
大会コード 16200526 

 

第５６回 上伊那陸上競技選手権大会 
記録集 

 
期  日： 平成２８年 ９月 ４日（日） 
主  催： 上伊那陸上競技協会 ／ 伊那市体育協会陸上部 
共  催： 信濃毎日新聞社 
後  援： 伊那市 ／ 伊那市教育委員会 
会  場： 伊那市陸上競技場(競技場コード：202030) 

審 判 長： 唐澤 君雄(ﾄﾗｯｸ)  遠山 正洋(ﾌｨｰﾙﾄﾞ) 

記録主任： 桜井 健一 
 
■ この大会で樹立された記録 

種  目 予決 氏 名 学年 所 属 記 録 従来の記録 備考 

男子 200m 予選 登内 健太 2 上伊那農業高 22”88 22”91 大会新 

 決勝 登内 健太 2 上伊那農業高 22”77 22”91 記録更新

男子 5000m 決勝 桃澤 大祐  サン工業 15’02”58 15’09”62 大会新 

中学男子 100m 決勝 林  泰希 3 辰野中 11”38 11”40 大会新 

中学男子 200m 予選 林  泰希 3 辰野中 23”09 23”41 大会新 

 決勝 林  泰希 3 辰野中 22”98 23”41 記録更新

中学男子走高跳 決勝 赤羽 健一 3 辰野中 1m78 1m77 大会新 

女子 3000m 決勝 小原 茉莉 3 赤穂中 10’19”25 10’24”07 大会新 

女子 100mH(0.838m) 決勝 宮澤  希 2 伊那北高 15”72 16”06 大会新 

中学女子 100m 予選 唐澤 花実 3 赤穂中 12”97 13”00 大会新 

中学女子 200m 決勝 唐澤 花実 3 赤穂中 25”83 27”08 大会新 

中学女子 4×100mR 決勝 吉澤 芽衣 1 春富中 52”57 52”66 大会新 

  北原 小遥 1     

  大前 歌音 2     

  星野陽花里 2     

 
■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) 

8：50 晴れ 31.1 53.0 南東 0.7 

9：00 〃 31.1 52.0 東 0.2 

10：00 〃 32.3 50.0 北 0.4 

11：00 〃 33.8 43.0 南 2.4 

12：00 〃 33.4 43.0 南 2.7 

13：00 〃 32.4 46.0 南 2.2 

14：00 〃 32.2 47.0 南東 2.3 

 



第56回上伊那陸上競技選手権大会                                                  
　　主催：上伊那陸上競技協会・伊那市体育協会陸上部                              
　　期日：2016年9月4日（日）                                                    

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
09/04 男子  -0.1三村 瑞樹 11.16 丸岡 精二 11.72 伊藤  陸(1) 11.87 原 大智 11.98 中嶋 憲一 12.07 松下 秀喜 12.17 林 涼真(1) 12.40

１００ｍ 一般･上伊那陸協 一般･駒ヶ根AC 高校･伊那弥生ヶ丘高 一般･TOKAI.A.C 一般･駒ヶ根市陸協 一般･EASTERS 高校･伊那北高
09/04  -0.4登内 健太(2) 22.77 曽根原  賢(2) 23.20 見並 龍佑(2) 23.24 宮澤 悠斗(3) 23.39 伊藤  陸(1) 23.73 片桐 聖護(1) 24.27 中嶋 憲一 24.31 原 大智 24.48

２００ｍ 高校･上伊那農高 GR 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･辰野高 高校･辰野高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･赤穂高 一般･駒ヶ根市陸協 一般･TOKAI.A.C
09/04 小池  潤優(1) 51.63 宮坂  秀星(2) 52.13 北原 鐘伍(2) 53.58 唐澤 直人(2) 54.20 伊澤 拓人(2) 57.95 小塩 貫汰(1) 59.06

４００ｍ 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高 中学･宮田中 高校･赤穂高
09/04 桃澤 大祐 4,12.98 滝澤 拓輝(2) 4,15.94 立花 廉(2) 4,16.19 橋爪 颯生(3) 4,16.51 南郷 勝哉(3) 4,17.02 酒井 龍一(1) 4,20.68 渕井 大樹(2) 4,22.68 植田 貴大(2) 4,32.84

１５００ｍ 一般･ｻﾝ工業 高校･上伊那農高 高校･赤穂高 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高 高校･伊那北高 高校･上伊那農高 高校･伊那北高
09/04 桃澤 大祐 15,02.58 高梨 良介 15,39.79 中山 壮一 15,41.59 樋口 正晃 15,44.41 鈴木 昌幸 15,54.60 萩原 英雄 16,06.48 上島 通成 16,09.82 北原 英一 16,19.54

５０００ｍ 一般･ｻﾝ工業 GR 一般･ﾄｰﾊﾂ㈱ 一般･上伊那陸協 一般･上伊那陸協 一般･上伊那陸協 一般･上伊那陸協 一般･上伊那陸協 一般･ﾄｰﾊﾂ㈱
09/04  -1.5山内 一輝(1) 17.36 松﨑 勇起(2) 19.68

110mH(1.067m) 高校･上伊那農高 高校･駒ｹ根工高
09/04 北原 香音(2) 2.60 竹下 歩(1) 2.10

棒高跳 中学･箕輪中 中学･伊那東部中
09/04 笠川 真一 10.08(+3.3)

三段跳 一般･伊那AC
09/04 小林和夫 8.79

砲丸投(7.260kg) 一般･上伊那陸協
09/04 ｶﾙﾛｽ ｱｳｸﾞｽﾄ(2) 9.71 松田 直也(1) 9.40

砲丸投(6.000kg) 高校･駒ｹ根工高 高校･上伊那農高
09/04 小林和夫 26.86 斉藤 英夫 22.15 有賀 秀人 18.41

円盤投(2.000kg) 一般･上伊那陸協 一般･上伊那陸協 一般･上伊那陸協
09/04 松田 直也(1) 25.12

円盤投(1.750kg) 高校･上伊那農高
09/04 福島 健一 37.49 小林 泰平(1) 33.56 松﨑 勇起(2) 30.11 有賀 秀人 27.64 小林 由暉(1) 27.09 宮下 琉(1) 26.25 斉藤 英夫 24.32 藤沢 竜児(1) 18.66

やり投(0.800kg) 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校･伊那北高 高校･駒ｹ根工高 一般･上伊那陸協 高校･赤穂高 高校･駒ｹ根工高 一般･上伊那陸協 高校･赤穂高
09/04 伊那弥生ヶ丘高      44.37 上伊那農高       45.31 赤穂高       47.98

４×１００ｍＲ 伊藤  陸(1) 藤原 渓太(3) 藤沢 竜児(1)
曽根原  賢(2) 登内 健太(2) 片桐 聖護(1)
宮坂  秀星(2) 北原 鐘伍(2) 小林 由暉(1)
小池  潤優(1) 山内 一輝(1) 吉澤 幸輝(1)

09/04 中学男子  -2.5林 泰希(3) 11.38 今井 頼人(1) 11.74 遠山 龍之介(2) 11.98 有賀 匠吾(2) 12.05 浦野 快生(2) 12.22 吉江 光司(3) 12.47 古賀 直信(2) 12.78 神谷 宗尭(2) 12.82
１００ｍ 中学･辰野中 GR 中学･辰野中 中学･宮田中 中学･辰野中 中学･箕輪中 中学･辰野中 中学･箕輪中 中学･箕輪中

09/04  -0.8林 泰希(3) 22.98 飯島 悠斗(2) 25.03 伊東 龍生(2) 25.48 山田 海斗(2) 25.57 瀧澤 直希(1) 25.86 林 大翔(2) 25.93
２００ｍ 中学･辰野中 GR 中学･赤穂中 中学･伊那AC 中学･赤穂中 中学･箕輪中 中学･伊那AC

09/04 宮脇 祐歩(3) 9,32.33 安藤 雅陽(2) 9,51.66 柴 尚玖(3) 9,55.61 宮下 日向(3) 9,59.31 鈴木 駿平(2) 10,01.76 池田 陽彦(3) 10,06.06 岩波 響介(2) 10,10.81 池田 朋彦(3) 10,11.06
３０００ｍ 中学･駒ヶ根東中 中学･駒ヶ根東中 中学･箕輪中 中学･赤穂中 中学･赤穂中 中学･駒ヶ根東中 中学･箕輪中 中学･駒ヶ根東中

09/04  -1.5関 雄飛(3) 17.18 大森 才稀(2) 19.21 竹越 勇斗(2) 19.60 佐野 修一郎(2) 20.96
110mH(0,914m) 中学･赤穂中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･赤穂中

09/04 赤羽 健一(3) 1.78 有賀 玄太(1) 1.40 田畑 翔汰朗(1) 1.40 加藤 巧武(1) 1.35 有賀 泰徳(1) 1.25 福澤 洸士(1) 1.25 吉川 晴元(2) 1.20 巻渕 来樹(1) 1.20
走高跳 中学･辰野中 GR 中学･南箕輪中 中学･春富中 中学･宮田中 中学･箕輪中 中学･伊那東部中 中学･赤穂中 中学･箕輪中

09/04 浦野 快生(2) 5.80(+1.3) 伊東 龍生(2) 5.28(+1.4) 竹村 晃多(2) 5.02(+1.5) 松田 拓巳(1) 4.88(-1.2) 松井 秀真(2) 4.77(+2.2) 有賀 玄太(1) 4.65(-0.2) 土田 陸斗(1) 4.46(+0.4) 丸山 輝(1) 4.46(0.0)
走幅跳 中学･箕輪中 中学･伊那AC 中学･駒ヶ根東中 中学･箕輪中 中学･赤穂中 中学･南箕輪中 中学･辰野中 中学･辰野中

09/04 白鳥 和弥(2) 7.62 神田 健勝(2) 7.09 下平 朱莉(1) 6.61 後藤 玲央(1) 6.42
砲丸投(5.000kg) 中学･箕輪中 中学･駒ヶ根東中 中学･春富中 中学･伊那東部中

09/04 宮田中       47.90 赤穂中(A)       47.96 箕輪中(A)       48.10 辰野中       48.38 伊那東部中       49.29 駒ヶ根東中       49.46 箕輪中(B)       51.63 春富中       54.70
４×１００ｍＲ 浦野 晃平(2) 松井 秀真(2) 神谷 宗尭(2) 渡辺 圭尚(2) 大森 才稀(2) 竹村 晃多(2) 戸田 全飛(1) 北原 啓斗(1)

伊澤 拓人(2) 新谷 佳汰(2) 浦野 快生(2) 有賀 匠吾(2) 小澤 空河(1) 深谷 朝海(2) 浦野 亜武(2) 田畑 翔汰朗(1)
太田 一希(2) 山田 海斗(2) 古賀 直信(2) 唐澤 峻(1) 三澤 哲也(2) 小澤 拓哉(2) 北原 香音(2) 小牧 大晟(1)
遠山 龍之介(2) 飯島 悠斗(2) 瀧澤 直希(1) 今井 頼人(1) 竹越 勇斗(2) 林 雅斗(2) 松田 拓巳(1) 荻原 浩太郎(2)



予選 9月4日 11:40
決勝 9月4日 13:25

県新    (KR )       10.15
県高校新(HR )       10.32
大会新  (GR )       11.00

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 -1.4

 1 三村 瑞樹 一般     11.17 q  1 丸岡 精二 一般     11.77 q
ﾐﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 上伊那陸協 ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 2 伊藤  陸(1) 高校     11.95 q  2 原 大智 一般     11.94 q
ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那弥生ヶ丘高 ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ TOKAI.A.C

 3 松下 秀喜 一般     12.17 q  3 中嶋 憲一 一般     12.20 q
ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ EASTERS ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 駒ヶ根市陸協

 4 小林 泰平(1) 高校     12.45 q  4 林 涼真(1) 高校     12.44 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾍｲ 伊那北高 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 伊那北高

 5 吉澤 幸輝(1) 高校     12.65 
ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳｷ 赤穂高

風速 -0.1

 1 三村 瑞樹 一般     11.16 
ﾐﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 上伊那陸協

 2 丸岡 精二 一般     11.72 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 3 伊藤  陸(1) 高校     11.87 
ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那弥生ヶ丘高

 4 原 大智 一般     11.98 
ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ TOKAI.A.C

 5 中嶋 憲一 一般     12.07 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 駒ヶ根市陸協

 6 松下 秀喜 一般     12.17 
ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ EASTERS

 7 林 涼真(1) 高校     12.40 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 伊那北高
小林 泰平(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾍｲ 伊那北高
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記録／備考
6    27

3    16

5   403

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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4    17

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    16

7   463

順 ﾚｰﾝ

5     2

6   400
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男子

１００ｍ            

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 9月4日 10:35
決勝 9月4日 12:05

県新    (KR )       20.35
県高校新(HR )       20.93
大会新  (GR )       22.91

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 +1.3

 1 曽根原  賢(2) 高校     23.46 q  1 登内 健太(2) 高校     22.88 q
ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ 伊那弥生ヶ丘高 ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 上伊那農高

 2 宮澤 悠斗(3) 高校     23.74 q  2 見並 龍佑(2) 高校     23.21 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 辰野高 ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ 辰野高

 3 中嶋 憲一 一般     24.50 q  3 伊藤  陸(1) 高校     23.91 q
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 駒ヶ根市陸協 ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那弥生ヶ丘高

 4 片桐 聖護(1) 高校     24.63 q  4 原 大智 一般     24.20 q
ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ 赤穂高 ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ TOKAI.A.C

 5 松下 秀喜 一般     25.14  5 林 涼真(1) 高校     24.91 
ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ EASTERS ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 伊那北高

風速 -0.4

 1 登内 健太(2) 高校     22.77 
ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 上伊那農高

 2 曽根原  賢(2) 高校     23.20 
ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ 伊那弥生ヶ丘高

 3 見並 龍佑(2) 高校     23.24 
ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ 辰野高

 4 宮澤 悠斗(3) 高校     23.39 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 辰野高

 5 伊藤  陸(1) 高校     23.73 
ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那弥生ヶ丘高

 6 片桐 聖護(1) 高校     24.27 
ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ 赤穂高

 7 中嶋 憲一 一般     24.31 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 駒ヶ根市陸協

 8 原 大智 一般     24.48 
ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ TOKAI.A.C

2    17
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7   434

1   468
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3   292

6   351
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予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 9月4日 10:45
決勝 9月4日 13:40

大会新  (GR )       49.73

[ 1組] [ 2組]

 1 唐澤 直人(2) 高校     56.00 q  1 小池  潤優(1) 高校     52.79 q
ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 上伊那農高 ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ 伊那弥生ヶ丘高

 2 宮澤 悠斗(3) 高校     57.15 q  2 北原 鐘伍(2) 高校     54.71 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 辰野高 ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 上伊那農高

 3 小塩 貫汰(1) 高校     58.04 q  3 椎名 一郎(2) 中学     57.46 q
ｺｼｵ ｶﾝﾀ 赤穂高 ｼｲﾅ ｲﾁﾛｳ 赤穂中

 4 竹内 陽哉(1) 中学   1,01.72  4 伊澤 拓人(2) 中学     58.56 q
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 赤穂中 ｲｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 宮田中

 5 小原 秀友(2) 中学   1,02.92  5 浦野 亜武(2) 中学     59.53 
ｺﾊﾗ ｼｭｳ 中川中 ｳﾗﾉ ｱﾑ 箕輪中

 6 加藤 大起(2) 中学   1,03.85  6 菅 勇斗(1) 中学   1,07.82 
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 伊那東部中 ｶﾝ ﾊﾔﾄ 伊那東部中

[ 3組]

 1 宮坂  秀星(2) 高校     52.18 q
ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 伊那弥生ヶ丘高

 2 宮下 偉士(1) 高校   1,00.26 
ﾐﾔｼﾀ ﾀｹﾄ 赤穂高

 3 林 大翔(2) 中学   1,02.83 
ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ 伊那AC

 4 福澤 洸士(1) 中学   1,07.94 
ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｼ 伊那東部中
古河原 達哉 一般
ｺｶﾞﾊﾗ ﾀﾂﾔ EASTERS
藤原 渓太(3) 高校
ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾀ 上伊那農高

 1 小池  潤優(1) 高校     51.63 
ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ 伊那弥生ヶ丘高

 2 宮坂  秀星(2) 高校     52.13 
ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 伊那弥生ヶ丘高

 3 北原 鐘伍(2) 高校     53.58 
ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 上伊那農高

 4 唐澤 直人(2) 高校     54.20 
ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 上伊那農高

 5 伊澤 拓人(2) 中学     57.95 
ｲｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 宮田中

 6 小塩 貫汰(1) 高校     59.06 
ｺｼｵ ｶﾝﾀ 赤穂高
椎名 一郎(2) 中学
ｼｲﾅ ｲﾁﾛｳ 赤穂中
宮澤 悠斗(3) 高校
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 辰野高

男子

４００ｍ            

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

 8222

記録／備考
7   352

6   292

3  8312

5  8135

4   469

2

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   435

6   357

2  8246

5  8195

3  7992

7  8100

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   432

3   465

5    15

4  8146

2     1
欠場

6   350
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   435

6   432

5   357

3   352

1  8195

2   469

7  8246

棄権

棄権
8   292



決勝 9月4日 13:50

大会新  (GR )     4,02.66

[ 1組] [ 2組]

 1 保科 大樹(1) 中学   4,57.79  1 酒井 龍一(1) 高校   4,20.68 
ﾎｼﾅ ﾀﾞｲｷ 赤穂中 ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 伊那北高

 2 荻原 浩太郎(2) 中学   5,05.85  2 植田 貴大(2) 高校   4,32.84 
ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 春富中 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 伊那北高

 3 浦野 優至(1) 中学   5,09.12  3 山川 拓馬(1) 中学   4,36.79 
ｳﾗﾉ ﾕｳｲ 箕輪中 ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾏ 箕輪中

 4 伊藤 龍斗(2) 中学   5,10.36  4 市村 雅仁(1) 高校   4,39.18 
ｲﾄｳ ﾘｭｳﾄ 宮田中 ｲﾁﾑﾗ ﾏｻﾄ 赤穂高

 5 宮澤 夏樹(1) 中学   5,10.46  5 河西 希隆(2) 中学   4,40.98 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 箕輪中 ｶｻｲ ｷﾘｭｳ 箕輪中

 6 富永 陸(2) 中学   5,14.72  6 杉山 修己(2) 高校   4,45.17 
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｸ 中川中 ｽｷﾞﾔﾏ ｵｻﾐ 赤穂高

 7 扇田 大雅(1) 中学   5,16.03  7 熊谷 康成(1) 高校   4,45.51 
ｵｳｷﾞﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 赤穂中 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ 伊那北高

 8 瀧澤 健斗(1) 中学   5,27.12  8 征矢 快誠(2) 中学   4,47.66 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 宮田中 ｿﾔ ｶｲｾｲ 箕輪中

 9 山﨑 陽太(2) 中学   5,37.33  9 那須野 寛生(1) 高校   4,55.98 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀ 箕輪中 ﾅｽﾉ ﾋﾛｷ 上伊那農高

10 浅石 晴成(1) 中学   5,40.94 10 志賀 太樹(1) 高校   4,57.31 
ｱｻｲｼ ﾊﾙ 赤穂中 ｼｶﾞ ﾀｲｷ 上伊那農高

11 山中 尋斗(1) 中学   5,45.76 11 中谷 純(1) 中学   5,00.33 
ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛﾄ 宮田中 ﾅｶﾔ ｼﾞｭﾝ 箕輪中

12 松田 陸(1) 中学   5,52.20 12 米山 諒(1) 高校   5,00.62 
ﾏﾂﾀﾞ ﾘｸ 宮田中 ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ 赤穂高

13 植田 剛 一般   5,54.35 13 上田 航希(2) 高校   5,17.93 
ｳｴﾀﾞ ﾂﾖｼ 伊那AC ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 伊那北高

14 上野 颯太(1) 中学   5,59.80 鎮西 翔(2) 中学
ｳｴﾉ ｿｳﾀ 箕輪中 ﾁﾝｾﾞｲ ｶｹﾙ 赤穂中

15 吉野 世歩(1) 中学   6,26.66 大場 晴仁(1) 中学
ﾖｼﾉ ﾜﾀﾙ 春富中 ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾋﾄ 箕輪中

[ 3組]

 1 桃澤 大祐 一般   4,12.98 
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ ｻﾝ工業

 2 滝澤 拓輝(2) 高校   4,15.94 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 上伊那農高

 3 立花 廉(2) 高校   4,16.19 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾚﾝ 赤穂高

 4 橋爪 颯生(3) 高校   4,16.51 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｻﾂｷ 上伊那農高

 5 南郷 勝哉(3) 高校   4,17.02 
ﾅﾝｺﾞｳ ｶﾂﾔ 上伊那農高

 6 渕井 大樹(2) 高校   4,22.68 
ﾌﾁｲ ﾀﾞｲｷ 上伊那農高

 7 大杉 啓(1) 高校   4,40.48 
ｵｵｽｷﾞ ﾋﾛﾑ 上伊那農高

 8 竹内 健人(1) 高校   4,43.36 
ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾄ 上伊那農高

 9 荻田 慈紘(2) 高校   4,56.63 
ｵｷﾞﾀ  ﾖｼﾋﾛ 上伊那農高
伊藤 士恩(1) 高校
ｲﾄｳ ｼｵﾝ 上伊那農高
佐藤 龍我(1) 高校
ｻﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 上伊那農高
伊藤 大志(2) 中学
ｲﾄｳ ﾀｲｼ 赤穂中
北原 崇志 一般
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 上伊那陸協
樋口 正晃 一般
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那陸協

男子

１５００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
1  8225

12  8161

6  8011

13  8196

8  8005

2  8314

15  8220

11  8206

14  8034

9  8249

 8006

3  8203

7  8208

4  8174

順 No.

5    14

10

所属名 記録／備考
14   405

12   398

13  8004

6   467

15  7998

10   498

8   402

9  7991

1   363

5   366

11  8012

2   470

4   397

3  8236
欠場

7  8000
欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
7     5

1   355

3   462

8   348

2   349

14   356

4   364

12   365

10   354

5   367
欠場

6   359
欠場

9  8242
欠場

11    24
欠場

13    23
欠場



   1 桃澤 大祐 一般 ｻﾝ工業     4,12.98   3   1
   2 滝澤 拓輝(2) 高校 上伊那農高     4,15.94   3   2
   3 立花 廉(2) 高校 赤穂高     4,16.19   3   3
   4 橋爪 颯生(3) 高校 上伊那農高     4,16.51   3   4
   5 南郷 勝哉(3) 高校 上伊那農高     4,17.02   3   5
   6 酒井 龍一(1) 高校 伊那北高     4,20.68   2   1
   7 渕井 大樹(2) 高校 上伊那農高     4,22.68   3   6
   8 植田 貴大(2) 高校 伊那北高     4,32.84   2   2
   9 山川 拓馬(1) 中学 箕輪中     4,36.79   2   3
  10 市村 雅仁(1) 高校 赤穂高     4,39.18   2   4
  11 大杉 啓(1) 高校 上伊那農高     4,40.48   3   7
  12 河西 希隆(2) 中学 箕輪中     4,40.98   2   5
  13 竹内 健人(1) 高校 上伊那農高     4,43.36   3   8
  14 杉山 修己(2) 高校 赤穂高     4,45.17   2   6
  15 熊谷 康成(1) 高校 伊那北高     4,45.51   2   7
  16 征矢 快誠(2) 中学 箕輪中     4,47.66   2   8
  17 那須野 寛生(1) 高校 上伊那農高     4,55.98   2   9
  18 荻田 慈紘(2) 高校 上伊那農高     4,56.63   3   9
  19 志賀 太樹(1) 高校 上伊那農高     4,57.31   2  10
  20 保科 大樹(1) 中学 赤穂中     4,57.79   1   1
  21 中谷 純(1) 中学 箕輪中     5,00.33   2  11
  22 米山 諒(1) 高校 赤穂高     5,00.62   2  12
  23 荻原 浩太郎(2) 中学 春富中     5,05.85   1   2
  24 浦野 優至(1) 中学 箕輪中     5,09.12   1   3
  25 伊藤 龍斗(2) 中学 宮田中     5,10.36   1   4
  26 宮澤 夏樹(1) 中学 箕輪中     5,10.46   1   5
  27 富永 陸(2) 中学 中川中     5,14.72   1   6
  28 扇田 大雅(1) 中学 赤穂中     5,16.03   1   7
  29 上田 航希(2) 高校 伊那北高     5,17.93   2  13
  30 瀧澤 健斗(1) 中学 宮田中     5,27.12   1   8
  31 山﨑 陽太(2) 中学 箕輪中     5,37.33   1   9
  32 浅石 晴成(1) 中学 赤穂中     5,40.94   1  10
  33 山中 尋斗(1) 中学 宮田中     5,45.76   1  11
  34 松田 陸(1) 中学 宮田中     5,52.20   1  12
  35 植田 剛 一般 伊那AC     5,54.35   1  13
  36 上野 颯太(1) 中学 箕輪中     5,59.80   1  14
  37 吉野 世歩(1) 中学 春富中     6,26.66   1  15

男子

１５００ｍ          
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
    5
  355
  462
  348
  349
  405
  356
  398
 8004
  467
  364
 7998
  365
  498
  402
 7991
  363
  354
  366
 8225
 8012
  470
 8161
 8011
 8196
 8005
 8314
 8220
  397
 8206
 8034
 8249
 8203

 8174

 8208
   14
 8006



決勝 9月4日  8:50

県新    (KR )    13,20.80
大会新  (GR )    15,09.62

 1 桃澤 大祐 一般  15,02.58 
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ ｻﾝ工業

 2 高梨 良介 一般  15,39.79 
ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ㈱

 3 中山 壮一 一般  15,41.59 
ﾅﾔﾔﾏ ｿｳｲﾁ 上伊那陸協

 4 樋口 正晃 一般  15,44.41 
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那陸協

 5 鈴木 昌幸 一般  15,54.60 
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 上伊那陸協

 6 萩原 英雄 一般  16,06.48 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｵ 上伊那陸協

 7 上島 通成 一般  16,09.82 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐﾁﾅﾘ 上伊那陸協

 8 北原 英一 一般  16,19.54 
ｷﾀﾊﾗ ｴｲｲﾁ ﾄｰﾊﾂ㈱

 9 松村 博文 一般  16,22.02 
ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 上伊那陸協

10 清水 龍斗(1) 高校  16,35.74 
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾄ 伊那北高

11 田中 秀一 一般  16,41.03 
ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ ﾄｰﾊﾂ㈱

12 唐木 正敏 一般  16,50.21 
ｶﾗｷ ﾏｻﾄｼ 上伊那陸協

13 宮下 和也(2) 高校  16,59.49 
ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾔ 伊那北高

14 南郷 隼翔(1) 高校  16,59.73 
ﾅﾝｺﾞｳ ﾊﾔﾄ 伊那北高

15 木村 和也 一般  17,03.48 
ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾔ ﾄｰﾊﾂ㈱

16 田原 直貴 一般  17,11.07 
ﾀﾊﾗ ﾅｵｷ 上伊那陸協

17 春日 聖悟(3) 高校  17,32.86 
ｶｽｶﾞ ｾｲｺﾞ 上伊那農高
滝澤 代聖 一般
ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ ﾄｰﾊﾂ㈱
岡 亮輔(1) 高校
ｵｶ ﾘｮｳｽｹ 伊那北高
藤沢 誠一 一般
ﾌｼﾞｻﾜ ｾｲｲﾁ EASTERS
有賀 竜太 一般
ｱﾙｶﾞ ﾘｭｳﾀ 上伊那陸協

順 No.

男子

５０００ｍ          

決勝

6     5
大会新

氏  名 所属名 記録／備考

21    32

15     7

14    26

18    23

8    19

20    22

10    18

13    10

7     9

5   401

17   399

12    21

1    11

11   407

19   347

2    20

3   406
欠場

9     8
途中棄権

16    25
欠場

4     3
欠場



決勝 9月4日 12:30

県新    (KR )       13.84
大会新  (GT )       16.20

風速 -1.5

 1 山内 一輝(1) 高校     17.36 
ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 上伊那農高

 2 松﨑 勇起(2) 高校     19.68 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 駒ｹ根工高
酒井 和馬(1) 高校
ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 上伊那農高
見並 龍佑(2) 高校
ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ 辰野高

5   361
欠場

6   283
欠場

3   360

4   508

男子

１１０ｍＨ(1.067m)  

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月4日 14:40

県新(KR)            40.82
大会新(GR)          44.10

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 伊那弥生ヶ丘高   434 伊藤  陸(1)     44.37 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｲﾄｳ ﾘｸ
  431 曽根原  賢(2)

ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ
  432 宮坂  秀星(2)

ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ
  435 小池  潤優(1)

ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ
 2   4 上伊那農高   350 藤原 渓太(3)     45.31 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾀ
  351 登内 健太(2)

ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ
  357 北原 鐘伍(2)

ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ
  360 山内 一輝(1)

ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ
 3   6 赤穂高   464 藤沢 竜児(1)     47.98 

ｱｶﾎｺｳ ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｭｳｼﾞ
  468 片桐 聖護(1)

ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ
  466 小林 由暉(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ
  463 吉澤 幸輝(1)

ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳｷ

男子

４×１００ｍＲ

決勝



予選 9月4日 11:20
決勝 9月4日 13:20

県中学新(CR)        10.85
大会新(GR)          11.40

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 +1.9

 1 神谷 宗尭(2) 中学     12.50 q  1 今井 頼人(1) 中学     11.45 q
ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ 箕輪中 ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 辰野中

 2 山田 海斗(2) 中学     12.75  2 瀧澤 直希(1) 中学     12.52 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 赤穂中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ 箕輪中

 3 太田 一希(2) 中学     13.06  3 松井 秀真(2) 中学     12.97 
ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ 宮田中 ﾏﾂｲ ｼｭｳﾏ 赤穂中

 4 田畑 青透(2) 中学     13.18  4 田中 裕喜(1) 中学     13.38 
ﾀﾊﾞﾀ ｱｵﾄ 伊那東部中 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 宮田中

 5 小田切 民朗(1) 中学     13.32  5 吉川 晴元(2) 中学     14.65 
ｺﾀｷﾞﾘ ﾀﾐｵ 赤穂中 ｷｯｶﾜ ﾊﾙﾓﾄ 赤穂中

 6 巻渕 来樹(1) 中学     14.33  6 青木 健太(1) 中学     14.78 
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾗｲｷ 箕輪中 ｱｵｷ ｹﾝﾀ 駒ヶ根東中

 7 野溝 琉(1) 中学     15.93  7 河手 靖次(1) 中学     15.33 
ﾉﾐｿﾞ ﾘｵ 春富中 ｶﾜﾃ ｾｲｼﾞ 箕輪中

[ 3組] 風速 -0.6 [ 4組] 風速 +1.6

 1 林 泰希(3) 中学     11.40 q  1 浦野 快生(2) 中学     12.04 q
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 辰野中 ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ 箕輪中

 2 大森 才稀(2) 中学     12.63  2 伊澤 拓人(2) 中学     12.54 
ｵｵﾓﾘ ｻｲｷ 伊那東部中 ｲｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 宮田中

 3 小澤 拓哉(2) 中学     13.01  3 深谷 朝海(2) 中学     12.64 
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 駒ヶ根東中 ﾌｶﾔ ｻﾐ 駒ヶ根東中

 4 戸田 全飛(1) 中学     13.58  4 佐野 修一郎(2) 中学     13.54 
ﾄﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 箕輪中 ｻﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 赤穂中

 5 澤口 乃惟(2) 中学     13.90  5 小倉 快心(1) 中学     14.34 
ｻﾜｸﾞﾁ ﾉｲ 赤穂中 ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ 赤穂中

 6 竹内 陽哉(1) 中学     14.06  6 林 秀磨(1) 中学     14.62 
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 赤穂中 ﾊﾔｼ ｼｭｳﾏ 箕輪中

 7 北原 啓斗(1) 中学     15.70  7 井上 佑太(1) 中学     16.42 
ｷﾀﾊﾗ ｹｲﾄ 春富中 ｲﾉｳｴ ﾕｳﾀ 伊那東部中

[ 5組] 風速 +0.3 [ 6組] 風速  0.0

 1 遠山 龍之介(2) 中学     11.84 q  1 有賀 匠吾(2) 中学     12.09 q
ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 宮田中 ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 辰野中

 2 古賀 直信(2) 中学     12.47 q  2 関 草太(2) 中学     12.75 
ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ 箕輪中 ｾｷ ｿｳﾀ 中川中

 3 小澤 空河(1) 中学     13.35  3 浦野 亜武(2) 中学     13.00 
ｵｻﾞﾜｸｳｶﾞ 伊那東部中 ｳﾗﾉ ｱﾑ 箕輪中

 4 羽生 凜斗(1) 中学     14.29  4 大倉 颯太(1) 中学     14.01 
ﾊﾆｭｳ ﾘﾝﾄ 赤穂中 ｵｵｸﾗ ｿｳﾀ 宮田中

 5 西野 瑛修(1) 中学     14.35  5 平澤 志穏(1) 中学     14.04 
ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ 赤穂中 ﾋﾗｻﾜ ｼｵﾝ 赤穂中

 6 高倉 駿斗(1) 中学     15.14  6 田中 敦也(1) 中学     15.11 
ﾀｶｸﾗ ﾊﾔﾄ 箕輪中 ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ 赤穂中
鎌倉 柚大(2) 中学 伊藤 光之介(1) 中学
ｶﾏｸﾗ ﾕｳﾀ 赤穂中 ｲﾄｳ ｺｳﾉｽｹ 駒ヶ根東中

[ 7組] 風速 -0.8

 1 吉江 光司(3) 中学     12.41 q
ﾖｼｴ ｺｳｼﾞ 辰野中

 2 新谷 佳汰(2) 中学     12.74 
ｼﾝﾔ ｹｲﾀ 赤穂中

 3 滝澤 海(2) 中学     12.99 
ﾀｷｻﾞﾜ ｳﾐ 駒ヶ根東中

 4 松田 拓巳(1) 中学     13.10 
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 箕輪中

 5 林 海斗(1) 中学     14.30 
ﾊﾔｼ ｶｲﾄ 赤穂中

 6 氣賀澤 立樹(1) 中学     15.10 
ｹｶﾞｻﾜ ﾀﾂｷ 赤穂中

 7 有賀 泰徳(1) 中学     15.16 
ｱﾙｶﾞ ﾔｽﾉﾘ 箕輪中
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１００ｍ

予選 通過基準  7組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



風速 -2.5

 1 林 泰希(3) 中学     11.38 
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 辰野中

 2 今井 頼人(1) 中学     11.74 
ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 辰野中

 3 遠山 龍之介(2) 中学     11.98 
ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 宮田中

 4 有賀 匠吾(2) 中学     12.05 
ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 辰野中

 5 浦野 快生(2) 中学     12.22 
ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ 箕輪中

 6 吉江 光司(3) 中学     12.47 
ﾖｼｴ ｺｳｼﾞ 辰野中

 7 古賀 直信(2) 中学     12.78 
ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ 箕輪中

 8 神谷 宗尭(2) 中学     12.82 
ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ 箕輪中

1  7995

2  7996

3  7997

8  7976

4  8193

7  7980

6  7977
大会新

5  7950

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

中学男子

１００ｍ
決勝



予選 9月4日 10:20
決勝 9月4日 12:00

県中学新(CR )       21.88
大会新  (GR )       23.41

[ 1組] 風速 -1.6 [ 2組] 風速 -1.2

 1 林 泰希(3) 中学     23.09 q  1 今井 頼人(1) 中学     23.72 q
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 辰野中 ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 辰野中

 2 林 大翔(2) 中学     26.11 q  2 伊東 龍生(2) 中学     25.45 q
ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ 伊那AC ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 伊那AC

 3 林 雅斗(2) 中学     26.29 q  3 山田 海斗(2) 中学     25.63 q
ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 駒ヶ根東中 ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 赤穂中

 4 渡辺 圭尚(2) 中学     27.44  4 瀧澤 直希(1) 中学     25.75 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼｮｳ 辰野中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ 箕輪中

 5 田口 恵斗(2) 中学     28.83  5 浦野 晃平(2) 中学     26.46 
ﾀｸﾞﾁ ｹｲﾄ 伊那東部中 ｳﾗﾉ ｺｳﾍｲ 宮田中
古賀 直信(2) 中学  6 小澤 空河(1) 中学     27.73 
ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ 箕輪中 ｵｻﾞﾜｸｳｶﾞ 伊那東部中

[ 3組] 風速 -1.1

 1 飯島 悠斗(2) 中学     24.95 q
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 赤穂中

 2 三澤 哲也(2) 中学     27.33 
ﾐｻﾜ ﾃﾂﾔ 伊那東部中

 3 戸田 全飛(1) 中学     27.89 
ﾄﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 箕輪中

 4 今井 越士(2) 中学     28.14 
ｲﾏｲ ｴﾂｼ 中川中

 5 武田 凌汰(1) 中学     29.68 
ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 辰野中
神谷 宗尭(2) 中学
ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ 箕輪中

風速 -0.8

 1 林 泰希(3) 中学     22.98 
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 辰野中

 2 飯島 悠斗(2) 中学     25.03 
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 赤穂中

 3 伊東 龍生(2) 中学     25.48 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 伊那AC

 4 山田 海斗(2) 中学     25.57 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 赤穂中

 5 瀧澤 直希(1) 中学     25.86 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ 箕輪中

 6 林 大翔(2) 中学     25.93 
ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ 伊那AC
林 雅斗(2) 中学
ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 駒ヶ根東中
今井 頼人(1) 中学
ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 辰野中

2  8273
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5  7950

8  8002

1    15

3    12

7  8241
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4  8235

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7  7951

5  7996
欠場

3  8007

6  8310

2  8235

4  8134

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

4  8192

2  8148

5  8241

6  8002

記録／備考
3  7950

7    12

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  8132

7  7995

5  8273

6  7982

記録／備考
4  7977

大会新
3    15

中学男子

２００ｍ            

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 9月4日  9:35

県中学新(CR)      8,31.86
大会新(GR)        9,13.48

[ 1組] [ 2組]

 1 瀨戸 優孝(2) 中学  10,24.70  1 宮脇 祐歩(3) 中学   9,32.33 
ｾﾄ ﾕﾀｶ 辰野中 ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾎ 駒ヶ根東中

 2 唐澤 峻(1) 中学  10,29.15  2 安藤 雅陽(2) 中学   9,51.66 
ｶﾗｻﾜ ｼｭﾝ 辰野中 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾊﾙ 駒ヶ根東中

 3 鷲見 隼翔(2) 中学  10,31.36  3 柴 尚玖(3) 中学   9,55.61 
ｽﾐﾊﾔﾄ 伊那東部中 ｼﾊﾞ ﾅｵﾋｻ 箕輪中

 4 牧島 駿太(2) 中学  10,31.92  4 宮下 日向(3) 中学   9,59.31 
ﾏｷｼﾏ ｼｭﾝﾀ 伊那東部中 ﾐﾔｼﾀ ﾋｭｳｶﾞ 赤穂中

 5 清水想介(2) 中学  10,40.41  5 鈴木 駿平(2) 中学  10,01.76 
ｼﾐｽﾞ ｿｳｽｹ 伊那東部中 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 赤穂中

 6 金野 隼男(2) 中学  10,41.84  6 池田 陽彦(3) 中学  10,06.06 
ｺﾝﾉ ﾊﾔｵ 伊那東部中 ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 駒ヶ根東中

 7 佐藤 真治(3) 中学  10,42.45  7 岩波 響介(2) 中学  10,10.81 
ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 辰野中 ｲﾜﾅﾐ ｷｮｳｽｹ 箕輪中

 8 岩波 颯真(1) 中学  10,49.00  8 池田 朋彦(3) 中学  10,11.06 
ｲﾜﾅﾐ ｿｳﾏ 箕輪中 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 駒ヶ根東中

 9 滝沢 朋季(2) 中学  10,50.01  9 島 謙介(2) 中学  10,16.94 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 駒ヶ根東中 ｼﾏ ｹﾝｽｹ 駒ヶ根東中

10 菅沼 蒼太(1) 中学  10,52.58 10 芦部 冬馬(2) 中学  10,20.03 
ｽｶﾞﾇﾏ ｿｳﾀ 駒ヶ根東中 ｱｼﾍﾞ ﾄｳﾏ 宮田中

11 宮下 泰智(2) 中学  10,59.31 11 出澤 周大(1) 中学  10,22.43 
ﾐﾔｼﾀ ﾔｽﾄﾓ 駒ヶ根東中 ﾃﾞｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 赤穂中

12 田中 稜馬(1) 中学  11,01.04 12 福澤 刀耶(1) 中学  10,34.14 
ﾀﾅｶﾘｮｳﾏ 伊那東部中 ﾌｸｻﾞﾜ ﾄｳﾔ 駒ヶ根東中

13 三澤 賢人(2) 中学  11,03.52 13 金田 隼輔(3) 中学  10,54.99 
ﾐｻﾜ ｹﾝﾄ 伊那東部中 ｶﾈﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 赤穂中

14 小出 大地(2) 中学  11,06.13 14 菊池 空(1) 中学  10,55.48 
ｺｲﾃﾞ ﾀﾞｲﾁ 駒ヶ根東中 ｷｸﾁ ｿﾗ 宮田中

15 小澤 将大(3) 中学  11,13.70 15 丸田 翔悟(3) 中学  12,57.97 
ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 辰野中 ﾏﾙﾀ ｼｮｳｺﾞ 箕輪中

16 宮澤 隆之介(3) 中学  11,27.41 中谷 楓(3) 中学
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 辰野中 ﾅｶﾔ ｶｴﾃﾞ 箕輪中

17 荒井 駿伸(1) 中学  11,37.98 伊藤 大志(2) 中学
ｱﾗｲ ﾄｼﾉﾌﾞ 辰野中 ｲﾄｳ ﾀｲｼ 赤穂中

18 北原 諒(2) 中学  11,57.12 丸山 卓治(2) 中学
ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳ 伊那東部中 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｼﾞ 箕輪中
宮下 正直(3) 中学
ﾐﾔｼﾀ ﾏｻﾅｵ 赤穂中

中学男子
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   1 宮脇 祐歩(3) 中学 駒ヶ根東中     9,32.33   2   1
   2 安藤 雅陽(2) 中学 駒ヶ根東中     9,51.66   2   2
   3 柴 尚玖(3) 中学 箕輪中     9,55.61   2   3
   4 宮下 日向(3) 中学 赤穂中     9,59.31   2   4
   5 鈴木 駿平(2) 中学 赤穂中    10,01.76   2   5
   6 池田 陽彦(3) 中学 駒ヶ根東中    10,06.06   2   6
   7 岩波 響介(2) 中学 箕輪中    10,10.81   2   7
   8 池田 朋彦(3) 中学 駒ヶ根東中    10,11.06   2   8
   9 島 謙介(2) 中学 駒ヶ根東中    10,16.94   2   9
  10 芦部 冬馬(2) 中学 宮田中    10,20.03   2  10
  11 出澤 周大(1) 中学 赤穂中    10,22.43   2  11
  12 瀨戸 優孝(2) 中学 辰野中    10,24.70   1   1
  13 唐澤 峻(1) 中学 辰野中    10,29.15   1   2
  14 鷲見 隼翔(2) 中学 伊那東部中    10,31.36   1   3
  15 牧島 駿太(2) 中学 伊那東部中    10,31.92   1   4
  16 福澤 刀耶(1) 中学 駒ヶ根東中    10,34.14   2  12
  17 清水想介(2) 中学 伊那東部中    10,40.41   1   5
  18 金野 隼男(2) 中学 伊那東部中    10,41.84   1   6
  19 佐藤 真治(3) 中学 辰野中    10,42.45   1   7
  20 岩波 颯真(1) 中学 箕輪中    10,49.00   1   8
  21 滝沢 朋季(2) 中学 駒ヶ根東中    10,50.01   1   9
  22 菅沼 蒼太(1) 中学 駒ヶ根東中    10,52.58   1  10
  23 金田 隼輔(3) 中学 赤穂中    10,54.99   2  13
  24 菊池 空(1) 中学 宮田中    10,55.48   2  14
  25 宮下 泰智(2) 中学 駒ヶ根東中    10,59.31   1  11
  26 田中 稜馬(1) 中学 伊那東部中    11,01.04   1  12
  27 三澤 賢人(2) 中学 伊那東部中    11,03.52   1  13
  28 小出 大地(2) 中学 駒ヶ根東中    11,06.13   1  14
  29 小澤 将大(3) 中学 辰野中    11,13.70   1  15
  30 宮澤 隆之介(3) 中学 辰野中    11,27.41   1  16
  31 荒井 駿伸(1) 中学 辰野中    11,37.98   1  17
  32 北原 諒(2) 中学 伊那東部中    11,57.12   1  18
  33 丸田 翔悟(3) 中学 箕輪中    12,57.97   2  15

中学男子

３０００ｍ
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
 8269
 8275
 8028
 8231
 8243
 8260
 7990
 8266
 8251
 8194
 8223
 7981
 7953
 8133
 8137
 8283
 8141
 8136
 7973
 8003
 8278
 8281
 8233
 8197
 8279
 8145
 8143
 8277
 7978
 7975
 7955
 8140
 8019



決勝 9月4日 12:25

県中学新(CR)        14.19
大会新(GR)          16.37

風速 -1.5

 1 関 雄飛(3) 中学     17.18 
ｾｷ ﾕｳﾋ 赤穂中

 2 大森 才稀(2) 中学     19.21 
ｵｵﾓﾘ ｻｲｷ 伊那東部中

 3 竹越 勇斗(2) 中学     19.60 
ﾀｹｺｼ ﾕｳﾄ 伊那東部中

 4 佐野 修一郎(2) 中学     20.96 
ｻﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 赤穂中

4  8142

3  8245

5  8232

6  8130

中学男子

１１０ｍＨ(0,914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月4日 14:35

県中学新(CR )       43.57
大会新  (GR )       45.50

[ 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 辰野中  7982 渡辺 圭尚(2)     48.38  1   6 宮田中  8192 浦野 晃平(2)     47.90 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼｮｳ ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳ ｳﾗﾉ ｺｳﾍｲ
 7980 有賀 匠吾(2)  8195 伊澤 拓人(2)

ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ ｲｻﾞﾜ ﾀｸﾄ
 7953 唐澤 峻(1)  8198 太田 一希(2)

ｶﾗｻﾜ ｼｭﾝ ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ
 7950 今井 頼人(1)  8193 遠山 龍之介(2)

ｲﾏｲ ﾗｲﾄ ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ
 2   5 伊那東部中  8130 大森 才稀(2)     49.29  2   2 赤穂中(A)  8238 松井 秀真(2)     47.96 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｵｵﾓﾘ ｻｲｷ ｱｶﾎﾁｭｳA ﾏﾂｲ ｼｭｳﾏ
 8148 小澤 空河(1)  8237 新谷 佳汰(2)

ｵｻﾞﾜｸｳｶﾞ ｼﾝﾔ ｹｲﾀ
 8134 三澤 哲也(2)  8241 山田 海斗(2)

ﾐｻﾜ ﾃﾂﾔ ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ
 8142 竹越 勇斗(2)  8235 飯島 悠斗(2)

ﾀｹｺｼ ﾕｳﾄ ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ
 3   6 駒ヶ根東中  8272 竹村 晃多(2)     49.46  3   5 箕輪中(A)  7996 神谷 宗尭(2)     48.10 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ ﾐﾉﾜﾁｭｳA ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ
 8274 深谷 朝海(2)  7997 浦野 快生(2)

ﾌｶﾔ ｻﾐ ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ
 8250 小澤 拓哉(2)  7995 古賀 直信(2)

ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ
 8273 林 雅斗(2)  8002 瀧澤 直希(1)

ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ
 4   4 春富中  8172 北原 啓斗(1)     54.70  4   3 箕輪中(B)  8007 戸田 全飛(1)     51.63 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ｷﾀﾊﾗ ｹｲﾄ ﾐﾉﾜﾁｭｳB ﾄﾀﾞ ﾏｻﾀｶ
 8182 田畑 翔汰朗(1)  7992 浦野 亜武(2)

ﾀﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ ｳﾗﾉ ｱﾑ
 8170 小牧 大晟(1)  7994 北原 香音(2)

ｺﾏｷ ﾀｲｾｲ ｷﾀﾊﾗ ｶﾉﾝ
 8161 荻原 浩太郎(2)  8001 松田 拓巳(1)

ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ
 5   3 箕輪中(C)  8008 林 秀磨(1)     57.88  5   4 赤穂中(B)  8228 羽生 凜斗(1)     54.90 

ﾐﾉﾜﾁｭｳC ﾊﾔｼ ｼｭｳﾏ ｱｶﾎﾁｭｳB ﾊﾆｭｳ ﾘﾝﾄ
 8035 巻渕 来樹(1)  8221 小倉 快心(1)

ﾏｷﾌﾞﾁ ﾗｲｷ ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ
 8009 有賀 泰徳(1)  8229 平澤 志穏(1)

ｱﾙｶﾞ ﾔｽﾉﾘ ﾋﾗｻﾜ ｼｵﾝ
 8010 高倉 駿斗(1)  8224 林 海斗(1)

ﾀｶｸﾗ ﾊﾔﾄ ﾊﾔｼ ｶｲﾄ

   1 宮田中     47.90 浦野 晃平(2) 伊澤 拓人(2) 太田 一希(2) 遠山 龍之介(2)   2   1
   2 赤穂中(A)     47.96 松井 秀真(2) 新谷 佳汰(2) 山田 海斗(2) 飯島 悠斗(2)   2   2
   3 箕輪中(A)     48.10 神谷 宗尭(2) 浦野 快生(2) 古賀 直信(2) 瀧澤 直希(1)   2   3
   4 辰野中     48.38 渡辺 圭尚(2) 有賀 匠吾(2) 唐澤 峻(1) 今井 頼人(1)   1   1
   5 伊那東部中     49.29 大森 才稀(2) 小澤 空河(1) 三澤 哲也(2) 竹越 勇斗(2)   1   2
   6 駒ヶ根東中     49.46 竹村 晃多(2) 深谷 朝海(2) 小澤 拓哉(2) 林 雅斗(2)   1   3
   7 箕輪中(B)     51.63 戸田 全飛(1) 浦野 亜武(2) 北原 香音(2) 松田 拓巳(1)   2   4
   8 春富中     54.70 北原 啓斗(1) 田畑 翔汰朗(1) 小牧 大晟(1) 荻原 浩太郎(2)   1   4
   9 赤穂中(B)     54.90 羽生 凜斗(1) 小倉 快心(1) 平澤 志穏(1) 林 海斗(1)   2   5
  10 箕輪中(C)     57.88 林 秀磨(1) 巻渕 来樹(1) 有賀 泰徳(1) 高倉 駿斗(1)   1   5

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

中学男子

４×１００ｍＲ      

決勝

タイムレース

順位



決勝 9月4日  9:00

大会新(GR)           4.70

北原 香音(2) 中学
ｷﾀﾊﾗ ｶﾉﾝ 箕輪中
竹下 歩(1) 中学
ﾀｹｼﾀ ｱﾕﾑ 伊那東部中

O O XXX  2.10
2 1  8149

O O O

O O XXX  2.60
1 2  7994

- - - - -

記録1m90 2m00 備考1m70 1m80 2m10 2m20 2m60 2m70

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月4日 12:30

県新(KR)            16.98
大会新(GR)          14.30

笠川 真一 一般   9.84   9.69   9.69   9.81  10.08    -   10.08 
ｶｻｶﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 伊那AC   +2.1   +3.2   +3.9   +1.9   +3.3    +3.3

1 1    13
-5- -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 9月4日  9:00

県新(KR)            16.11
大会新(GR)          12.48

小林和夫 一般
ｺﾊﾞﾔｼｶｽﾞｵ 上伊那陸協
唐澤 良二 一般 欠場
ｶﾗｻﾜ ﾘｮｳｼﾞ 上伊那陸協

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 2    28

 7.45  7.93   -

1    30

 8.79   X   X   8.79 



決勝 9月4日  9:00

県高校新(KR)        14.76
大会新(GR)          12.09

ｶﾙﾛｽ ｱｳｸﾞｽﾄ(2) 高校
ｶﾙﾛｽ ｱｳｸﾞｽﾄ 駒ｹ根工高
松田 直也(1) 高校
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 上伊那農高

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 2   509

 9.66  9.08  9.71

2 1   362
 9.01  8.33  9.40   9.40  9.19   X  9.04

 8.91  9.61  9.00   9.71 



決勝 9月4日 11:15

県新(KR)            50.52
大会新(GR)          34.88

小林和夫 一般
ｺﾊﾞﾔｼｶｽﾞｵ 上伊那陸協
斉藤 英夫 一般
ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 上伊那陸協
有賀 秀人 一般
ｱﾙｶ ﾞﾋﾃﾞﾄ 上伊那陸協

  X   X 18.41  18.41 

  O   O   O  22.15 

3 2    31
  O 15.64   X

  X   X   O  26.86 

2 3    29
  O 22.15   O

1 1    28
26.86   X   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-



決勝 9月4日 11:15

県高校新(KR)        45.21
大会新(GT)          38.34

松田 直也(1) 高校
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 上伊那農高

  O   X   X  25.12 
1 1   362

  X   X 25.12

-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 9月4日 13:00

県新(KR)            68.34
大会新(GR)          52.82

福島 健一 一般
ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
小林 泰平(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾍｲ 伊那北高
松﨑 勇起(2) 高校
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 駒ｹ根工高
有賀 秀人 一般
ｱﾙｶ ﾞﾋﾃﾞﾄ 上伊那陸協
小林 由暉(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 赤穂高
宮下 琉(1) 高校
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 駒ｹ根工高
斉藤 英夫 一般
ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 上伊那陸協
藤沢 竜児(1) 高校
ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｭｳｼﾞ 赤穂高

男子

やり投(0.800kg)

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     6

  O 37.49   X   X   X   -  37.49 

2 8   400
  X   X 26.15   O   X 33.56  33.56 

3 6   508
  O   O 30.11   O   O   O  30.11 

4 4    31
26.92   O   O 27.64   O   X  27.64 

5 2   466
27.09   O   O   O   O   O  27.09 

6 3   520
  X 24.95   O   X 26.25   X  26.25 

7 5    29
  X   X 24.32

8 1   464
  O 18.05   O  18.66 18.66   O   O

  X   X   X  24.32 



決勝 9月4日 12:00

県中学新(CR )        1.97
大会新  (GR )        1.77

1m60 1m65 1m70 1m75 1m78 1m81
赤羽 健一(3) 中学 - - - - - - - - O O 大会新
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 辰野中 O O O O XO XXX
有賀 玄太(1) 中学 O O O O O XXO XO XXX
ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ 南箕輪中
田畑 翔太朗(1) 中学 O O O O O XXO XXO XXX
ﾀﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 春富中
加藤 巧武(1) 中学 XO O O O O O XXX
ｶﾄｳ ﾀｸﾑ 宮田中
有賀 泰徳(1) 中学 O O O O XXX
ｱﾙｶﾞ ﾔｽﾉﾘ 箕輪中
福澤 洸士(1) 中学 O O O XO XXX
ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｼ 伊那東部中
吉川 晴元(2) 中学 - - O XXX
ｷｯｶﾜ ﾊﾙﾓﾄ 赤穂中
巻渕 来樹(1) 中学 XO O O XXX
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾗｲｷ 箕輪中
林 秀磨(1) 中学 O XO XO XXX
ﾊﾔｼ ｼｭｳﾏ 箕輪中
後藤 玲央(1) 中学 O O XXO XXX
ｺﾞﾄｳﾚｵ 伊那東部中
唐木 怜(1) 中学 O XXX
ｶﾗｷ ﾚﾝ 宮田中
高倉 駿斗(1) 中学 O XXX
ﾀｶｸﾗ ﾊﾔﾄ 箕輪中

11 7  8010
 1.10

10 6  8147
 1.20

11 2  8205
 1.10

8 3  8035
 1.20

9 5  8008
 1.20

6 8  8146
 1.25

7 10  8244
 1.20

4 4  8207
 1.35

5 1  8009
 1.25

2 9  8043
 1.40

3 11  8182
 1.40

1 12  7972
 1.78

記録
1m20 1m25

備考
1m10 1m15 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55

中学男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月4日 10:15

県中学新(CR)         7.04
大会新(GR)           6.32

浦野 快生(2) 中学    X   5.80   5.71   5.58    X   5.41    5.80 
ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ 箕輪中   +1.3   -0.2   -0.7   +1.3    +1.3
伊東 龍生(2) 中学   4.71   5.01   5.19   5.06    X   5.28    5.28 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 伊那AC   -1.3   +1.3   -0.3   -2.2   +1.4    +1.4
竹村 晃多(2) 中学   5.02   4.81   4.65    X    X    X    5.02 
ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ 駒ヶ根東中   +1.5   -0.7   -1.6    +1.5
松田 拓巳(1) 中学   4.41   4.40   4.69   4.88   4.65   4.53    4.88 
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 箕輪中   +1.5   -0.2   -0.7   -1.2   +0.1   -0.6    -1.2
松井 秀真(2) 中学   4.56   4.77   4.67   4.66   4.71   4.53    4.77 
ﾏﾂｲ ｼｭｳﾏ 赤穂中   +0.3   +2.2   -0.1   -0.6   +0.4   -0.7    +2.2
有賀 玄太(1) 中学   4.58   4.65   4.48   4.58   4.57   4.03    4.65 
ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ 南箕輪中   +1.4   -0.2   -1.9   -1.7   -1.5   -0.5    -0.2
土田 陸斗(1) 中学   4.21    X   4.46   4.32   4.16   4.19    4.46 
ﾂﾁﾀﾞ ﾘｸﾄ 辰野中   -1.2   +0.4   -1.4   -0.5    0.0    +0.4
丸山 輝(1) 中学   4.46   4.32   4.02   3.28   3.18   3.64    4.46 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 辰野中    0.0   +1.4   -0.1   -1.1   -0.7   -1.6     0.0
西野 瑛修(1) 中学   4.36   4.28   4.25    4.36 
ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ 赤穂中   +2.2   +0.4   -0.9    +2.2
湯澤 裕也(2) 中学    X   4.22   4.21    4.22 
ﾕｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 中川中   +2.4   +1.6    +2.4
小牧 大晟(1) 中学    X   4.17    X    4.17 
ｺﾏｷ ﾀｲｾｲ 春富中   +1.9    +1.9
酒井 敦也(1) 中学   3.97    X   3.48    3.97 
ｻｶｲ ｱﾂﾔ 宮田中   -0.6    0.0    -0.6
大木島 青空(2) 中学 欠場
ｵｵｷｼﾏ ｿﾗ 中川中

1  8311

11 6  8170

12 5  8204

9 8  8248

10 3  8315

7 4  7954

8 2  7952

5 11  8238

6 7  8043

3 9  8272

4 10  8001

1 13  7997
-5-

2 12    12

-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 9月4日  9:00

県中学新(CR)        13.45
大会新(GR)          10.19

白鳥 和弥(2) 中学
ｼﾛﾄﾘ ｶｽﾞﾔ 箕輪中
神田 健勝(2) 中学
ｶﾝﾀﾞ ﾀｹﾏｻ 駒ヶ根東中
下平 朱莉(1) 中学
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｭﾘ 春富中
後藤 玲央(1) 中学
ｺﾞﾄｳﾚｵ 伊那東部中

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 4  8033

 7.38  7.62  7.51   X  7.28  7.31   7.62 

2 2  8276
 7.09  6.89  6.76  5.83  6.92  7.01   7.09 

3 1  8169
 5.90  5.41  6.32

4 3  8147
 6.09  5.97  6.29   6.42   X  6.42   X

 6.61  6.57  6.19   6.61 
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