
主　催： 諏訪地方市町村教育委員会協議会 諏訪陸上競技協会
岡谷市陸上競技協会・下諏訪町体育協会陸上競技部・諏訪市陸上競技協会

茅野市陸上競技協会・富士見町体育協会陸上競技部・原村体育協会陸上競技部

主　管：
後　援： 岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町・富士見町・原村
期　日：
会　場： 茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：173100）
総　務： 森　安夫

審判長：
記録主任：

◆この大会で樹立された記録
新記録等 クラス 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 氏名(学年) 所属 記録 従来の記録
県中学新 中学女子 棒高跳 決勝 小林 由依(3) 原中 3ｍ35 3ｍ20
大会新 男子 110ｍH 決勝 五十嵐 大樹 野沢北ｸﾗﾌﾞ 15秒63 16秒09

〃 中学男子 砲丸投 決勝 永田 智哉(3) 岡谷西部中 11m57 10m94
〃 男子 400m 決勝 野村 健成(3) 東海大諏訪高 49秒43 49秒58
〃 中学男子 100m 予選 佐野 希汐(3) 茅野東部中 11秒29 11秒5(手)
〃 女子 200m 決勝 臼井 美紅(3) 東海大諏訪 25秒23 26秒08
〃 中学女子 1500n 決勝 川口 ののは(2) 富士見中 4分53秒 4分55秒05
〃 女子 1500n 決勝 藤岡 緩奈(2) 東海大諏訪 4分39秒42 4分49秒61
〃 女子 4x100m 決勝 東海大諏訪高 徳竹 美友(2) 49秒52 50秒38

臼井 美紅(3)
今井 希生(2)
小林 叶音(2)

〃 男子 4x100m 決勝 諏訪清陵高 中澤 新(1) 43秒70 44秒07
井出 純一朗(2)

井手 翼(1)
林 泰希(1)

◆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)
9:00 曇り 20.5 65.0 西 0.7
10:00 曇り 23.0 23.0 西北西 1.4
11:00 晴れ 24.0 24.0 北北西 2.2
12:00 晴れ 24.5 24.5 南西 3.1
13:00 晴れ 25.5 25.5 北西 2.3
14:00 晴れ 26.0 26.0 西北西 2.1
15:00 晴れ 26.5 26.5 西南西 0.5

小口　眞喜也
葛城　光一
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第68回諏訪地方陸上競技選手権大会
主催 諏訪地方市町村教育委員会協議会・諏訪陸上競技協会
　他
後援 諏訪6市町村・長野日報社･エルシーブイ株式会社
主管 諏訪陸上競技協会

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】173100  茅野市陸上競技場

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

09/02 男子  +1.2野村 健成(3) 11.26 井手 翼(1) 11.61 中澤 新(1) 11.62 志村 尚士(3) 11.63 渡辺 慎(2) 11.84 阿部 勇希(1) 11.87 矢澤 悠哉 11.91 赤羽 健一(1) 11.92
100m 東海大諏訪 諏訪清陵高 諏訪清陵高 岡谷工 諏訪実高 諏訪実高 諏訪市陸協 下諏訪向陽高

09/02  +1.2宮坂 空(2) 22.95 矢澤 恵一 23.99 阿部 勇希(1) 24.30 藤原 将(2) 24.44 那須 祐己(1) 24.70 菊池 樹輝(1) 24.74 吉江 光司(1) 25.16 名取 裕基(1) 25.55
200m 下諏訪向陽高 富士見町体協 諏訪実高 諏訪二葉高 諏訪二葉高 諏訪清陵高 岡谷南高 岡谷工

09/02 野村 健成(3) 49.43 林 泰希(1) 52.44 松本 直大(1) 54.54 原 玲緒(1) 54.96 笠原 智哉(1) 58.25 井出 純一朗(2) 59.67 黒澤 友哉(1) 59.97
400m 東海大諏訪 GR 諏訪清陵高 東海大諏訪 諏訪二葉高 下諏訪向陽高 諏訪清陵高 岡谷工

09/02 鈴木 颯太(2) 2,00.73 小松 翔(2) 2,09.04 清水 冬威(2) 2,09.17 菊池 樹輝(1) 2,13.04 遠藤 隼也(2) 2,15.78 黒澤 友哉(1) 2,16.42
800m 諏訪二葉高 諏訪二葉高 茅野高 諏訪清陵高 諏訪実高 岡谷工

09/02 牛山 純一 4,05.76 清水 大希(3) 4,13.14 鈴木 稜哉(2) 4,15.59 小林 大亮(2) 4,16.36 関 剛洸(2) 4,18.49 松﨑 文哉(1) 4,24.46 宮澤 薫(1) 4,27.31 石井 慎也(2) 4,27.66
1500m CITY RUNNER 東海大諏訪 諏訪二葉高 東海大諏訪 東海大諏訪 東海大諏訪 諏訪二葉高 東海大諏訪

09/02 田畑 幸司 16,10.86 羽川 英一 16,47.91 小口 秀哉 17,43.42 宮坂 理輝(3) 18,06.93 井上 周治(2) 18,47.16
5000m 岡谷市陸協 茅野市陸協 下諏訪町体協 岡谷東高 諏訪清陵高

09/02  +0.2五十嵐 大樹 15.63 井出 純一朗(2) 16.21 松田 蓮太郎(1) 18.34 塚田 千紘(1) 18.54
110mH(1.067m) 野沢北ｸﾗﾌﾞ GR 諏訪清陵高 下諏訪向陽高 下諏訪向陽高

09/02 笠原 理央(2) 1.92 宮坂 夏輝(2) 1.86 野々村 一人(2) 1.70 細川 隼(1) 1.65
走高跳 諏訪清陵高 諏訪清陵高 茅野高 下諏訪向陽高

09/02 鎌倉 慎太郎(2) 3.80 田中 米人 2.00
棒高跳 下諏訪向陽高 茅野市陸協

09/02 松本 陸(2) 6.64(+1.7) 名取 大輔(2) 6.30(+2.0) 菊池 秀太(2) 6.14(+3.1) 小林 蓮(1) 6.12(+1.3) 金子 司 6.04(+1.3) 渡辺 慎(2) 6.02(+1.3) 大郷佳已斗(1)6.02(+1.3) 長田 佑麻(2) 5.85(+1.1)
走幅跳 諏訪二葉高 東海大諏訪 岡谷工 諏訪二葉高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 諏訪実高 諏訪実高 諏訪東京理科大

09/02 金子 司 13.49(+1.3) 長田 佑麻(2)12.54(+1.6) 小林 蓮(1) 11.67(+2.0) 大郷佳已斗(1)11.29(+1.4)
三段跳 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 諏訪東京理科大 諏訪二葉高 諏訪実高

09/02 峯村 修平 8.64
砲丸投(7.260kg) 諏訪市陸協

09/02 原田 将希(1) 7.46
高校砲丸投(6.000kg) 諏訪実高

09/02 奥垣内 崇史(3) 37.72 田中 米人 16.83
円盤投(2.000kg) 東海大諏訪 茅野市陸協

09/02 大淵 翔也(1) 24.44 雨宮 海斗(2) 16.31
高校円盤投(1.750kg) 下諏訪向陽高 諏訪二葉高

09/02 松本 陸(2) 38.31 浜 汐音(2) 36.55 藤原 将(2) 35.55 原 玲緒(1) 29.76
やり投(0.800kg) 諏訪二葉高 岡谷東高 諏訪二葉高 諏訪二葉高

09/02 諏訪清陵高       43.70 諏訪二葉高       44.72 下諏訪向陽高      44.96 諏訪実高       45.43 岡谷工       52.07
4x100m 中澤 新(1) GR 小林 蓮(1) 松田 蓮太郎(1) 原田 恒太朗(1) 菊池 秀太(2)

井出 純一朗(2) 松本 陸(2) 宮坂 空(2) 渡辺 慎(2) 立石 幸祐(1)
井手 翼(1) 鈴木 颯太(2) 赤羽 健一(1) 阿部 勇希(1) 濵 琉斗(2)
林 泰希(1) 藤原 将(2) 鎌倉 慎太郎(2) 大郷 佳已斗(1) 名取 裕基(1)

09/02 中学男子  +2.2佐野 希汐(3) 11.15 河野 統徳(2) 11.59 佐々 海青(2) 12.26 小林 海(2) 12.59 矢﨑 灯夜(2) 12.92 諏訪 玲二(2) 12.92 矢島 壮野(1) 12.95 畔上 亮太(1) 12.97
100m 茅野東部中 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 岡谷東部中 富士見中 永明中 上諏訪中 茅野東部中 長峰中

09/02 佐野 希汐(3) 54.60 小山 宗一朗(3) 55.56 河野 統徳(2) 56.80 岩波 克飛(2) 58.15 矢島 壮野(1) 59.94 三輪 浩太郎(2) 1,00.12 壬生 新(1) 1,00.21 吉岡 伶(2) 1,00.41
400m 茅野東部中 長峰中 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 長峰中 茅野東部中 諏訪西中 岡谷東部中 上諏訪中

09/02 岡田 遥人(2) 2,13.31 木内 万璃(2) 2,17.43 北原 伊吹(2) 2,26.28 小松 拓叶(2) 2,27.34 小泉 陽貴(1) 2,30.70 宮坂 聖(2) 2,31.24 両角 公輔(2) 2,41.03 木下 翔聖(2) 2,44.09
800m 諏訪中 清陵附属中 諏訪中 諏訪中 諏訪西中 諏訪西中 上諏訪中 諏訪西中

09/02 松尾 悠登(1) 4,30.26 二見 拓輝(3) 4,40.62 田所 夢太郎(1) 4,42.85 篠原 良粋(2) 4,52.16 伊藤 和哉(2) 4,55.43 井出 雅人(1) 4,56.70 酒井 応太(2) 4,59.69 北原 伊吹(2) 4,59.91
1500m 下諏訪社中 清陵附属中 富士見中 岡谷東部中 諏訪南中 諏訪中 上諏訪中 諏訪中

09/02 植松 孝太(3) 10,01.74 笠原 武流(3) 10,04.01 二見 拓輝(3) 10,16.85 木内 万璃(2) 10,18.18 宮坂悠助(2) 10,21.20 児玉 光輝(3) 10,32.21 由澤 汐七(2) 10,44.70 伊藤 紅羽(1) 11,59.49
3000m 富士見中 諏訪中 清陵附属中 清陵附属中 茅野東部中 上諏訪中 長峰中 長峰中

09/02  +0.1宮澤 喬佑(3) 16.85 大嶋 利拓(2) 17.19 小池 勇輝(3) 17.84 諏訪 玲二(2) 18.54 野中 大地(2) 19.75 矢﨑 灯夜(2) 19.76 壬生 新(1) 20.76 北澤 弘都(2) 21.94
110mH(0.914m) 岡谷東部中 岡谷西部中 永明中 上諏訪中 富士見中 永明中 岡谷東部中 茅野北部中

09/02 小口 伸太郎(2) 1.70 宮部 陽人(2) 1.30 濵 大智(1) 1.20
走高跳 岡谷東部中 茅野東部中 永明中



第68回諏訪地方陸上競技選手権大会
主催 諏訪地方市町村教育委員会協議会・諏訪陸上競技協会
　他
後援 諏訪6市町村・長野日報社･エルシーブイ株式会社
主管 諏訪陸上競技協会

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】173100  茅野市陸上競技場

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
09/02 安部 桂史郎(1) 3.00 平出 雄彩(2) 2.80 野澤 洸貴(1) 2.10 小川 楓太(2) 2.10 両角 駿介(1) 1.80

棒高跳 原中 原中 原中 岡谷東部中 永明中
09/02 岩﨑 遼(2) 5.42(-0.9) 宮坂 仁士(2) 5.23(+0.1) 小口伸太郎(2)5.12(+1.8) 松崎恭一朗(2)5.08(+1.0) 小林 海(2) 4.95(+1.0) 野中 大地(2) 4.92(+1.6) 安部桂史郎(1)4.81(+1.5) 北澤 弘都(2) 4.69(+0.9)

走幅跳 岡谷西部中 長峰中 岡谷東部中 諏訪西中 富士見中 富士見中 原中 茅野北部中
09/02 永田 智哉(3) 11.57 伊藤 浩樹(3) 9.76 中村 紘大(2) 8.36 小深田 音明(2) 7.39 小池 暁(2) 7.24 片倉 広喜(2) 7.15 笠原 克希(2) 6.27 小林 郁弥(1) 6.13

砲丸投(5.000kg) 岡谷西部中 GR 長峰中 岡谷東部中 茅野北部中 永明中 岡谷西部中 長峰中 茅野東部中
09/02 小山 宗一朗(3) 20.96

円盤投(1.500kg) 長峰中
09/02 伊藤 浩樹(3) 45.39 小平 将斗(2) 44.91 今井 晴基(2) 35.80 窪田 翔真(1) 30.51 小平 悟(1) 26.87 近藤 杜気(1) 22.27

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 長峰中 長峰中 岡谷北部中 富士見中 富士見中 茅野北部中
09/02 長峰中       48.61 岡谷東部中       49.31 茅野東部中       49.86 富士見中       51.54 上諏訪中       51.88 清陵附属中       52.33 永明中       52.81 茅野北部中       52.88

4x100m 宮坂 仁士(2) 壬生 新(1) 宮部 陽人(2) 窪田 翔真(1) 松本 力(2) 矢島 武流(1) 矢島 銀河(2) 河合 生稀(2)
小山 宗一朗(3) 小口 伸太郎(2) 佐野 希汐(3) 野中 大地(2) 諏訪 玲二(2) 伊藤 蒼眞(2) 小池 暁(2) 川村 京平(1)
伊藤 浩樹(3) 宮澤 喬佑(3) 有賀 大地(1) 名取 勇人(1) 吉岡 伶(2) 木内 万璃(2) 清水 克暉(1) 北澤 弘都(2)
岩波 克飛(2) 佐々 海青(2) 矢島 壮野(1) 小林 海(2) 酒井 応太(2) 二見 拓輝(3) 矢﨑 灯夜(2) 小深田 音明(2)



予選 9月2日 11:25
決勝 9月2日 13:55

諏訪新  (SR )       10.15
大会新  (GR )       10.80

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +0.6

 1 野村 健成(3)     11.31 q  1 井手 翼(1)     11.58 q
ﾉﾑﾗ ｹﾝｾｲ 東海大諏訪 ｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ 諏訪清陵高

 2 志村 尚士(3)     11.68 q  2 阿部 勇希(1)     11.83 q
ｼﾑﾗ ﾋｻｼ 岡谷工 ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 諏訪実高

 3 矢澤 恵一     11.92  3 峯村 修平     12.08 
ﾔｻﾞﾜ ｹｲｲﾁ 富士見町体協 ﾐﾈﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 諏訪市陸協

 4 菊池 秀太(2)     12.32  4 吉江 光司(1)     12.23 
ｷｸﾁ ｼｭｳﾀ 岡谷工 ﾖｼｴ ｺｳｼﾞ 岡谷南高

 5 山口 皓輝(1)     13.18  5 名取 裕基(1)     12.41 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 諏訪東京理科大 ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 岡谷工

 6 偆道 怜央(1)     13.56 木村 翔瑛(1)
ｼｭﾝﾄﾞｳ ﾚｵ 茅野高 ｷﾑﾗ ｼｮｳｴｲ 諏訪実高
宮坂 翔馬(1)
ﾐﾔｻｶ ｼｮｳﾏ 諏訪実高

[ 3組] 風速 +1.1

 1 中澤 新(1)     11.58 q
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 諏訪清陵高

 2 矢澤 悠哉     11.76 q
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 諏訪市陸協

 3 赤羽 健一(1)     11.77 q
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 下諏訪向陽高

 4 渡辺 慎(2)     11.80 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 諏訪実高

 5 立石 幸祐(1)     12.38 
ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 岡谷工
古谷 聖斗(2)
ﾌﾙﾔ ﾏｻﾄ 岡谷東高

風速 +1.2

 1 野村 健成(3)     11.26 
ﾉﾑﾗ ｹﾝｾｲ 東海大諏訪

 2 井手 翼(1)     11.61 
ｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ 諏訪清陵高

 3 中澤 新(1)     11.62 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 諏訪清陵高

 4 志村 尚士(3)     11.63 
ｼﾑﾗ ﾋｻｼ 岡谷工

 5 渡辺 慎(2)     11.84 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 諏訪実高

 6 阿部 勇希(1)     11.87 
ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 諏訪実高

 7 矢澤 悠哉     11.91 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 諏訪市陸協

 8 赤羽 健一(1)     11.92 
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 下諏訪向陽高

8    18

9   166

2    72

3    75

7   115

5   255

記録／備考
6    54

4   116

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4   261

3   182
失格

7   166

2    72

6   115

5    18

7    79
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

2   223

6    17

4   260

氏  名 所属名 記録／備考
5   116

ﾚｰﾝ No.

3    75

7    27

8    80

5    12

6    15

2   259

4   255

所属名 記録／備考
3    54

男子

100m                

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 順



予選 9月2日 11:00
決勝 9月2日 13:45

諏訪新(SR)          10.85
大会新(GR)          11.5

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 +0.8

 1 諏訪 玲二(2)     12.91 q  1 小林 海(2)     12.51 q
ｽﾜ ﾚｲｼﾞ 上諏訪中 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 富士見中

 2 小平 将斗(2)     13.38  2 今井 晴基(2)     13.09 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ 長峰中 ｲﾏｲ ﾊﾙｷ 岡谷北部中

 3 小口 和真(2)     13.66  3 川村 京平(1)     13.55 
ｵｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 岡谷北部中 ｶﾜﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ 茅野北部中

 4 中村 紘大(2)     14.15  4 伊藤 蒼眞(2)     13.62 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 岡谷東部中 ｲﾄｳ ｿｳﾏ 清陵附属中

 5 矢沢 佑真(1)     14.45  5 笠原 克希(2)     13.79 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 富士見中 ｶｻﾊﾗ ｶﾂｷ 長峰中

 6 森元 留衣(1)     16.36  6 竹村 琉希(2)     14.33 
ﾓﾘﾓﾄ ﾙｲ 茅野北部中 ﾀｹﾑﾗ ﾘｭｳｷ 永明中
木村 天哉(2)  7 酒井 琢磨(1)     14.61 
ｷﾑﾗ ﾀｶﾔ 永明中 ｻｶｲ ﾀｸﾏ 下諏訪社中
大島 康靖(2)  8 小林 郁弥(1)     16.23 
ｵｵｼﾏ ｺｳｾｲ 永明中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 茅野東部中
漆戸 柊哉(1)  9 上條 晄生(1)     16.45 
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪西中 ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳｾｲ 上諏訪中

[ 3組] 風速 +0.8 [ 4組] 風速 +0.4

 1 矢﨑 灯夜(2)     12.77 q  1 河野 統徳(2)     11.78 q
ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ 永明中 ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 三輪 浩太郎(2)     13.19  2 矢島 壮野(1)     12.95 q
ﾐﾜ ｺｳﾀﾛｳ 諏訪西中 ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 茅野東部中

 3 名取 勇人(1)     13.43  3 石山 純雅(2)     13.01 
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 富士見中 ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｶﾞ 茅野北部中

 4 増田 光月(1)     13.44  4 田中 謙裕(2)     13.90 
ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ 長峰中 ﾀﾅｶ ｹﾝﾕｳ 長峰中

 5 小林 勇輝(2)     13.53  5 松本 力(2)     13.91 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 岡谷西部中 ﾏﾂﾓﾄ ﾁｶﾗ 上諏訪中

 6 有賀 大地(1)     13.82  6 笠原 佑哉(2)     14.78 
ｱﾙｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 茅野東部中 ｶｻﾊﾗ ﾕｳﾔ 永明中

 7 原田 裕哉(1)     13.90  7 北嶋 利記(1)     14.82 
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ 上諏訪中 ｷﾀｼﾞﾏ ﾄｼｷ 茅野北部中

 8 成瀬 碧(1)     14.61  8 野澤 洸貴(1)     14.96 
ﾅﾙｾ ｱｵｲ 永明中 ﾉｻﾞﾜ ｺｳｷ 原中

 9 大野 陸斗(1)     15.26  9 三田村 空(1)     15.98 
ｵｵﾉ ﾘｸﾄ 茅野北部中 ﾐﾀﾑﾗ ｿﾗ 諏訪南中

[ 5組] 風速 +0.6 [ 6組] 風速 +0.8

 1 酒井 応太(2)     13.07  1 佐々 海青(2)     12.37 q
ｻｶｲ ｵｳﾀ 上諏訪中 ｻｻ ｶｲｾｲ 岡谷東部中

 2 松崎 恭一朗(2)     13.26  2 矢島 武流(1)     13.48 
ﾏﾂｻﾞｷ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 諏訪西中 ﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 清陵附属中

 3 清水 克暉(1)     13.45  3 濵 忍斗(2)     13.72 
ｼﾐｽﾞ ｶﾂｷ 永明中 ﾊﾏ ｼﾞﾝﾄ 岡谷北部中

 4 五味 瑞輝(2)     13.99  4 小池 暁(2)     14.07 
ｺﾞﾐ ﾐｽﾞｷ 長峰中 ｺｲｹ ｱｷﾗ 永明中

 5 平出 雄彩(2)     14.02  5 宮坂 匠(1)     14.10 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾕｳｻ 原中 ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 上諏訪中

 6 吉村 宙(2)     14.43  6 北原 壱晟(1)     14.81 
ﾖｼﾑﾗ ｿﾗ 茅野北部中 ｷﾀﾊﾗ ｲｯｾｲ 永明中

 7 北嶋 宏記(2)     15.96  7 河東 淳人(1)     15.29 
ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｷ 茅野北部中 ｶﾜﾄｳ ｱﾂﾄ 茅野北部中
鈴木 千紘(2) 窪田 翔真(1)
ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 清陵附属中 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 富士見中
髙田 秀司(1) 笠原 優希(1)
ﾀｶﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 茅野東部中 ｶｻﾊﾗ ﾕｳｷ 長峰中 欠場

4  7925
欠場

8  7859

1  7796

9  7823

3  7789

2  7702

6  7946

7  7593

9  7886
欠場

順 ﾚｰﾝ No.
5  7653

1  7820

5  7944
欠場

3  7891

2  7816

7  7797

8  7846

6  7723

4  7743

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

2  7893

1  7774

8  7786

9  7829

7  7867

3  7725

4  7887

6  7818

1  7821

順 ﾚｰﾝ No.
5  7500

7  7701

9  7795

8  7580

2  7872

4  7928

3  7862

5  7793

6  7740

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

8  7888

1  7700

2  7790

9  7693

6  7942

7  7840

5  7592

3  7825

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  7921

欠場
5  7742

欠場

順 ﾚｰﾝ

3  7788
失格

1  7787

2  7929

9  7839

7  7590

8  7656

記録／備考
4  7724

6  7844

中学男子

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



[ 7組] 風速 +0.9

 1 佐野 希汐(3)     11.29 q
ｻﾉ ｷｾｷ 茅野東部中

 2 畔上 亮太(1)     12.94 q
ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾘｮｳﾀ 長峰中

 3 矢島 銀河(2)     13.91 
ﾔｼﾞﾏ ｷﾞﾝｶﾞ 永明中

 4 望月 翔太(1)     14.32 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ 上諏訪中

 5 田村 蓮(2)     14.65 
ﾀﾑﾗ ﾚﾝ 諏訪西中

 6 菊池 快(1)     15.48 
ｷｸﾁ ｶｲ 原中

 7 両角 駿介(1)     15.90 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ 永明中
小川 楓太(2)
ｵｶﾞﾜ ﾌｳﾀ 岡谷東部中
天野 建治(2)
ｱﾏﾉ ｹﾝｼﾞ 茅野北部中

風速 +2.2

 1 佐野 希汐(3)     11.15 
ｻﾉ ｷｾｷ 茅野東部中

 2 河野 統徳(2)     11.59 
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 3 佐々 海青(2)     12.26 
ｻｻ ｶｲｾｲ 岡谷東部中

 4 小林 海(2)     12.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 富士見中

 5 矢﨑 灯夜(2)     12.92 
ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ 永明中

 6 諏訪 玲二(2)     12.92 
ｽﾜ ﾚｲｼﾞ 上諏訪中

 7 矢島 壮野(1)     12.95 
ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 茅野東部中

 8 畔上 亮太(1)     12.97 
ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾘｮｳﾀ 長峰中

3  7887

2  7857

8  7793

9  7724

5  7653

4  7921

7  7870

6  7500

4  7817
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1  7800

3  7650
欠場

8  7758

9  7894

7  7781

2  7703

5  7870
大会新

6  7857

中学男子

100m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 9月2日 10:00
決勝 9月2日 12:30

諏訪新  (SR )       20.35
大会新  (GR )       22.66

[ 1組] 風速 -1.3 [ 2組] 風速 -0.3

 1 矢澤 恵一     24.43 q  1 宮坂 空(2)     23.47 q
ﾔｻﾞﾜ ｹｲｲﾁ 富士見町体協 ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 下諏訪向陽高

 2 那須 祐己(1)     24.98 q  2 菊池 樹輝(1)     24.63 q
ﾅｽ ﾕｳｷ 諏訪二葉高 ｷｸﾁ ｲﾂｷ 諏訪清陵高

 3 阿部 勇希(1)     25.03 q  3 藤原 将(2)     24.66 q
ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 諏訪実高 ﾌｼﾞﾜﾗﾋﾄｼ 諏訪二葉高

 4 立石 幸祐(1)     25.91  4 吉江 光司(1)     24.96 q
ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 岡谷工 ﾖｼｴ ｺｳｼﾞ 岡谷南高

 5 偆道 怜央(1)     28.14  5 名取 裕基(1)     25.39 q
ｼｭﾝﾄﾞｳ ﾚｵ 茅野高 ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 岡谷工

風速 +1.2

 1 宮坂 空(2)     22.95 
ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 下諏訪向陽高

 2 矢澤 恵一     23.99 
ﾔｻﾞﾜ ｹｲｲﾁ 富士見町体協

 3 阿部 勇希(1)     24.30 
ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 諏訪実高

 4 藤原 将(2)     24.44 
ﾌｼﾞﾜﾗﾋﾄｼ 諏訪二葉高

 5 那須 祐己(1)     24.70 
ﾅｽ ﾕｳｷ 諏訪二葉高

 6 菊池 樹輝(1)     24.74 
ｷｸﾁ ｲﾂｷ 諏訪清陵高

 7 吉江 光司(1)     25.16 
ﾖｼｴ ｺｳｼﾞ 岡谷南高

 8 名取 裕基(1)     25.55 
ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 岡谷工

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

男子

200m                

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

所属名

7   132

所属名 記録／備考
6    15

5    27

4    75

3   261

記録／備考
3   165

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

6   147

7   223

5   118

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4   260

6    15

所属名 記録／備考
5   165

7   132

2    75

3   147

1   260

4   118

8   223



決勝 9月2日 12:10

諏訪新  (SR )       47.08
大会新  (GR )       49.58

 1 野村 健成(3)     49.43 
ﾉﾑﾗ ｹﾝｾｲ 東海大諏訪

 2 林 泰希(1)     52.44 
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 諏訪清陵高

 3 松本 直大(1)     54.54 
ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 東海大諏訪

 4 原 玲緒(1)     54.96 
ﾊﾗ ﾚｵ 諏訪二葉高

 5 笠原 智哉(1)     58.25 
ｶｻﾊﾗ ﾄﾓﾔ 下諏訪向陽高

 6 井出 純一朗(2)     59.67 
ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 諏訪清陵高

 7 黒澤 友哉(1)     59.97 
ｸﾛｻﾜ ﾄﾓﾔ 岡谷工
木村 翔瑛(1)
ｷﾑﾗ ｼｮｳｴｲ 諏訪実高

決勝 9月2日 11:55

諏訪新  (SR )       50.53
大会新  (GR )       52.60

[ 1組] [ 2組]

 1 河野 統徳(2)     56.80  1 佐野 希汐(3)     54.60 
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｻﾉ ｷｾｷ 茅野東部中

 2 吉岡 伶(2)   1,00.41  2 岩波 克飛(2)     58.15 
ﾖｼｵｶ ﾚｲ 上諏訪中 ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 長峰中

 3 宮部 陽人(2)   1,03.44  3 三輪 浩太郎(2)   1,00.12 
ﾐﾔﾍﾞ ﾊﾙﾄ 茅野東部中 ﾐﾜ ｺｳﾀﾛｳ 諏訪西中

 4 名取 勇人(1)   1,04.75  4 壬生 新(1)   1,00.21 
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 富士見中 ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ 岡谷東部中

 5 笠原 渉(2)   1,09.12  5 河合 生稀(2)   1,02.02 
ｶｻﾊﾗ ﾜﾀﾙ 岡谷東部中 ｶﾜｲ ｲﾌﾞｷ 茅野北部中
鈴木 千紘(2)  6 伊藤 蒼眞(2)   1,03.39 
ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 清陵附属中 ｲﾄｳ ｿｳﾏ 清陵附属中
横山 優陽(2) 有賀 大地(1)
ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾋ 長峰中 ｱﾙｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 茅野東部中

[ 3組]

 1 小山 宗一朗(3)     55.56 
ｺﾔﾏｿ ｳｲﾁﾛｳ 長峰中

 2 矢島 壮野(1)     59.94 
ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 茅野東部中

 3 矢島 武流(1)   1,02.28 
ﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 清陵附属中

 4 篠原 良粋(2)   1,04.23 
ｼﾉﾊﾗ ﾗｲｷ 岡谷東部中

 5 小泉 陽貴(1)   1,06.02 
ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ 諏訪西中

 6 両角 俐音(1)   1,09.07 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｵﾝ 茅野北部中
佐々 海青(2)
ｻｻ ｶｲｾｲ 岡谷東部中

 7727

中学男子

400m                

決勝

順 ﾚｰﾝ 氏  名 No.所属名

3  7884

6  7928

7

記録／備考

欠場

順

4  7944
欠場

8  7500

7  7841

ﾚｰﾝ 所属名 記録／備考
6  7870

氏  名

3  7740

5  7633

所属名 記録／備考

4  7814

2  7942

8
欠場

5  7864

2  7887

3

ﾚｰﾝ

7  7824

6
欠場

8  7745

 7653

中学男子

1

男子

400m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    54

大会新
4   117

   58

7   133

8   109

5   168

6   262

No.

5  7869

2    79

 7652

No.

2

4  7654

 7872

順

 7946

氏  名



   1 佐野 希汐(3) 茅野東部中       54.60   2   1
   2 小山 宗一朗(3) 長峰中       55.56   3   1
   3 河野 統徳(2) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ       56.80   1   1
   4 岩波 克飛(2) 長峰中       58.15   2   2
   5 矢島 壮野(1) 茅野東部中       59.94   3   2
   6 三輪 浩太郎(2) 諏訪西中     1,00.12   2   3
   7 壬生 新(1) 岡谷東部中     1,00.21   2   4
   8 吉岡 伶(2) 上諏訪中     1,00.41   1   2
   9 河合 生稀(2) 茅野北部中     1,02.02   2   5
  10 矢島 武流(1) 清陵附属中     1,02.28   3   3
  11 伊藤 蒼眞(2) 清陵附属中     1,03.39   2   6
  12 宮部 陽人(2) 茅野東部中     1,03.44   1   3
  13 篠原 良粋(2) 岡谷東部中     1,04.23   3   4
  14 名取 勇人(1) 富士見中     1,04.75   1   4
  15 小泉 陽貴(1) 諏訪西中     1,06.02   3   5
  16 両角 俐音(1) 茅野北部中     1,09.07   3   6
  17 笠原 渉(2) 岡谷東部中     1,09.12   1   5
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決勝 9月2日 10:30

諏訪新  (SR )     1,50.78
大会新  (GR )     1,58.55

 1 鈴木 颯太(2)   2,00.73 
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 諏訪二葉高

 2 小松 翔(2)   2,09.04 
ｺﾏﾂｶｹﾙ 諏訪二葉高

 3 清水 冬威(2)   2,09.17 
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｲ 茅野高

 4 菊池 樹輝(1)   2,13.04 
ｷｸﾁ ｲﾂｷ 諏訪清陵高

 5 遠藤 隼也(2)   2,15.78 
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ 諏訪実高

 6 黒澤 友哉(1)   2,16.42 
ｸﾛｻﾜ ﾄﾓﾔ 岡谷工
赤羽 幸一(3)
ｱｶﾊﾈ ｺｳｲﾁ 諏訪東京理科大
柳澤 光(1)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 岡谷東高

決勝 9月2日 10:10

諏訪新  (SR )     1,53.15
大会新  (GR )     1,58.26

[ 1組] [ 2組]

 1 岡田 遥人(2)   2,13.31  1 北原 伊吹(2)   2,26.28 
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 諏訪中 ｷﾀﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 諏訪中

 2 木内 万璃(2)   2,17.43  2 小松 拓叶(2)   2,27.34 
ｷｳﾁ ﾊﾞﾝﾘ 清陵附属中 ｺﾏﾂ ﾀｸﾄ 諏訪中

 3 小泉 陽貴(1)   2,30.70  3 両角 公輔(2)   2,41.03 
ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ 諏訪西中 ﾓﾛｽﾞﾐ ｺｳｽｹ 上諏訪中

 4 宮坂 聖(2)   2,31.24  4 芳澤 大樹(1)   2,44.39 
ﾐﾔｻｶ ﾋｼﾞﾘ 諏訪西中 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｷ 清陵附属中

 5 木下 翔聖(2)   2,44.09  5 松枝 智也(1)   3,11.05 
ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾏ 諏訪西中 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ 清陵附属中
小林 正依(2) 植松 大志(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲ 富士見中 ｳｴﾏﾂ ﾀｲｼ 富士見中
二見 優輝(3) 中山 凌(2)
ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ 永明中 ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳ 長峰中
田所 夢太郎(1) 鈴木 創太(1)
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ 富士見中 ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ 茅野東部中

   1 岡田 遥人(2) 諏訪中     2,13.31   1   1
   2 木内 万璃(2) 清陵附属中     2,17.43   1   2
   3 北原 伊吹(2) 諏訪中     2,26.28   2   1
   4 小松 拓叶(2) 諏訪中     2,27.34   2   2
   5 小泉 陽貴(1) 諏訪西中     2,30.70   1   3
   6 宮坂 聖(2) 諏訪西中     2,31.24   1   4
   7 両角 公輔(2) 上諏訪中     2,41.03   2   3
   8 木下 翔聖(2) 諏訪西中     2,44.09   1   5
   9 芳澤 大樹(1) 清陵附属中     2,44.39   2   4
  10 松枝 智也(1) 清陵附属中     3,11.05   2   5
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決勝 9月2日 12:50

諏訪新  (SR )     3,42.08
大会新  (GR )     4,03.18

[ 1組] [ 2組]

 1 宮澤 薫(1)   4,27.31  1 牛山 純一   4,05.76 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｵﾙ 諏訪二葉高 ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ CITY RUNNER

 2 石井 慎也(2)   4,27.66  2 清水 大希(3)   4,13.14 
ｼｲｲ ｼﾝﾔ 東海大諏訪 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ 東海大諏訪

 3 宮坂 祐貴(2)   4,31.68  3 鈴木 稜哉(2)   4,15.59 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳｷﾞ 岡谷南高 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ 諏訪二葉高

 4 柳澤 光(1)   4,43.27  4 小林 大亮(2)   4,16.36 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 岡谷東高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 東海大諏訪

 5 宮澤 岳(1)   4,45.42  5 関 剛洸(2)   4,18.49 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾞｸ 諏訪二葉高 ｾｷ ﾀｹﾋﾛ 東海大諏訪

 6 桑野 杏梧(1)   4,48.11  6 松﨑 文哉(1)   4,24.46 
ｸﾜﾉ ｷｮｳｺﾞ 諏訪二葉高 ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 東海大諏訪

 7 金澤 斗哉(1)   4,50.96  7 両角 睦紀(2)   4,37.99 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾄｳﾔ 諏訪二葉高 ﾓﾛｽﾞﾐﾑﾂｷ 諏訪二葉高

 8 伊藤 聖真(1)   4,55.68  8 水野 雄斗(2)   4,39.16 
ｲﾄｳ ｾｲﾏ 諏訪実高 ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ 東海大諏訪

 9 小林 慎市(3)   5,05.77 伊藤 輝(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｲﾁ 茅野高 ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 東海大諏訪

10 冨澤 祐樹   5,07.78 松﨑 健悟(3)
ﾄﾐｻﾞﾜ ﾕｳｷ 諏訪市陸協 ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 東海大諏訪

11 丸田 翔梧(1)   5,18.53 上條 真弥(2)
ﾏﾙﾀ ｼｮｳｺﾞ 岡谷南高 ｶﾐｼﾞｮｳｼﾝﾔ 諏訪二葉高
小林 亮太(1) 前島 陸哉(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 東海大諏訪 ﾏｴｼﾏ ﾘｸﾔ 東海大諏訪
赤沼 浩由(2) 巻淵 勇人(1)
ｱｶﾇﾏ ﾋﾛﾖｼ 諏訪二葉高 ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ 諏訪二葉高
鈴木 勇人(2) 小林 竜也(2)
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄﾞ 岡谷南高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 東海大諏訪

   1 牛山 純一 CITY RUNNER     4,05.76   2   1
   2 清水 大希(3) 東海大諏訪     4,13.14   2   2
   3 鈴木 稜哉(2) 諏訪二葉高     4,15.59   2   3
   4 小林 大亮(2) 東海大諏訪     4,16.36   2   4
   5 関 剛洸(2) 東海大諏訪     4,18.49   2   5
   6 松﨑 文哉(1) 東海大諏訪     4,24.46   2   6
   7 宮澤 薫(1) 諏訪二葉高     4,27.31   1   1
   8 石井 慎也(2) 東海大諏訪     4,27.66   1   2
   9 宮坂 祐貴(2) 岡谷南高     4,31.68   1   3
  10 両角 睦紀(2) 諏訪二葉高     4,37.99   2   7
  11 水野 雄斗(2) 東海大諏訪     4,39.16   2   8
  12 柳澤 光(1) 岡谷東高     4,43.27   1   4
  13 宮澤 岳(1) 諏訪二葉高     4,45.42   1   5
  14 桑野 杏梧(1) 諏訪二葉高     4,48.11   1   6
  15 金澤 斗哉(1) 諏訪二葉高     4,50.96   1   7
  16 伊藤 聖真(1) 諏訪実高     4,55.68   1   8
  17 小林 慎市(3) 茅野高     5,05.77   1   9
  18 冨澤 祐樹 諏訪市陸協     5,07.78   1  10
  19 丸田 翔梧(1) 岡谷南高     5,18.53   1  11
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決勝 9月2日 13:20

諏訪新  (SR )     4,03.40
大会新  (GR )     4,21.65

[ 1組] [ 2組]

 1 松尾 悠登(1)   4,30.26  1 清水 一樹(2)   5,07.72 
ﾏﾂｵ ﾊﾙﾄ 下諏訪社中 ｼﾐｽ ﾞｶｽﾞｷ 下諏訪中

 2 二見 拓輝(3)   4,40.62  2 鈴木 創太(1)   5,08.14 
ﾌﾀﾐ ﾋﾛｷ 清陵附属中 ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ 茅野東部中

 3 田所 夢太郎(1)   4,42.85  3 林 幸史郎(1)   5,12.81 
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ 富士見中 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ 諏訪中

 4 篠原 良粋(2)   4,52.16  4 藤森 匠平(2)   5,16.82 
ｼﾉﾊﾗ ﾗｲｷ 岡谷東部中 ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｮｳﾍｲ 長峰中

 5 伊藤 和哉(2)   4,55.43  5 丸茂 祐輝(2)   5,18.89 
ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 諏訪南中 ﾏﾙﾓ ﾖｼｷ 茅野北部中

 6 井出 雅人(1)   4,56.70  6 増沢 勇人(2)   5,25.58 
ｲﾃﾞ ﾏｻﾄ 諏訪中 ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 下諏訪社中

 7 酒井 応太(2)   4,59.69  7 芳澤 大樹(1)   5,29.57 
ｻｶｲ ｵｳﾀ 上諏訪中 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｷ 清陵附属中

 8 北原 伊吹(2)   4,59.91  8 北澤 亮太朗(2)   5,36.41 
ｷﾀﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 諏訪中 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 茅野北部中

 9 宮坂悠助(2)   5,00.33  9 名取 雅治(1)   5,36.88 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳｽｹ 茅野東部中 ﾅﾄﾘ ﾏｻﾊﾙ 茅野北部中

10 大滝 隼輝(2)   5,05.93 10 小平 悟(1)   5,47.94 
ｵｵﾀｷ ｼｭﾝｷ 下諏訪中 ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄﾙ 富士見中

11 笠原 渉(2)   5,08.31 11 雨宮 梨玖(1)   5,51.07 
ｶｻﾊﾗ ﾜﾀﾙ 岡谷東部中 ｱﾒﾐﾔ ﾘｸ 茅野北部中

12 西澤 駿(3)   5,08.68 12 栁澤 樹(2)   5,58.74 
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｭﾝ 上諏訪中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀﾂｷ 永明中

13 矢島 瑞基(2)   5,10.22 13 植松 大志(1)   6,05.49 
ﾔｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 永明中 ｳｴﾏﾂ ﾀｲｼ 富士見中

14 今井 樹生(2)   5,29.75 14 野上 淳(1)   6,10.38 
ｲﾏｲ ｲﾂｷ 諏訪南中 ﾉｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 岡谷東部中
小林 正依(2) 15 松枝 智也(1)   6,12.36 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲ 富士見中 ﾏﾂｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ 清陵附属中
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   1 松尾 悠登(1) 下諏訪社中     4,30.26   1   1
   2 二見 拓輝(3) 清陵附属中     4,40.62   1   2
   3 田所 夢太郎(1) 富士見中     4,42.85   1   3
   4 篠原 良粋(2) 岡谷東部中     4,52.16   1   4
   5 伊藤 和哉(2) 諏訪南中     4,55.43   1   5
   6 井出 雅人(1) 諏訪中     4,56.70   1   6
   7 酒井 応太(2) 上諏訪中     4,59.69   1   7
   8 北原 伊吹(2) 諏訪中     4,59.91   1   8
   9 宮坂悠助(2) 茅野東部中     5,00.33   1   9
  10 大滝 隼輝(2) 下諏訪中     5,05.93   1  10
  11 清水 一樹(2) 下諏訪中     5,07.72   2   1
  12 鈴木 創太(1) 茅野東部中     5,08.14   2   2
  13 笠原 渉(2) 岡谷東部中     5,08.31   1  11
  14 西澤 駿(3) 上諏訪中     5,08.68   1  12
  15 矢島 瑞基(2) 永明中     5,10.22   1  13
  16 林 幸史郎(1) 諏訪中     5,12.81   2   3
  17 藤森 匠平(2) 長峰中     5,16.82   2   4
  18 丸茂 祐輝(2) 茅野北部中     5,18.89   2   5
  19 増沢 勇人(2) 下諏訪社中     5,25.58   2   6
  20 芳澤 大樹(1) 清陵附属中     5,29.57   2   7
  21 今井 樹生(2) 諏訪南中     5,29.75   1  14
  22 北澤 亮太朗(2) 茅野北部中     5,36.41   2   8
  23 名取 雅治(1) 茅野北部中     5,36.88   2   9
  24 小平 悟(1) 富士見中     5,47.94   2  10
  25 雨宮 梨玖(1) 茅野北部中     5,51.07   2  11
  26 栁澤 樹(2) 永明中     5,58.74   2  12
  27 植松 大志(1) 富士見中     6,05.49   2  13
  28 野上 淳(1) 岡谷東部中     6,10.38   2  14
  29 松枝 智也(1) 清陵附属中     6,12.36   2  15
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決勝 9月2日 11:35

諏訪新  (SR )     8,33.96
大会新  (GR )     9,27.84

 1 植松 孝太(3)  10,01.74 
ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 富士見中

 2 笠原 武流(3)  10,04.01 
ｶｻﾊﾗ ﾀｹﾙ 諏訪中

 3 二見 拓輝(3)  10,16.85 
ﾌﾀﾐ ﾋﾛｷ 清陵附属中

 4 木内 万璃(2)  10,18.18 
ｷｳﾁ ﾊﾞﾝﾘ 清陵附属中

 5 宮坂悠助(2)  10,21.20 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳｽｹ 茅野東部中

 6 児玉 光輝(3)  10,32.21 
ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ 上諏訪中

 7 由澤 汐七(2)  10,44.70 
ﾖｼｻﾞﾜ ｾﾅ 長峰中

 8 伊藤 紅羽(1)  11,59.49 
ｲﾄｳ ｸﾚﾊ 長峰中
岡田 遥人(2)
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 諏訪中
二見 優輝(3)
ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ 永明中
井出 雅人(1)
ｲﾃﾞ ﾏｻﾄ 諏訪中

決勝 9月2日 14:05

諏訪新  (SR )    13,35.81
大会新  (GR )    14,57.12

 1 田畑 幸司  16,10.86 
ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 岡谷市陸協

 2 羽川 英一  16,47.91 
ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ 茅野市陸協

 3 小口 秀哉  17,43.42 
ｵｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾔ 下諏訪町体協

 4 宮坂 理輝(3)  18,06.93 
ﾐﾔｻｶ ﾘｷ 岡谷東高

 5 井上 周治(2)  18,47.16 
ｲﾉｳｴ ｼｭｳｼﾞ 諏訪清陵高
金澤 拓則
ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 諏訪市陸協
岩渕 良平
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 諏訪市陸協
西中山 宏
ﾆｼﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｼ 下諏訪町体協 欠場

7     3
欠場

8     5

1   112

6     2
欠場

3     4

2     6

4     7

5     1

男子

5000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  7736
欠場

3  7733
途中棄権

6  7809
欠場

9  7845

4  7854

2  7885

1  7717

7  7941

10  7943

5  7920

11  7731

中学男子

3000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月2日  9:30

諏訪新  (SR )       14.83
大会新  (GR )       16.09

風速 +0.2

 1 五十嵐 大樹     15.63 
ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｷ 野沢北ｸﾗﾌﾞ

 2 井出 純一朗(2)     16.21 
ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 諏訪清陵高

 3 松田 蓮太郎(1)     18.34 
ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 下諏訪向陽高

 4 塚田 千紘(1)     18.54 
ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 下諏訪向陽高
雨宮 海斗(2)
ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ 諏訪二葉高

決勝 9月2日  9:20

諏訪新  (SR )       14.70
大会新  (GR )       15.14

風速 +0.1

 1 宮澤 喬佑(3)     16.85 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 岡谷東部中

 2 大嶋 利拓(2)     17.19 
ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 岡谷西部中

 3 小池 勇輝(3)     17.84 
ｺｲｹ ﾕｳｷ 永明中

 4 諏訪 玲二(2)     18.54 
ｽﾜ ﾚｲｼﾞ 上諏訪中

 5 野中 大地(2)     19.75 
ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 富士見中

 6 矢﨑 灯夜(2)     19.76 
ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ 永明中

 7 壬生 新(1)     20.76 
ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ 岡谷東部中

 8 北澤 弘都(2)     21.94 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 茅野北部中

8  7633

9  7822

2  7923

4  7793

5  7782

3  7724

6  7648

7  7578

中学男子

110mH(0.914m)       

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子

110mH(1.067m)       

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    19

大会新
7   109

4   143
欠場

3   151

5   169



決勝 9月2日 15:00

諏訪新  (SR )       41.70
大会新  (GR )       44.07

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 諏訪清陵高   115 中澤 新(1)     43.70 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 大会新
  109 井出 純一朗(2)

ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ
  116 井手 翼(1)

ｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ
  117 林 泰希(1)

ﾊﾔｼ ﾀｲｷ
 2   5 諏訪二葉高   131 小林 蓮(1)     44.72 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ
  141 松本 陸(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ
  144 鈴木 颯太(2)

ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ
  147 藤原 将(2)

ﾌｼﾞﾜﾗﾋﾄｼ
 3   4 下諏訪向陽高   151 松田 蓮太郎(1)     44.96 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ
  165 宮坂 空(2)

ﾐﾔｻｶ ｿﾗ
  166 赤羽 健一(1)

ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ
  164 鎌倉 慎太郎(2)

ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ
 4   3 諏訪実高    74 原田 恒太朗(1)     45.43 

ｽﾜｼﾞﾂｺｳ ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ
   72 渡辺 慎(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ
   75 阿部 勇希(1)

ｱﾍﾞ ﾕｳｷ
   78 大郷 佳已斗(1)

ﾀﾞｲｺﾞｳ ｶｲﾄ
 5   7 岡谷工   259 菊池 秀太(2)     52.07 

ｵｶﾔｺｳ ｷｸﾁ ｼｭｳﾀ
  261 立石 幸祐(1)

ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ
  258 濵 琉斗(2)

ﾊﾏ ﾘｭｳﾄ
  260 名取 裕基(1)

ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ

男子

4x100m              

決勝



決勝 9月2日 14:45

諏訪新  (SR )       45.31
大会新  (GR )       46.68

[ 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   4 長峰中  7851 宮坂 仁士(2)     48.61  1   3 岡谷東部中  7633 壬生 新(1)     49.31 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ
 7864 小山 宗一朗(3)  7651 小口 伸太郎(2)

ｺﾔﾏｿ ｳｲﾁﾛｳ ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ
 7865 伊藤 浩樹(3)  7648 宮澤 喬佑(3)

ｲﾄｳ ﾋﾛｷ ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ
 7841 岩波 克飛(2)  7653 佐々 海青(2)

ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ ｻｻ ｶｲｾｲ
 2   7 上諏訪中  7725 松本 力(2)     51.88  2   5 茅野東部中  7884 宮部 陽人(2)     49.86 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ﾏﾂﾓﾄ ﾁｶﾗ ﾁﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾐﾔﾍﾞ ﾊﾙﾄ
 7724 諏訪 玲二(2)  7870 佐野 希汐(3)

ｽﾜ ﾚｲｼﾞ ｻﾉ ｷｾｷ
 7727 吉岡 伶(2)  7872 有賀 大地(1)

ﾖｼｵｶ ﾚｲ ｱﾙｶﾞ ﾀﾞｲﾁ
 7723 酒井 応太(2)  7887 矢島 壮野(1)

ｻｶｲ ｵｳﾀ ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ
 3   5 清陵附属中  7946 矢島 武流(1)     52.33  3   4 富士見中  7925 窪田 翔真(1)     51.54 

ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸﾁｭｳ ﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ
 7942 伊藤 蒼眞(2)  7923 野中 大地(2)

ｲﾄｳ ｿｳﾏ ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ
 7943 木内 万璃(2)  7928 名取 勇人(1)

ｷｳﾁ ﾊﾞﾝﾘ ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ
 7941 二見 拓輝(3)  7921 小林 海(2)

ﾌﾀﾐ ﾋﾛｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ
 4   6 永明中  7781 矢島 銀河(2)     52.81  4   6 茅野北部中  7814 河合 生稀(2)     52.88 

ｴｲﾒｲ ﾔｼﾞﾏ ｷﾞﾝｶﾞ ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｶﾜｲ ｲﾌﾞｷ
 7789 小池 暁(2)  7825 川村 京平(1)

ｺｲｹ ｱｷﾗ ｶﾜﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ
 7797 清水 克暉(1)  7822 北澤 弘都(2)

ｼﾐｽﾞ ｶﾂｷ ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ
 7793 矢﨑 灯夜(2)  7828 小深田 音明(2)

ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ ｺﾌﾞｶﾀ ﾄｱ
 5   3 諏訪西中  7758 田村 蓮(2)     53.72 

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾀﾑﾗ ﾚﾝ
 7743 松崎 恭一朗(2)

ﾏﾂｻﾞｷ ｷｮｳｲﾁﾛｳ
 7745 小泉 陽貴(1)

ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ
 7740 三輪 浩太郎(2)

ﾐﾜ ｺｳﾀﾛｳ

   1 長峰中     48.61 宮坂 仁士(2) 小山 宗一朗(3) 伊藤 浩樹(3) 岩波 克飛(2)   1   1
   2 岡谷東部中     49.31 壬生 新(1) 小口 伸太郎(2) 宮澤 喬佑(3) 佐々 海青(2)   2   1
   3 茅野東部中     49.86 宮部 陽人(2) 佐野 希汐(3) 有賀 大地(1) 矢島 壮野(1)   2   2
   4 富士見中     51.54 窪田 翔真(1) 野中 大地(2) 名取 勇人(1) 小林 海(2)   2   3
   5 上諏訪中     51.88 松本 力(2) 諏訪 玲二(2) 吉岡 伶(2) 酒井 応太(2)   1   2
   6 清陵附属中     52.33 矢島 武流(1) 伊藤 蒼眞(2) 木内 万璃(2) 二見 拓輝(3)   1   3
   7 永明中     52.81 矢島 銀河(2) 小池 暁(2) 清水 克暉(1) 矢﨑 灯夜(2)   1   4
   8 茅野北部中     52.88 河合 生稀(2) 川村 京平(1) 北澤 弘都(2) 小深田 音明(2)   2   4
   9 諏訪西中     53.72 田村 蓮(2) 松崎 恭一朗(2) 小泉 陽貴(1) 三輪 浩太郎(2)   1   5

ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

中学男子

4x100m              

決勝

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考



決勝 9月2日  9:10

諏訪新  (SR )        2.15
大会新  (GR )        2.01

1m92 1m95 1m98
笠原 理央(2) - - - - - - O - O XO
ｶｻﾊﾗ ﾘｵ 諏訪清陵高 O XXX
宮坂 夏輝(2) - - - - - - XO - O XXX
ﾐﾔｻｶ ﾅﾂｷ 諏訪清陵高
野々村 一人(2) - - - O O XXX
ﾉﾉﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 茅野高
細川 隼(1) O O XXO O XXX
ﾎｿｶﾜ ﾊﾔﾄ 下諏訪向陽高

決勝 9月2日  9:10

諏訪新  (SR )        1.89
大会新  (GR )        1.80

1m55 1m60 1m65 1m70 1m75
小口 伸太郎(2) - - - - - - - - O O
ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中 O O XO O XXX
宮部 陽人(2) O O O O O XO XXX
ﾐﾔﾍﾞ ﾊﾙﾄ 茅野東部中
濵 大智(1) O O O O XXX
ﾊﾏ ﾀﾞｲﾁ 永明中

 1.20
3 1  7794

1 3  7651
 1.70

2 2  7884
 1.30

備考
1m05 1m10 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50

記録

中学男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m15 1m20

男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m55

備考
1m70 1m75 1m80 1m83 1m86 1m89

   22
 1.70

1 4   110

1m50

 1.92

記録
1m60 1m65

4 1   171
 1.65

2 3   111
 1.86

3 2



決勝 9月2日 10:00

諏訪新  (SR )        4.80
大会新  (GR )        4.40

鎌倉 慎太郎(2)
ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 下諏訪向陽高
田中 米人
ﾀﾅｶ ﾖﾈﾄ 茅野市陸協

決勝 9月2日 10:00

諏訪新  (SR )        4.20
大会新  (GR )        4.10

安部 桂史郎(1)
ｱﾍﾞ ｹｲｼﾛｳ 原中
平出 雄彩(2)
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾕｳｻ 原中
野澤 洸貴(1)
ﾉｻﾞﾜ ｺｳｷ 原中
小川 楓太(2)
ｵｶﾞﾜ ﾌｳﾀ 岡谷東部中
両角 駿介(1)
ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ 永明中

 2.00
2 1    13

XO XXX

XXX  3.80
1 2   164

- - XO XXO XXO

記録 備考2m00 2m20 3m60 3m70 3m80 3m90

男子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 1.80
5 1  7800

XXO XXX

 2.10

 2.10

4 2  7650
O O XXO XXX

XXX
3 3  7893

- O O

O XXX  2.80

 3.00

2 4  7891
- - - - O

- - XO O XXO XXX
1 5  7896

- - -

記録2m10 2m20 備考2m70 2m80 2m90 3m00 3m10

中学男子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m80 2m00



決勝 9月2日 11:30

諏訪新  (SR )        7.57
大会新  (GR )        7.10

松本 陸(2)    X   6.04   6.48   6.59   6.64    X    6.64 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 諏訪二葉高   -1.0    0.0   +2.0   +1.7    +1.7
名取 大輔(2)   5.74   5.81   6.30    /    /    /    6.30 
ﾅﾄﾘ ﾀﾞｲｽｹ 東海大諏訪   -0.8   +1.5   +2.0    +2.0
菊池 秀太(2)   6.14   5.87   5.60   5.55   5.92   5.74    6.14 
ｷｸﾁ ｼｭｳﾀ 岡谷工   +3.1   -0.2   -0.4   +0.7   +1.6   +2.4    +3.1
小林 蓮(1)   6.01    X   6.12   6.03   6.08    X    6.12 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪二葉高   +0.5   +1.3   +2.9   +1.8    +1.3
金子 司   6.04    X    X   5.69    X    X    6.04 
ｶﾈｺ ﾂｶｻ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +1.3   +1.8    +1.3
渡辺 慎(2)    X   4.92   5.95   5.91   6.02   5.75    6.02 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 諏訪実高   +1.6   +0.1   +1.4   +1.3   +0.1    +1.3
大郷 佳已斗(1)    X    X   5.85    X   6.02   5.75    6.02 
ﾀﾞｲｺﾞｳ ｶｲﾄ 諏訪実高   +1.4   +1.3   +0.7    +1.3
長田 佑麻(2)   5.85    X    X   5.10   5.80    X    5.85 
ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 諏訪東京理科大   +1.1   +0.8   +0.2    +1.1
濵 琉斗(2)   3.94   4.93   5.04    5.04 
ﾊﾏ ﾘｭｳﾄ 岡谷工   +3.3   +0.5   +2.5    +2.5
古谷 聖斗(2)    X   5.01   4.01    5.01 
ﾌﾙﾔ ﾏｻﾄ 岡谷東高   +0.5   +0.8    +0.5

10 3   182

8 8    10

9 1   258

6 4    72

7 2    78

4 7   131

5 5    14

2 9    55

3 6   259

記録 備考
1 10   141

-3- -4- -5- -6-

男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月2日 11:30

諏訪新  (SR )        6.86
大会新  (GR )        6.47

岩﨑 遼(2)   5.23   5.31   5.39   5.26   5.42   5.32    5.42 
ｲﾜｻｷ ﾘｮｳ 岡谷西部中   +0.9   +1.3   +0.5   +0.9   -0.9   +1.0    -0.9
宮坂 仁士(2)   4.99   5.23    X    X    X    X    5.23 
ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 長峰中   +1.4   +0.1    +0.1
小口 伸太郎(2)   4.52   5.12   5.01    X   5.08    X    5.12 
ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中   +1.3   +1.8    0.0   +0.3    +1.8
松崎 恭一朗(2)   4.93   5.08   4.85   4.90   4.88   5.04    5.08 
ﾏﾂｻﾞｷ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 諏訪西中   +0.2   +1.0   +0.8   +1.0   +1.5    0.0    +1.0
小林 海(2)   4.95   4.90    X    X    X    X    4.95 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 富士見中   +1.0   +1.1    +1.0
野中 大地(2)    X    X   4.92    X    X    X    4.92 
ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 富士見中   +1.6    +1.6
安部 桂史郎(1)   4.67   4.53   4.42   4.81   4.64   4.76    4.81 
ｱﾍﾞ ｹｲｼﾛｳ 原中   -1.4   +0.9   +1.2   +1.5   +1.5   +1.2    +1.5
北澤 弘都(2)   4.46   4.09   4.39   4.42   4.65   4.69    4.69 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 茅野北部中   -0.2   +1.6   +1.4   +1.4   +1.2   +0.9    +0.9
松本 力(2)   4.15   4.41   4.23    4.41 
ﾏﾂﾓﾄ ﾁｶﾗ 上諏訪中   -0.4   +0.8   +0.5    +0.8
原田 裕哉(1)   4.21   4.00   4.08    4.21 
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ 上諏訪中   +1.7    0.0   +0.5    +1.7
矢沢 佑真(1)   3.97   4.00   4.17    4.17 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 富士見中   +1.6   +0.7   +1.2    +1.2
今泉 尊(2)   4.12   3.56   4.13    4.13 
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｹﾙ 長峰中   +0.7   +2.1   +1.8    +1.8
宮原 有輝(1)   3.96   3.85   4.09    4.09 
ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳｷ 永明中   +1.3   +0.6   -0.5    -0.5
今井 樹生(2)   3.98   3.84   3.81    3.98 
ｲﾏｲ ｲﾂｷ 諏訪南中    0.0   +1.3   +0.6     0.0
濵 大智(1)   3.78   3.63   3.63    3.78 
ﾊﾏ ﾀﾞｲﾁ 永明中   +1.0   +1.5   +0.8    +1.0
五味 瑞輝(2)   3.71   3.74   3.67    3.74 
ｺﾞﾐ ﾐｽﾞｷ 長峰中   +1.7   +1.1   +0.9    +1.1
宮坂 匠(1)   3.51   3.65   3.44    3.65 
ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 上諏訪中   +1.3   -1.0   +1.3    -1.0
平島 迅(1)   3.46   3.44   3.57    3.57 
ﾋﾗｼﾏ ｼﾞﾝ 茅野北部中   +1.4   +1.2   -0.9    -0.9
中村 伊吹(1)   3.09   3.00    X    3.09 
ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷南部中   +0.6   +2.6    +0.6
今村 太知(1)    X   2.81   3.05    3.05 
ｲﾏﾑﾗ ﾀｲﾁ 永明中   +1.3   +0.6    +0.6
上條 晄生(1)    X   2.87   2.76    2.87 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳｾｲ 上諏訪中   +1.8   +0.5    +1.8
望月 翔太(1)    X    X   2.84    2.84 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ 上諏訪中   -0.5    -0.5
宮澤 喬佑(3)    X    X    X
ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 岡谷東部中
菊池 快(1) 欠場
ｷｸﾁ ｶｲ 原中

7  7894

22 4  7703

19  7648

20 1  7798

21 3  7700

18 8  7819

19 2  7621

16 9  7846

17 5  7702

14 10  7770

15 6  7794

12 12  7860

13 14  7799

10 13  7701

11 11  7929

8 17  7822

9 16  7725

6 22  7923

7 18  7896

4 20  7743

5 23  7921

2 21  7851

3 15  7651

記録 備考
1 24  7577

-3- -4- -5- -6-

中学男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月2日 14:00

諏訪新  (SR )       15.69
大会新  (JR )       15.20

金子 司  13.38  13.49    X    X    /    /   13.49 
ｶﾈｺ ﾂｶｻ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +0.1   +1.3    +1.3
長田 佑麻(2)  11.14  12.54    X  12.43  12.54  12.54   12.54 
ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 諏訪東京理科大   +2.2   +1.6   +1.8   +2.7   +1.5    +1.6
小林 蓮(1)  11.64  11.35  11.51  11.63  11.31  11.67   11.67 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪二葉高   +1.5   +1.5   -1.8   +0.3   +1.7   +2.0    +2.0
大郷 佳已斗(1)  10.95    X  10.76  11.04  11.22  11.29   11.29 
ﾀﾞｲｺﾞｳ ｶｲﾄ 諏訪実高   +2.5   +0.6   -1.0   -0.4   +1.4    +1.4

男子

三段跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 4    14

-3- -4- -5- -6-

4 1    78

2 3    11

3 2   131



決勝 9月2日  9:00

諏訪新  (SR )       12.69
大会新  (GR )       12.69

峯村 修平
ﾐﾈﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 諏訪市陸協

決勝 9月2日  9:00

諏訪新  (SR )       13.28
大会新  (GR )       11.35

原田 将希(1)
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｷ 諏訪実高

決勝 9月2日  9:00

諏訪新  (SR )       12.38
大会新  (GR )       10.94

永田 智哉(3) 大会新
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 岡谷西部中
伊藤 浩樹(3)
ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 長峰中
中村 紘大(2)
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 岡谷東部中
小深田 音明(2)
ｺﾌﾞｶﾀ ﾄｱ 茅野北部中
小池 暁(2)
ｺｲｹ ｱｷﾗ 永明中
片倉 広喜(2)
ｶﾀｸﾗ ﾋﾛｷ 岡谷西部中
笠原 克希(2)
ｶｻﾊﾗ ｶﾂｷ 長峰中
小林 郁弥(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 茅野東部中
今井 史弥(2)
ｲﾏｲ ﾌﾐﾔ 岡谷北部中
吉村 宙(2)
ﾖｼﾑﾗ ｿﾗ 茅野北部中
赤羽 倫弥(2)
ｱｶﾊﾈ ﾄﾓﾔ 諏訪西中
近藤 杜気(1)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｷ 茅野北部中

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- -3- -4-

  X

-5- -6--2- 記録
1 1    17

 7.95   X  7.33  8.64  6.65   8.64 

中学男子

砲丸投(5.000kg)     

-1- -2- -3- -4-氏  名 所属名ﾅﾝﾊﾞｰ

-5- -6-

  7.46 

-5- -6- 記録

所属名 -1- -2- -3-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 -4- 記録 備考
1 12  7571

10.58 11.57   X 11.26 11.14   X  11.57 

2 11  7865
  X  9.04   X  9.38  9.76  9.56   9.76 

3 10  7656
 7.67  8.21  7.89  8.23  8.21  8.36   8.36 

4 8  7828
 6.98  7.39  7.33  7.30  6.95  7.34   7.39 

5 9  7789
 7.24  6.90  7.13  7.16   -   -   7.24 

6 2  7579
 7.15   X  6.46  6.96

7 7  7840
 6.27  5.58  6.06

 6.00  6.13  6.08

 6.95  7.00   7.15 

 5.85  6.16   6.27 

  6.13  5.65

 6.14

8 6  7888
 5.68  6.01

9 4  7591
 5.40  5.78  5.56   5.78 

 5.30

10 5  7816
 5.55  5.33  4.89

  5.30 

  5.55 

11 3  7741
 5.16  5.23

12 1  7830
 3.51  3.64  4.18   4.18 

男子

高校砲丸投(6.000kg) 

決勝

順位 試技 備考
1 1    76

 6.34  6.04  6.66  6.41  6.54  7.46



決勝 9月2日 11:00

諏訪新  (SR )       40.02
大会新  (GR )       39.22

奥垣内 崇史(3)
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 東海大諏訪
田中 米人
ﾀﾅｶ ﾖﾈﾄ 茅野市陸協

決勝 9月2日 11:00

諏訪新  (SR )       42.50
大会新  (GR )       41.26

大淵 翔也(1)
ｵｵﾌﾁ ｼｮｳﾔ 下諏訪向陽高
雨宮 海斗(2)
ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ 諏訪二葉高

決勝 9月2日 11:00

諏訪新  (SR )       29.71
大会新  (GR )       23.23

小山 宗一朗(3)
ｺﾔﾏｿ ｳｲﾁﾛｳ 長峰中

-1- -2-

  X   X
1 1  7864

19.18

-3- 備考

  X 20.96   X  20.96 

-4- -5- -6- 記録

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

円盤投(1.500kg)     

-3- -4-
1 2   167

21.87   X

2

氏  名 所属名 -1-

中学男子

  O   O

-2-

  O

備考

  X

男子

円盤投(2.000kg)     

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ -1-

15.55

氏  名 所属名

1   143

男子

高校円盤投(1.750kg) 

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

 16.83 

  X 24.44

記録

 16.31   X   O 16.31

 24.44 

-5- -6-

1 2    53
  O

2 1    13
16.83

37.72   O

  X

-4-

  X

  O

-2- -3-

  /

備考記録-6-

  O   X

-5-

 37.72 



決勝 9月2日 12:45

諏訪新  (SR )       58.74
大会新  (GR )       55.50

松本 陸(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 諏訪二葉高
浜 汐音(2)
ﾊﾏ ｼｵﾝ 岡谷東高
藤原 将(2)
ﾌｼﾞﾜﾗﾋﾄｼ 諏訪二葉高
原 玲緒(1)
ﾊﾗ ﾚｵ 諏訪二葉高
宮坂 夏輝(2) 欠場
ﾐﾔｻｶ ﾅﾂｷ 諏訪清陵高

決勝 9月2日 12:45

諏訪新  (SR )       52.01
大会新  (GR )       50.93

伊藤 浩樹(3)
ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 長峰中
今井 晴基(2)
ｲﾏｲ ﾊﾙｷ 岡谷北部中
窪田 翔真(1)
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 富士見中
小平 悟(1)
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄﾙ 富士見中
近藤 杜気(1)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｷ 茅野北部中
小平 将斗(2)
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ 長峰中

中学男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ         

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  O   O

-3- -4- -5- -6-

  -   -

記録 備考
1 6  7865

43.53   X   O

30.51   O

45.39  45.39 

2 4  7592
  X 35.80   O

26.87   O

  -  35.80 

3 2  7925
28.39   O   O

  O   O

  O  30.51 

4 3  7926
  X 21.21   O

44.91   O

  O  26.87 

5 1  7830
20.72   O   O

  O

22.27  22.27 

5  7844
  O 42.95   O

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-

  X   X

-3- -4- -5- -6-

  O 36.55

記録 備考
1 4   141

  O   X 38.31

  O   O

  X  38.31 

2 5   185
  O 36.50   O

  X   X

  X  36.55 

3 3   147
35.55   O   O   O  35.55 

4 2   133
  O   O 29.76   O  29.76 

1   111
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