
   第２５回南信陸上競技選手権大会ｗｗｗ 

ｗｗ 第４４回南信三郡対抗陸上競技大会ｗｗ

ｗ 
            （大会コード：16200517） 

記 録 集 
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  南信地区中学校体育連盟 

主 管  南信地区陸上競技協会 

期 日 ： 平成２８年７月２４日（日） 

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 

５０００ⅿＷ 決勝 女子 大和 千秋 飯田病院 23，53．57 24，15．93 大会新 

１００ⅿＨ 決勝 女子 前田 花奈 
伊那弥生ケ丘高

（3） 
15.00 15.03 大会新 

円盤投（1.750

㎏） 
決勝 男子 奥垣内 崇史 東海大諏訪高（2） 41ⅿ66 40ⅿ08 大会新 

4×100ⅿＲ 予選 女子 

今井（1），菅沼

（2） 

小林（1）,臼井

（2） 

東海大諏訪高 49.15 49.90 大会新 

4×100ⅿＲ 決勝 女子 

今井（1），菅沼

（2） 

小林（1）,臼井

（2） 

東海大諏訪高 49.24 49.90 大会新 

5000ｍ 決勝 男子 牛山 純一 相支走愛 14,59.46 15,02.15 大会新 

4×400ⅿＲ 決勝 女子 

今井（1），菅沼

（2） 

小林（1）,臼井

（2） 

諏訪 

 
4,02.21 4,02.63 大会新 

 

■ 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 

８:00 晴 26.0 53 東 0.2 

９:00 〃 28.0 51 南東 0.3 

10:00 〃 30.1 50 〃 1.3 

11:00 〃 30.8 48 北東 1.0 

12:00 〃 30.9 47 南西 1.7 

13:00 〃 32.3 42 南 1.1 

14:00 〃 31.3 42 南西 1.3 

15:00 〃 30.9 46 南 1.7 

16:00 〃 30.1 50 〃 2.0 

1111111 

 



男　　子 女　　子 男　　子 女　　子 男　　子 女　　子

１００ｍ 10 0 11 4 0 17

４００ｍ 10 1 4 6 7 14

８００ｍ 3 4 12 10 6 7

１５００ｍ 17 4 0

３０００ｍ 0 6 15

５０００ｍ 4 5 12

１００ｍＨ 3 11 7

１１０ｍＨ 11 4 6

５０００ｍＷ 8 14 3 2 10 5

４×１００ｍＲ 12 7 0 7 9 7

走　高　跳 5.5 3 7.5 11 8 7

棒　高　跳 2 3 7 5 12 10

走　幅　跳 7 3 0 9 14 9

砲　丸　投 11 2 9 14 1 5

高校砲丸投 6 6 9

円　盤　投 12 1 9 18 0 2

高校円盤投 7 5 7

や　り　投 12 10 6 11 3 0

４×４００ｍＲ 6 2 2 4 4 6

計 143.5 53 94.5 118 108 111

種別順位 1 3 3 1 2 2

合　　　計

総合順位

 得　点　表

3 2 1

196.5 212.5 219

飯　　　　　伊 上　　伊　　那 諏　　　　　訪チーム名

種　　目



第25回南信陸上選手権大会 兼 第44回南信三郡対抗陸上競技会                        

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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

07/24 男子  -1.7近藤 裕哉(3) 11.42 登内 健太(2) 11.46 園原 昇汰(2) 11.61 丸岡 精二 11.65 宮澤 悠斗(3) 11.70 見並 龍佑(2) 11.78 宮坂  秀星(2) 11.87
１００ｍ 飯伊･松川高 上伊那･上伊那農高 飯伊･阿智高 上伊那･駒ヶ根AC 上伊那･辰野高 上伊那･辰野高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高

07/24 塩沢 直樹(3) 49.16 外川 太一(2) 50.43 西村 武登(2) 50.58 畑佐 崚介(3) 51.22 野村 健成(2) 51.48 小池  潤優(1) 51.80 宮坂 空(1) 52.10
４００ｍ 飯伊･岐阜経大 諏訪･諏訪清陵高 飯伊･飯田高 上伊那･赤穂高 諏訪･東海大諏訪高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 諏訪･下諏訪向陽高

07/24 児玉 拓矢(2) 2,00.15 蟹沢 恭吾 2,01.39 酒井 龍一(1) 2,01.52 下井 颯太(3) 2,03.05 大峽 和(1) 2,05.47 後沢 大地(2) 2,14.68
８００ｍ 諏訪･諏訪二葉高 上伊那･Easters 上伊那･伊那北高 上伊那･赤穂高 飯伊･飯田高 飯伊･松川高

07/24 岩﨑 一徹(3) 4,15.33 河合  蓮(3) 4,16.57 大峽 和(1) 4,16.94 佐藤 龍我(1) 4,18.03 櫻井 雄大(2) 4,20.82 橋爪 颯生(3) 4,21.66 小林 竜也(1) 4,24.40 立花 廉(2) 4,26.21
１５００ｍ 飯伊･飯田風越高 飯伊･松川高 飯伊･飯田高 上伊那･上伊那農高 飯伊･飯田風越高 上伊那･上伊那農高 諏訪･東海大諏訪高 上伊那･赤穂高

07/24 牛山 純一 14,59.46 桃澤 大祐 15,08.19 松﨑 健悟(2) 15,21.70 仁科 利弥 飯伊･飯田市陸協 15,22.72 伊藤 洸介 15,30.09 羽川 英一 15,40.59 伊藤 輝(1) 15,41.88
５０００ｍ 諏訪･相支走愛 GR 上伊那･ｻﾝ工業 諏訪･東海大諏訪高 西澤 洋務 諏訪･茅野市陸協 飯伊･飯田市陸協 諏訪･茅野市陸協 諏訪･東海大諏訪高

07/24 澁谷 拓見(2) 16.69 竹折 優太 17.18 酒井 和馬(1) 17.31 棚田 駿太(3) 17.32 竹内一弘 17.75 井原 晟斗(1) 18.98 雨宮 海斗(1) 19.23 見並 龍佑(2) 19.28
１１０ｍＨ 諏訪･諏訪実業高 飯伊･飯田市陸協 上伊那･上伊那農高 飯伊･松川高 飯伊･DreamAC 飯伊･松川高 諏訪･諏訪二葉高 上伊那･辰野高

07/24 石井 慎也(1) 25,16.19 平澤 太一(3) 25,32.34 水野 雄斗(1) 28,50.36 田畑 篤偲(3) 29,41.42 飯塚 義博 30,06.25 那須野 寛生(1) 31,43.31
５０００ｍＷ 諏訪･東海大諏訪高 飯伊･松川高 諏訪･東海大諏訪高 飯伊･飯田高 上伊那･伊那AC 上伊那･上伊那農高

07/24 林 知彦 2.00 丸山 貴倫(4) 2.00 井原 彪(2) 1.85 宮坂 夏輝(1) 1.80 本多 俊平 飯伊･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 1.75 中塚渓滋 1.70 野々村 一人(1) 1.70
走高跳 上伊那･上伊那陸協 諏訪･諏訪東京理科大 飯伊･飯田高 諏訪･諏訪清陵高 倉田 優希(1) 上伊那･高遠高 飯伊･DreamAC 諏訪･茅野高

07/24 安部 公士郎(3) 4.00 鎌倉 慎太郎(1) 3.30 伊藤 大輔(2) 2.80 北原 香音(2) 2.60 那須野  敦(1) 2.40 平出 雄彩(1) 2.20
棒高跳 諏訪･原中 諏訪･下諏訪向陽高 上伊那･高遠高 上伊那･箕輪中 飯伊･飯田風越高 諏訪･原中

07/24 椚谷 和久(3) 6.83(+1.9) 浅原 一熙(2) 6.75(+0.6) 小山 竜司(2) 6.57(+1.8) 松本 陸(1) 6.41(+1.1) 井口 晃輔(2) 6.19(+1.4) 山口 凌平(2) 6.08(+1.7) 中野 颯己(2) 5.91(+1.0) 名取 大輔(1) 5.88(+0.6)
走幅跳 飯伊･飯田高 諏訪･諏訪東京理科大 諏訪･東海大諏訪高 諏訪･諏訪二葉高 諏訪･下諏訪向陽高 飯伊･松川高 諏訪･諏訪清陵高 諏訪･東海大諏訪高

07/24 高見澤和希 10.54 友田 利男 10.43 小松 央(1) 10.34 小林 和夫 8.60 有賀 秀人 6.55 奥田 崚介(1) 6.43
砲丸投 飯伊･DreamAC 飯伊･下伊那郡陸協 上伊那･松本大 上伊那･上伊那郡陸協 上伊那･上伊那陸協 諏訪･諏訪東京理科大

07/24 登内 啓一郎(2) 12.16 荻原 勇吹(3) 11.87 奥垣内 崇史(2) 11.31 藤井 隆聖(1) 11.20 牛山 一成(3) 9.98 宮嶋 龍(2) 9.77 折山 景柊(2) 9.49 末元 昂成(1) 8.69
砲丸投 上伊那･高遠高 諏訪･諏訪二葉高 諏訪･東海大諏訪高 飯伊･飯田高 飯伊･松川高 飯伊･阿智高 飯伊･飯田風越高 飯伊･阿南高

07/24 小松 央(1) 31.00 宮島真吾 27.82 高見澤和希 27.77 本多 俊平 27.26 小林 和夫 25.01 斉藤 英夫 18.28 有賀 秀人 18.25
円盤投 上伊那･松本大 飯伊･DreamAC 飯伊･DreamAC 飯伊･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 上伊那･上伊那郡陸協 上伊那･上伊那陸協 上伊那･上伊那陸協

07/24 奥垣内 崇史(2) 41.66 折山 景柊(2) 29.92 中嶋 宏太(2) 25.79 畠山 大生(2) 22.61 中路 星耀(2) 22.56 本松 幸久(2) 21.78 松田 直也(1) 20.89 大平 剛大(1) 12.67
円盤投 諏訪･東海大諏訪 GR 飯伊･飯田風越高 飯伊･阿南高 上伊那･赤穂高 上伊那･箕輪進修高 諏訪･諏訪二葉高 上伊那･上伊那農高 飯伊･OIDE長姫高

07/24 田畑 勇貴 49.70 牛山 一成(3) 48.98 友田 利男 48.73 荻原 勇吹(3) 46.83 宮島真吾 45.48 小松 和真(2) 45.18 勝野裕太 41.24 本松 幸久(2) 41.14
やり投 上伊那･Easters 飯伊･松川高 飯伊･下伊那郡陸協 諏訪･諏訪二葉高 飯伊･DreamAC 飯伊･飯田風越高 飯伊･DreamAC 諏訪･諏訪二葉高

07/24 松川高       43.30 飯田高       43.68 東海大諏訪高      44.96 諏訪東京理科大      45.42 富士見中       45.69 DreamAC       46.66 緑ヶ丘中       49.39
４×１００ｍＲ 棚田 駿太(3) 椚谷 和久(3) 奥垣内 崇史(2) 長巾 真也(2) 小林 優真(3) 山本純也 金子 昂星(2)

牛山 一成(3) 篠田 知樹(2) 野村 健成(2) 浅原 一熙(2) 三井 成起(3) 浅野大輔 村澤 和真(2)
光沢 佑人(3) 熊谷 太生(3) 小山 竜司(2) 丸山 将也(2) 名取 裕基(3) 竹内一弘 大平 雄斗(2)
近藤 裕哉(3) 西村 武登(2) 名取 大輔(1) 長田 佑麻(1) 矢代 智章(3) 林佑太 木下 耀仁(2)

07/24 飯伊     3,20.52 諏訪     3,25.63 上伊那     3,26.78
４×４００ｍＲ 西村 武登(2) 小山 竜司(2) 宮坂  秀星(2)

川上 真弥 野村 健成(2) 宮澤 悠斗(3)
近藤 裕哉(3) 宮坂 空(1) 登内 健太(2)
塩沢 直樹(3) 外川 太一(2) 畑佐 崚介(3)



予選 7月24日  9:10
決勝 7月24日 15:10

大会新(GR)          10.76

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 -2.4

 1 門脇 大 諏訪     11.94  1 土屋 哲平(1) 諏訪     12.13 
ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾛ 茅野ｱｽﾚ ﾂﾁﾔ ﾃｯﾍﾟｲ 諏訪二葉高

 2 志村 尚士(2) 諏訪     12.30  2 倉田 優希(1) 上伊那     12.40 
ｼﾑﾗ ﾋｻｼ 岡谷工高 ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 高遠高

 3 飯島 悠斗(2) 上伊那     12.31  3 新谷 佳汰(2) 上伊那     12.81 
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 赤穂中 ｼﾝﾔ ｹｲﾀ 赤穂中

 4 藤綱 和仁(2) 上伊那     12.68  4 中村 拓実(2) 諏訪     12.83 
ﾌｼﾞﾂﾅ ｶｽﾞﾄ 高遠高 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 下諏訪社中

 5 佐々木 諒真(2) 飯伊     12.77  5 大平 雄斗(2) 飯伊     12.83 
ｻｻｷ ﾘｮｳﾏ 阿智高 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ 緑ヶ丘中

 6 五味 春喜(2) 諏訪     14.38  6 西澤 駿(2) 諏訪     15.23 
ｺﾞﾐ ﾊﾙｷ 茅野東部中 ﾆｼｻﾞﾜ ｼｭﾝ 上諏訪中

 7 青木 健太(1) 上伊那     15.13  7 北原 啓斗(1) 上伊那     16.38 
ｱｵｷ ｹﾝﾀ 駒ヶ根東中 ｷﾀﾊﾗ ｹｲﾄ 春富中
林佑太 飯伊 川上 真弥 飯伊
ﾊﾔｼﾕｳﾀ DreamAC ｶﾜｶﾐ  ｼﾝﾔ 飯田病院

[ 3組] 風速 -1.4 [ 4組] 風速 -0.5

 1 矢代 智章(3) 諏訪     11.79  1 米澤 和真(2) 飯伊     11.93 
ﾔｼﾛ ﾄﾓｱｷ 富士見中 ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 飯田高

 2 酒井 龍介(3) 上伊那     12.03  2 丸山 将也(2) 諏訪     12.59 
ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 伊那東部中 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ 諏訪東京理科大

 3 三嶋 蒼生(3) 飯伊     12.31  3 保科 健照(2) 諏訪     13.33 
ﾐｼﾏ ｱｵｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾎｼﾅ ｹﾝｼｮｳ 岡谷北部中

 4 塚田 千紘(3) 諏訪     12.34  4 多田井 琢馬(2) 飯伊     13.41 
ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 岡谷東部中 ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 5 今井 創士(3) 上伊那     12.66  5 伊藤 光之介(1) 上伊那     15.06 
ｲﾏｲ ｿｳｼ 中川中 ｲﾄｳ ｺｳﾉｽｹ 駒ヶ根東中

 6 伊藤 小次郎(1) 飯伊     13.94 有賀 匠吾(2) 上伊那
ｲﾄｳ ｺｼﾞﾛｳ 飯田高陵中 ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 辰野中

 7 田口 利彦(2) 諏訪     14.07 中澤 新(3) 諏訪
ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ 上諏訪中 ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 清陵附属中

 8 田中 敦也(1) 上伊那     14.69 矢澤 俊希(3) 上伊那
ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ 赤穂中 ﾔｻﾞﾜ ﾄｼｷ 箕輪進修高

[ 5組] 風速 -2.4 [ 6組] 風速 -1.6

 1 岩波 柾也(4) 諏訪     11.12 q  1 丸岡 精二 上伊那     11.60 q
ｲﾜﾅﾐ ﾏｻﾔ 高崎経大 ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 2 篠田 知樹(2) 飯伊     11.83  2 田畑 勇貴 上伊那     12.05 
ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ 飯田高 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ Easters

 3 池上 優斗(3) 上伊那     12.22  3 松田 蓮太郎(3) 諏訪     12.10 
ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 高遠高 ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中

 4 名取 裕基(3) 諏訪     12.77  4 寺澤 勇紀(3) 飯伊     12.19 
ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 富士見中 ﾃﾗｻﾜ ﾕｳｷ 喬木中

 5 小澤 拓哉(2) 上伊那     13.14  5 正木 太陽(2) 飯伊     12.46 
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 駒ヶ根東中 ﾏｻｷ ﾀｲﾖｳ 飯田高陵中

 6 竹内 大輔(2) 飯伊     13.52  6 宮坂 翔馬(3) 諏訪     13.00 
ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 高森中 ﾐﾔｻｶ ｼｮｳﾏ 岡谷北部中

 7 鈴木 千紘(1) 諏訪     13.72  7 原 朋輝(3) 上伊那     13.67 
ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 清陵附属中 ﾊﾗ ﾄﾓｷ 中川中

 8 野溝 琉(1) 上伊那     16.81  8 今井 晴基(1) 諏訪     14.09 
ﾉﾐｿﾞ ﾘｵ 春富中 ｲﾏｲ ﾊﾙｷ 岡谷北部中

[ 7組] 風速  0.0 [ 8組] 風速 -1.0

 1 工藤 俊介(3) 上伊那     12.21  1 近藤 裕哉(3) 飯伊     11.30 q
ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那東部中 ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ 松川高

 2 田中 仁(2) 諏訪     12.33  2 原 大智 諏訪     11.90 
ﾀﾅｶ   ﾋﾄｼ 岡谷南高 ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ TOKAI AC

 3 山本純也 飯伊     12.36  3 熊谷  尚紀(1) 飯伊     12.25 
ﾔﾏﾓﾄｼﾞｭﾝﾔ DreamAC ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ 飯田風越高

 4 村澤 和真(2) 飯伊     13.09  4 竹内 郁尋(3) 上伊那     12.92 
ﾑﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘中 ﾀｹｳﾁ ｲﾁﾙ 春富中

 5 石山 純雅(1) 諏訪     14.26  5 浦野 晃平(2) 上伊那     13.00 
ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｶﾞ 茅野北部中 ｳﾗﾉ ｺｳﾍｲ 宮田中
小林 泰平(1) 上伊那  6 古谷 聖斗(1) 諏訪     13.02 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾍｲ 伊那北高 ﾌﾙﾔ ﾏｻﾄ 岡谷東高
林 泰希(3) 上伊那  7 伊藤 蒼眞(1) 諏訪     14.46 
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 辰野中 ｲﾄｳ ｿｳﾏ 清陵附属中
長巾 真也(2) 諏訪 今井 頼人(1) 上伊那
ﾅｶﾞﾊﾊﾞ ｼﾝﾔ 諏訪東京理科大 ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 辰野中
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[ 9組] 風速 -0.8 [ 10組] 風速 -1.0

 1 登内 健太(2) 上伊那     11.56 q  1 藤森 秀貴(4) 諏訪     11.68 
ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 上伊那農高 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾃﾞﾀｶ 松本大

 2 光沢 佑人(3) 飯伊     11.94  2 曽根原  賢(2) 上伊那     12.05 
ｺｳｻﾞﾜ  ﾕｳﾄ 松川高 ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ 伊那弥生ヶ丘高

 3 遠山 龍之介(2) 上伊那     12.14  3 林 涼真(1) 上伊那     12.44 
ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 宮田中 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 伊那北高

 4 山崎 飛鳥(2) 諏訪     12.74  4 唐澤 慶大(2) 飯伊     12.45 
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｽｶ 岡谷工高 ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ 飯田風越高

 5 唐澤 悠河(3) 上伊那     13.02  5 一之瀬 大介(2) 諏訪     13.03 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳｶﾞ 南箕輪中 ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ 上諏訪中

 6 濵 琉斗(1) 諏訪     13.19  6 藤沢 竜児(1) 上伊那     13.53 
ﾊﾏ ﾘｭｳﾄ 岡谷工高 ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｭｳｼﾞ 赤穂高
小林 蓮(3) 諏訪  7 宮部 陽人(1) 諏訪     14.39 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪西中 ﾐﾔﾍﾞ ﾊﾙﾄ 茅野東部中
犬飼 悠貴(1) 飯伊
ｲﾇｶﾞｲ ﾕｳｷ OIDE長姫高

[ 11組] 風速 -0.2 [ 12組] 風速 -1.5

 1 知沢 和輝(3) 飯伊     11.93  1 園原 昇汰(2) 飯伊     11.58 q
ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 阿南高 ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 阿智高

 2 伊藤  陸(1) 上伊那     11.96  2 鳴海 裕斗(2) 諏訪     11.95 
ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那弥生ヶ丘高 ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東高

 3 三井 健太郎(2) 諏訪     12.14  3 渡辺 慎(1) 諏訪     12.53 
ﾐﾂｲ ｹﾝﾀﾛｳ 諏訪清陵高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 諏訪実業高

 4 古賀 直信(2) 上伊那     12.88  4 松田 拓巳(1) 上伊那     13.17 
ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ 箕輪中 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 箕輪中

 5 奥村 洸平(2) 飯伊     13.00  5 三井 隼(1) 飯伊     13.50 
ｵｸﾑﾗ ｺｳﾍｲ 飯田高陵中 ﾐﾂｲ ﾊﾔﾄ OIDE長姫高

 6 田中 裕喜(1) 上伊那     13.54  6 松村 武諒(1) 諏訪     14.66 
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 宮田中 ﾏﾂﾑﾗ ﾀｹｱｷ 諏訪西中

 7 矢﨑 灯夜(1) 諏訪     13.90 西田 ガブリエル(上伊那
ﾔｻﾞｷﾄｳﾔ 永明中 ﾆｼﾀﾞ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 箕輪進修高

[ 13組] 風速  0.0 [ 14組] 風速 -0.8

 1 宮坂  秀星(2) 上伊那     11.66 q  1 見並 龍佑(2) 上伊那     11.61 q
ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 伊那弥生ヶ丘高 ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ 辰野高

 2 棚田 駿太(3) 飯伊     11.79  2 長田 佑麻(1) 諏訪     11.82 
ﾀﾅﾀﾞ  ｼｭﾝﾀ 松川高 ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 諏訪東京理科大

 3 片桐 聖護(1) 上伊那     12.49  3 小林 光輝(3) 飯伊     12.02 
ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ 赤穂高 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 緑ヶ丘中

 4 佐々 海青(1) 諏訪     13.46  4 白鳥 照人(3) 上伊那     12.04 
ｻｻ ｶｲｾｲ 岡谷東部中 ｼﾛﾄﾘ ﾃﾙﾄ 赤穂高

 5 田口 恵斗(2) 上伊那     14.26  5 寺沢 俊輔(1) 飯伊     13.58 
ﾀｸﾞﾁ ｹｲﾄ 伊那東部中 ﾃﾗｻﾜ ｼｭﾝｽｹ OIDE長姫高
市瀬 嵩唯(2) 飯伊  6 宮下 琉(1) 上伊那     14.00 
ｲﾁﾉｾ ｺｳｲ 高森中 ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 駒ｹ根工高
佐野 希汐(2) 諏訪  7 菊池 優太(3) 諏訪     14.03 
ｻﾉ ｷｾｷ 茅野東部中 ｷｸﾁ ﾕｳﾀ 岡谷南部中

[ 15組] 風速 -1.5

 1 宮澤 悠斗(3) 上伊那     11.54 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 辰野高

 2 熊谷 太生(3) 飯伊     11.87 
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｲｾｲ 飯田高

 3 松本 陸(1) 諏訪     11.97 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 諏訪二葉高

 4 神谷 宗尭(2) 上伊那     12.38 
ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ 箕輪中

 5 奥田 裕貴(1) 飯伊     12.66 
ｵｸﾀﾞ ﾕｳｷ 阿南高

 6 高山 翔平(2) 諏訪     13.22 
ﾀｶﾔﾏ ｼｮﾍｲ 諏訪西中

 7 富永 真斗(3) 上伊那     13.51 
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾄ 中川中
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風速 -1.7

 1 近藤 裕哉(3) 飯伊     11.42 
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ 松川高

 2 登内 健太(2) 上伊那     11.46 
ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 上伊那農高

 3 園原 昇汰(2) 飯伊     11.61 
ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 阿智高

 4 丸岡 精二 上伊那     11.65 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 5 宮澤 悠斗(3) 上伊那     11.70 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 辰野高

 6 見並 龍佑(2) 上伊那     11.78 
ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ 辰野高

 7 宮坂  秀星(2) 上伊那     11.87 
ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 伊那弥生ヶ丘高
岩波 柾也(4) 諏訪
ｲﾜﾅﾐ ﾏｻﾔ 高崎経大
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予選 7月24日 11:30
決勝 7月24日 14:40

大会新(GR)          48.03

[ 1組] [ 2組]

 1 外川 太一(2) 諏訪     50.44 q  1 畑佐 崚介(3) 上伊那     51.08 q
ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 諏訪清陵高 ﾊﾀｻ ﾘｮｳｽｹ 赤穂高

 2 家苗  薫(2) 飯伊     54.80  2 小池  潤優(1) 上伊那     51.16 q
ｶﾅｴ  ｶｵﾙ 松川高 ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ 伊那弥生ヶ丘高

 3 杉本 隆太(3) 飯伊   1,00.53  3 伊澤 拓人(2) 上伊那   1,00.52 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 高森中 ｲｻﾜ ﾀｸﾄ 宮田中

 4 伊東 龍生(2) 上伊那   1,01.24  4 岩波 克飛(1) 諏訪   1,04.55 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 伊那AC ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 長峰中

 5 小林 大源(2) 諏訪   1,03.17  5 金野 隼男(2) 上伊那   1,05.24 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｹﾞﾝ 上諏訪中 ｺﾝﾉ ﾊﾔｵ 伊那東部中

 6 関 草太(2) 上伊那   1,05.36  6 梶間 勇斗(1) 飯伊   1,15.43 
ｾｷ ｿｳﾀ 中川中 ｶｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 飯田高陵中
吉江 光司(3) 上伊那 宮坂 一冴(2) 諏訪
ﾖｼｴ ｺｳｼﾞ 辰野中 ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ 下諏訪向陽高
唐澤 直人(2) 上伊那 宮外 遼太郎(1) 飯伊
ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 上伊那農高 ﾐﾔｶﾞｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ OIDE長姫高

[ 3組] [ 4組]

 1 近藤 雅哉(2) 飯伊     50.68 q  1 宮坂 空(1) 諏訪     52.16 q
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾏｻﾔ 松川高 ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 下諏訪向陽高

 2 野村 健成(2) 諏訪     50.94 q  2 酒井 龍介(3) 上伊那     54.95 
ﾉﾑﾗ ｹﾝｾｲ 東海大諏訪高 ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 伊那東部中

 3 小澤 晃平(2) 飯伊     54.01  3 松尾将文 飯伊     56.40 
ｵｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ OIDE長姫高 ﾏﾂｵﾏｻﾌﾐ DreamAC

 4 藤原 渓太(3) 上伊那     55.57  4 安藤 俊輝(1) 飯伊     59.84 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾀ 上伊那農高 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 飯田高

 5 林 涼真(1) 上伊那     57.14  5 竹内 陽哉(1) 上伊那   1,02.10 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 伊那北高 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 赤穂中

 6 鷲見 隼翔(2) 上伊那   1,02.31  6 今井 越士(2) 上伊那   1,06.15 
ｽﾐﾊﾔﾄ 伊那東部中 ｲﾏｲ ｴﾂｼ 中川中

 7 伊藤和哉(1) 諏訪   1,02.37 宮澤 悠斗(3) 上伊那
ｲﾄｳｶｽﾞﾔ 諏訪南中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 辰野高
林 洸希(2) 飯伊 河合 生稀(1) 諏訪
ﾊﾔｼ ﾃﾙｷ 阿南高 ｶﾜｲ ｲﾌﾞｷ 茅野北部中

[ 5組] [ 6組]

 1 宮坂  秀星(2) 上伊那     52.61  1 塩沢 直樹(3) 飯伊     50.16 q
ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 伊那弥生ヶ丘高 ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 岐阜経大

 2 丸山 玲央(2) 飯伊     52.62  2 小山 竜司(2) 諏訪     52.21 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松本大 ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 東海大諏訪高

 3 伊藤  陸(1) 上伊那     54.24  3 古河原 達哉 上伊那     55.62 
ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那弥生ヶ丘高 ｺｶﾞﾊﾗ ﾀﾂﾔ Easters

 4 土屋 哲平(1) 諏訪     56.35  4 正木 太陽(2) 飯伊     59.33 
ﾂﾁﾔ ﾃｯﾍﾟｲ 諏訪二葉高 ﾏｻｷ ﾀｲﾖｳ 飯田高陵中

 5 今村 隼士(3) 飯伊     56.48  5 林 大翔(2) 上伊那   1,00.17 
ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｼ 緑ヶ丘中 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ 伊那AC

 6 諏訪 玲二(1) 諏訪   1,07.86  6 渡辺 圭尚(2) 上伊那   1,03.22 
ｽﾜ ﾚｲｼﾞ 上諏訪中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼｮｳ 辰野中
芦部 冬馬(2) 上伊那  7 田口 央士郎(1) 飯伊   1,16.72 
ｱｲﾍﾞ ﾄｳﾏ 宮田中 ﾀｸﾞﾁ ｵｳｼﾞﾛｳ 飯田高陵中
今井 春(1) 上伊那 山内 一輝(1) 上伊那
ｲﾏｲ ｼｭﾝ 箕輪進修高 ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 上伊那農高

[ 7組] [ 8組]

 1 中嶋康晴 飯伊     55.58  1 西村 武登(2) 飯伊     50.99 q
ﾅｶｼﾏﾔｽﾊﾙ DreamAC ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 飯田高

 2 登内 和也(3) 上伊那     55.59  2 杉山 修己(2) 上伊那     54.81 
ﾄﾉｳﾁ ｶｽﾞﾔ 箕輪中 ｽｷﾞﾔﾏ ｵｻﾐ 赤穂高

 3 三井 成起(3) 諏訪     59.27  3 北原 恵哉(2) 上伊那     55.96 
ﾐﾂｲ ﾅﾘｷ 富士見中 ｷﾀﾊﾗ ｹｲﾔ 箕輪進修高

 4 吉沢 雄人(2) 飯伊     59.77  4 鈴木 颯太(1) 諏訪     57.16 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 高森中 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 諏訪二葉高

 5 宮澤 喬佑(2) 諏訪   1,00.00  5 太田 一希(2) 上伊那   1,00.30 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 岡谷東部中 ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ 宮田中

 6 浦野 亜武(2) 上伊那   1,01.96  6 金子 昂星(2) 飯伊   1,01.25 
ｳﾗﾉ ｱﾑ 箕輪中 ｶﾈｺ ｺｳｾｲ 緑ヶ丘中

 7 木下 翔聖(1) 諏訪   1,15.74  7 福澤 洸士(1) 上伊那   1,08.62 
ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾏ 諏訪西中 ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｼ 伊那AC
浦野 ジュンディン上伊那
ｳﾗﾉ ｼﾞｭﾝﾃﾞｨﾝ 箕輪進修高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
7   774

5    90

男子

４００ｍ

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

記録／備考

  569

1    78

6   311

2   544
欠場

4   475

3   748

8

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
1   505

3   371

7   379

2   866

5   329

6   150

4   683
欠場

8    12
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
6    93

2   894

1    20

7   476

5   367

3   350

4   825

8    45
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
1   684

4   335

3     6

5   121

8   526

2   572

6   539
欠場

7   723
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
8   370

1   115

2   368

7   850

5   213

3   750

4   377
欠場

6  1307
欠場

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7    61

3   880

2   303

5   162

6   317

8   561

1   164

4   467
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
8    10

2  1334

7   906

3    67

1   628

6  1315

氏  名 所属名 記録／備考
5   134

8   499

6  1312

3   854

2   389

7   209

4   3165   816

4  1304
欠場



 1 塩沢 直樹(3) 飯伊     49.16 
ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 岐阜経大

 2 外川 太一(2) 諏訪     50.43 
ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 諏訪清陵高

 3 西村 武登(2) 飯伊     50.58 
ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 飯田高

 4 畑佐 崚介(3) 上伊那     51.22 
ﾊﾀｻ ﾘｮｳｽｹ 赤穂高

 5 野村 健成(2) 諏訪     51.48 
ﾉﾑﾗ ｹﾝｾｲ 東海大諏訪高

 6 小池  潤優(1) 上伊那     51.80 
ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ 伊那弥生ヶ丘高

 7 宮坂 空(1) 諏訪     52.10 
ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 下諏訪向陽高
近藤 雅哉(2) 飯伊
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾏｻﾔ 松川高

男子

４００ｍ
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    61

6   774

8   134

7   505

4   894

1   371

2   684

3    93
失格



予選 7月24日 13:10
決勝 7月24日 15:20

大会新(GR)        1,55.44

[ 1組] [ 2組]

 1 児玉 拓矢(2) 諏訪   2,01.49 Q  1 岩﨑 一徹(3) 飯伊   2,04.72 Q
ｺﾀﾞﾏﾀｸﾔ 諏訪二葉高 ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 飯田風越高

 2 後沢 大地(2) 飯伊   2,02.30 q  2 三井 洪太(2) 諏訪   2,05.16 
ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 松川高 ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 諏訪清陵高

 3 酒井 龍一(1) 上伊那   2,03.37 q  3 池上 優斗(3) 上伊那   2,07.95 
ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 伊那北高 ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 高遠高

 4 熊谷 勇人(2) 飯伊   2,12.22  4 伊藤 士恩(1) 上伊那   2,14.55 
ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾔﾄ 松川高 ｲﾄｳ ｼｵﾝ 上伊那農高

 5 大杉 啓(1) 上伊那   2,12.41  5 黒澤 友哉(3) 諏訪   2,17.66 
ｵｵｽｷﾞ ﾋﾛﾑ 上伊那農高 ｸﾛｻﾜ ﾄﾓﾔ 長峰中

 6 鈴木 勇人(1) 諏訪   2,12.81  6 下平 勇希(1) 上伊那   2,20.21 
ｽｽﾞｷ  ﾕｳﾄ 岡谷南高 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 箕輪進修高

 7 両角 睦紀(1) 諏訪   2,18.55  7 森本 隆暉(3) 飯伊   2,24.11 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾑﾂｷ 諏訪二葉高 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶｱｷ 下伊那松川中

 8 小塩 貫汰(1) 上伊那   2,20.55  8 原 克彦(2) 上伊那   2,27.04 
ｺｼｵ ｶﾝﾀ 赤穂高 ﾊﾗ ｶﾂﾋｺ 箕輪進修高

 9 瀨戸 優孝(2) 上伊那   2,25.33  9 三井 晃太(2) 諏訪   2,34.29 
ｾﾄ ﾕﾀｶ 辰野中 ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 上諏訪中

10 近藤 来旺(1) 飯伊   2,48.02 10 福与 真生琉(1) 飯伊   2,38.89 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾗｲｵ 飯田高陵中 ﾌｸﾖ ﾏｷﾙ 緑ヶ丘中

11 松田 陸(1) 上伊那   3,02.81 11 瀧澤 健斗(1) 上伊那   2,42.98 
ﾏﾂﾀﾞ ﾘｸ 宮田中 ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 宮田中
嶋本 和磨(3) 諏訪 近藤 惠哉(1) 飯伊
ｼﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 茅野北部中 ｺﾝﾄﾞｳ  ﾄｼﾔ 松川高

[ 3組] [ 4組]

 1 下井 颯太(3) 上伊那   2,06.01 Q  1 蟹沢 恭吾 上伊那   2,04.17 Q
ｼﾓｲ ｿｳﾀ 赤穂高 ｶﾆｻﾜ ｷｮｳｺﾞ Easters

 2 中村 駿吾(2) 諏訪   2,06.40  2 小林 亮介(3) 諏訪   2,13.37 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 諏訪清陵高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 諏訪実業高

 3 白鳥 敦 上伊那   2,06.66  3 河西 希隆(2) 上伊那   2,16.04 
ｼﾛﾄﾘ ｱﾂｼ Easters ｶｻｲ ｷﾘｭｳ 箕輪中

 4 熊谷 康成(1) 上伊那   2,06.98  4 古林 拓哉(3) 飯伊   2,19.37 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ 伊那北高 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 下伊那松川中

 5 大滝 一輝(2) 諏訪   2,17.19  5 清水 祐来(3) 上伊那   2,20.62 
ｵｵﾀｷ ｶｽﾞｷ 岡谷工高 ｼﾐｽﾞﾕｳﾗ 伊那東部中

 6 松島 有軌(1) 飯伊   2,17.86  6 小林 玄(3) 諏訪   2,24.37 
ﾏﾂｼﾏ ﾕｳｷ 飯田高 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝ 富士見中

 7 鈴木 智也(1) 飯伊   2,19.48  7 荒井 駿伸(1) 上伊那   2,34.80 
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 飯田風越高 ｱﾗｲ ﾄｼﾉﾌﾞ 辰野中

 8 小出 大地(2) 上伊那   2,29.57  8 岩﨑 貴平(1) 飯伊   2,35.27 
ｺｲﾃﾞ ﾀﾞｲﾁ 駒ヶ根東中 ｲﾜｻｷ ﾀｶﾗ 高森中

 9 赤羽 幸一(2) 諏訪   2,30.87  9 両角 公輔(1) 諏訪   2,36.76 
ｱｶﾊﾈ ｺｳｲﾁ 諏訪東京理科大 ﾓﾛｽﾞﾐ ｺｳｽｹ 上諏訪中

10 後沢 大道(1) 飯伊   2,52.93 小澤 将大(3) 上伊那
ｺﾞｻﾞﾜ ﾀｲﾄﾞｵ 飯田高陵中 ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 辰野中

11 山中 尋斗(1) 上伊那   2,58.44 櫻井 雄大(2) 飯伊
ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛﾄ 宮田中 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾀ 飯田風越高
石川 颯(2) 飯伊 大月 海世(3) 諏訪
ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾃ 下伊那農業高 ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 東海大諏訪高

男子

８００ｍ

予選 通過基準  6組  1着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名 所属名

   96

記録／備考
3   839

2    98

4   472

11   654

1   359

5

  152

9   852

8   496

12   388

7   731

6   567

10

欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   185

2   782

3   428

1   462

11   869

7  1305

10    52

9  1306

6   745

4   228

5   391

12    95
欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No.
6   489

3   789

10   306

4   357

5   612

9   131

11   203

2   403

8   820

7   155

12   386

1    58
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
2   301

5   766

1  1319

10    51

8   340

9   908

7   548

3    66

11   758

4   553
欠場

6   204
欠場

12   888
欠場



[ 5組] [ 6組]

 1 松井 翔吾(2) 諏訪   2,05.52 Q  1 大峽 和(1) 飯伊   2,03.60 Q
ﾏﾂｲ ｼｮｳｺﾞ 諏訪清陵高 ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ 飯田高

 2 北原 鐘伍(2) 上伊那   2,08.14  2 平井 啓吾(3) 諏訪   2,04.57 
ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 上伊那農高 ﾋﾗｲ ｹｲｺﾞ 下諏訪向陽高

 3 清水 理久(2) 飯伊   2,08.22  3 井内 一朗(3) 上伊那   2,10.30 
ｼﾐｽﾞ ﾘｸ 飯田高 ｲｳﾁ ｲﾁﾛｳ 箕輪中

 4 植松 孝太(2) 諏訪   2,08.88  4 小松 翔(1) 諏訪   2,10.33 
ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 富士見中 ｺﾏﾂ ｶｹﾙ 諏訪二葉高

 5 春日 雄大郎(3) 上伊那   2,12.16  5 上田 航希(2) 上伊那   2,10.95 
ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 伊那東部中 ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 伊那北高

 6 鈴木 来人(3) 上伊那   2,19.46  6 服部 広平(2) 諏訪   2,18.34 
ｽｽﾞｷ ﾗｲﾄ 中川中 ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾍｲ 上諏訪中

 7 岩﨑 なつ希(3) 飯伊   2,19.91  7 市瀬 優樹(2) 飯伊   2,23.10 
ｲﾜｻｷ ﾅﾂｷ 高森中 ｲﾁﾉｾ ﾕｳｷ 緑ヶ丘中

 8 小林 正依(1) 諏訪   2,32.55  8 北原 諒(2) 上伊那   2,43.82 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲ 富士見中 ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳ 伊那東部中

 9 滝沢 朋季(2) 上伊那   2,33.50  9 小國 陽大(1) 飯伊   2,48.62 
ｻｷｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 駒ヶ根東中 ｵｸﾆ ﾖｳﾀ 飯田高陵中
塩沢 直樹(3) 飯伊 10 笠原 渉(1) 諏訪   2,53.27 
ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 岐阜経大 ｶｻﾊﾗ ﾜﾀﾙ 岡谷東部中
松﨑 文哉(3) 飯伊 杉山 修己(2) 上伊那
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 高森中 ｽｷﾞﾔﾏ ｵｻﾐ 赤穂高

 1 児玉 拓矢(2) 諏訪   2,00.15 
ｺﾀﾞﾏﾀｸﾔ 諏訪二葉高

 2 蟹沢 恭吾 上伊那   2,01.39 
ｶﾆｻﾜ ｷｮｳｺﾞ Easters

 3 酒井 龍一(1) 上伊那   2,01.52 
ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 伊那北高

 4 下井 颯太(3) 上伊那   2,03.05 
ｼﾓｲ ｿｳﾀ 赤穂高

 5 大峽 和(1) 飯伊   2,05.47 
ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ 飯田高

 6 後沢 大地(2) 飯伊   2,14.68 
ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 松川高
岩﨑 一徹(3) 飯伊
ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 飯田風越高
松井 翔吾(2) 諏訪
ﾏﾂｲ ｼｮｳｺﾞ 諏訪清陵高

男子

８００ｍ
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   784

5   479

4   133

2   915

11   336

9   584

8    61

6    65

3   910

欠場
10    77

欠場

順

1   412

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   136

1   694

4  1314

5   841

2   361

3   756

9   215

8   347

10   159

11   624

6   499
欠場

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   839

6   301

1   359

8   489

4   136

2    98

3   185

欠場

途中棄権
7   784



予選 7月24日 10:45
決勝 7月24日 14:30

大会新(GR)        4,00.41

[ 1組] [ 2組]

 1 大峽 和(1) 飯伊   4,26.78 Q  1 岩﨑 一徹(3) 飯伊   4,19.84 Q
ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ 飯田高 ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 飯田風越高

 2 小林 亮太(3) 諏訪   4,28.08 Q  2 立花 廉(2) 上伊那   4,20.20 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 富士見中 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾚﾝ 赤穂高

 3 松山 准也(1) 飯伊   4,37.01  3 小林 大亮(1) 諏訪   4,22.27 q
ﾏﾂﾔﾏ  ｼﾞｭﾝﾔ 松川高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 東海大諏訪高

 4 目黒 道裕(3) 上伊那   4,38.64  4 血脇 悠斗(2) 諏訪   4,24.74 q
ﾒｸﾞﾛ ﾐﾁﾋﾛ 中川中 ﾁﾜｷ ﾕｳﾄ 諏訪清陵高

 5 佐藤 真治(3) 上伊那   4,45.92  5 南郷 隼翔(1) 上伊那   4,31.11 
ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 辰野中 ﾅﾝｺﾞｳ ﾊﾔﾄ 伊那北高

 6 細田 勝太(2) 諏訪   4,49.53  6 二見 拓輝(2) 諏訪   4,41.43 
ﾎｿﾀﾞ ｼｮｳﾀ 諏訪清陵高 ﾌﾀﾐ ﾋﾛｷ 清陵附属中

 7 酒井 応太(1) 諏訪   4,57.31  7 古清水 映二 諏訪   4,42.65 
ｻｶｲ ｵｳﾀ 上諏訪中 ｺｼﾐｽﾞ ｴｲｼﾞ 諏訪市陸協

 8 杉山 南(3) 諏訪   5,00.33  8 唐澤 駿(1) 上伊那   4,55.63 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾅﾐ 富士見中 ｶﾗｻﾜ ｼｭﾝ 辰野中

 9 中島 快都(2) 飯伊   5,05.72  9 國谷 真ノ介(2) 諏訪   4,58.90 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ 下伊那松川中 ｸﾆﾔ ｼﾝﾉｽｹ 長峰中

10 牧島 駿太(2) 上伊那   5,05.96 10 中原 俊和 上伊那   4,59.35 
ﾏｷｼﾏ ｼｭﾝﾀ 伊那東部中 ﾅｶﾊﾗ ﾄｼｶｽﾞ 伊那AC

11 荻原 浩太郎(2) 上伊那   5,11.77 11 唐沢 一弥 飯伊   5,04.90 
ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 春富中 ｶﾗｻﾜ ｶｽﾞﾔ 下伊那郡陸協

12 大滝 隼輝(1) 諏訪   5,18.27 12 篠原 良粋(1) 諏訪   5,34.25 
ｵｵﾀｷ ｼｭﾝｷ 下諏訪中 ｼﾉﾊﾗ ﾗｲｷ 岡谷東部中

13 丸茂 祐輝(1) 諏訪   6,02.32 13 宮坂 悠助(1) 諏訪   5,49.78 
ﾏﾙﾓ ﾖｼｷ 茅野北部中 ﾐﾔｻｶ ﾕｳｽｹ 茅野東部中

14 吉野 世歩(1) 上伊那   6,17.04 14 宮森 蓮(2) 諏訪   5,51.84 
ﾖｼﾉ ﾜﾀﾙ 春富中 ﾐﾔﾓﾘ ﾚﾝ 諏訪西中
宮脇 祐歩(3) 上伊那 村田 幸平(1) 飯伊
ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾎ 駒ヶ根東中 ﾑﾗﾀ ｺｳﾍｲ 飯田高
本島 尚緒(1) 飯伊 宮澤 隆之介(3) 上伊那
ﾓﾄｼﾞﾏ ﾅｵ 高森中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 辰野中

[ 3組] [ 4組]

 1 小松 宗平(2) 諏訪   4,23.44 Q  1 河合  蓮(3) 飯伊   4,25.91 Q
ｺﾏﾂ ｼｭｳﾍｲ 諏訪二葉高 ｶﾜｲ  ﾚﾝ 松川高

 2 安藤 悠希(3) 飯伊   4,28.09 Q  2 橋爪 颯生(3) 上伊那   4,26.06 Q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 高森中 ﾊｼﾂﾞﾒ ｻﾂｷ 上伊那農高

 3 植田 貴大(2) 上伊那   4,37.03  3 椎名 一郎(2) 上伊那   4,26.08 q
ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 伊那北高 ｼｲﾅ ｲﾁﾛｳ 赤穂中

 4 松沢 圭途(2) 飯伊   4,41.67  4 關 凱人(2) 諏訪   4,39.59 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲﾄ 飯田風越高 ｾｷ ｶｲﾄ 諏訪清陵高

 5 大場 翔太(1) 飯伊   4,44.25  5 林  龍介(1) 飯伊   4,47.44 
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ OIDE長姫高 ﾊﾔｼ  ﾘｭｳｽｹ 松川高

 6 馬場 敦(1) 飯伊   4,45.05  6 小松 隼(3) 諏訪   4,53.23 
ﾊﾞﾊﾞ ｱﾂｼ 飯田高 ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 茅野北部中

 7 下平 勇希(1) 上伊那   4,53.08  7 小原 秀友(2) 上伊那   4,54.93 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 箕輪進修高 ｺﾊﾗ ｼｭｳ 中川中

 8 芦部 冬馬(2) 上伊那   4,56.37  8 児玉 光輝(2) 諏訪   4,55.67 
ｱｲﾍﾞ ﾄｳﾏ 宮田中 ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ 上諏訪中

 9 宮下 泰智(2) 上伊那   4,59.42  9 瀧澤 健人(1) 飯伊   4,56.25 
ﾐﾔｼﾀ ﾔｽﾄﾓ 駒ヶ根東中 ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 鼎中

10 日達 羽琉(1) 諏訪   5,04.87 10 玉置 惇輝(2) 飯伊   4,58.34 
ﾋﾀﾁ ﾊﾙ 原中 ﾀﾏｵｷ ｱﾂｷ OIDE長姫高

11 巻渕 勇人(3) 諏訪   5,10.46 11 清水 想介(2) 上伊那   4,58.77 
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾊﾔﾄ 岡谷南部中 ｼﾐｽﾞ ｿｳｽｹ 伊那東部中

12 伊藤 龍斗(2) 上伊那   5,20.66 12 山﨑 淳平(3) 飯伊   4,59.81 
ｲﾄｳ ﾘｭｳﾄ 宮田中 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 飯田高陵中

13 北原 伶人(1) 飯伊   5,50.37 13 遠藤 隼也(1) 諏訪   5,05.15 
ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳﾄ 飯田高陵中 ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ 諏訪実業高
西澤 裕斗(1) 諏訪 14 今井樹生(1) 諏訪   5,16.20 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 岡谷工高 ｲﾏｲｲﾂｷ 諏訪南中
赤沼 浩由(1) 諏訪 15 菅沼 蒼太(1) 上伊那   5,23.97 
ｱｶﾇﾏ ﾋﾛﾖｼ 諏訪二葉高 ｽｶﾞﾇﾏ ｿｳﾀ 駒ヶ根東中
牛山 誠道(2) 諏訪 16 北澤 亮太朗(1) 諏訪   6,04.70 
ｳｼﾔﾏ ﾏｻﾐﾁ 下諏訪向陽高 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 茅野北部中
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予選 通過基準  6組  2着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No.



[ 5組] [ 6組]

 1 中嶋 紀彰(3) 飯伊   4,35.29 Q  1 佐藤 龍我(1) 上伊那   4,23.26 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘｱｷ 下條中 ｻﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 上伊那農高

 2 石川 颯(2) 飯伊   4,38.64 Q  2 櫻井 雄大(2) 飯伊   4,23.50 Q
ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾃ 下伊那農業高 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾀ 飯田風越高

 3 柳澤 光(3) 諏訪   4,40.85  3 小林 竜也(1) 諏訪   4,28.14 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 上諏訪中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 東海大諏訪高

 4 渋谷 凌(3) 上伊那   4,41.39  4 原 大貴(3) 上伊那   4,32.80 
ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳ 高遠高 ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 伊那東部中

 5 宮下 日向(3) 上伊那   4,42.50  5 大滝 一輝(2) 諏訪   4,33.43 
ﾐﾔｼﾀ ﾋｭｳｶﾞ 赤穂中 ｵｵﾀｷ ｶｽﾞｷ 岡谷工高

 6 桑野 杏梧(3) 諏訪   4,45.27  6 宮下 翔伍(3) 飯伊   4,45.49 
ｸﾜﾉ ｷｮｳｺﾞ 富士見中 ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳｺﾞ 高森中

 7 市村 雅仁(1) 上伊那   4,56.06  7 鈴木 駿平(2) 上伊那   4,49.29 
ｲﾁﾑﾗ ﾏｻﾄ 赤穂高 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 赤穂中

 8 藤森 大地(2) 諏訪   5,01.18  8 大峽 謙(1) 飯伊   4,54.73 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲﾁ 諏訪西中 ｵｵﾊﾞﾕｽﾞﾙ 鼎中

 9 富永 陸(2) 上伊那   5,03.82  9 中島 優太(3) 諏訪   4,56.25 
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｸ 中川中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 岡谷東部中

10 木内 万璃(1) 諏訪   5,05.94 10 上條 真弥(1) 諏訪   4,58.70 
ｷｳﾁ ﾊﾞﾝﾘ 清陵附属中 ｶﾐｼﾞｮｳ ｼﾝﾔ 諏訪二葉高

11 木下 善(2) 飯伊   5,20.52 11 金澤 斗哉(3) 諏訪   5,00.70 
ｷﾉｼﾀ ｾﾞﾝ 緑ヶ丘中 ｶﾅｻﾞﾜ ﾄｳﾔ 岡谷東部中

12 神通川 和也(3) 諏訪   5,25.02 12 木下 恵太(1) 飯伊   5,10.58 
ｼﾞﾝﾂｳｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 岡谷南部中 ｷﾉｼﾀ ｹｲﾀ OIDE長姫高

13 木村 衣音(1) 飯伊   5,25.63 13 菊池 空(2) 上伊那   5,14.41 
ｷﾑﾗ ｲｵ 飯田高陵中 ｷｸﾁ ｿﾗ 宮田中

14 増沢 勇人(1) 諏訪   5,41.20 14 原 克彦(2) 上伊那   5,21.80 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 下諏訪社中 ﾊﾗ ｶﾂﾋｺ 箕輪進修高
滝澤 拓輝(2) 上伊那 15 藤森 大斗(2) 諏訪   5,40.23 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 上伊那農高 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾄ 諏訪西中
関 剛洸(1) 諏訪 16 小池 暁(1) 諏訪   5,59.67 
ｾｷ ﾀｹﾋﾛ 東海大諏訪高 ｺｲｹｱｷﾗ 永明中

 1 岩﨑 一徹(3) 飯伊   4,15.33 
ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 飯田風越高

 2 河合  蓮(3) 飯伊   4,16.57 
ｶﾜｲ  ﾚﾝ 松川高

 3 大峽 和(1) 飯伊   4,16.94 
ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ 飯田高

 4 佐藤 龍我(1) 上伊那   4,18.03 
ｻﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 上伊那農高

 5 櫻井 雄大(2) 飯伊   4,20.82 
ｻｸﾗｲ ﾕｳﾀ 飯田風越高

 6 橋爪 颯生(3) 上伊那   4,21.66 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｻﾂｷ 上伊那農高

 7 小林 竜也(1) 諏訪   4,24.40 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 東海大諏訪高

 8 立花 廉(2) 上伊那   4,26.21 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾚﾝ 赤穂高

 9 小林 亮太(3) 諏訪   4,26.31 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 富士見中

10 小林 大亮(1) 諏訪   4,26.37 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 東海大諏訪高

11 血脇 悠斗(2) 諏訪   4,27.09 
ﾁﾜｷ ﾕｳﾄ 諏訪清陵高

12 小松 宗平(2) 諏訪   4,30.03 
ｺﾏﾂ ｼｭｳﾍｲ 諏訪二葉高

13 中嶋 紀彰(3) 飯伊   4,33.68 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘｱｷ 下條中

14 安藤 悠希(3) 飯伊   4,41.02 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 高森中

15 石川 颯(2) 飯伊   4,41.11 
ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾃ 下伊那農業高
椎名 一郎(2) 上伊那
ｼｲﾅ ｲﾁﾛｳ 赤穂中
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決勝 7月24日 15:55

大会新(GR)       15,02.15

[ 1組] [ 2組]

 1 代田 貴嗣 飯伊  16,49.96  1 牛山 純一 諏訪  14,59.46 
ｼﾛﾀ ﾀｶﾂｸﾞ 飯田市陸協 ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 相支走愛

 2 西永 佳人 飯伊  17,12.72  2 桃澤 大祐 上伊那  15,08.19 
ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼﾄ 下伊那郡陸協 ﾓﾓｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ ｻﾝ工業

 3 鈴木 稜哉(1) 諏訪  17,23.25  3 松﨑 健悟(2) 諏訪  15,21.70 
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ 諏訪二葉高 ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 東海大諏訪高

 4 小口 秀哉 諏訪  17,24.69  4 仁科 利弥 飯伊  15,22.72 
ｵｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾔ 下諏訪町体協 ﾆｼﾅ ﾄｼﾔ 飯田市陸協

 5 清水 龍斗(1) 上伊那  17,25.02  5 西澤 洋務 諏訪  15,22.72 
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾄ 伊那北高 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 茅野市陸協

 6 小平 宗弥(2) 飯伊  17,25.55  6 伊藤 洸介 飯伊  15,30.09 
ｺﾀﾞｲﾗ  ｶｽﾞﾔ 松川高 ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 飯田市陸協

 7 宮下 和也(2) 上伊那  17,42.36  7 羽川 英一 諏訪  15,40.59 
ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾔ 伊那北高 ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ 茅野市陸協

 8 春日 聖悟(3) 上伊那  17,52.38  8 伊藤 輝(1) 諏訪  15,41.88 
ｶｽｶﾞ ｾｲｺﾞ 上伊那農高 ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 東海大諏訪高

 9 清水 冬威(1) 諏訪  18,10.78  9 下村 勇喜(3) 諏訪  15,43.92 
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｲ 茅野高 ｼﾓﾑﾗ ﾕｳｷ 東海大諏訪高

10 山崎 哲也 飯伊  18,17.44 10 中山 壮一 上伊那  16,07.89 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾃﾂﾔ 下伊那郡陸協 ﾅｶﾔﾏ ｿｳｲﾁ 上伊那郡陸協

11 松沢 圭途(2) 飯伊  18,20.78 11 上島 通成 上伊那  16,08.40 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲﾄ 飯田風越高 ｶﾐｼﾞﾏ ﾐﾁﾅﾘ 上伊那郡陸協

12 藤沢 誠一 上伊那  18,37.28 12 荒井 優佑(2) 諏訪  16,11.90 
ﾌｼﾞｻﾜ ｾｲｲﾁ Easters ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 諏訪二葉高

13 下湯瀬 龍信(2) 諏訪  18,49.23 13 松山 克敏 飯伊  16,16.34 
ｼﾓﾕｾ ﾘｭｳｼﾝ 諏訪清陵高 ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那郡陸協

14 小林 慎市(2) 諏訪  18,55.12 14 萩原 英雄 上伊那  16,17.56 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｲﾁ 茅野高 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｵ 上伊那郡陸協

15 赤羽 仁志(1) 諏訪  19,34.40 15 鈴木 昌幸 上伊那  16,23.40 
ｱｶﾊﾈ ﾋﾄｼ 岡谷南高 ｽｽﾞｷ  ﾏｻﾕｷ 上伊那郡陸協

16 米山  諒(1) 上伊那  19,41.05 16 松村 博文 上伊那  16,34.59 
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ 赤穂高 ﾏﾂﾑﾗ  ﾋﾛﾌﾐ 上伊那郡陸協

17 宮下 偉士(1) 上伊那  20,09.46 17 唐木 正敏 上伊那  16,50.25 
ﾐﾔｼﾀ ﾀｹﾄ 赤穂高 ｶﾗｷ ﾏｻﾄｼ 上伊那郡陸協

18 中根 学(2) 諏訪  21,06.38 18 大西 元気(3) 飯伊  17,07.15 
ﾅｶﾈ ﾏﾅﾌﾞ 諏訪東京理科大 ｵｵﾆｼ ｹﾞﾝｷ 松川高

19 植田 剛 上伊那  22,25.80 19 岡 亮輔(1) 上伊那  17,52.48 
ｳｴﾀﾞ ﾂﾖｼ 伊那AC ｵｶ ﾘｮｳｽｹ 伊那北高
小野寺 悠人(1) 飯伊 20 河合  蓮(3) 飯伊  18,27.02 
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳﾄ 阿南高 ｶﾜｲ  ﾚﾝ 松川高
佐藤 開都(3) 上伊那 21 小野寺 悠人(1) 飯伊  19,22.12 
ｻﾄｳ ｶｲﾄ 箕輪進修高 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾕｳﾄ 阿南高
滝澤 代聖 上伊那 高梨 良介 上伊那
ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ ﾄｰﾊﾂ ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ
渕井 大樹(2) 上伊那 樋口 正晃 上伊那
ﾌﾁｲ ﾀﾞｲｷ 上伊那農高 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協
依田 龍政(1) 諏訪 平澤 宏幸 飯伊
ﾖﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 諏訪二葉高 ﾋﾗｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 飯田市陸協
原 賢人(2) 諏訪 折井 正幸 諏訪
ﾊﾗ ｹﾝﾄ 諏訪清陵高 ｵﾘｲ ﾏｻﾕｷ 富士見体協

澤渡 知成 諏訪
ｻﾜﾄﾞ ﾄﾓﾅﾘ 諏訪市陸協

男子

５０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
17   171

14    48

8   853

13   699

21   363

10   104

19   353

15   469

16   702

12    46

6   195

7   305

5   773

22   701

24   651

1   507

25   492

3   822

20   312

2    39
欠場

  831
欠場

4  1309
欠場

9   310
欠場

23   779
欠場

順 No.

11   481
欠場

18

所属名 記録／備考
14   705

大会新
15   307

16   884

8   170

18   706

20   169

6   704

4   874

12   877

5   457

7   456

19   835

2    47

17   459

3   461

23   455

21   458

1   108

13   352

9    91

26    39

10   309
欠場

11   460
欠場

22   173
欠場

24   896
欠場

25   760
欠場



   1 牛山 純一 諏訪 相支走愛    14,59.46 大会新   2   1
   2 桃澤 大祐 上伊那 ｻﾝ工業    15,08.19   2   2
   3 松﨑 健悟(2) 諏訪 東海大諏訪高    15,21.70   2   3
   4 仁科 利弥 飯伊 飯田市陸協    15,22.72   2   4
   4 西澤 洋務 諏訪 茅野市陸協    15,22.72   2   5
   6 伊藤 洸介 飯伊 飯田市陸協    15,30.09   2   6
   7 羽川 英一 諏訪 茅野市陸協    15,40.59   2   7
   8 伊藤 輝(1) 諏訪 東海大諏訪高    15,41.88   2   8
   9 下村 勇喜(3) 諏訪 東海大諏訪高    15,43.92   2   9
  10 中山 壮一 上伊那 上伊那郡陸協    16,07.89   2  10
  11 上島 通成 上伊那 上伊那郡陸協    16,08.40   2  11
  12 荒井 優佑(2) 諏訪 諏訪二葉高    16,11.90   2  12
  13 松山 克敏 飯伊 下伊那郡陸協    16,16.34   2  13
  14 萩原 英雄 上伊那 上伊那郡陸協    16,17.56   2  14
  15 鈴木 昌幸 上伊那 上伊那郡陸協    16,23.40   2  15
  16 松村 博文 上伊那 上伊那郡陸協    16,34.59   2  16
  17 代田 貴嗣 飯伊 飯田市陸協    16,49.96   1   1
  18 唐木 正敏 上伊那 上伊那郡陸協    16,50.25   2  17
  19 大西 元気(3) 飯伊 松川高    17,07.15   2  18
  20 西永 佳人 飯伊 下伊那郡陸協    17,12.72   1   2
  21 鈴木 稜哉(1) 諏訪 諏訪二葉高    17,23.25   1   3
  22 小口 秀哉 諏訪 下諏訪町体協    17,24.69   1   4
  23 清水 龍斗(1) 上伊那 伊那北高    17,25.02   1   5
  24 小平 宗弥(2) 飯伊 松川高    17,25.55   1   6
  25 宮下 和也(2) 上伊那 伊那北高    17,42.36   1   7
  26 春日 聖悟(3) 上伊那 上伊那農高    17,52.38   1   8
  27 岡 亮輔(1) 上伊那 伊那北高    17,52.48   2  19
  28 清水 冬威(1) 諏訪 茅野高    18,10.78   1   9
  29 山崎 哲也 飯伊 下伊那郡陸協    18,17.44   1  10
  30 松沢 圭途(2) 飯伊 飯田風越高    18,20.78   1  11
  31 河合  蓮(3) 飯伊 松川高    18,27.02   2  20
  32 藤沢 誠一 上伊那 Easters    18,37.28   1  12
  33 下湯瀬 龍信(2) 諏訪 諏訪清陵高    18,49.23   1  13
  34 小林 慎市(2) 諏訪 茅野高    18,55.12   1  14
  35 小野寺 悠人(1) 飯伊 阿南高    19,22.12   2  21
  36 赤羽 仁志(1) 諏訪 岡谷南高    19,34.40   1  15
  37 米山  諒(1) 上伊那 赤穂高    19,41.05   1  16
  38 宮下 偉士(1) 上伊那 赤穂高    20,09.46   1  17
  39 中根 学(2) 諏訪 諏訪東京理科大    21,06.38   1  18
  40 植田 剛 上伊那 伊那AC    22,25.80   1  19

男子

５０００ｍ
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
  705
  307
  884
  170
  706
  169
  704
  874
  877
  457
  456
  835
   47
  459
  461
  455
  171
  458
  108
   48
  853
  699
  363
  104
  353
  469
  352
  702
   46
  195
   91
  305
  773
  701
   39
  651

  312

  507
  492
  822



決勝 7月24日  9:00

大会新(GR)          15.20

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -1.3

 1 棚田 駿太(3) 飯伊     17.32  1 澁谷 拓見(2) 諏訪     16.69 
ﾀﾅﾀﾞ  ｼｭﾝﾀ 松川高 ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 諏訪実業高

 2 竹内一弘 飯伊     17.75  2 竹折 優太 飯伊     17.18 
ﾀｹｳﾁｶｽﾞﾋﾛ DreamAC ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ 飯田市陸協

 3 雨宮 海斗(1) 諏訪     19.23  3 酒井 和馬(1) 上伊那     17.31 
ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ 諏訪二葉高 ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 上伊那農高

 4 見並 龍佑(2) 上伊那     19.28  4 井原 晟斗(1) 飯伊     18.98 
ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ 辰野高 ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 松川高
中村 謙士(2) 諏訪 井出 純一朗(1) 諏訪
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 諏訪二葉高 ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 諏訪清陵高
山内 一輝(1) 上伊那
ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 上伊那農高

   1 澁谷 拓見(2) 諏訪 諏訪実業高     16.69 (-1.3)   2   1
   2 竹折 優太 飯伊 飯田市陸協     17.18 (-1.3)   2   2
   3 酒井 和馬(1) 上伊那 上伊那農高     17.31 (-1.3)   2   3
   4 棚田 駿太(3) 飯伊 松川高     17.32 (0.0)   1   1
   5 竹内一弘 飯伊 DreamAC     17.75 (0.0)   1   2
   6 井原 晟斗(1) 飯伊 松川高     18.98 (-1.3)   2   4
   7 雨宮 海斗(1) 諏訪 諏訪二葉高     19.23 (0.0)   1   3
   8 見並 龍佑(2) 上伊那 辰野高     19.28 (0.0)   1   4

決勝 7月24日  8:00

大会新(GR)       22,42.93

 1 石井 慎也(1) 諏訪  25,16.19 
ｲｼｲ ｼﾝﾔ 東海大諏訪高

 2 平澤 太一(3) 飯伊  25,32.34 
ﾋﾗｻﾜ  ﾀｲﾁ 松川高

 3 水野 雄斗(1) 諏訪  28,50.36 
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ 東海大諏訪高

 4 田畑 篤偲(3) 飯伊  29,41.42 
ﾀﾊﾞﾀ ｱﾂｼ 飯田高

 5 飯塚 義博 上伊那  30,06.25 
ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾋﾛ 伊那AC

 6 那須野 寛生(1) 上伊那  31,43.31 
ﾅｽﾉ ﾋﾛｷ 上伊那農高
湯沢 佑拓(1) 飯伊
ﾕｻﾞﾜ  ﾕｳﾀｸ 松川高

男子

５０００ｍＷ
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  887
氏  名 所属名 記録／備考順

6   885

7   111

失格

3   477

5   315

  540

  109
    8
   89

1   110

2   137

4
No.

組 順位
  769
  172
  468

  832

欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

4    89

3   772

6   172

2   468

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   769

6   847
欠場

7   467
欠場

4   832

3   540

2   109

5     8

男子

１１０ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



予選 7月24日 12:40
決勝 7月24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   6 飯田高   145 椚谷 和久(3)     43.84 q  1   6 東海大諏訪高   876 奥垣内 崇史(2)     45.23 q

ｲｲﾀﾞｺｳ ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ
  128 篠田 知樹(2)   894 野村 健成(2)

ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ ﾉﾑﾗ ｹﾝｾｲ
  144 友保 尚樹(1)   880 小山 竜司(2)

ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ
  134 西村 武登(2)   893 名取 大輔(1)

ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ ﾅﾄﾘ ﾀﾞｲｽｹ
 2   1 赤穂中   521 松井 秀真(2)     48.92  2   4 富士見中   913 小林 優真(3)     46.46 q

ｱｶﾎﾁｭｳ ﾏﾂｲ ｼｭｳﾏ ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ
  522 新谷 佳汰(2)   906 三井 成起(3)

ｼﾝﾔ ｹｲﾀ ﾐﾂｲ ﾅﾘｷ
  518 佐野 修一郎(2)   924 名取 裕基(3)

ｻﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ
  533 飯島 悠斗(2)   926 矢代 智章(3)

ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ ﾔｼﾛ ﾄﾓｱｷ
 3   4 駒ヶ根東中   415 竹村 晃多(2)     49.69  3   2 DreamAC     4 山本純也     46.83 q

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰ ﾔﾏﾓﾄｼﾞｭﾝﾔ
  408 深谷 朝海(2)     7 浅野大輔

ﾌｶﾔ ｻﾐ ｱｻﾉﾀﾞｲｽｹ
  406 小澤 拓哉(2)     8 竹内一弘

ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ ﾀｹｳﾁｶｽﾞﾋﾛ
  413 滝澤 海(2)    11 林佑太

ﾀｷｻﾞﾜ ｳﾐ ﾊﾔｼﾕｳﾀ
 4   2 飯田高陵中   162 正木 太陽(2)     51.00  4   5 高遠高   431 藤綱 和仁(2)     47.39 q

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾏｻｷ ﾀｲﾖｳ ﾀｶﾄｵｺｳ ﾌｼﾞﾂﾅ ｶｽﾞﾄ
  154 古瀬 尚暉(1)   423 伊藤 大輔(2)

ﾌﾙｾ ﾅｵｷ ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ
  148 伊藤 小次郎(1)   427 倉田 優希(1)

ｲﾄｳ ｺｼﾞﾛｳ ｸﾗﾀ ﾏｻｷ
  149 奥村 洸平(2)   429 中山 蓮(1)

ｵｸﾑﾗ ｺｳﾍｲ ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ
  3 岡谷北部中   668 今井 晴基(1)  5   7 伊那東部中   341 大森 才稀(2)     49.72 

ｵｶﾔﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｲﾏｲ ﾊﾙｷ 失格 ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｵｵﾓﾘ ｻｲｷ
  666 宮坂 翔馬(3)   328 加藤 大起(2)

ﾐﾔｻｶ ｼｮｳﾏ ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ
  679 濵 忍斗(1)   334 三澤 哲也(2)

ﾊﾏ ｼﾞﾝﾄ ﾐｻﾜ ﾃﾂﾔ
  677 保科 健照(2)   342 竹越 勇斗(2)

ﾎｼﾅ ｹﾝｼｮｳ ﾀｹｺｼ ﾕｳﾄ
  7 岡谷東部中   632 佐々 海青(1)  6   1 清陵附属中   857 伊藤 蒼眞(1)     54.26 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｻｻ ｶｲｾｲ 失格 ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸﾁｭｳ ｲﾄｳ ｿｳﾏ
  641 城 慧(3)   865 鈴木 千紘(1)

ｼﾞｮｳ ｻﾄﾙ ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ
  628 宮澤 喬佑(2)   864 木内 万璃(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ ｷｳﾁ ﾊﾞﾝﾘ
  640 松田 蓮太郎(3)   862 二見 拓輝(2)

ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ ﾌﾀﾐ ﾋﾛｷ
  5 諏訪清陵高   3 箕輪進修高

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ 欠場 ﾐﾉﾜｼﾝｼｭｳｺｳ 欠場

  8 下諏訪向陽高   8 飯田風越高   191 嵯峨座  綾(1)
ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ 欠場 ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ 欠場

  193 小松 和真(2)
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾏ

  189 熊谷  尚紀(1)
ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ

  199 唐澤 慶大(2)
ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ

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   8 松川高   109 棚田 駿太(3)     43.53 q  1   5 緑ヶ丘中   213 今村 隼士(3)     47.32 q

ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾀﾅﾀﾞ  ｼｭﾝﾀ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｼ
   92 牛山 一成(3)   217 小林 光輝(3)

ｳｼﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ
   99 光沢 佑人(3)   229 福澤 稜也(3)

ｺｳｻﾞﾜ  ﾕｳﾄ ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ
   94 近藤 裕哉(3)   223 大平 雄斗(2)

ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ
 2   5 諏訪東京理科大   823 長巾 真也(2)     45.69 q  2   2 箕輪中  1333 瀧澤 直希(1)     48.48 

ｽﾜﾄｳｷｮｳﾘｶﾀﾞｲ ﾅｶﾞﾊﾊﾞ ｼﾝﾔ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ
  821 浅原 一熙(2)  1329 神谷 宗尭(2)

ｱｻﾊﾗ ｲﾂｷ ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ
  819 丸山 将也(2)  1315 浦野 亜武(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ ｳﾗﾉ ｱﾑ
  824 長田 佑麻(1)  1323 古賀 直信(2)

ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ
 3   3 阿智高    34 平澤 竜稀(2)     48.90  3   4 春富中   436 細井 和真(3)     50.03 

ｱﾁｺｳ ﾋﾗｻﾜ ﾘｭｳｷ ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾎｿｲ ｶｽﾞﾏ
   30 園原 昇汰(2)   437 坂本 大(3)

ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲ
   31 宮嶋 龍(2)   432 荻原 浩太郎(2)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳ ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ
   33 佐々木 諒真(2)   445 竹内 郁尋(3)

ｻｻｷ ﾘｮｳﾏ ﾀｹｳﾁ ｲﾁﾙ
 4   4 宮田中   380 浦野 晃平(2)     49.06  4   7 上諏訪中   756 服部 広平(2)     50.19 

ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳ ｳﾗﾉ ｺｳﾍｲ ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾍｲ
  379 伊澤 拓人(2)   741 一之瀬 大介(2)

ｲｻﾜ ﾀｸﾄ ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ
  389 太田 一希(2)   757 柳澤 光(3)

ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ
  381 遠山 龍之介(2)   748 小林 大源(2)

ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｹﾞﾝ
 5   7 中川中   571 原 朋輝(3)     51.04   8 高森中    88 椚谷 元(1)

ﾅｶｶﾞﾜﾁｭｳ ﾊﾗ ﾄﾓｷ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ 失格
  577 富永 真斗(3)    80 青山 諒成(3)

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾄ ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ
  582 北島 輝(3)    67 吉沢 雄人(2)

ｷﾀｼﾞﾏ ﾋｶﾙ ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
  573 今井 創士(3)    78 杉本 隆太(3)

ｲﾏｲ ｿｳｼ ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｭｳﾀ
  2 辰野中   3 諏訪二葉高

ﾀﾂﾉﾁｭｳ 欠場 ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ 欠場

  6 OIDE長姫高   6 上伊那農高
OIDEｵｻﾋﾒｺｳ 欠場 ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ 欠場

男子

４×１００ｍＲ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 松川高   109 棚田 駿太(3)     43.30 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾀﾅﾀﾞ  ｼｭﾝﾀ
   92 牛山 一成(3)

ｳｼﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ
   99 光沢 佑人(3)

ｺｳｻﾞﾜ  ﾕｳﾄ
   94 近藤 裕哉(3)

ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ
 2   4 飯田高   145 椚谷 和久(3)     43.68 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ
  128 篠田 知樹(2)

ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ
  125 熊谷 太生(3)

ｸﾏｶﾞｲ ﾀｲｾｲ
  134 西村 武登(2)

ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ
 3   6 東海大諏訪高   876 奥垣内 崇史(2)     44.96 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ
  894 野村 健成(2)

ﾉﾑﾗ ｹﾝｾｲ
  880 小山 竜司(2)

ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ
  893 名取 大輔(1)

ﾅﾄﾘ ﾀﾞｲｽｹ
 4   5 諏訪東京理科大   823 長巾 真也(2)     45.42 

ｽﾜﾄｳｷｮｳﾘｶﾀﾞｲ ﾅｶﾞﾊﾊﾞ ｼﾝﾔ
  821 浅原 一熙(2)

ｱｻﾊﾗ ｲﾂｷ
  819 丸山 将也(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ
  824 長田 佑麻(1)

ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ
 5   7 富士見中   913 小林 優真(3)     45.69 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ
  906 三井 成起(3)

ﾐﾂｲ ﾅﾘｷ
  924 名取 裕基(3)

ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ
  926 矢代 智章(3)

ﾔｼﾛ ﾄﾓｱｷ
 6   8 DreamAC     4 山本純也     46.66 

ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰ ﾔﾏﾓﾄｼﾞｭﾝﾔ
    7 浅野大輔

ｱｻﾉﾀﾞｲｽｹ
    8 竹内一弘

ﾀｹｳﾁｶｽﾞﾋﾛ
   11 林佑太

ﾊﾔｼﾕｳﾀ
 7   1 緑ヶ丘中   209 金子 昂星(2)     49.39 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｶﾈｺ ｺｳｾｲ
  222 村澤 和真(2)

ﾑﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ
  223 大平 雄斗(2)

ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ
  235 木下 耀仁(2)

ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ
  2 高遠高   431 藤綱 和仁(2)

ﾀｶﾄｵｺｳ ﾌｼﾞﾂﾅ ｶｽﾞﾄ 欠場
  423 伊藤 大輔(2)

ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ
  427 倉田 優希(1)

ｸﾗﾀ ﾏｻｷ
  429 中山 蓮(1)

ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ

４×１００ｍＲ
決勝

男子



決勝 7月24日 16:35

大会新(GR)        3,18.61

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 飯伊   134 西村 武登(2)   3,20.52 

ﾊﾝｲ ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ
  183 川上 真弥

ｶﾜｶﾐ  ｼﾝﾔ
   94 近藤 裕哉(3)

ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ
   61 塩沢 直樹(3)

ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ
 2   3 諏訪   880 小山 竜司(2)   3,25.63 

ｽﾜ ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ
  894 野村 健成(2)

ﾉﾑﾗ ｹﾝｾｲ
  684 宮坂 空(1)

ﾐﾔｻｶ ｿﾗ
  774 外川 太一(2)

ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ
 3   2 上伊那   370 宮坂  秀星(2)   3,26.78 

ｶﾐｲﾅ ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ
  539 宮澤 悠斗(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
  474 登内 健太(2)

ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ
  505 畑佐 崚介(3)

ﾊﾀｻ ﾘｮｳｽｹ

男子　三郡対抗

４×４００ｍＲ

決勝



決勝 7月24日 10:00

大会新(GR)           2.07

1m90 1m95 2m00 2m05
林 知彦 上伊那 - - - - - - - - O -
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋｺ 上伊那陸協 O O O XXX
丸山 貴倫(4) 諏訪 - - - - - - - - - O
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾐﾁ 諏訪東京理科大 O XO XXO XXX
井原 彪(2) 飯伊 - - - - - - - - XO XXO
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高 XXX
宮坂 夏輝(1) 諏訪 - - - - - - O - O XXX
ﾐﾔｻｶ ﾅﾂｷ 諏訪清陵高
本多 俊平 飯伊 - - - - - O O XO XXX
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
倉田 優希(1) 上伊那 - - - - - O O XO XXX
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 高遠高
中塚渓滋 飯伊 - - - O O XO O XXX
ﾅｶﾂｶｹｲｼﾞ DreamAC
野々村 一人(1) 諏訪 - - - - O O XO XXX
ﾉﾉﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 茅野高
丸山 怜治(3) 上伊那 - - - O O O XXX
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 箕輪中
笠原 理央(1) 諏訪 - - - - - O XXX
ｶｻﾊﾗ ﾘｵ 諏訪清陵高
工藤 俊介(3) 上伊那 - - O O XO O XXX
ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那東部中
中路 星耀(2) 上伊那 - - - - XO O XXX
ﾅｶｼﾞ ｾｲﾖｳ 箕輪進修高
秦   翔(2) 飯伊 - - - - - XO XXX
ﾊﾀ  ｼｮｳ 松川高
吉澤 幸輝(1) 上伊那 - - O O O XXX
ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳｷ 赤穂高
北原 大雅(3) 上伊那 - - - O XXO XXX
ｷﾀﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 伊那東部中
塚田 千紘(3) 諏訪 - XO O O XXO XXX
ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 岡谷東部中
細川 隼(3) 諏訪 O XO XO O XXX
ﾎｿｶﾜ ﾊﾔﾄ 富士見中
小林 由暉(1) 上伊那 - - O XO XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 赤穂高
城 慧(3) 諏訪 - - O XO XXX
ｼﾞｮｳ ｻﾄﾙ 岡谷東部中
畠山 大生(2) 上伊那 - - O XXO XXX
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲｾｲ 赤穂高
三井 官弥(3) 諏訪 O O O XXX
ﾐﾂｲ ｶﾝﾔ 富士見中
関 雄飛(3) 上伊那 - XO O XXX
ｾｷ ﾕｳﾋ 赤穂中
古里 友吾(2) 諏訪 - - XXO XXX
ﾌﾙｻﾄ ﾕｳｺﾞ 諏訪西中
坂本 大(3) 上伊那 - O XXX
ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲ 春富中
樋屋 啓太(3) 上伊那 XO XXO XXX
ﾋｵｸ ｹｲﾀ 駒ヶ根東中
佐藤 友行(2) 飯伊 O XXX
ｻﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 高森中
鎌倉 柚大(2) 上伊那 XO XXX
ｶﾏｸﾗ ﾕｳﾀ 赤穂中
椚谷 元(1) 飯伊 XO XXX
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ 高森中
唐木 怜(1) 上伊那 XXX 記録なし
ｶﾗｷ ﾚﾝ 宮田中
加藤 巧武(1) 上伊那 XXX 記録なし
ｶﾄｳ ﾀｸﾑ 宮田中
有賀 玄太(1) 上伊那 XXX 記録なし
ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ 南箕輪中
伊藤和哉(1) 諏訪 XXX 記録なし
ｲﾄｳｶｽﾞﾔ 諏訪南中
吉川 晴元(2) 上伊那 XXX 記録なし
ｷｯｶﾜ ﾊﾙﾓﾄ 赤穂中
小椋 悠也(1) 飯伊 XXX 記録なし
ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾔ 飯田高陵中
正木 健登(1) 飯伊 XXX 記録なし
ﾏｻｷ ｹﾝﾄ 飯田高陵中
木下 耀仁(2) 飯伊 XXX 記録なし
ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ 緑ヶ丘中
宮澤 喬佑(2) 諏訪 XXX 記録なし
ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 岡谷東部中
太田 一希(2) 上伊那 欠場
ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ 宮田中
西山 星輝(3) 上伊那 欠場
ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｷ 箕輪中
西田 ガブリエル(1) 上伊那 欠場
ﾆｼﾀﾞ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 箕輪進修高
林 力輝(3) 飯伊 欠場
ﾊﾔｼ ﾘｷ 高森中
赤羽 健一(3) 上伊那 欠場
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 辰野中

12   235

16   628

8   158

9   161

6   825

7   515

5   599

2   393

4

32    87

 1310

37   558

20  1330

22

27 10    88
 1.40

3   389

  382

26 19    74
 1.40

27 1   513
 1.40

24 21   437
 1.45

25 14   419
 1.45

22 11   514
 1.50

23 13   801
 1.50

20 27   506
 1.55

21 17   905
 1.50

18 15   498
 1.55

18 25   641
 1.55

16 28   644
 1.60

17 18   904
 1.55

14 26   491
 1.60

15 23   346
 1.60

11 31  1311
 1.65

13 33   107
 1.65

9 38   775
 1.65

11 24   331
 1.65

8 34   703
 1.70

9 29  1322
 1.65

5 40   427
 1.75

7 30     9
 1.70

4 36   776
 1.80

5 35    29
 1.75

2 39   818
 2.00

3 41   122
 1.85

1 42   486
 2.00

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24日  9:30

大会新(GR)           5.11

3m40 3m50 3m60 3m70 3m90 4m00 4m10
安部 公士郎(3) 諏訪 - - - - - - - - - -
ｱﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ 原中 - - - XO XXO XO XXX
鎌倉 慎太郎(1) 諏訪 - - - O XXO O O O O XXO
ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 下諏訪向陽高 XXX
伊藤 大輔(2) 上伊那 O O - O XXO
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 高遠高
北原 香音(2) 上伊那 - - XO O XXX
ｷﾀﾊﾗ ｶﾉﾝ 箕輪中
那須野  敦(1) 飯伊 O XXO O XXX
ﾅｽﾉ ｱﾂｼ 飯田風越高
平出 雄彩(1) 諏訪 O O XXX
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾕｳｻ 原中
中山 蓮(1) 上伊那 欠場
ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ 高遠高
恒川 直澄(3) 上伊那 - - - - - - - - - XXX 記録なし
ﾂﾈｶﾜ ﾅｵﾄ 伊那東部中

6   332

6 1   736
 2.20

7   429

4 2  1337
 2.60

5 3   200
 2.40

2 5   682
 3.30

3 4   423
 2.80

1 8   733
 4.00

記録
2m40 2m60

備考
2m00 2m20 2m80 2m90 3m00 3m10 3m20 3m30

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 7月24日  9:00

大会新(GR)           7.19

椚谷 和久(3) 飯伊   6.80   6.83    X   6.73    X    X    6.83 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ 飯田高   +0.8   +1.9   +0.2    +1.9
浅原 一熙(2) 諏訪   6.59   6.37   6.37   6.55   6.75    X    6.75 
ｱｻﾊﾗ ｲﾂｷ 諏訪東京理科大   +1.5   +0.2   +0.4   +0.7   +0.6    +0.6
小山 竜司(2) 諏訪    X    X   6.41    X   6.57    X    6.57 
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 東海大諏訪高   -0.2   +1.8    +1.8
松本 陸(1) 諏訪    X   6.24   6.41    X    X   6.34    6.41 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 諏訪二葉高   +1.0   +1.1   +1.2    +1.1
井口 晃輔(2) 諏訪   6.19    X   6.18    X    X   6.17    6.19 
ｲｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 下諏訪向陽高   +1.4   +2.2   +0.9    +1.4
山口 凌平(2) 飯伊   6.08   5.87   6.00   5.82    X   5.91    6.08 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 松川高   +1.7   +1.7   +1.4    0.0   +1.2    +1.7
中野 颯己(2) 諏訪   5.59   5.63   5.91   5.26    X   5.71    5.91 
ﾅｶﾉ ｿｳｷ 諏訪清陵高   -0.1   +1.0   +1.0   -0.4   -0.3    +1.0
名取 大輔(1) 諏訪   5.84   5.88   5.71    X    X    X    5.88 
ﾅﾄﾘ ﾀﾞｲｽｹ 東海大諏訪高   +2.2   +0.6   +0.3    +0.6
小平 祐貴(3) 諏訪   5.73    X   5.79    5.79 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 下諏訪向陽高   +0.9   +0.9    +0.9
嵯峨座  綾(1) 飯伊   5.62   5.76    /    5.76 
ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ 飯田風越高   +1.3   +1.1    +1.1
浅野大輔 飯伊   5.60   5.25    -    5.60 
ｱｻﾉﾀﾞｲｽｹ DreamAC   +0.7   +0.3    +0.7
小林 優真(3) 諏訪   5.31   5.53   5.55    5.55 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 富士見中   +1.2   +0.7   +1.6    +1.6
長田 佑麻(1) 諏訪   5.55    -   5.37    5.55 
ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 諏訪東京理科大   +0.9    0.0    +0.9
井原 晟斗(1) 飯伊   5.45   5.33   5.49    5.49 
ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 松川高   +1.0   +2.3   +1.3    +1.3
三石 隼斗(1) 飯伊   5.42   5.42   5.43    5.43 
ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ 飯田高   +0.7   +0.9   +2.0    +2.0
細井 和真(3) 上伊那   4.64   4.25   4.73    4.73 
ﾎｿｲ ｶｽﾞﾏ 春富中   +0.8   +1.5   +2.1    +2.1
勝野裕太 飯伊   5.42   5.27   5.25    5.42 
ｶﾂﾉﾕｳﾀ DreamAC    0.0   +1.7   +2.5     0.0
福澤 稜也(3) 飯伊   5.21    X   5.33    5.33 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 緑ヶ丘中   +0.7   +0.4    +0.4
伊東 龍生(2) 上伊那   4.92   5.12   5.19    5.19 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 伊那AC   +0.3   +2.0   +0.2    +0.2
松田 蓮太郎(3) 諏訪   5.12   5.14   4.76    5.14 
ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中   +1.0   +0.4   +0.7    +0.4
青山 諒成(3) 飯伊   5.01    X   4.94    5.01 
ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 高森中   +0.5   -0.1    +0.5
塩澤 昂(2) 飯伊    X   5.01   4.91    5.01 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +0.8   +2.2    +0.8
光沢  陽(1) 飯伊   4.60    X   5.00    5.00 
ｺｳｻﾞﾜ  ｱｷﾗ 松川高   +0.7   +0.7    +0.7
松井 秀真(2) 上伊那   4.93   4.62   4.81    4.93 
ﾏﾂｲ ｼｭｳﾏ 赤穂中   +1.8   +0.2   +2.0    +1.8
多田井 琢馬(2) 飯伊   4.84    X   4.85    4.85 
ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   -0.6   -0.3    -0.3
大森 才稀(2) 上伊那   4.71   4.85   4.83    4.85 
ｵｵﾓﾘ ｻｲｷ 伊那東部中   +1.5   +1.7   -0.6    +1.7
竹村 晃多(2) 上伊那   4.83    X   4.51    4.83 
ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ 駒ヶ根東中   -0.3   +0.5    -0.3
松村 正太(3) 上伊那   4.72   4.68   4.59    4.72 
ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳﾀ 中川中   +1.1   +0.9   +1.7    +1.1
吉川  七洋(1) 飯伊   4.64   4.49   4.46    4.64 
ﾖｼｶﾜ ﾅﾅﾐ 飯田風越高   +0.6   +1.7   +0.1    +0.6
瀧澤 直希(1) 上伊那   4.42   4.23   4.05    4.42 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ 箕輪中   +0.8   +1.7   +1.2    +0.8
宮﨑 仁聖(3) 上伊那   4.40   3.92    X    4.40 
ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞﾝｾｲ 中川中   +2.2   +0.3    +2.2
澤口 乃惟(2) 上伊那    X   2.68   4.38    4.38 
ｻﾜｸﾞﾁ ﾉｲ 赤穂中   -0.3   +0.8    +0.8
古瀬 尚暉(1) 飯伊   2.46   4.26   4.35    4.35 
ﾌﾙｾ ﾅｵｷ 飯田高陵中   +1.3   +2.7   +0.4    +0.4
冨永 伸亜(3) 上伊那   3.74   4.24   4.08    4.24 
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾉｱ 中川中   -0.4   +2.8   +0.1    +2.8
福澤 洸士(1) 上伊那   4.14   3.83   4.21    4.21 
ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｼ 伊那AC   +1.2   +0.8   +0.7    +0.7
小林 海(1) 諏訪   4.17   4.18    X    4.18 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 富士見中   +0.4   +0.7    +0.7
松崎恭一朗(1) 諏訪   4.09    X   4.14    4.14 
ﾏﾂｻﾞｷ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 諏訪西中   +1.1   +0.6    +0.6

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 73   145

-5-

2 69   821

3 65   880

4 68   843

5 70   681

6 64   101

7 62   790

8 56   893

9 63   688

10 59   191

11 67     7

12 60   913

13 66   824

14 49    89

15 48   126

16 41   436

16 61     5

18 53   229

19 50   311

20 54   640

21 46    80

22 40    26

23 55   100

24 24   521

25 44    28

26 51   341

27 45   415

28 42   576

29 13   186

30 43  1333

31 15   570

32 12   538

33 37   154

34 19   579

35 25   316

36 10   907

37 29   807



佐野 修一郎(2) 上伊那   4.13    X    X    4.13 
ｻﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 赤穂中   +0.8    +0.8
土田 陸斗(1) 上伊那   4.12   4.01   4.07    4.12 
ﾂﾁﾀﾞ ﾘｸﾄ 辰野中   +0.6   +2.1   +0.7    +0.6
岩崎 将人(1) 飯伊   4.11   3.80   3.82    4.11 
ｲﾜｻｷ ﾏｻﾄ 飯田高陵中   +2.2   +1.8   +1.4    +2.2
野中 大地(1) 諏訪   3.98   4.09    X    4.09 
ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 富士見中   +0.1   +1.9    +1.9
小牧 大晟(1) 上伊那    X   4.09   3.78    4.09 
ｺﾏｷ ﾀｲｾｲ 春富中   +1.1   +0.1    +1.1
田村 蓮(1) 諏訪    -   3.58   4.08    4.08 
ﾀﾑﾗ ﾚﾝ 諏訪西中   +0.8   +2.4    +2.4
川口 祥延(1) 諏訪   3.80   3.48   4.05    4.05 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ 茅野北部中   +0.9   +0.8   -0.9    -0.9
丸山 輝(1) 上伊那    X    X   4.03    4.03 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 辰野中   +0.7    +0.7
巻渕 来樹(1) 上伊那   3.87   4.00   3.83    4.00 
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾗｲｷ 箕輪中   +1.1   +1.2   +0.8    +1.2
濵 忍斗(1) 諏訪   3.97    X   3.93    3.97 
ﾊﾏ ｼﾞﾝﾄ 岡谷北部中   +0.7   +0.6    +0.7
吉岡 伶(1) 諏訪   3.76   3.63   3.93    3.93 
ﾖｼｵｶ ﾚｲ 上諏訪中   +0.8   +1.7   +1.3    +1.3
酒井 敦也(1) 上伊那   3.82   3.68   3.48    3.82 
ｻｶｲ ｱﾂﾔ 宮田中   +1.7   +1.4   -0.3    +1.7
今井樹生(1) 諏訪   3.74   3.19   3.20    3.74 
ｲﾏｲｲﾂｷ 諏訪南中   +1.2   +0.6   +0.2    +1.2
松本 力(1) 諏訪   3.72   3.51   3.65    3.72 
ﾏﾂﾓﾄ ﾁｶﾗ 上諏訪中   +0.8   +0.4   +0.5    +0.8
井原 隆基(1) 飯伊   3.59   2.69   3.65    3.65 
ｲﾊﾗ ﾘｭｳｷ 緑ヶ丘中    0.0   +0.4   +2.1    +2.1
小口 伸太郎(1) 諏訪   3.58   3.62   3.44    3.62 
ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中   +0.6   +1.0   +0.6    +1.0
中塚 雄太(1) 飯伊    X   2.68   3.39    3.39 
ﾅｶﾂｶ ﾕｳﾀ 高森中   +0.8   +1.3    +1.3
戸田 全飛(1) 上伊那   3.23   3.26   3.31    3.31 
ﾄﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 箕輪中   +1.8   +0.9   +1.0    +1.0
小口 和真(1) 諏訪   3.23   2.24   3.24    3.24 
ｵｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 岡谷北部中   +0.9   +1.6   +1.6    +1.6
丸茂 祐輝(1) 諏訪   3.19   3.19   2.92    3.19 
ﾏﾙﾓ ﾖｼｷ 茅野北部中   +1.1   +0.8   +0.5    +1.1
大倉 颯太(1) 上伊那   3.19   2.89   2.87    3.19 
ｵｵｸﾗ ｿｳﾀ 宮田中   +0.6   +0.7   +0.8    +0.6
長瀬 成雅(1) 飯伊    X    X    X
ﾅｶﾞｾ ｾｲｶﾞ 飯田高陵中
宮坂 仁士(1) 諏訪    X    X    X
ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 長峰中
赤羽 倫弥(1) 諏訪 欠場
ｱｶﾊﾈ ﾄﾓﾔ 諏訪西中
二ツ木 鳳星(2) 上伊那 欠場
ﾌﾀﾂｷﾞ ﾎｳｾｲ 宮田中
塩澤 直樹(2) 飯伊 欠場
ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 緑ヶ丘中
中澤 青空(3) 諏訪 欠場
ﾅｶｻﾞﾜ ｾｲﾗ 上諏訪中
田畑 翔汰朗(1) 上伊那 欠場
ﾀﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 春富中
高山 翔平(2) 諏訪 欠場
ﾀｶﾔﾏ ｼｮﾍｲ 諏訪西中
古里 友吾(2) 諏訪 欠場
ﾌﾙｻﾄ ﾕｳｺﾞ 諏訪西中
白鳥 照人(3) 上伊那 欠場
ｼﾛﾄﾘ ﾃﾙﾄ 赤穂高
小松 航大(3) 上伊那 欠場
ｺﾏﾂ ｺｳﾀﾞｲ 伊那東部中
小林 蓮(3) 諏訪 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪西中
小林 蒼泉(3) 諏訪 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 諏訪実業高
竹井 温巧(2) 諏訪 欠場
ﾀｹｲ ﾏｻﾖｼ 東海大諏訪高
宮下 琉(1) 上伊那    -    -    X 記録なし
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 駒ｹ根工高

試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録-2- -3- -4-

男子

走幅跳
順位 備考

38 17   518
-5-

39 9   568

-1- -6-

40 33   151

41 20   925

42 30   439

43 23   811

44 28   729

45 18   543

46 27  1321

47 11   679

48 21   744

49 34   387

50 1   827

51 4   749

52 7   207

53 14   639

54 16    84

55 32  1324

56 8   671

57 2   724

58 6   390

59 35   163

59 36   867

3   809

5   394

22   208

26   753

31   447

38   802

39   801

52   504

57   337

58   806

71   765

72   889

47   397



決勝 7月24日 12:00

大会新(GR)          12.92

高見澤和希 飯伊
ﾀｶﾐｻﾞﾜｶｽﾞｷ DreamAC
友田 利男 飯伊
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那郡陸協
小松 央(1) 上伊那
ｺﾏﾂ ﾋｻｼ 松本大
小林 和夫 上伊那
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 上伊那郡陸協
有賀 秀人 上伊那
ｱﾙｶﾞ ﾋﾃﾞﾄ 上伊那陸協
奥田 崚介(1) 諏訪
ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 諏訪東京理科大
中島 公徳 諏訪 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾁ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

決勝 7月24日 12:00

大会新(GR)          12.48

登内 啓一郎(2) 上伊那
ﾄﾉｳﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ 高遠高
荻原 勇吹(3) 諏訪
ｵｷﾞﾜﾗ ｲﾌﾞｷ 諏訪二葉高
奥垣内 崇史(2) 諏訪
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 東海大諏訪高
藤井 隆聖(1) 飯伊
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田高
牛山 一成(3) 飯伊
ｳｼﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 松川高
宮嶋 龍(2) 飯伊
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳ 阿智高
折山 景柊(2) 飯伊
ｵﾘﾔﾏ ｹｲｼｭｳ 飯田風越高
末元 昂成(1) 飯伊
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 阿南高
松田 直也(1) 上伊那
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 上伊那農高
奥田 健太(2) 上伊那
ｵｸﾀﾞ ｹﾝﾀ 赤穂高
伯耆原 志一(2) 諏訪
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｷｶｽﾞ 岡谷東高
浅石 晴成(1) 上伊那 欠場
ｱｻｲｼ ﾊﾙ 赤穂中
井口 颯人(2) 上伊那 欠場
ｲｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 箕輪進修高
カルロス アウグスト 上伊那 欠場
ｶﾙﾛｽ ｱｳｸﾞｽﾄ 駒ｹ根工高

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 3     3

10.49 10.54  9.41 10.53 10.21 10.06  10.54 

2 5    50
10.43   X   X  9.82   X   X  10.43 

3 6   452
10.34   X 10.34  9.88   X 10.14  10.34 

4 7  1342
 8.44  8.52  8.29  8.60   X   X   8.60 

5 2   485
 5.59  6.45  6.50  6.55   X  6.43   6.55 

6 1   817
 6.13  6.43   X   X  6.17  6.36   6.43 

4   602

男子

砲丸投(6.000kg)

-6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

10.26 11.08

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

  X 11.09

記録 備考
1 13   430

11.59 11.76 11.15

10.25 11.31

12.16  12.16 

2 14   833
11.09 11.87 11.52

11.20 11.05

  X  11.87 

3 12   876
  X   X  9.93

 9.36  9.98

 9.09  11.31 

4 11   139
10.90 10.80 10.34

 9.44  9.32

10.86  11.20 

5 3    92
 9.83  9.81   -

 9.27   X

 9.81   9.98 

6 6    31
 9.10  9.73   X

 7.64  8.39

 9.77   9.77 

7 8   197
 9.48  9.10  9.49   X   9.49 

8 5    44
  X  8.31  8.69   X   8.69 

9 9   471
 8.28  8.33  8.68   8.68 

10 7   487
 7.84  8.02  8.38   8.38 

11 4   620
 7.52  7.13   X   7.52 

1   525

2  1303

10   396



決勝 7月24日  9:00

大会新(GR)          40.02

小松 央(1) 上伊那
ｺﾏﾂ ﾋｻｼ 松本大
宮島真吾 飯伊
ﾐﾔｼﾞﾏｼﾝｺﾞ DreamAC
高見澤和希 飯伊
ﾀｶﾐｻﾞﾜｶｽﾞｷ DreamAC
本多 俊平 飯伊
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
小林 和夫 上伊那
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 上伊那郡陸協
斉藤 英夫 上伊那
ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 上伊那陸協
有賀 秀人 上伊那
ｱﾙｶﾞ ﾋﾃﾞﾄ 上伊那陸協
竹内一弘 飯伊 欠場
ﾀｹｳﾁｶｽﾞﾋﾛ DreamAC
中島 公徳 諏訪 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾁ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
丸田 文人 上伊那 欠場
ﾏﾙﾀ ﾌﾐﾄ 上伊那陸協

決勝 7月24日  9:00

大会新(GR)          40.08

奥垣内 崇史(2) 諏訪 大会新
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 東海大諏訪高
折山 景柊(2) 飯伊
ｵﾘﾔﾏ ｹｲｼｭｳ 飯田風越高
中嶋 宏太(2) 飯伊
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ 阿南高
畠山 大生(2) 上伊那
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲｾｲ 赤穂高
中路 星耀(2) 上伊那
ﾅｶｼﾞ ｾｲﾖｳ 箕輪進修高
本松 幸久(2) 諏訪
ﾓﾄﾏﾂﾕｷﾋｻ 諏訪二葉高
松田 直也(1) 上伊那
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 上伊那農高
大平 剛大(1) 飯伊
ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾀｹﾊﾙ OIDE長姫高
後藤 魁斗(3) 飯伊 欠場
ｺﾞﾄｳ ｶｲﾄ 阿南高

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 7   452

  O 31.00   O   X   O   O  31.00 

2 8     2
  O   O 27.82   O   O   O  27.82 

3 9     3
  O   X 25.12   O 27.77   X  27.77 

4 6    29
  X 26.00   O 27.26   X   O  27.26 

5 10  1342
  X   X 21.27 25.01   X   O  25.01 

6 2   484
18.28   O   O   O   O   O  18.28 

7 5   485
18.25   X   X   O   X   O  18.25 

1     8

3   602

4   482

  O   X   X  12.67 

8    37

  O   X   X  20.89 

8 3    22
  X 12.67   X

  O   O   O  21.78 

7 6   471
  X   O 20.89

  -   -   -  22.56 

6 2   851
  O   O 21.78

  -   -   -  22.61 

5 1  1311
  O   O 22.56

  X   X 25.79  25.79 

4 4   506
22.61   X   O

  X   O   X  29.92 

3 5    42
  O 24.68   X

  O   X 41.66  41.66 

2 7   197
  O 29.92   X

1 9   876
  O 39.50   O

-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-



決勝 7月24日 14:30

大会新(GR)          57.80

田畑 勇貴 上伊那
ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ Easters
牛山 一成(3) 飯伊
ｳｼﾔﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 松川高
友田 利男 飯伊
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那郡陸協
荻原 勇吹(3) 諏訪
ｵｷﾞﾜﾗ ｲﾌﾞｷ 諏訪二葉高
宮島真吾 飯伊
ﾐﾔｼﾞﾏｼﾝｺﾞ DreamAC
小松 和真(2) 飯伊
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾏ 飯田風越高
勝野裕太 飯伊
ｶﾂﾉﾕｳﾀ DreamAC
本松 幸久(2) 諏訪
ﾓﾄﾏﾂﾕｷﾋｻ 諏訪二葉高
伯耆原 志一(2) 諏訪
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｷｶｽﾞ 岡谷東高
山本 光汰(2) 飯伊
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ 阿南高
小林 薫(2) 飯伊
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾙ 阿南高
熊谷 太生(3) 飯伊
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｲｾｲ 飯田高
福島 健一 上伊那
ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
秦   翔(2) 飯伊
ﾊﾀ  ｼｮｳ 松川高
唐澤 慶大(2) 飯伊
ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ 飯田風越高
松﨑 勇起(2) 上伊那
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 駒ｹ根工高
浜 汐音(1) 諏訪
ﾊﾏ ｼｵﾝ 岡谷東高
斉藤 英夫 上伊那
ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 上伊那陸協
北村 光(1) 飯伊
ｷﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ 飯田高
神田 周(1) 飯伊
ｶﾝﾀﾞ ｱﾏﾈ 飯田高
丸田 文人 上伊那 欠場
ﾏﾙﾀ ﾌﾐﾄ 上伊那陸協
高田 雅也(2) 飯伊 欠場
ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾔ 阿智高
平澤 竜稀(2) 飯伊 欠場
ﾋﾗｻﾜ ﾘｭｳｷ 阿智高
園原 昇汰(2) 飯伊 欠場
ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 阿智高
後藤 魁斗(3) 飯伊 欠場
ｺﾞﾄｳ ｶｲﾄ 阿南高

25    37

7    30

3    34

2    32

 12.02 

1   482

 13.53 

20 11   132
12.02   O   X

 23.92 

19 8   142
  X   X 13.53

 28.95 

18 5   484
  O 23.92   O

 30.76 

17 6   622
28.95   O   O

 32.09 

16 10   398
30.76   O   O

 33.29 

15 12   199
  O 32.09   O

 34.91 

14 15   107
  X 33.29   O

 35.69 

13 16   308
  X   X 34.91

 35.86 

12 4   125
  O   O 35.69

 36.90 

11 14    40
  O   O 35.86

 39.75 

10 13    38
36.90   O   X

  O   O   X  41.14 

9 17   620
  O 39.75   O

  O   O   O  41.24 

8 18   851
  X   O 41.14

45.18   O   O  45.18 

7 9     5
  O   O 41.24

  O   O 45.48  45.48 

6 22   193
  X 41.93   O

  O   O   O  46.83 

5 19     2
44.90   O   O

  O   O 48.73  48.73 

4 21   833
46.83   O   O

  X   O   O  48.98 

3 23    50
  O   O 47.03

  O   O 49.70  49.70 

2 20    92
  O   O 48.98

1 24   304
  O   X 47.33

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

やり投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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