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第６９回 長野県陸上競技伊那大会 

記録集 
 

 

期  日： 平成 28年 5月 3日（火・憲法記念日） 

主  催： （一財）長野陸上競技協会・伊那市・伊那市教育委員会 

      伊那市体育協会・上伊那陸上競技協会 

主  管： 上伊那陸上競技協会 

会  場： 伊那市陸上競技場（202030） 

審 判 長： 有賀 保義（ﾄﾗｯｸ）、遠山 正洋（ﾌｨｰﾙﾄﾞ）、熊谷 賢二（招集所） 

記録主任： 竹内 秀樹 

 

 

■ この大会で樹立された記録 

月日 種目 予・決 記録 氏名 男女 所属 従来の記録 備考 

5/3 ４×１００ｍＲ 決 49.49 
今井・臼井 

小林・菅沼 
女子 東海大諏訪高 49.99 大会新 

 

 

 

■グラウンドコンディション 

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

 5月 3日 

 9:00 晴れ 東 0.3 21.0 26.0 

  

10:00 曇り 南東 4.2 22.0 22.0 

11:00 曇り 南東 6.7 22.0 20.0 

12:00 曇り 南 4.7 23.0 20.0 

13:00 曇り 南東 4.6 23.0 20.0 

14:00 曇り 南東 3.1 23.0 20.0 

15:00 曇り 南 2.6 22.0 20.0 

 

 



第６９回長野県陸上競技伊那大会                                                  
主催　長野陸上競技協会、伊那市、伊那市教育委員会                                
　　　伊那市体育協会、上伊那陸上競技協会                                        

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】202030  伊那市総合運動場陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
05/03 男子  -0.6 三村 瑞樹 11.46 近藤 裕哉(3) 11.53 小川 明喜男(3) 11.62 小林 佑萬(3) 11.71 小野澤 達也(2) 11.77 鳴海 裕斗(2) 11.88 中村 謙士(2) 11.90

１００ｍ 一般･上伊那郡陸協 高校･松川高 高校･伊那北高 高校･伊那北高 一般･松本大 高校･岡谷東高 高校･諏訪二葉高
05/03 浦野 泰希(4) 49.65 近藤 雅哉(2) 50.65 外川 太一(2) 51.11 萩 亜斗夢(1) 51.38 畑佐 崚介(3) 52.61 西村 武登(2) 52.87 宮坂  秀星(2) 53.59

４００ｍ 一般･松本大 高校･松川高 高校･諏訪清陵高 一般･松本大 高校･赤穂高 高校･飯田高 高校･伊那弥生ヶ丘高
05/03 北原 崇志 4,08.82 岩崎 一徹(3) 4,12.44 河合  蓮(3) 4,14.47 北原 弘司 4,15.36 樋口 正晃 4,15.52 児玉 拓矢(2) 4,17.32 滝澤 拓輝(2) 4,23.36 北村 駿弥(3) 4,27.23

１５００ｍ 一般･EASTERS 高校･飯田風越高 高校･松川高 一般･EASTERS 一般･上伊那郡陸協 高校･諏訪二葉高 高校･上伊那農高 高校･諏訪清陵高
05/03 早野 吉信 15,30.65 石倉 大輔(3) 15,30.69 原 武司 15,41.86 伊藤 洸介 15,55.22 松山 克敏 16,14.70 村山 和勇(3) 16,26.66 鈴木 昌幸 16,28.41 平澤 宏幸 16,32.53

５０００ｍ 一般･下伊那郡陸協 高校･伊那北高 一般･下伊那郡陸協 一般･飯田市陸協 一般･下伊那郡陸協 高校･飯田風越高 一般･上伊那郡陸協 一般･飯田市陸協
05/03 荻原 勇吹(3) 17.31 中村 謙士(2) 17.67 山内 一輝(1) 18.08 竹内 一弘 18.37 井出 純一朗(1) 18.42 竹折 優太 18.49 棚田 駿太(3) 19.17 酒井 和馬(1) 19.23

110mH(1.067m) 高校･諏訪二葉高 高校･諏訪二葉高 高校･上伊那農高 一般･DreamA.C 高校･諏訪清陵高 一般･飯田市陸協 高校･松川高 高校･上伊那農高
05/03 林 知彦 1.96 丸山 拓哉(1) 1.90 丸山 貴倫(4) 1.90 井原 彪(2) 1.90 西村 慶次(2) 1.87 赤羽 達也(3) 1.81 中山 蓮(1) 1.75 宮島 大介(3) 1.70

走高跳 一般･上伊那陸協 一般･松本大 大学･諏訪東京理科大 高校･飯田高 高校･創造学園高 高校･伊那北高 高校･高遠高 高校･赤穂高
05/03 中山 蓮(1) 3.20 伊藤 大輔(2) 3.00

棒高跳 高校･高遠高 高校･高遠高
05/03 椚谷 和久(3) 6.66(+1.6) 松本 陸(1) 6.26(+0.8) 馬場 将之介(3)6.22(+1.9) 宮川 蓮(1) 6.18(+1.2) 竹入 聡一郎(3)6.15(+1.1) 五味 凌介(3) 6.14(+1.9) 浅原 一熙(2) 6.03(+1.6) 手塚 貴郁(3) 5.97(+0.8)

走幅跳 高校･飯田高 高校･諏訪二葉高 高校･諏訪二葉高 高校･創造学園高 高校･伊那北高 高校･諏訪清陵高 大学･諏訪東京理科大 高校･飯田風越高
05/03 竹内 篤史(3) 14.20(+0.4) 椚谷 和久(3) 13.10(+5.3) 長田 佑麻(1) 12.88(+0.9) 竹入 聡一郎(3)12.29(+1.4) 手塚 貴郁(3) 11.60(+2.1) 白鳥 照人(3) 11.24(+1.3)

三段跳 一般･松本大 高校･飯田高 大学･諏訪東京理科大 高校･伊那北高 高校･飯田風越高 高校･赤穂高
05/03 上原 隆伸 11.61 小松 央(1) 10.54 大宮 直人 7.72 奥田 崚介(1) 6.43

砲丸投(7.260Kg) 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･松本大 一般･木曽郡陸協 大学･諏訪東京理科大
05/03 上原 隆伸 33.75 小松 央(1) 29.51 丸田 文人 20.55 有賀 秀人 20.50 斉藤 英夫 18.17

円盤投(2.000Kg) 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･松本大 一般･上伊那郡陸協 一般･上伊那郡陸協 一般･上伊那郡陸協
05/03 後藤 魁斗(3) 53.83 友田 利男 50.83 河西 広樹(3) 50.13 牛山 一成(3) 49.34 宮島 真吾 48.70 小林 誠矢(2) 48.18 荻原 勇吹(3) 47.10 小松 和真(2) 47.03

やり投(0.800Kg) 高校･阿南高 一般･下伊那郡陸協 高校･諏訪二葉高 高校･松川高 一般･DreamA.C 高校･創造学園高 高校･諏訪二葉高 高校･飯田風越高
05/03 松本大     3,26.90 松川高     3,34.38 伊那弥生ヶ丘高    3,35.78 赤穂高     3,36.65 諏訪清陵高     3,42.40 飯田高     3,44.06 飯田風越高     3,46.53 創造学園高     3,47.21

４×４００ｍＲ 小林 航(2) 小池 貫太(2) 齋藤 春希(3) 唐木 大河(3) 井出 純一朗(1) 米澤 和真(2) 鎌倉 渉(3) 小口 優希(2)
清水 泰志(4) 近藤 裕哉(3) 宮坂  秀星(2) 畑佐 崚介(3) 外川 太一(2) 清水 理久(2) 手塚 貴郁(3) 西村 慶次(2)
丸山 玲央(2) 近藤 惠哉(1) 葉桐 文哉(3) 杉山 修己(2) 五味 凌介(3) 篠田 知樹(2) 唐澤 慶大(2) 小林 誠矢(2)
浦野 泰希(4) 近藤 雅哉(2) 曽根原  賢(2) 下井 颯太(3) 松井 翔吾(2) 西村 武登(2) 竹村 大地(3) 横山 絢大(1)

05/03 中学男子  -2.8 林 泰希(3) 11.73 中澤 新(3) 11.77 小林 光輝(3) 12.16 矢代 智章(3) 12.17 有賀 匠吾(2) 12.25 酒井 龍介(3) 12.32 寺澤 勇紀(3) 12.47 三嶋 蒼生(3) 12.49
１００ｍ 中学･辰野中 中学･清陵附属中 中学･緑ヶ丘中 中学･富士見中 中学･辰野中 中学･伊那東部中 中学･喬木中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

05/03 中谷 楓(3) 9,39.79 宮脇 祐歩(3) 9,55.09 植松 孝太(2) 9,59.66 小林 亮太(3) 10,01.34 松下 純也(3) 10,01.75 松原 功我(3) 10,03.12 池田 朋彦(3) 10,04.80 横矢 明大(3) 10,06.43
３０００ｍ 中学･箕輪中 中学･駒ヶ根東中 中学･富士見中 中学･富士見中 中学･旭ヶ丘中 中学･豊科北中 中学･駒ヶ根東中 中学･塩尻広陵中

05/03 関 雄飛(3) 17.40 中根 颯亮(3) 17.43 工藤 俊介(3) 18.22 中山 晃希(3) 18.38 仲村渠 海都(3) 18.92 逸見 崚輔(2) 19.09 大森 才稀(2) 19.54 木下 耀仁(2) 19.59
110mH(0.914m) 中学･赤穂中 中学･塩尻広陵中 中学･伊那東部中 中学･岡谷西部中 中学･箕輪中 中学･伊那中 中学･伊那東部中 中学･緑ヶ丘中

唐澤 秀作(3)
中学･箕輪中

05/03 林 力輝(3) 1.65 中村 勇太(3) 1.60 永谷 太一(3) 1.60 赤羽 健一(3) 1.60 北原 大雅(3) 1.55 太田 岳(3) 1.55 鈴木 駿介(2) 1.55 小椋 夢人(3) 1.50
走高跳 中学･高森中 中学･三郷中 中学･三郷中 中学･辰野中 中学･伊那東部中 中学･宮田中 中学･岡谷西部中 中学･箕輪中

05/03 安部 公士郎(3) 3.80 恒川 直澄(3) 3.40 菊池 樹輝(3) 3.20 河手 祥悟(3) 2.60 北原 香音(2) 2.00
棒高跳 中学･原中 中学･伊那東部中 中学･原中 中学･箕輪中 中学･箕輪中

05/03 武井 孝史朗(3)6.00(+5.4) 小松 航大(3) 5.65(+3.3) 上野 俊瑛(3) 5.48(+3.1) 福澤 稜也(3) 5.25(+2.1) 伊東 龍生(2) 5.17(+3.6) 小平 桜雅(2) 5.12(+0.8) 中澤 新(3) 4.92(+3.0) 山口 大輝(2) 4.92(+2.7)
走幅跳 中学･岡谷西部中 中学･伊那東部中 中学･箕輪中 中学･緑ヶ丘中 中学･伊那AC 中学･岡谷西部中 中学･清陵附属中 中学･塩尻広陵中

05/03 登内 達也(3) 10.37 永田 智哉(2) 9.42 向山 星来(3) 9.31 井ノ口 天優(3) 8.89 大澤 昂祈(3) 8.49 林 尋武(3) 8.06 杉本 隆太(3) 7.97 北澤 佑玖(3) 7.81
砲丸投(5.000kg) 中学･伊那東部中 中学･岡谷西部中 中学･箕輪中 中学･駒ヶ根東中 中学･伊那中 中学･駒ヶ根東中 中学･高森中 中学･宮田中

05/03 辰野中       46.18 豊科北中       46.69 塩尻広陵中       48.03 赤穂中       48.35 伊那東部中       48.63 箕輪中       48.66 高森中       48.79 緑ヶ丘中       49.14
４×１００ｍＲ 今井 頼人(1) 寺島 希羽(3) 髙山 拓夢(2) 新谷 佳汰(2) 伊藤 巧(3) 荻原 凌我(3) 市瀬 嵩唯(2) 今村 隼士(3)

有賀 匠吾(2) 篠原 翔(3) 山口 大輝(2) 松井 秀真(2) 工藤 俊介(3) 登内 和也(3) 林 力輝(3) 小林 光輝(3)
赤羽 健一(3) 橋本 涼(2) 中根 颯亮(3) 関 雄飛(3) 竹越 勇斗(2) 上野 俊瑛(3) 青山 諒成(3) 福澤 稜也(3)
林 泰希(3) 白澤 稜馬(2) 松本 直大(3) 飯島 悠斗(2) 酒井 龍介(3) 仲村渠 海都(3) 吉沢 雄人(2) 大平 雄斗(2)

05/03 高校男子 幸野 藍斗(2) 11.67 登内 啓一郎(2) 10.97 下平 大暉(3) 10.80 奥垣内 崇史(2) 10.76 牛山 一成(3) 10.25 ｶﾙﾛｽ ｱｳｸﾞｽﾄ(2) 10.10 藤下 拳成(3) 9.42 折山 景柊(2) 9.34
砲丸投(6.000Kg) 高校･木曽青峰高 高校･高遠高 高校･OIDE長姫高 高校･東海大諏訪高 高校･松川高 高校･駒ｹ根工高 高校･下伊那農業高 高校･飯田風越高

05/03 奥垣内 崇史(2) 37.88 幸野 藍斗(2) 28.72 折山 景柊(2) 27.46 細田 響(3) 26.10 中嶋 宏太(2) 22.11 山浦 聡士(3) 14.96
円盤投(1.750kg) 高校･東海大諏訪高 高校･木曽青峰高 高校･飯田風越高 高校･創造学園高 高校･阿南高 高校･創造学園高



予選 5月3日 10:30
決勝 5月3日 13:30

長野県新            10.15
大会新(GR)          10.84

[ 1組] 風速 -3.9 [ 2組] 風速 -2.0

 1 小川 明喜男(3) 高校     11.62 q  1 中村 謙士(2) 高校     11.78 q
ｵｶﾞﾜ ｱｷｵ 伊那北高 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 諏訪二葉高

 2 近藤 裕哉(3) 高校     11.68 q  2 鳴海 裕斗(2) 高校     12.00 q
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ 松川高 ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東高

 3 畑佐 崚介(3) 高校     12.11  3 齋藤 春希(3) 高校     12.39 
ﾊﾀｻ ﾘｮｳｽｹ 赤穂高 ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ 伊那弥生ヶ丘高

 4 長巾 真也(2) 大学     12.32  4 小池 貫太(2) 高校     12.45 
ﾅｶﾞﾊﾊﾞ ｼﾝﾔ 諏訪東京理科大 ｺｲｹ  ｶﾝﾀ 松川高

 5 三井 健太郎(2) 高校     12.45  5 林 涼真(1) 高校     12.91 
ﾐﾂｲ ｹﾝﾀﾛｳ 諏訪清陵高 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 伊那北高

 6 唐澤 慶大(2) 高校     12.49 宮入 太優(1) 高校
ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ 飯田風越高 ﾐﾔｲﾘ ﾀｲﾕｳ 創造学園高
日馬 正貴 一般 丸山 将也(2) 大学
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野陸協 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ 諏訪東京理科大

[ 3組] 風速 -3.1 [ 4組] 風速 -3.4

 1 小林 佑萬(3) 高校     11.57 q  1 小野澤 達也(2) 一般     11.99 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 伊那北高 ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 松本大

 2 西田 ガブリエル(高校     12.03  2 曽根原  賢(2) 高校     12.31 
ﾆｼﾀﾞ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 箕輪進修高 ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ 伊那弥生ヶ丘高

 3 葉桐 文哉(3) 高校     12.10  3 今井 頑馬(2) 高校     12.60 
ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ 伊那弥生ヶ丘高 ｲﾏｲ ｶﾞﾝﾏ OIDE長姫高

 4 米澤 和真(2) 高校     12.18  4 馬場 将之介(3) 高校     12.66 
ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 飯田高 ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾉｽｹ 諏訪二葉高

 5 山本 純也 一般     12.47  5 竹内 貴史(1) 高校     12.74 
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ DreamA.C ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 創造学園高

 6 山﨑飛鳥(2) 高校     13.19  6 矢澤 俊希(3) 高校     12.93 
ﾔﾏｻﾞｷｱｽｶ 岡谷工高 ﾔｻﾞﾜ ﾄｼｷ 箕輪進修高
原 賢人(2) 高校  7 奥田 裕貴(1) 高校     13.39 
ﾊﾗ ｹﾝﾄ 諏訪清陵高 ｵｸﾀﾞ ﾕｳｷ 阿南高

[ 5組] 風速 -3.0 [ 6組] 風速 -2.9

 1 三村 瑞樹 一般     11.39 q  1 丸岡 精二 一般     12.07 
ﾐﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 上伊那郡陸協 ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 2 熊谷 太生(3) 高校     12.01 q  2 五味 凌介(3) 高校     12.21 
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｲｾｲ 飯田高 ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 諏訪清陵高

 3 家苗  薫(2) 高校     12.47  3 知沢 和輝(3) 高校     12.33 
ｶﾅｴ  ｶｵﾙ 松川高 ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 阿南高

 4 唐木 大河(3) 高校     12.54  4 白鳥 照人(3) 高校     12.43 
ｶﾗｷ ﾀｲｶﾞ 赤穂高 ｼﾛﾄﾘ ﾃﾙﾄ 赤穂高

 5 志村尚士(2) 高校     12.55  5 小澤 晃平(2) 高校     12.47 
ｼﾑﾗﾋｻｼ 岡谷工高 ｵｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ OIDE長姫高

 6 藤綱 和仁(2) 高校     12.95  6 諏訪暎仁(3) 高校     13.34 
ﾌｼﾞﾂﾅ ｶｽﾞﾄ 高遠高 ｽﾜｱｷﾋﾄ 岡谷工高
古瀬 友暉(1) 高校 井原 龍成(1) 高校
ﾌﾙｾ ﾕｳｷ 飯田風越高 ｲﾊﾗ ﾘｭｳｾｲ 創造学園高

風速 -0.6

 1 三村 瑞樹 一般     11.46 
ﾐﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 上伊那郡陸協

 2 近藤 裕哉(3) 高校     11.53 
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ 松川高

 3 小川 明喜男(3) 高校     11.62 
ｵｶﾞﾜ ｱｷｵ 伊那北高

 4 小林 佑萬(3) 高校     11.71 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 伊那北高

 5 小野澤 達也(2) 一般     11.77 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 松本大

 6 鳴海 裕斗(2) 高校     11.88 
ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東高

 7 中村 謙士(2) 高校     11.90 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 諏訪二葉高
熊谷 太生(3) 高校
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｲｾｲ 飯田高
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予選 通過基準  6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 5月3日 11:25
決勝 5月3日 13:55

長野県新            46.54
大会新(GR)          49.09

[ 1組] [ 2組]

 1 外川 太一(2) 高校     51.41 q  1 丸山 玲央(2) 一般     52.67 
ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 諏訪清陵高 ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松本大

 2 近藤 惠哉(1) 高校     52.03 q  2 下井 颯太(3) 高校     53.72 
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾄｼﾔ 松川高 ｼﾓｲ ｿｳﾀ 赤穂高

 3 宮坂  秀星(2) 高校     52.20 q  3 葉桐 文哉(3) 高校     54.10 
ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 伊那弥生ヶ丘高 ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ 伊那弥生ヶ丘高

 4 赤羽 恭弥(3) 高校     54.29  4 藤原 渓太(3) 高校     55.80 
ｱｶﾊﾈ ｷｮｳﾔ 赤穂高 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾀ 上伊那農高

 5 宮下 琉(1) 高校   1,11.22  5 池上 優斗(3) 高校     57.02 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 駒ｹ根工高 ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 高遠高
松永 蓮汰(2) 高校  6 後藤勇人(3) 高校     58.63 
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚﾝﾀ 創造学園高 ｺﾞﾄｳﾊﾔﾄ 岡谷工高
倉田 優希(1) 高校 三井 洪太(2) 高校
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 高遠高 ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 諏訪清陵高

[ 3組] [ 4組]

 1 萩 亜斗夢(1) 一般     51.84 q  1 近藤 雅哉(2) 高校     51.43 q
ﾊｷﾞ ｱﾄﾑ 松本大 ｺﾝﾄﾞｳ  ﾏｻﾔ 松川高

 2 畑佐 崚介(3) 高校     52.39 q  2 西村 武登(2) 高校     52.43 q
ﾊﾀｻ ﾘｮｳｽｹ 赤穂高 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 飯田高

 3 齋藤 春希(3) 高校     52.93  3 竹村 大地(3) 高校     55.98 
ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ 伊那弥生ヶ丘高 ﾀｹﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ 飯田風越高

 4 篠田 知樹(2) 高校     54.55  4 赤羽 幸一(2) 大学   1,07.61 
ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ 飯田高 ｱｶﾊﾈ ｺｳｲﾁ 諏訪東京理科大

 5 北原 恵哉(2) 高校     57.09 藤綱 和仁(2) 高校
ｷﾀﾊﾗ ｹｲﾔ 箕輪進修高 ﾌｼﾞﾂﾅ ｶｽﾞﾄ 高遠高
長田 佑麻(1) 大学 松尾 将文 一般
ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 諏訪東京理科大 ﾏﾂｵ ﾏｻﾌﾐ DreamA.C
石曽根 歩(1) 高校 山中 智貴(3) 高校
ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ 創造学園高 ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｷ 諏訪清陵高

[ 5組]

 1 浦野 泰希(4) 一般     49.25 q
ｳﾗﾉ ﾀｲｷ 松本大

 2 光沢 佑人(3) 高校     53.50 
ｺｳｻﾞﾜ  ﾕｳﾄ 松川高

 3 鎌倉 渉(3) 高校     53.76 
ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ 飯田風越高

 4 清水 理久(2) 高校     58.43 
ｼﾐｽﾞ ﾘｸ 飯田高

 5 林 洸希(2) 高校     58.96 
ﾊﾔｼ ﾃﾙｷ 阿南高
島津 英明 一般
ｼﾏﾂﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
蟹澤 恭吾 一般
ｶﾆｻﾜ ｷｮｳｺﾞ EASTERS

 1 浦野 泰希(4) 一般     49.65 
ｳﾗﾉ ﾀｲｷ 松本大

 2 近藤 雅哉(2) 高校     50.65 
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾏｻﾔ 松川高

 3 外川 太一(2) 高校     51.11 
ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 諏訪清陵高

 4 萩 亜斗夢(1) 一般     51.38 
ﾊｷﾞ ｱﾄﾑ 松本大

 5 畑佐 崚介(3) 高校     52.61 
ﾊﾀｻ ﾘｮｳｽｹ 赤穂高

 6 西村 武登(2) 高校     52.87 
ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 飯田高

 7 宮坂  秀星(2) 高校     53.59 
ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 伊那弥生ヶ丘高
近藤 惠哉(1) 高校
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾄｼﾔ 松川高
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予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q：順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 5月3日  9:00
決勝 5月3日 13:20

長野県新          3,38.49
大会新  (GR )     4,02.43

[ 1組] [ 2組]

 1 岩崎 一徹(3) 高校   4,13.86 Q  1 北原 崇志 一般   4,24.31 Q
ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 飯田風越高 ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ EASTERS

 2 滝澤 拓輝(2) 高校   4,18.73 Q  2 小口 優希(2) 高校   4,24.62 Q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 上伊那農高 ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ 創造学園高

 3 北原 弘司 一般   4,20.43 Q  3 吉田 優希(3) 一般   4,25.87 Q
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｼﾞ EASTERS ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 松本大

 4 松井 翔吾(2) 高校   4,21.83 q  4 櫻井 雄大(2) 高校   4,27.00 
ﾏﾂｲ ｼｮｳｺﾞ 諏訪清陵高 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾀ 飯田風越高

 5 後沢 大地(2) 高校   4,22.24 q  5 小松 周平(2) 高校   4,27.06 
ｺﾞｻﾞﾜ  ﾀﾞｲﾁ 松川高 ｺﾏﾂ ｼｭｳﾍｲ 諏訪二葉高

 6 竹村 吉晃(3) 高校   4,29.47  6 中村 駿吾(2) 高校   4,31.05 
ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ 伊那弥生ヶ丘高 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 諏訪清陵高

 7 上田 航希(2) 高校   4,30.86  7 大滝一輝(2) 高校   4,34.76 
ｳｴﾀﾞ ｺｳｷ 伊那北高 ｵｵﾀｷｶｽﾞｷ 岡谷工高

 8 田畑 篤偲(3) 高校   4,46.81  8 池上 優斗(3) 高校   4,38.59 
ﾀﾊﾞﾀ ｱﾂｼ 飯田高 ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 高遠高

 9 増田 輝(2) 高校   4,57.56  9 熊谷 勇人(2) 高校   4,39.32 
ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾗ OIDE長姫高 ｸﾏｶﾞｲ  ﾊﾔﾄ 松川高

10 我原 勇一 一般   4,58.34 10 荻田 慈紘(2) 高校   4,41.19 
ｶﾞﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 上伊那郡陸協 ｵｷﾞﾀ  ﾖｼﾋﾛ 上伊那農高

11 和田 輝(1) 高校   4,59.56 11 杉山 修己(2) 高校   4,44.11 
ﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ 創造学園高 ｽｷﾞﾔﾏ ｵｻﾐ 赤穂高

12 中根 学(2) 大学   5,10.91 12 平澤 宏二郎(3) 高校   4,56.20 
ﾅｶﾈ ﾏﾅﾌﾞ 諏訪東京理科大 ﾋﾗｻﾜ ｺｳｼﾞﾛｳ 伊那北高

13 水上健介(2) 高校   5,11.28 13 玉置 惇輝(2) 高校   5,04.56 
ﾐｽﾞｶﾐｹﾝｽｹ 岡谷工高 ﾀﾏｵｷ ｱﾂｷ OIDE長姫高

14 木下 洸太(3) 高校   5,13.00 14 下平 勇希(1) 高校   5,14.22 
ｷﾉｼﾀ ｺｳﾀ 下伊那農業高 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 箕輪進修高
真島 雅季(3) 高校 垣内 岳(3) 高校
ﾏｼﾏ ﾏｻｷ 大町岳陽高 ｶｷｳﾁ ｶﾞｸ 伊那弥生ヶ丘高
小口秀哉 一般 百瀬 大輝(3) 高校
ｵｸﾞﾁﾋﾃﾞﾔ 下諏訪町体協 ﾓﾓｾ ﾋﾛｷ 大町岳陽高
岩村 勇弥(1) 高校
ｲﾜﾑﾗ ﾕｳﾔ 駒ｹ根工高

[ 3組]

 1 児玉 拓矢(2) 高校   4,17.82 Q
ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾔ 諏訪二葉高

 2 河合  蓮(3) 高校   4,20.21 Q
ｶﾜｲ  ﾚﾝ 松川高

 3 樋口 正晃 一般   4,21.62 Q
ﾋｸﾞﾁ  ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協

 4 北村 駿弥(3) 高校   4,23.18 q
ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 諏訪清陵高

 5 立花 廉(2) 高校   4,24.73 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾚﾝ 赤穂高

 6 上田 桂悟(1) 高校   4,25.00 
ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 創造学園高

 7 石川 颯(2) 高校   4,35.85 
ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾃ 下伊那農業高

 8 松沢 圭途(2) 高校   4,38.05 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲﾄ 飯田風越高

 9 三沢 直柔(3) 高校   4,39.59 
ﾐｻﾜ ﾅｵﾔ OIDE長姫高

10 丸田 健悟(3) 高校   4,46.02 
ﾏﾙﾀ ｹﾝｺﾞ 伊那弥生ヶ丘高

11 渋谷 凌(3) 高校   4,48.93 
ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳ 高遠高

12 原 克彦(2) 高校   5,02.98 
ﾊﾗ ｶﾂﾋｺ 箕輪進修高

13 坂下 裕紀(3) 高校   5,09.56 
ｻｶｼﾀ ﾕｳｷ 伊那北高
蟹澤 恭吾 一般
ｶﾆｻﾜ ｷｮｳｺﾞ EASTERS
西澤裕斗(1) 高校
ﾆｼｻﾞﾜﾕｳﾄ 岡谷工高
大杉 啓(1) 高校
ｵｵｽｷﾞ ﾋﾛﾑ 上伊那農高
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１５００ｍ          

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

順 No. 氏  名 所属名



 1 北原 崇志 一般   4,08.82 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ EASTERS

 2 岩崎 一徹(3) 高校   4,12.44 
ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 飯田風越高

 3 河合  蓮(3) 高校   4,14.47 
ｶﾜｲ  ﾚﾝ 松川高

 4 北原 弘司 一般   4,15.36 
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｼﾞ EASTERS

 5 樋口 正晃 一般   4,15.52 
ﾋｸﾞﾁ  ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協

 6 児玉 拓矢(2) 高校   4,17.32 
ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾔ 諏訪二葉高

 7 滝澤 拓輝(2) 高校   4,23.36 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 上伊那農高

 8 北村 駿弥(3) 高校   4,27.23 
ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 諏訪清陵高

 9 松井 翔吾(2) 高校   4,27.33 
ﾏﾂｲ ｼｮｳｺﾞ 諏訪清陵高

10 吉田 優希(3) 一般   4,31.36 
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 松本大

11 後沢 大地(2) 高校   4,36.54 
ｺﾞｻﾞﾜ  ﾀﾞｲﾁ 松川高
小口 優希(2) 高校
ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ 創造学園高

3  2529
欠場

11    25

9   554

6   127

12   128

10   146

2   355

8    10

1    38

5   603

4   548

No. 氏  名 所属名
7    11

記録／備考

決勝

順



決勝 5月3日 14:30

長野県新         13,20.80
大会新  (GR )    15,08.39

 1 早野 吉信 一般  15,30.65 
ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 下伊那郡陸協

 2 石倉 大輔(3) 高校  15,30.69 
ｲｼｸﾗ ﾀﾞｲｽｹ 伊那北高

 3 原 武司 一般  15,41.86 
ﾊﾗ ﾀｹｼ 下伊那郡陸協

 4 伊藤 洸介 一般  15,55.22 
ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 飯田市陸協

 5 松山 克敏 一般  16,14.70 
ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那郡陸協

 6 村山 和勇(3) 高校  16,26.66 
ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾄｼ 飯田風越高

 7 鈴木 昌幸 一般  16,28.41 
ｽｽﾞｷ  ﾏｻﾕｷ 上伊那郡陸協

 8 平澤 宏幸 一般  16,32.53 
ﾋﾗｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 飯田市陸協

 9 小松 晃人(3) 高校  16,43.24 
ｺﾏﾂ ｱｷﾄ 創造学園高

10 大西 元気(3) 高校  16,44.49 
ｵｵﾆｼ  ｹﾞﾝｷ 松川高

11 小平 俊介(2) 高校  16,56.15 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼｭﾝｽｹ 飯田高

12 櫻井 雄大(2) 高校  17,01.54 
ｻｸﾗｲ ﾕｳﾀ 飯田風越高

13 代田 貴嗣 一般  17,02.78 
ｼﾛﾀ ﾀｶﾂｸﾞ 飯田市陸協

14 藤井 大治(2) 高校  17,08.75 
ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲﾁ 創造学園高

15 久保田 隼仁(1) 高校  17,12.30 
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 創造学園高

16 血脇 悠斗(2) 高校  17,19.27 
ﾁﾜｷ ﾕｳﾄ 諏訪清陵高

17 宮下 和也(2) 高校  17,20.60 
ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾔ 伊那北高

18 小平 宗弥(2) 高校  17,24.91 
ｺﾀﾞｲﾗ  ｶｽﾞﾔ 松川高

19 藤木 俊(3) 高校  17,35.86 
ﾌｼﾞｷ ｽｸﾞﾙ 伊那弥生ヶ丘高

20 春日 聖悟(3) 高校  17,51.50 
ｶｽｶﾞ ｾｲｺﾞ 上伊那農高

21 植田 貴大(2) 高校  17,57.63 
ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 伊那北高

22 松下 哲也(2) 高校  18,04.66 
ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾔ OIDE長姫高

23 下湯瀬 龍信(2) 高校  18,11.63 
ｼﾓﾕｾ ﾘｭｳｼﾝ 諏訪清陵高

24 増田 輝(2) 高校  19,33.19 
ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾗ OIDE長姫高
山田 侑平(3) 高校
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 飯田高
佐藤 開都(3) 高校
ｻﾄｳ ｶｲﾄ 箕輪進修高
小口秀哉 一般
ｵｸﾞﾁﾋﾃﾞﾔ 下諏訪町体協
關 凱人(2) 高校
ｾｷ ｶｲﾄ 諏訪清陵高

男子

５０００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
13    18

14   394

17    16

18    56

11    17

9   606

16    40

10    54

19  2526

20   560

22   568

1   594

12    52

25  2501

27  2505

21   102

6   399

8   552

7   452

5   347

4   398

26   647

3   108

28   651

24   563
途中棄権

2   307
欠場

15    20
欠場

23   101
欠場



決勝 5月3日 11:55

長野県新            13.85
大会新(GR)          15.74

[ 1組] 風速 -2.3 [ 2組] 風速 -6.5

 1 山内 一輝(1) 高校     18.08  1 荻原 勇吹(3) 高校     17.31 
ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 上伊那農高 ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 諏訪二葉高

 2 竹内 一弘 一般     18.37  2 中村 謙士(2) 高校     17.67 
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ DreamA.C ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 諏訪二葉高

 3 酒井 和馬(1) 高校     19.23  3 井出 純一朗(1) 高校     18.42 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 上伊那農高 ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 諏訪清陵高

 4 井原 晟斗(1) 高校     20.47  4 竹折 優太 一般     18.49 
ｲﾊﾗ  ｾｲﾄ 松川高 ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ 飯田市陸協

 5 秦   翔(2) 高校     20.96  5 棚田 駿太(3) 高校     19.17 
ﾊﾀ  ｼｮｳ 松川高 ﾀﾅﾀﾞ  ｼｭﾝﾀ 松川高
宮下 琉(1) 高校
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 駒ｹ根工高

   1 荻原 勇吹(3) 高校 諏訪二葉高     17.31 (-6.5)   2   1
   2 中村 謙士(2) 高校 諏訪二葉高     17.67 (-6.5)   2   2
   3 山内 一輝(1) 高校 上伊那農高     18.08 (-2.3)   1   1
   4 竹内 一弘 一般 DreamA.C     18.37 (-2.3)   1   2
   5 井出 純一朗(1) 高校 諏訪清陵高     18.42 (-6.5)   2   3
   6 竹折 優太 一般 飯田市陸協     18.49 (-6.5)   2   4
   7 棚田 駿太(3) 高校 松川高     19.17 (-6.5)   2   5
   8 酒井 和馬(1) 高校 上伊那農高     19.23 (-2.3)   1   3
   9 井原 晟斗(1) 高校 松川高     20.47 (-2.3)   1   4
  10 秦   翔(2) 高校 松川高     20.96 (-2.3)   1   5

   57

  555

  547
  361
  539

順位
  131
  138
  360
    5
  109

タイムレース結果

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組

6    57

3   547

7   138

4   109

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   131

7   555

6   520
途中棄権

2   361

3   539

4   360

5     5

男子

１１０ｍＨ(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 5月3日 15:40

長野県新          3,15.32
大会新(GR)        3,22.47

[ 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 松本大    29 小林 航(2)   3,26.90  1   4 松川高   559 小池 貫太(2)   3,34.38 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ ﾏﾂｶﾜｺｳ ｺｲｹ  ｶﾝﾀ
   31 清水 泰志(4)   545 近藤 裕哉(3)

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ
   24 丸山 玲央(2)   540 近藤 惠哉(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ ｺﾝﾄﾞｳ  ﾄｼﾔ
   22 浦野 泰希(4)   553 近藤 雅哉(2)

ｳﾗﾉ ﾀｲｷ ｺﾝﾄﾞｳ  ﾏｻﾔ
 2   2 伊那弥生ヶ丘高   449 齋藤 春希(3)   3,35.78  2   6 飯田高   569 米澤 和真(2)   3,44.06 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ ｲｲﾀﾞｺｳ ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
  432 宮坂  秀星(2)   571 清水 理久(2)

ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ ｼﾐｽﾞ ﾘｸ
  447 葉桐 文哉(3)   573 篠田 知樹(2)

ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ
  431 曽根原  賢(2)   570 西村 武登(2)

ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ
 3   8 赤穂高   491 唐木 大河(3)   3,36.65  3   5 飯田風越高   605 鎌倉 渉(3)   3,46.53 

ｱｶﾎｺｳ ｶﾗｷ ﾀｲｶﾞ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ
  494 畑佐 崚介(3)   607 手塚 貴郁(3)

ﾊﾀｻ ﾘｮｳｽｹ ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ
  498 杉山 修己(2)   595 唐澤 慶大(2)

ｽｷﾞﾔﾏ ｵｻﾐ ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ
  493 下井 颯太(3)   608 竹村 大地(3)

ｼﾓｲ ｿｳﾀ ﾀｹﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ
 4   7 諏訪清陵高   109 井出 純一朗(1)   3,42.40   2 伊那北高

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ｲﾅｷﾀｺｳ 欠場
  104 外川 太一(2)

ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ
  121 五味 凌介(3)

ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ
  128 松井 翔吾(2)

ﾏﾂｲ ｼｮｳｺﾞ
 5   4 創造学園高  2529 小口 優希(2)   3,47.21   3 諏訪二葉高

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ 欠場
 2525 西村 慶次(2)

ﾆｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ
 2503 小林 誠矢(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ
 2509 横山 絢大(1)

ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ
 6   3 高遠高   380 倉田 優希(1)   3,57.58   7 DreamA.C

ﾀｶﾄｵｺｳ ｸﾗﾀ ﾏｻｷ ﾄﾞﾘｰﾑA.C 欠場
  372 池上 優斗(3)

ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ
  379 中山 蓮(1)

ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ
  373 渋谷 凌(3)

ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳ
  5 上伊那農高

ｶﾐｲﾅﾉｳｺｳ 欠場

   1 松本大   3,26.90 小林 航(2) 清水 泰志(4) 丸山 玲央(2) 浦野 泰希(4)   1   1
   2 松川高   3,34.38 小池 貫太(2) 近藤 裕哉(3) 近藤 惠哉(1) 近藤 雅哉(2)   2   1
   3 伊那弥生ヶ丘高   3,35.78 齋藤 春希(3) 宮坂  秀星(2) 葉桐 文哉(3) 曽根原  賢(2)   1   2
   4 赤穂高   3,36.65 唐木 大河(3) 畑佐 崚介(3) 杉山 修己(2) 下井 颯太(3)   1   3
   5 諏訪清陵高   3,42.40 井出 純一朗(1) 外川 太一(2) 五味 凌介(3) 松井 翔吾(2)   1   4
   6 飯田高   3,44.06 米澤 和真(2) 清水 理久(2) 篠田 知樹(2) 西村 武登(2)   2   2
   7 飯田風越高   3,46.53 鎌倉 渉(3) 手塚 貴郁(3) 唐澤 慶大(2) 竹村 大地(3)   2   3
   8 創造学園高   3,47.21 小口 優希(2) 西村 慶次(2) 小林 誠矢(2) 横山 絢大(1)   1   5
   9 高遠高   3,57.58 倉田 優希(1) 池上 優斗(3) 中山 蓮(1) 渋谷 凌(3)   1   6

ｵｰﾀﾞｰ1

男子

４×４００ｍＲ

決勝

タイムレース結果

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



決勝 5月3日 11:00

長野県新             2.18
大会新(GR)           2.03

1m90 1m93 1m96 2m02
林 知彦 一般 - - - - - - - - - -
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋｺ 上伊那陸協 XO - O XXX
丸山 拓哉(1) 一般 - - - - - - - O - O
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 松本大 O - XXX
丸山 貴倫(4) 大学 - - - - - - - XO XO O
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾐﾁ 諏訪東京理科大 O XXX
井原 彪(2) 高校 - - - - XO XO - O - O
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高 XO XXX
西村 慶次(2) 高校 - - - - O XO - O - XO
ﾆｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ 創造学園高 XXX
赤羽 達也(3) 高校 - - XXO XO O XO XXO O XXX
ｱｶﾊﾈ ﾀﾂﾔ 伊那北高
中山 蓮(1) 高校 - - - XO O XO XXX
ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ 高遠高
宮島 大介(3) 高校 - - - O XO XXX
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 赤穂高
中塚 渓滋 一般 - O O XXO XO XXX
ﾅｶﾂｶ ｹｲｼﾞ DreamA.C
秦   翔(2) 高校 - - - O XXX
ﾊﾀ  ｼｮｳ 松川高
古瀬 友暉(1) 高校 O XO O XO XX/
ﾌﾙｾ ﾕｳｷ 飯田風越高
倉田 優希(1) 高校 - O O XXX
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 高遠高
花井 有輝(3) 高校 XO O O XXX
ﾊﾅｲ ﾕｳｷ 飯田風越高
加藤 勝斗(3) 高校 XO XO XXX
ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 下伊那農業高
唐木 大河(3) 高校 - - - XXX 記録なし
ｶﾗｷ ﾀｲｶﾞ 赤穂高
松島 稜之(1) 高校 欠場
ﾏﾂｼﾏ  ﾀｶﾕｷ 松川高
宮坂 駿吾(3) 高校 欠場
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ 諏訪清陵高

16   122

3   491

14 1   692
 1.55

11   556

12 7   380
 1.60

13 2   604
 1.60

10 10   555
 1.65

11 4   611
 1.65

8 6   495
 1.70

9 5     6
 1.70

6 13   391
 1.81

7 8   379
 1.75

4 9   572
 1.90

5 12  2525
 1.87

2 14    23
 1.90

3 15    44
 1.90

1 17    41
 1.96

記録
1m60 1m65

備考
1m50 1m55 1m70 1m75 1m78 1m81 1m84 1m87

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月3日  9:00

長野県新             5.40
大会新  (GR )        4.91

中山 蓮(1) 高校
ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ 高遠高
伊藤 大輔(2) 高校
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 高遠高
前田 貴滉(3) 高校 記録なし
ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 伊那北高

- - XXX

 3.00

3   423
- - - - -

XXO XXX
2 2   376

- XO XO

- XXX  3.20
1 1   379

- - O - O

記録2m80 3m00 備考2m40 2m60 3m20 3m40 3m50 4m00

男子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月3日  9:00

長野県新             7.94
大会新  (GR )        7.02

椚谷 和久(3) 高校   6.11   6.56   6.57   6.66    X   6.05    6.66 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ 飯田高   +1.9   +1.8   +1.8   +1.6   +2.6    +1.6
松本 陸(1) 高校    X   6.13    X   6.26    X   5.86    6.26 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 諏訪二葉高   +3.1   +0.8   +3.1    +0.8
馬場 将之介(3) 高校    X    X   6.03    X    X   6.22    6.22 
ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾉｽｹ 諏訪二葉高   +1.9   +1.9    +1.9
宮川 蓮(1) 高校   5.63    X   6.06   6.01   6.18    X    6.18 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝ 創造学園高   +0.4   +2.7   +0.6   +1.2    +1.2
竹入 聡一郎(3) 高校   6.15    X    X   6.00    X    X    6.15 
ﾀｹｲﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ 伊那北高   +1.1   +1.4    +1.1
五味 凌介(3) 高校   5.96    X   5.64   6.02   6.14    X    6.14 
ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 諏訪清陵高   +0.7   +1.9   -0.9   +1.9    +1.9
浅原 一熙(2) 大学   6.03   5.77    X   5.91    X    X    6.03 
ｱｻﾊﾗ ｲﾂｷ 諏訪東京理科大   +1.6   +0.3   +2.4    +1.6
手塚 貴郁(3) 高校    X    X   5.97    X    X   5.84    5.97 
ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ 飯田風越高   +0.8   +0.9    +0.8
山﨑 拓(3) 高校   5.76   5.86   5.92    5.92 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸ 伊那北高   +2.2   +0.6   +2.7    +2.7
棚田 駿太(3) 高校   5.08   5.65   5.87    5.87 
ﾀﾅﾀﾞ  ｼｭﾝﾀ 松川高   +0.1   +1.9   +1.8    +1.8
加藤 勝斗(3) 高校   5.41   5.50   5.76    5.76 
ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 下伊那農業高   +1.4   +1.6   +1.9    +1.9
山口 凌平(2) 高校   5.39   5.62   4.98    5.62 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 松川高   +0.7   +2.3   +0.7    +2.3
曽根原 賢(2) 高校   5.31   5.42   5.61    5.61 
ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ 伊那弥生ヶ丘高   +1.4   +2.0   +1.5    +1.5
熊谷 太生(3) 高校   4.97    X   5.31    5.31 
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｲｾｲ 飯田高   +0.2   +4.0    +4.0
井原 晟斗(1) 高校   4.89   4.78   4.95    4.95 
ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 松川高   +0.4    0.0   +1.0    +1.0
高田 尚樹(3) 高校   4.06   4.22   4.52    4.52 
ﾀｶﾀﾞ ﾅｵｷ 下伊那農業高   -0.9   +1.3   +1.0    +1.0
細田 勝太(2) 高校   2.35   4.48   4.15    4.48 
ﾎｿﾀﾞ ｼｮｳﾀ 諏訪清陵高   -1.3   +0.2   +1.1    +0.2
市岡 朋弥(3) 高校    X    X    X 記録なし
ｲﾁｵｶ ﾄﾓﾔ 下伊那農業高
松﨑 勇起(2) 高校 欠場
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 駒ｹ根工高
笠原 理央(1) 高校 欠場
ｶｻﾊﾗ ﾘｵ 諏訪清陵高
浦野 博登(3) 高校 欠場
ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ 諏訪二葉高

1616   132  132

1010   110  110

99   508  508

88   693  693

1717 11   129  129

1616 22   694  694

1515 33   539  539

1414 55   567  567

1313 66   431  431

1212 1313   557  557

1111 44   692  692

1010 1212   547  547

99 1111   427  427

88 1414   607  607

77 1515    47   47

66 1717   121  121

55 1818   425  425

44 77  2508 2508

33 1919   133  133

22 2020   141  141

備考備考
11 2121   565  565

-5--5- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4-氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1-順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ

男子

走幅跳              走幅跳              

決勝決勝決勝



決勝 5月3日 14:00

長野県新            16.98
大会新(GR)          15.72

竹内 篤史(3) 一般  13.86  13.99  13.95  14.20  13.92    X   14.20 
ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ 松本大   +3.5   +2.9   +0.9   +0.4   +2.1    +0.4
椚谷 和久(3) 高校  12.56  11.19    X  13.10    /   13.10 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ 飯田高   +0.9   +4.4   +5.3    +5.3
長田 佑麻(1) 大学  12.39  12.88    X    X  11.32  12.34   12.88 
ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 諏訪東京理科大   +0.6   +0.9   +5.6   +3.0    +0.9
竹入 聡一郎(3) 高校  12.28    X  12.27    X  12.29  11.56   12.29 
ﾀｹｲﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ 伊那北高   +0.6   +2.4   +1.4   +5.7    +1.4
手塚 貴郁(3) 高校    X  11.60    X    X    /   11.60 
ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ 飯田風越高   +2.1    +2.1
白鳥 照人(3) 高校    X    X  11.24    X    X    X   11.24 
ｼﾛﾄﾘ ﾃﾙﾄ 赤穂高   +1.3    +1.3
山口 凌平(2) 高校    X    X    X    / 記録なし
ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾘｮｳﾍｲ 松川高
日馬 正貴 一般 欠場
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野陸協

男子

三段跳

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 8    32

-5-

2 7   565

3 6    50

4 4   425

5 3   607

6 1   490

5    15

2   557



決勝 5月3日  9:15

長野県新            16.11
大会新(GR)          13.27

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
小松 央(1) 一般
ｺﾏﾂ ﾋｻｼ 松本大
大宮 直人 一般
ｵｵﾐﾔ ﾅｵﾄ 木曽郡陸協
奥田 崚介(1) 大学
ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 諏訪東京理科大
細田 歩(1) 一般 欠場
ﾎｿﾀﾞ ｱﾕﾑ 松本大

  X   X   X   6.43 

4    26

 7.63   X  7.72   7.72 

4 1    43
 6.43   X   X

 9.47 10.54  9.87  10.54 

3 2    55
 7.62  7.70   X

  X 11.54 11.49  11.61 

2 3    27
 9.38  9.41  9.86

1 5    13
  X 11.12 11.61

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 5月3日  9:15

県高校新            14.76
大会新  (GR )       12.50

幸野 藍斗(2) 高校
ｺｳﾉ ｱｲﾄ 木曽青峰高
登内 啓一郎(2) 高校
ﾄﾉｳﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ 高遠高
下平 大暉(3) 高校
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾋﾛｷ OIDE長姫高
奥垣内 崇史(2) 高校
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 東海大諏訪高
牛山 一成(3) 高校
ｳｼﾔﾏ  ｶｽﾞﾅﾘ 松川高
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
藤下 拳成(3) 高校
ﾌｼﾞｼﾀ ｹﾝｾｲ 下伊那農業高
折山 景柊(2) 高校
ｵﾘﾔﾏ ｹｲｼｭｳ 飯田風越高
大内 健瑠(3) 高校
ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高
松田 直也(1) 高校
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 上伊那農高
下村 亮也(1) 高校
ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳﾔ 木曽青峰高
末元 昂成(1) 高校
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 阿南高
奥田 健太(2) 高校
ｵｸﾀﾞ ｹﾝﾀ 赤穂高
花井 有輝(3) 高校
ﾊﾅｲ ﾕｳｷ 飯田風越高
小山 竜司(2) 高校
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 東海大諏訪高
小松 和真(2) 高校
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾏ 飯田風越高
井口 颯人(2) 高校
ｲｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 箕輪進修高
伯耆原 志一(2) 高校 欠場
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｷｶｽﾞ 岡谷東高

  7.59 

2   181

  7.66 

17 1   311
 7.21  7.29  7.59

  7.75 

16 4   591
 7.66  7.44  7.54

  7.97 

15 6    51
 7.43  7.75  7.63

  8.05 

14 5   604
 7.95  7.58  7.97

  8.36 

13 3   497
 7.84  8.05   X

  8.99 

12 7   760
 7.68  8.01  8.36

  9.00 

11 10  1959
 8.99  8.86  8.62

  9.19 

10 8   362
 8.42  8.93  9.00

 9.34  8.86   X   9.34 

9 9   561
 9.19  8.81  8.28

  X   X  9.42   9.42 

8 11   593
 9.09  9.01  9.33

10.10  9.85  9.75  10.10 

7 13   695
 9.01  9.22   X

 9.76 10.25 10.02  10.25 

6 12   509
 8.98  9.81  9.73

  X 10.76   X  10.76 

5 14   549
 9.34  9.33  9.70

10.80 10.14  8.09  10.80 

4 18    53
10.06  9.92 10.53

10.65 10.67 10.97  10.97 

3 16   646
10.52 10.55  9.71

11.47 11.37   X  11.67 

2 15   377
10.60 10.65 10.07

1 17  1949
  X 11.67   X

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

高校男子

砲丸投(6.000kg)     

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月3日 10:30

長野県新            50.52
大会新(GR)          39.10

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
小松 央(1) 一般
ｺﾏﾂ ﾋｻｼ 松本大
丸田 文人 一般
ﾏﾙﾀ ﾌﾐﾄ 上伊那郡陸協
有賀 秀人 一般
ｱﾙｶﾞ ﾋﾃﾞﾄ 上伊那郡陸協
斉藤 英夫 一般
ｻｲﾄｳ ﾋﾃﾞｵ 上伊那郡陸協
細田 歩(1) 一般 欠場
ﾎｿﾀﾞ ｱﾕﾑ 松本大
笹野 弘充 一般 欠場
ｻｻﾉ ﾋﾛﾐﾂ 上田陸協

6    42

  O   O   O  18.17 

5    26

20.50   X   X  20.50 

5 2    37
  O 18.17   X

  X 20.55   O  20.55 

4 1    39
  X 15.49   X

  O   O 29.51  29.51 

3 3    35
  X   X 12.66

33.75   X   O  33.75 

2 4    27
27.74   X   X

1 7    13
  O   O 32.63

-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 5月3日 10:30

県高校新            45.21
大会新  (GR )       39.75

奥垣内 崇史(2) 高校
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 東海大諏訪高
幸野 藍斗(2) 高校
ｺｳﾉ ｱｲﾄ 木曽青峰高
折山 景柊(2) 高校
ｵﾘﾔﾏ ｹｲｼｭｳ 飯田風越高
細田 響(3) 高校
ﾎｿﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 創造学園高
中嶋 宏太(2) 高校
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ 阿南高
山浦 聡士(3) 高校
ﾔﾏｳﾗ ｻﾄｼ 創造学園高
宮澤 拓也(3) 高校 欠場
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 諏訪清陵高
本松 幸久(2) 高校 欠場
ﾓﾄﾏﾂ ﾕｷﾋｻ 諏訪二葉高
中路 星耀(2) 高校 欠場
ﾅｶｼﾞ ｾｲﾖｳ 箕輪進修高
畑中 謙吾(3) 高校 欠場
ﾊﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ OIDE長姫高

7   642

4   309

3   139

  X   X   X  14.96 

2   125

  O   O 22.11  22.11 

6 1  2527
  X 14.96   O

  X   X   O  26.10 

5 5   754
  X 21.46   X

27.46   X   O  27.46 

4 8  2528
  O 26.10   X

  O   X   X  28.72 

3 6   593
  X 27.34   X

  O 37.88   O  37.88 

2 9  1949
  X   X 28.72

1 10    53
  O 32.96   X

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

高校男子

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 5月3日 14:00

長野県新            68.34
大会新  (GR )       59.50

後藤 魁斗(3) 高校
ｺﾞﾄｳ ｶｲﾄ 阿南高
友田 利男 一般
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那郡陸協
河西 広樹(3) 高校
ｶｻｲ ﾋﾛｷ 諏訪二葉高
牛山 一成(3) 高校
ｳｼﾔﾏ  ｶｽﾞﾅﾘ 松川高
宮島 真吾 一般
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ DreamA.C
小林 誠矢(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ 創造学園高
荻原 勇吹(3) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 諏訪二葉高
小松 和真(2) 高校
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾏ 飯田風越高
藤下 拳成(3) 高校
ﾌｼﾞｼﾀ ｹﾝｾｲ 下伊那農業高
三澤 太一(3) 高校
ﾐｻﾜ ﾀｲﾁ 赤穂高
勝野 裕太 一般
ｶﾂﾉ ﾕｳﾀ DreamA.C
小山 竜司(2) 高校
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 東海大諏訪高
大内 健瑠(3) 高校
ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高
小林 薫(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾙ 阿南高
松﨑 勇起(2) 高校
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 駒ｹ根工高
唐澤 慶大(2) 高校
ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ 飯田風越高
山本 光汰(2) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ 阿南高
松沢 圭途(2) 高校
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲﾄ 飯田風越高
伯耆原 志一(2) 高校 欠場
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｷｶｽﾞ 岡谷東高
本松 幸久(2) 高校 欠場
ﾓﾄﾏﾂ ﾕｷﾋｻ 諏訪二葉高
笹野 弘充 一般 欠場
ｻｻﾉ ﾋﾛﾐﾂ 上田陸協

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 20   753

  X 53.83   X   O   O   O  53.83 

2 18    19
  O 48.14   O   O 50.83   O  50.83 

3 16   137
  X 50.13   O   O   O   O  50.13 

4 21   549
  O   O 49.34   X   X   O  49.34 

5 19     1
  O 48.70   O   O   X   O  48.70 

6 10  2503
  O   X 48.18   X   O   -  48.18 

7 14   131
  O   O 44.47   O 47.10   O  47.10 

8 12   591
  O 47.03   O   O   O   O  47.03 

9 15   695
  O   X 40.55  40.55 

10 5   487
37.58   O   O  37.58 

11 7     3
  O   O 37.15  37.15 

12 11    51
  X 36.23   O  36.23 

13 8   561
  X   O 33.67  33.67 

14 9   757
32.71   X   X  32.71 

15 3   508
  X   O 29.12  29.12 

16 4   595
  O   O 27.00  27.00 

17 1   756
  O   O 25.50  25.50 

18 2   592
  X   O 20.33  20.33 

6   181

13   139

17    42



予選 5月3日  9:50
決勝 5月3日 13:45

県中学新            10.85
大会新  (GR )       11.02

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -2.8

 1 三嶋 蒼生(3) 中学     12.39 q  1 小林 光輝(3) 中学     12.29 q
ﾐｼﾏ ｱｵｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 緑ヶ丘中

 2 飯島 悠斗(2) 中学     12.64  2 酒井 龍介(3) 中学     12.37 q
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 赤穂中 ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 伊那東部中

 3 深谷 朝海(2) 中学     12.92  3 今井 創士(3) 中学     12.99 
ﾌｶﾔ ｻﾐ 駒ヶ根東中 ｲﾏｲ ｿｳｼ 中川中

 4 大平 雄斗(2) 中学     12.92  4 林 雅斗(2) 中学     13.15 
ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ 緑ヶ丘中 ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 駒ヶ根東中

 5 一之瀬 大介(2) 中学     13.04  5 浦野 晃平(2) 中学     13.61 
ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ 上諏訪中 ｳﾗﾉ  ｺｳﾍｲ 宮田中

 6 髙山 拓夢(2) 中学     13.65  6 倉澤 一熙(3) 中学     13.91 
ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾑ 塩尻広陵中 ｸﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ 塩尻広陵中

 7 三澤 哲也(3) 中学     13.71  7 赤木 将士(1) 中学     15.55 
ﾐｻﾜ ﾃﾂﾔ 伊那東部中 ｱｶｷﾞ ﾏｻﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 8 福澤 洸士(1) 中学     15.47 竹内 郁尋(3) 中学
ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｼ 伊那AC ﾀｹｳﾁ ｲﾁﾙ 春富中

[ 3組] 風速 -2.1 [ 4組] 風速 -3.8

 1 矢代 智章(3) 中学     12.27 q  1 中澤 新(3) 中学     12.05 q
ﾔｼﾛ ﾄﾓｱｷ 富士見中 ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 清陵附属中

 2 林 大翔(2) 中学     13.05  2 名取 裕基(3) 中学     13.06 
ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ 伊那AC ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 富士見中

 3 関 草太(2) 中学     13.19  3 登内 和也(3) 中学     13.07 
ｾｷ ｿｳﾀ 中川中 ﾄﾉｳﾁ ｶｽﾞﾔ 箕輪中

 4 塩島 和弥(3) 中学     13.40  4 今村 隼士(3) 中学     13.11 
ｼｵｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 三郷中 ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｼ 緑ヶ丘中

 5 古賀 直信(2) 中学     13.43  5 小澤 拓哉(2) 中学     13.33 
ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ 箕輪中 ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 駒ヶ根東中

 6 田口 利彦(2) 中学     14.21  6 坂本 大(3) 中学     13.86 
ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ 上諏訪中 ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲ 春富中

 7 宮下 司(2) 中学     14.58  7 篠原 翼(2) 中学     13.90 
ﾐﾔｼﾀ ﾂｶｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｼﾉﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 豊科北中
新谷 佳汰(2) 中学  8 小松 隼人(2) 中学     15.61 
ｼﾝﾔ ｹｲﾀ 赤穂中 ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 岡谷西部中

[ 5組] 風速 -1.5 [ 6組] 風速 -2.0

 1 寺澤 勇紀(3) 中学     12.40 q  1 有賀 匠吾(2) 中学     12.37 q
ﾃﾗｻﾜ ﾕｳｷ 喬木中 ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 辰野中

 2 酒井 一(3) 中学     12.59  2 丸山 拓海(2) 中学     12.67 
ｻｶｲ ﾊｼﾞﾒ 豊丘中 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ 豊科北中

 3 青山 諒成(3) 中学     12.95  3 市瀬 嵩唯(2) 中学     13.02 
ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 高森中 ｲﾁﾉｾ ｺｳｲ 高森中

 4 伊澤 拓人(2) 中学     13.04  4 伊藤 巧(3) 中学     13.14 
ｲｻﾞﾜ  ﾀｸﾄ 宮田中 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 伊那東部中

 5 瀧澤 直希(1) 中学     13.21  5 小山 宗一朗(2) 中学     13.58 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ 伊那AC ｺﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 長峰中

 6 原 朋輝(3) 中学     13.76  6 浦野 亜武(2) 中学     13.60 
ﾊﾗ ﾄﾓｷ 中川中 ｳﾗﾉ ｱﾑ 箕輪中

 7 大森 琉司(3) 中学     14.33  7 金森 大晴(3) 中学     13.73 
ｵｵﾓﾘ ﾘｭｳｼﾞ 辰野中 ｶﾅﾓﾘ ﾀｲｾｲ 塩尻広陵中
小平 温大(3) 中学 中澤 青空(3) 中学
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾀｶ 赤穂中 ﾅｶｻﾞﾜ ｾｲﾗ 上諏訪中

[ 7組] 風速 -2.8

 1 林 泰希(3) 中学     11.80 q
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 辰野中

 2 遠山  龍之介(2) 中学     12.45 
ﾄｵﾔﾏ  ﾘｭｳﾉｽｹ 宮田中

 3 丸山 直樹(2) 中学     12.89 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｷ 豊科北中

 4 三沢 和輝(2) 中学     13.07 
ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 伊那中

 5 荻原 浩太郎(2) 中学     13.42 
ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 春富中

 6 吉沢 雄人(2) 中学     13.53 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 高森中

 7 唐澤 悠河(3) 中学     13.79 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳｶﾞ 南箕輪中

 8 武井 謙汰(2) 中学     14.08 
ﾀｹｲ ｹﾝﾀ 岡谷西部中
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記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
6  8625



風速 -2.8

 1 林 泰希(3) 中学     11.73 
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 辰野中

 2 中澤 新(3) 中学     11.77 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 清陵附属中

 3 小林 光輝(3) 中学     12.16 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 緑ヶ丘中

 4 矢代 智章(3) 中学     12.17 
ﾔｼﾛ ﾄﾓｱｷ 富士見中

 5 有賀 匠吾(2) 中学     12.25 
ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 辰野中

 6 酒井 龍介(3) 中学     12.32 
ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 伊那東部中

 7 寺澤 勇紀(3) 中学     12.47 
ﾃﾗｻﾜ ﾕｳｷ 喬木中

 8 三嶋 蒼生(3) 中学     12.49 
ﾐｼﾏ ｱｵｲ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC
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決勝 5月3日 14:50

県中学新          8,31.86
大会新  (GR )     9,02.48

[ 1組] [ 2組]

 1 宮澤 薫(3) 中学  10,32.20  1 中谷 楓(3) 中学   9,39.79 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｵﾙ 岡谷西部中 ﾅｶﾔ ｶｴﾃﾞ 箕輪中

 2 瀨戸 優孝(2) 中学  10,34.25  2 宮脇 祐歩(3) 中学   9,55.09 
ｾﾄ ﾕﾀｶ 辰野中 ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾎ 駒ヶ根東中

 3 春日 勇人(3) 中学  10,51.30  3 植松 孝太(2) 中学   9,59.66 
ｶｽｶﾞ  ﾕｳﾄ 宮田中 ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 富士見中

 4 服部 広平(2) 中学  10,52.01  4 小林 亮太(3) 中学  10,01.34 
ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾍｲ 上諏訪中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 富士見中

 5 有賀 大輝(3) 中学  10,52.38  5 松下 純也(3) 中学  10,01.75 
ｱﾙｶﾞ ﾀｲｷ 伊那AC ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 旭ヶ丘中

 6 松村 光志(3) 中学  10,56.56  6 松原 功我(3) 中学  10,03.12 
ﾏﾂﾑﾗ ｺｳｼ 伊那中 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｶﾞ 豊科北中

 7 木下 善(2) 中学  11,03.57  7 池田 朋彦(3) 中学  10,04.80 
ｷﾉｼﾀ ｾﾞﾝ 緑ヶ丘中 ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 駒ヶ根東中

 8 小澤 将大(3) 中学  11,04.47  8 横矢 明大(3) 中学  10,06.43 
ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 辰野中 ﾖｺﾔ ｱｷﾋﾛ 塩尻広陵中

 9 中島 快都(2) 中学  11,07.29  9 原 大貴(3) 中学  10,18.75 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ 下伊那松川中 ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 伊那東部中

10 鈴木 来人(3) 中学  11,08.65 10 久保田 祐梨(3) 中学  10,21.92 
ｽｽﾞｷ ﾗｲﾄ 中川中 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾘ 箕輪中

11 岩﨑 なつ希(3) 中学  11,10.43 11 岩波 響介(2) 中学  10,22.30 
ｲﾜｻｷ ﾅﾂｷ 高森中 ｲﾜﾅﾐ ｷｮｳｽｹ 箕輪中

12 倉科 拓実(2) 中学  11,13.50 12 望月 脩真(2) 中学  10,23.55 
ｸﾗｼﾅ ﾀｸﾐ 安曇野かけっこ ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭｳﾏ 豊科北中

13 金田 隼輔(3) 中学  11,14.10 13 安藤 悠希(3) 中学  10,29.28 
ｶﾈﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 赤穂中 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 高森中

14 田中 稜馬(1) 中学  11,14.35 14 宮下 翔伍(3) 中学  10,31.68 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 伊那AC ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳｺﾞ 高森中

15 児玉 光輝(2) 中学  11,15.81 15 目黒 道裕(3) 中学  10,36.15 
ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ 上諏訪中 ﾒｸﾞﾛ ﾐﾁﾋﾛ 中川中

16 宮澤 大翔(2) 中学  11,17.61 16 春日 雄大郎(3) 中学  10,42.73 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 安曇野かけっこ ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 伊那東部中

17 二見 拓輝(2) 中学  11,20.79 17 芦部 冬馬(2) 中学  10,47.80 
ﾌﾀﾐ ﾋﾛｷ 清陵附属中 ｱｼﾍﾞ  ﾄｳﾏ 宮田中

18 髙橋 平明(2) 中学  11,24.69 18 古林 拓哉(3) 中学  11,01.95 
ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｱ 豊科北中 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 下伊那松川中

19 國井 駿太(2) 中学  11,32.99 19 菊池 空(2) 中学  11,03.51 
ｸﾆｲ ｼｭﾝﾀ 岡谷西部中 ｷｸﾁ  ｿﾗ 宮田中

20 大峽 謙(1) 中学  11,33.33 20 杉山 南(3) 中学  11,07.01 
ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ 鼎中 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾅﾐ 富士見中

21 石田 滉樹(2) 中学  11,40.39 21 佐藤 真治(3) 中学  11,13.23 
ｲｼﾀﾞ ｺｳｼﾞｭ 伊那中 ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 辰野中

22 森本 隆暉(3) 中学  11,42.47 松本 直大(3) 中学
ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶｷ 下伊那松川中 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 塩尻広陵中

23 沓掛 蒼大(2) 中学  11,50.13 宮下 日向(3) 中学
ｸﾂｶｹ ｿｳﾀﾞｲ 岡谷西部中 ﾐﾔｼﾀ ﾋｭｳｶﾞ 赤穂中

24 牧田 げんき(2) 中学  11,58.29 池田 陽彦(3) 中学
ﾏｷﾀ ｹﾞﾝｷ 伊那中 ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 駒ヶ根東中
柳澤 光(3) 中学 伊藤 大志(2) 中学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 上諏訪中 ｲﾄｳ ﾀｲｼ 赤穂中
清水 祐来(3) 中学 中嶋 紀彰(3) 中学
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾗ 伊那東部中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘｱｷ 下條中

中学男子
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   1 中谷 楓(3) 中学 箕輪中     9,39.79   2   1
   2 宮脇 祐歩(3) 中学 駒ヶ根東中     9,55.09   2   2
   3 植松 孝太(2) 中学 富士見中     9,59.66   2   3
   4 小林 亮太(3) 中学 富士見中    10,01.34   2   4
   5 松下 純也(3) 中学 旭ヶ丘中    10,01.75   2   5
   6 松原 功我(3) 中学 豊科北中    10,03.12   2   6
   7 池田 朋彦(3) 中学 駒ヶ根東中    10,04.80   2   7
   8 横矢 明大(3) 中学 塩尻広陵中    10,06.43   2   8
   9 原 大貴(3) 中学 伊那東部中    10,18.75   2   9
  10 久保田 祐梨(3) 中学 箕輪中    10,21.92   2  10
  11 岩波 響介(2) 中学 箕輪中    10,22.30   2  11
  12 望月 脩真(2) 中学 豊科北中    10,23.55   2  12
  13 安藤 悠希(3) 中学 高森中    10,29.28   2  13
  14 宮下 翔伍(3) 中学 高森中    10,31.68   2  14
  15 宮澤 薫(3) 中学 岡谷西部中    10,32.20   1   1
  16 瀨戸 優孝(2) 中学 辰野中    10,34.25   1   2
  17 目黒 道裕(3) 中学 中川中    10,36.15   2  15
  18 春日 雄大郎(3) 中学 伊那東部中    10,42.73   2  16
  19 芦部 冬馬(2) 中学 宮田中    10,47.80   2  17
  20 春日 勇人(3) 中学 宮田中    10,51.30   1   3
  21 服部 広平(2) 中学 上諏訪中    10,52.01   1   4
  22 有賀 大輝(3) 中学 伊那AC    10,52.38   1   5
  23 松村 光志(3) 中学 伊那中    10,56.56   1   6
  24 古林 拓哉(3) 中学 下伊那松川中    11,01.95   2  18
  25 菊池 空(2) 中学 宮田中    11,03.51   2  19
  26 木下 善(2) 中学 緑ヶ丘中    11,03.57   1   7
  27 小澤 将大(3) 中学 辰野中    11,04.47   1   8
  28 杉山 南(3) 中学 富士見中    11,07.01   2  20
  29 中島 快都(2) 中学 下伊那松川中    11,07.29   1   9
  30 鈴木 来人(3) 中学 中川中    11,08.65   1  10
  31 岩﨑 なつ希(3) 中学 高森中    11,10.43   1  11
  32 佐藤 真治(3) 中学 辰野中    11,13.23   2  21
  33 倉科 拓実(2) 中学 安曇野かけっこ    11,13.50   1  12
  34 金田 隼輔(3) 中学 赤穂中    11,14.10   1  13
  35 田中 稜馬(1) 中学 伊那AC    11,14.35   1  14
  36 児玉 光輝(2) 中学 上諏訪中    11,15.81   1  15
  37 宮澤 大翔(2) 中学 安曇野かけっこ    11,17.61   1  16
  38 二見 拓輝(2) 中学 清陵附属中    11,20.79   1  17
  39 髙橋 平明(2) 中学 豊科北中    11,24.69   1  18
  40 國井 駿太(2) 中学 岡谷西部中    11,32.99   1  19
  41 大峽 謙(1) 中学 鼎中    11,33.33   1  20
  42 石田 滉樹(2) 中学 伊那中    11,40.39   1  21
  43 森本 隆暉(3) 中学 下伊那松川中    11,42.47   1  22
  44 沓掛 蒼大(2) 中学 岡谷西部中    11,50.13   1  23
  45 牧田 げんき(2) 中学 伊那中    11,58.29   1  24

タイムレース結果

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 8021
 8269
 7920
 7913
 8624
 6650
 8266
 6491
 8124
 8022
 7990
 6633
 8396
 8395
 7563
 7981
 8327
 8114
 8196
 8191
 7720
 1052
 8076
 8360
 8197
 8602
 7978
 7914
 8364
 8328
 8394
 7973
 6631
 8233
 1069
 7717
 6551
 7941

 8080

 6635
 7562
 8654
 8078
 8361
 7570



決勝 5月3日 12:05

県中学新            14.19
大会新(GR)          15.59

[ 1組] 風速 -2.3 [ 2組] 風速 -5.4

 1 逸見 崚輔(2) 中学     19.09  1 大森 才稀(2) 中学     19.54 
ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ 伊那中 ｵｵﾓﾘ ｻｲｷ 伊那東部中

 2 木下 耀仁(2) 中学     19.59  2 唐澤 秀作(3) 中学     19.59 
ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ 緑ヶ丘中 ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ 箕輪中

 3 田畑 綾太(3) 中学     19.84  3 竹越 勇斗(2) 中学     19.76 
ﾀﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 伊那中 ﾀｹｺｼ ﾕｳﾄ 伊那東部中

 4 大澤 昂祈(3) 中学     20.23  4 金森 大晴(3) 中学     21.25 
ｵｵｻﾜ ｺｳｷ 伊那中 ｶﾅﾓﾘ ﾀｲｾｲ 塩尻広陵中

 5 田口 利彦(2) 中学     21.18  5 佐野 修一郎(2) 中学     21.50 
ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ 上諏訪中 ｻﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 赤穂中
吉沢 雄人(2) 中学  6 倉澤 一熙(3) 中学     23.41 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 高森中 ｸﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ 塩尻広陵中

[ 3組] 風速 -1.4

 1 関 雄飛(3) 中学     17.40 
ｾｷ ﾕｳﾋ 赤穂中

 2 中根 颯亮(3) 中学     17.43 
ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ 塩尻広陵中

 3 工藤 俊介(3) 中学     18.22 
ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那東部中

 4 中山 晃希(3) 中学     18.38 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ 岡谷西部中

 5 仲村渠 海都(3) 中学     18.92 
ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ 箕輪中

   1 関 雄飛(3) 中学 赤穂中     17.40 (-1.4)   3   1
   2 中根 颯亮(3) 中学 塩尻広陵中     17.43 (-1.4)   3   2
   3 工藤 俊介(3) 中学 伊那東部中     18.22 (-1.4)   3   3
   4 中山 晃希(3) 中学 岡谷西部中     18.38 (-1.4)   3   4
   5 仲村渠 海都(3) 中学 箕輪中     18.92 (-1.4)   3   5
   6 逸見 崚輔(2) 中学 伊那中     19.09 (-2.3)   1   1
   7 大森 才稀(2) 中学 伊那東部中     19.54 (-5.4)   2   1
   8 木下 耀仁(2) 中学 緑ヶ丘中     19.59 (-2.3)   1   2
   8 唐澤 秀作(3) 中学 箕輪中     19.59 (-5.4)   2   2
  10 竹越 勇斗(2) 中学 伊那東部中     19.76 (-5.4)   2   3
  11 田畑 綾太(3) 中学 伊那中     19.84 (-2.3)   1   3
  12 大澤 昂祈(3) 中学 伊那中     20.23 (-2.3)   1   4
  13 田口 利彦(2) 中学 上諏訪中     21.18 (-2.3)   1   5
  14 金森 大晴(3) 中学 塩尻広陵中     21.25 (-5.4)   2   4
  15 佐野 修一郎(2) 中学 赤穂中     21.50 (-5.4)   2   5
  16 倉澤 一熙(3) 中学 塩尻広陵中     23.41 (-5.4)   2   6
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7  8029
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



予選 5月3日 13:00
決勝 5月3日 15:20

県中学新            43.99
大会新(GR)          45.62

[ 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   7 辰野中  7950 今井 頼人(1)     46.48 q  1   6 豊科北中  6652 寺島 希羽(3)     46.44 q

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ｲﾏｲ ﾗｲﾄ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾃﾗｼﾏ ｷｮｳ
 7980 有賀 匠吾(2)  6651 篠原 翔(3)

ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ
 7972 赤羽 健一(3)  6634 橋本 涼(2)

ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ
 7977 林 泰希(3)  6637 白澤 稜馬(2)

ﾊﾔｼ ﾀｲｷ ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ
 2   6 箕輪中  8016 荻原 凌我(3)     47.43 q  2   1 赤穂中  8237 新谷 佳汰(2)     48.10 q

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ ｱｶﾎﾁｭｳ ｼﾝﾔ ｹｲﾀ
 7997 浦野 快生(2)  8238 松井 秀真(2)

ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ ﾏﾂｲ ｼｭｳﾏ
 8015 上野 俊瑛(3)  8232 関 雄飛(3)

ｳｴﾉ ｼｭﾝｴｲ ｾｷ ﾕｳﾋ
 8029 仲村渠 海都(3)  8235 飯島 悠斗(2)

ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ
 3   8 伊那東部中  8113 伊藤 巧(3)     47.54 q  3   5 緑ヶ丘中  8594 今村 隼士(3)     48.58 q

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｲﾄｳ ﾀｸﾐ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｼ
 8127 工藤 俊介(3)  8596 小林 光輝(3)

ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ
 8142 竹越 勇斗(2)  8595 福澤 稜也(3)

ﾀｹｺｼ ﾕｳﾄ ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ
 8123 酒井 龍介(3)  8603 大平 雄斗(2)

ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ
 4   1 塩尻広陵中  6478 髙山 拓夢(2)     48.00 q  4   7 宮田中  8193 伊澤 拓人(2)     49.19 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾑ ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳ ｲｻﾞﾜ  ﾀｸﾄ
 6477 山口 大輝(2)  8198 太田 一希(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ ｵｵﾀ  ｶｽﾞｷ
 6485 中根 颯亮(3)  8190 太田 岳(3)

ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ ｵｵﾀ  ｶﾞｸ
 6490 松本 直大(3)  8194 遠山  龍之介(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ ﾄｵﾔﾏ  ﾘｭｳﾉｽｹ
 5   4 高森中  8400 市瀬 嵩唯(2)     48.39 q  5   3 伊那中(A)  8081 逸見 崚輔(2)     49.91 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｲﾁﾉｾ ｺｳｲ ｲﾅﾁｭｳA ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ
 8391 林 力輝(3)  8077 三沢 和輝(2)

ﾊﾔｼ ﾘｷ ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ
 8393 青山 諒成(3)  8079 久保田 光太郎(2)

ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ
 8399 吉沢 雄人(2)  8074 大澤 昂祈(3)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ｵｵｻﾜ ｺｳｷ
 6   2 岡谷西部中  7565 中山 晃希(3)     49.58  6   8 上諏訪中  7713 中澤 青空(3)     50.33 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ﾅｶｻﾞﾜ ｾｲﾗ
 7567 武井 孝史朗(3)  7716 一之瀬 大介(2)

ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ
 7572 鈴木 駿介(2)  7714 柳澤 光(3)

ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ
 7573 小平 桜雅(2)  7720 服部 広平(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ｵｳｶﾞ ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾍｲ
 7   3 駒ヶ根東中  8273 林 雅斗(2)     50.97  7   2 伊那AC  1050 林 大翔(2)     52.20 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ ｲﾅｴｰｼｰ ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ
 8274 深谷 朝海(2)  1058 伊東 龍生(2)

ﾌｶﾔ ｻﾐ ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ
 8271 滝澤 海(2)  1070 福澤 洸士(1)

ﾀｷｻﾞﾜ ｳﾐ ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｼ
 8250 小澤 拓哉(2)  1071 瀧澤 直希(1)

ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ
  5 春富中  8   4 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC  8631 塩澤 昂(2)     52.25 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ 欠場 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ
 8561 多田井 琢馬(2)

ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ
 8620 宮下 司(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾂｶｻ
 8625 三嶋 蒼生(3)

ﾐｼﾏ ｱｵｲ

中学男子

４×１００ｍＲ

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 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 辰野中  7950 今井 頼人(1)     46.18 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ｲﾏｲ ﾗｲﾄ
 7980 有賀 匠吾(2)

ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ
 7972 赤羽 健一(3)

ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ
 7977 林 泰希(3)

ﾊﾔｼ ﾀｲｷ
 2   6 豊科北中  6652 寺島 希羽(3)     46.69 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾃﾗｼﾏ ｷｮｳ
 6651 篠原 翔(3)

ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ
 6634 橋本 涼(2)

ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ
 6637 白澤 稜馬(2)

ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ
 3   8 塩尻広陵中  6478 髙山 拓夢(2)     48.03 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾑ
 6477 山口 大輝(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ
 6485 中根 颯亮(3)

ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ
 6490 松本 直大(3)

ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ
 4   7 赤穂中  8237 新谷 佳汰(2)     48.35 

ｱｶﾎﾁｭｳ ｼﾝﾔ ｹｲﾀ
 8238 松井 秀真(2)

ﾏﾂｲ ｼｭｳﾏ
 8232 関 雄飛(3)

ｾｷ ﾕｳﾋ
 8235 飯島 悠斗(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ
 5   5 伊那東部中  8113 伊藤 巧(3)     48.63 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 8127 工藤 俊介(3)

ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ
 8142 竹越 勇斗(2)

ﾀｹｺｼ ﾕｳﾄ
 8123 酒井 龍介(3)

ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ
 6   3 箕輪中  8016 荻原 凌我(3)     48.66 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ
 8030 登内 和也(3)

ﾄﾉｳﾁ ｶｽﾞﾔ
 8015 上野 俊瑛(3)

ｳｴﾉ ｼｭﾝｴｲ
 8029 仲村渠 海都(3)

ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ
 7   1 高森中  8400 市瀬 嵩唯(2)     48.79 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｲﾁﾉｾ ｺｳｲ
 8391 林 力輝(3)

ﾊﾔｼ ﾘｷ
 8393 青山 諒成(3)

ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ
 8399 吉沢 雄人(2)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
 8   2 緑ヶ丘中  8594 今村 隼士(3)     49.14 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｼ
 8596 小林 光輝(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ
 8595 福澤 稜也(3)

ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ
 8603 大平 雄斗(2)

ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ

決勝



決勝 5月3日  9:00

県中学新             1.97
大会新(GR)           1.81

林 力輝(3) 中学
ﾊﾔｼ ﾘｷ 高森中
中村 勇太(3) 中学
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 三郷中
永谷 太一(3) 中学
ﾅｶﾞﾔ ﾀｲﾁ 三郷中
赤羽 健一(3) 中学
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 辰野中
北原 大雅(3) 中学
ｷﾀﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 伊那東部中
太田 岳(3) 中学
ｵｵﾀ  ｶﾞｸ 宮田中
鈴木 駿介(2) 中学
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 岡谷西部中
小椋 夢人(3) 中学
ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾄ 箕輪中
西山 星輝(3) 中学
ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｷ 箕輪中
坂本 大(3) 中学
ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲ 春富中
丸山 怜冶(3) 中学
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 箕輪中
中根 颯亮(3) 中学
ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ 塩尻広陵中
佐藤 友行(2) 中学
ｻﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 高森中
椚谷 元(1) 中学
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ 高森中
樋屋 啓太(3) 中学
ﾋｵｸ ｹｲﾀ 駒ヶ根東中
木下 耀仁(2) 中学
ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ 緑ヶ丘中
今村 隼士(3) 中学
ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝｼ 緑ヶ丘中
久保田 光太郎(2) 中学
ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 伊那中
三井 官弥(3) 中学
ﾐﾂｲ ｶﾝﾔ 富士見中
山口 大輝(2) 中学
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 塩尻広陵中
吉川 晴元(2) 中学 記録なし
ｷｯｶﾜ ﾊﾙﾓﾄ 赤穂中
関 雄飛(3) 中学 欠場
ｾｷ ﾕｳﾋ 赤穂中
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 1.60

4 21  7972
- - - - O

O O XXO XO XXX
3 10  6726

- - O

O O XXX  1.60

 1.65

2 12  6725
- - - O O

- O O O O XXX

1m70 記録 備考
1 20  8391

- - -

1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m30 1m35



決勝 5月3日  9:00

県中学新             4.75
大会新  (GR )        4.20

3m50 3m80 4m00
安部 公士郎(3) 中学 - - - - - - - - - -
ｱﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ 原中 - O XXX
恒川 直澄(3) 中学 - - - - O XO O O XO O
ﾂﾈｶﾜ ﾅｵﾄ 伊那東部中 XXX
菊池 樹輝(3) 中学 - - - - O XXO XXO XO XXX
ｷｸﾁ ｲﾂｷ 原中
河手 祥悟(3) 中学 O O O XXO XXX
ｶﾜﾃ ｼｮｳｺﾞ 箕輪中
北原 香音(2) 中学 O XXX
ｷﾀﾊﾗ ｶﾉﾝ 箕輪中

4 1  8027
 2.60

 2.00
5 2  7994

2 4  8115
 3.40

3 3  7897
 3.20

1 5  7896
 3.80

記録
2m40 2m60

備考
2m00 2m20 2m80 3m00 3m10 3m20 3m30 3m40

中学男子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月3日 12:00

県中学新             7.04
大会新  (GR )        6.46

武井 孝史朗(3) 中学   6.00    X    X    -   5.77   5.80    6.00 
ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ 岡谷西部中   +5.4   +1.2   +1.4    +5.4
小松 航大(3) 中学   5.50   5.35   5.65    X    X    X    5.65 
ｺﾏﾂ ｺｳﾀﾞｲ 伊那東部中   +3.2   +4.4   +3.3    +3.3
上野 俊瑛(3) 中学   5.48   5.37   4.27    -    -    -    5.48 
ｳｴﾉ ｼｭﾝｴｲ 箕輪中   +3.1   +1.9   +2.1    +3.1
福澤 稜也(3) 中学    X   5.03   5.10    -   5.25   4.73    5.25 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 緑ヶ丘中   +1.3   +0.5   +2.1   +2.6    +2.1
伊東 龍生(2) 中学    X   5.17    X    -    X   5.09    5.17 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 伊那AC   +3.6   +3.5    +3.6
小平 桜雅(2) 中学    X   5.12   4.88    -   3.76    X    5.12 
ｺﾀﾞｲﾗ ｵｳｶﾞ 岡谷西部中   +0.8   +3.5   +2.2    +0.8
中澤 新(3) 中学   4.69   4.92   3.37   4.52    -    -    4.92 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 清陵附属中   +1.3   +3.0   +2.2   +5.4    +3.0
山口 大輝(2) 中学    X   4.92    -    -    X    X    4.92 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 塩尻広陵中   +2.7    +2.7
多田井 琢馬(2) 中学   4.59   4.80    X    4.80 
ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +4.1   +2.0    +2.0
塩澤 昂(2) 中学   4.40   4.72   3.78    4.72 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +2.7   +1.3   +0.7    +1.3
太田 一希(2) 中学   4.70   4.68   4.58    4.70 
ｵｵﾀ  ｶｽﾞｷ 宮田中   +3.7   +3.8   +3.4    +3.7
松井 秀真(2) 中学   4.61   4.56   4.37    4.61 
ﾏﾂｲ ｼｭｳﾏ 赤穂中   +4.0   +3.9   +2.2    +4.0
竹村 晃多(2) 中学   4.52    X   4.46    4.52 
ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ 駒ヶ根東中   +2.3   +2.5    +2.3
細井 和真(3) 中学   4.52   4.36   4.29    4.52 
ﾎｿｲ ｶｽﾞﾏ 春富中   +3.1   +3.1   +2.1    +3.1
中山 一渓(2) 中学   4.26    X   4.48    4.48 
ﾅｶﾔﾏ ｲｯｹｲ 豊科北中   +0.9   +1.2    +1.2
冨永 伸亜(3) 中学   4.21   3.79   3.62    4.21 
ﾄﾐﾅｶ ﾞ ﾉｱ 中川中   +3.7   +2.2   +3.0    +3.7
宮﨑 仁聖(3) 中学   4.07   4.20   4.03    4.20 
ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞﾝｾｲ 中川中   +3.6   +4.0   +2.9    +4.0
浦野 快生(2) 中学    X   3.94    X    3.94 
ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ 箕輪中   +3.7    +3.7
伊藤 龍斗(2) 中学   3.38   3.71   3.66    3.71 
ｲﾄｳ  ﾘｭｳﾄ 宮田中   +2.1   +2.4   +2.6    +2.4

19 3  8199

17 1  8326

18 18  7997

15 9  6636

16 2  8329

13 6  8272

14 4  8175

11 5  8198

12 10  8238

9 7  8561

10 8  8631

7 16  7940

8 14  6477

5 13  1058

6 11  7573

3 12  8015

4 15  8595

1 17  7567
-5-

2 19  8119

-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 5月3日  9:15

県中学新            13.25
大会新(JR)          11.84

登内 達也(3) 中学
ﾄﾉｳﾁ ﾀﾂﾔ 伊那東部中
永田 智哉(2) 中学
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 岡谷西部中
向山 星来(3) 中学
ﾑｶｲﾔﾏ ｾｲﾗｲ 箕輪中
井ノ口 天優(3) 中学
ｲﾉｸﾁ ﾃﾝﾕｳ 駒ヶ根東中
大澤 昂祈(3) 中学
ｵｵｻﾜ ｺｳｷ 伊那中
林 尋武(3) 中学
ﾊﾔｼ ﾋﾛﾑ 駒ヶ根東中
杉本 隆太(3) 中学
ｽｷﾞﾓﾄ ﾘｭｳﾀ 高森中
北澤 佑玖(3) 中学
ｷﾀｻﾞﾜ  ﾕｳｷ 宮田中
竹内 大輔(2) 中学
ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 高森中
唐澤 秀作(3) 中学
ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ 箕輪中
白鳥 和弥(2) 中学
ｼﾛﾄﾘ ｶｽﾞﾔ 箕輪中
髙山 拓夢(2) 中学
ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾑ 塩尻広陵中
山田 和弥(2) 中学
ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 岡谷西部中
神田 健勝(2) 中学 欠場
ｶﾝﾀﾞ ﾀｹﾏｻ 駒ヶ根東中
久保田 光太郎(2) 中学 欠場
ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 伊那中

3  8079

  5.27 

2  8276

  5.93 

13 1  7575
 5.27  4.83  4.81

  7.28 

12 6  6478
 5.39   -  5.93

  7.31 

11 4  8033
 6.96  7.28  6.85

  7.62 

10 5  8017
 7.31  6.58  7.12

 7.81  7.69  6.91   7.81 

9 8  8401
 7.26  7.62  7.18

 7.97  7.42  7.60   7.97 

8 11  8192
 7.30  7.66  7.68

 7.63  7.59  7.15   8.06 

7 12  8397
 7.70  7.68  7.81

 8.02  7.74  7.71   8.49 

6 9  8263
 8.06  8.00  7.87

 8.53  8.89  8.87   8.89 

5 7  8074
 8.49  7.79  7.69

 7.60  7.08  7.92   9.31 

4 14  8262
 8.49  8.82  8.43

 9.42  8.28  8.68   9.42 

3 10  8025
 9.31  7.76  8.67

  X  9.86 10.00  10.37 

2 13  7571
 8.36  8.64  8.98

1 15  8126
 9.51   X 10.37

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-
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