凌介(2) 高校生   X  5.88   X    5.88 
ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 諏訪清陵高  -0.9    -0.9
外川 太一(1) 高校生   -  5.57  5.58    5.58 
ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 諏訪清陵高  -2.3  +0.4    +0.4
中野 颯己(1) 高校生  5.53   -  5.34    5.53 
ﾅｶﾉ ｿｳｷ 諏訪清陵高  +0.9  -0.6    +0.9
上條 健 一般  5.29  5.38   X    5.38 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  -0.6   0.0     0.0
酒井 亜嵐(1) 高校生   X  5.09  5.07    5.09 
ｻｶｲ ｱﾗﾝ 高遠高   0.0  +1.3     0.0
市瀬 芳明 一般  4.57  4.02   -    4.57 
ｲﾁﾉｾ ﾖｼｱｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   0.0  -0.5     0.0
宮坂 駿吾(2) 高校生 欠場
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ 諏訪清陵高
見並 龍佑(1) 高校生 欠場
ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ 辰野高

7   283

7 5     3

6   122

5 1     8

6 3   378

3 4   104

4 2   107

1 9   207
-5-

2 8   121

-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-



決勝 8月1日 12:45

松本 陸(3) 中学生  6.38   X  6.40    6.40 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 上諏訪中  -2.1  -0.2    -0.2
小池 隆也(3) 中学生  5.55  4.84  5.63    5.63 
ｺｲｹ ﾀｶﾔ 茅野東部中  -0.5  -1.2  -1.7    -1.7
室谷 高道(2) 中学生  4.96  4.61  4.71    4.96 
ﾑﾛﾀﾆ ﾀｶﾐﾁ 小谷中   0.0  -0.8  +0.1     0.0
室賀 早登(2) 中学生  4.70  4.48   -    4.70 
ﾑﾛｶﾞ  ﾊﾔﾄ 篠ﾉ井西中  -2.2  -0.9    -2.2
神谷 宗尭(1) 中学生  4.63  4.55  4.69    4.69 
ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ 箕輪中  -1.3  +0.1  +1.0    +1.0
城 慧(2) 中学生  4.69  4.46   X    4.69 
ｼﾞｮｳ ｻﾄﾙ 岡谷東部中   0.0  +0.1     0.0
佐野 希汐(1) 中学生  4.56  4.45  4.68    4.68 
ｻﾉ ｷｾｷ 茅野東部中  -1.9  -1.2  -1.2    -1.2
小林 城(3) 中学生  4.51  4.57  4.60    4.60 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳ 茅野北部中  -1.2  +0.8  +0.4    +0.4
西山 星輝(2) 中学生  4.47   X  4.60    4.60 
ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｷ 箕輪中  -1.0  -0.5    -0.5
古里 友吾(1) 中学生  4.06  4.31  4.21    4.31 
ﾌﾙｻﾄ ﾕｳｺﾞ 諏訪西  -0.2   0.0  -0.3     0.0
町田 恭佑(2) 中学生   X  4.30   -    4.30 
ﾏﾁﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 永明中  -1.2    -1.2
宮澤 喬佑(1) 中学生   X  4.21  4.25    4.25 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 岡谷東部中   0.0  -0.1    -0.1
小池 勇輝(1) 中学生  3.85  4.13  3.85    4.13 
ｺｲｹ ﾕｳｷ 永明中  +1.7  -0.7  -0.7    -0.7
高山 翔平(1) 中学生  4.05  4.03  3.96    4.05 
ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 諏訪西   0.0   0.0  -1.0     0.0
嶋本 和磨(2) 中学生  3.17  3.95  3.99    3.99 
ｼﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 茅野北部中   0.0  -0.7  -0.3    -0.3
矢崎 智大(1) 中学生  3.80  3.63   -    3.80 
ﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 永明中  -0.5  -0.7    -0.5
小松 隼(2) 中学生  3.65   X  3.77    3.77 
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 茅野北部中  -1.6  -0.3    -0.3
石坂 海々萌(1) 中学生   X  3.76   -    3.76 
ｲｼｻﾞｶ  ｺｺﾓ 篠ﾉ井西中  +0.5    +0.5
戸谷 駿介(1) 中学生  3.58  3.69  3.66    3.69 
ﾄﾔ ｼｭﾝｽｹ 小谷中  +0.6   0.0  -0.3     0.0
村上 智哉(1) 中学生  3.48  3.54   -    3.54 
ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔ 永明中   0.0  +0.5    +0.5
伊藤 涼平(1) 中学生  3.37  3.21   -    3.37 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 永明中  -2.1  -0.1    -2.1
田村 紘一(1) 中学生  3.02  3.34   -    3.34 
ﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ 永明中   0.0  +0.9    +0.9
柴田 凌空(1) 中学生  2.94  2.95  2.92    2.95 
ｼﾊﾞﾀ ﾘｸ 永明中  -0.1  -0.1  -0.8    -0.1
小口 巧(3) 中学生 欠場
ｵｸﾞﾁ ﾀｸ 茅野北部中

23 5  7781

14  7824

21 3  7807

22 7  7808

19 2  6850

20 9  7783

17 12  7836

18 8  5865

15 4  7832

16 15  7784

13 1  7782

14 6  7752

11 11  7804

12 10  7648

9 18  8032

10 17  7755

7 22  7870

8 19  7820

5 20  7996

6 24  7643

3 16  6843

4 13  5857

1 23  7712
-5-

2 21  7877

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

中学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 8月1日 11:30

宮坂 仁士(6) 小学生  4.29  4.34  4.39    4.39 
ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ  -1.7  +0.5  +1.5    +1.5
西野 瑛修(6) 小学生  3.93  3.88  3.73    3.93 
ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少  +0.7   0.0  +0.3    +0.7
井出 雅人(5) 小学生  3.48  3.57  3.31    3.57 
ｲﾃﾞ ﾏｻﾄ 諏訪FA   0.0  -0.2   0.0    -0.2
藤森 大地(3) 小学生   X  2.76  3.01    3.01 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀﾞｲﾁ 諏訪FA  +0.3   0.0     0.0
牛山 凌(5) 小学生  2.62  2.56  2.93    2.93 
ｳｼﾔﾏ ﾘｮｳ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ  -0.5  -0.1   0.0     0.0
宮嵜 和真(5) 小学生  2.89  2.92  2.90    2.92 
ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞﾏ 諏訪FA  -1.8  +0.5  -1.0    +0.5
小林 勇翔(3) 小学生   X  2.31  2.83    2.83 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ  +0.2  -0.4    -0.4
佐藤 翔莉(4) 小学生  2.72  2.47  2.69    2.72 
ｻﾄｳ ｼｮｳﾘ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ  -0.7   0.0  -1.3    -0.7
雨宮 水晶(5) 小学生   X   -  2.27    2.27 
ｱﾒﾐﾔ ﾐｽﾞｷ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ  -0.4    -0.4
西谷 優希(3) 小学生 欠場
ﾆｼﾀﾆ ﾕｳｷ 諏訪FA
田村 蓮(6) 小学生 欠場
ﾀﾑﾗ ﾚﾝ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

9    20

9 2    74

1   193

7 5    26

8 4    72

5 7    39

6 3   197

3 8   201

4 6   189

1 11    41
-5-

2 10    85

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

小学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 8月1日 10:30

小野澤 達也(1) 一般 12.90 13.49 13.41 11.91   X  11.65   13.49 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 松本大  -0.4  +0.3  +0.7  +0.1   +0.1    +0.3
荒井 聡 一般 欠場
ｱﾗｲ ｻﾄｼ 長野市陸協

1 2   211
-5-

1   132

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 8月1日 11:00

上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
登内 啓一郎(1) 高校生
ﾄﾉｳﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ 高遠高
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 8月1日 8:30

登内 啓一郎(1) 高校生
ﾄﾉｳﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ 高遠高
伯耆原 志一(1) 高校生
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｷｶｽﾞ 岡谷東高
小林 薫(1) 高校生
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾙ 阿南高

決勝 8月1日 8:30

登内 達也(2) 中学生
ﾄﾉｳﾁ ﾀﾂﾔ 伊那東部中
下村 亮也(3) 中学生
ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳﾔ 王滝中
田中 耀介(2) 中学生
ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 長峰中
五味 春喜(1) 中学生
ｺﾞﾐ ﾊﾙｷ 茅野東部中

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 3     9

10.65 10.77   X 10.51   X 11.01  11.01 

2 1   377
 9.04  8.72  9.90

3 2     4
 9.53  9.86   X  9.77   X   X   9.86 

 9.37  9.69   X   9.90 

中学男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 3  8126

 9.12  9.04  9.67  9.68  9.55  9.63   9.68 

2 4  6334
 9.03  9.15  8.65  8.60  8.77  8.65   9.15 

3 2  7853
 7.20  6.81  6.55

4 1  7871
 4.21  4.56  4.43   4.61  4.61  3.92  3.78

 6.83  7.25  7.08   7.25 

男子

高校砲丸投(6.000kg)

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 3   377

 9.31  9.97  9.72 10.72 10.23 10.43  10.72 

2 2   181
  X  5.86  6.26

3 1   757
 4.07  4.75  4.86  4.39  4.80  5.15   5.15 

 5.76   X  5.49   6.26 



決勝 8月1日 13:30

尾崎 雄介(4) 一般
ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 松本大
上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
後藤 魁斗(2) 高校生
ｺﾞﾄｳ ｶｲﾄ 阿南高
中島 公徳 一般
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
上條 健 一般
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
中嶋 友也 一般 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

決勝 8月1日 10:00

上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
福島 健一 一般
ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
上條 健 一般 記録なし
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

決勝 8月1日 10:00

中嶋 宏太(1) 高校生
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ 阿南高
伯耆原 志一(1) 高校生
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｷｶｽﾞ 岡谷東高

-5- -6- 記録 備考

男子

高校ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
  754

  O   O   O

-3- -4-氏  名 所属名 -1- -2-

  O  22.34 

2 2   181
  X   O   X

1 1

  X   X   X

 15.45   X   X 15.45

22.34   O

  X   X   X  21.85 

2     8
  X   X   X

  O 40.41   O  40.41 

2 1     5
21.85   X   O

1 3     9
  X   O   X

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  X   -   X  22.49 

3     7

  O 23.81   O  23.81 

5 1     8
  O 22.49   O

  O   X   O  28.48 

4 4     4
  O   O   O

  X 32.23   X  32.23 

3 2   753
  O 28.48   X

  O   O   X  38.47 

2 5     9
  X   O   O

1 6   205
38.47   O   X

-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-


	表紙
	男子
	男子2

