
（大会コード：19170517） 

第２８回南信陸上競技選手権大会 

第４７回南信三郡対抗陸上競技大会 

記 録 集 

 
主 催 南信地区陸上競技協会 

共 催 長野日報社 

後 援 伊那市  伊那市教育委員会  南信高等学校体育連盟  南信中学校体育連盟 

期 日 ２０１９年（令和元年）７月１５日（月・海の日） 

会 場 伊那市陸上競技場（競技場コード：172030） 

総 務 桐山 勝次 

審 判 長 北原 誠治（ﾄﾗｯｸ） 遠山 正洋（ﾌｨｰﾙﾄﾞ） 小林 初美（招集所） 

記録情報主任 竹内 秀樹 

 

■ この大会で樹立した記録 

種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 氏名 所属（学年） 記録 従来の記録 備考 

男子 3000m 決 桃澤 大祐 サン工業 8 分 37 秒 02 8 分 39 秒 31 大会新 

女子 100m 予 北岡 依生希 東海大諏訪高(2) 12 秒 13 12 秒 33 大会新 

 

■ この大会で新設した種目 

種目 チーム名 氏名 記録 備考 

混合 4×400m 

（三郡対抗） 
諏訪 

遠山 龍之介 小林 舞香 

中原 希空  二見 優輝 
3 分 36 秒 28  

 

■ 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 
時刻 天候 

気温 

℃ 

湿度 

％ 
風向 

風速 

m/s 

8:30 曇り 25.7 66.0 北 1.9 13:00 曇り 29.8 56.0 西 0.4 

9:00 曇り 26.3 64.0 北東 1.1 14:00 曇り 30.4 53.0 北東 0.2 

10:00 晴れ 29.6 58.0 北東 2.1 15:00 曇り 28.1 60.0 南 3.2 

11:00 雨 28.7 58.0 北東 1.5 16:00 曇り 26.4 65.0 南 3.0 

12:00 曇り 29.1 55.0 北東 0.8       

 



第28回南信陸上競技選手権大会 兼 第47回南信三郡対抗陸上競技会                    
主催：南信地区陸上競技協会                                                      
共催：長野日報社                                                                
後援：伊那市、伊那市教育委員会、南信高等学校体育連盟、南信中学校体育連盟        

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 男  子 【競技場】172030  伊那市陸上競技場

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
07/15 男子  -2.8橋爪 孔明(2) 11.34 園原 昇汰(2) 11.35 今井 頼人(1) 11.58 近藤 雅哉 飯伊･ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 11.59 吉冨 和弥 11.63 村上 椋一(2) 11.72

100m 飯伊･山梨大院 飯伊･下伊那郡陸協 諏訪･東海大諏訪高 荻原 凌我(3) 上伊那･赤穂高 上伊那･eS Design 諏訪･下諏訪向陽高
07/15 伊澤 拓人(2) 51.61 田畑 青透(2) 51.81 山田 海斗(2) 52.05 久保田光太郎(2) 52.08 吉岡 伶(1) 53.71 太田 一希(2) 54.56

400m 上伊那･伊那北高 上伊那･上伊那農業高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 上伊那･上伊那農業高 諏訪･諏訪清陵高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高
07/15 上原 雄大 1,57.95 河西 希隆(2) 2,02.89 和田 雄太(2) 2,04.16 鷲見 隼翔(2) 2,04.58 風間 優佑(1) 2,04.68 日達 匠海(3) 2,05.73 中島 温(2) 2,07.80 芦部 冬馬(2) 2,09.48

800m 上伊那･ｻﾝ工業 上伊那･赤穂高 諏訪･諏訪東理大 諏訪･東海大諏訪高 諏訪･諏訪二葉高 上伊那･南箕輪中 上伊那･宮田中 上伊那･上伊那農業高
07/15 高梨 良介 4,03.96 椎名 一郎(2) 4,07.04 上原 雄大 4,09.02 二見 拓輝(2) 4,09.61 山川 拓馬(1) 4,11.28 仁科 利弥 4,12.45 原 謙二郎 4,12.96 佐藤 龍我 4,14.88

1500m 上伊那･ﾄｰﾊﾂ 上伊那･伊那北高 上伊那･ｻﾝ工業 諏訪･諏訪清陵高 上伊那･上伊那農業高 飯伊･飯田市陸協 飯伊･飯田市陸協 諏訪･岡谷市陸協
07/15 桃澤 大祐 8,37.02 高梨 良介 8,39.56 仁科 利弥 8,53.32 小田切 幹太(3) 8,57.23 伊藤 洸介 8,58.24 田所 夢太郎(3) 9,00.74 當銘 岳(2) 9,12.17 河合 蓮(3) 9,12.89

3000m 上伊那･ｻﾝ工業 GR 上伊那･ﾄｰﾊﾂ 飯伊･飯田市陸協 上伊那･宮田中 飯伊･飯田市陸協 諏訪･富士見中 諏訪･諏訪清陵高 飯伊･山梨学院大
07/15 逸見 崚輔(2) 16.67 小平 桜雅(2) 17.02 諏訪 玲二(1) 17.45 小山 宗一朗(2) 17.98 佐野 修一郎(2) 19.34 小口 伸太郎(1) 19.80 鈴木 千紘(1) 20.65

110mH(1.067m) 上伊那･伊那北高 諏訪･岡谷南高 諏訪･岡谷南高 諏訪･諏訪実業高 上伊那･伊那北高 諏訪･諏訪二葉高 諏訪･諏訪清陵高
07/15 矢島 朋幸 24,27.44 唐木 岳大(2) 28,00.80 岩田 晃治(2) 28,38.54 飯塚 義博 30,04.61

5000mW 諏訪･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 上伊那･伊那北高 諏訪･下諏訪向陽高 上伊那･伊那AC
07/15 吉川 涼平 2.00 林 知彦 1.95 細川 隼(3) 1.90 小口 伸太郎(1) 1.85 松井 駿介(2) 1.80 池邉 祐季(1) 1.75 小平 遥暉(3) 1.70 竹内 陽哉(1) 1.70

走高跳 飯伊･DreamAC 上伊那･eS Design 諏訪･下諏訪向陽高 諏訪･諏訪二葉高 諏訪･下諏訪向陽高 諏訪･諏訪東理大 飯伊･高森中 上伊那･赤穂高
07/15 安部 桂史郎(3) 4.10 北原 香音(2) 4.10 伊藤 拓也 3.90 河手 祥吾(3) 3.20 田口 壱星(3) 3.00 友竹 歩夢(3) 3.00 山岡 楓生(3) 2.80 日達 羽流(2) 2.60

棒高跳 諏訪･原中 上伊那･高遠高 上伊那･ｻﾝ工業 上伊那･高遠高 諏訪･原中 飯伊･飯田高陵中 上伊那･箕輪中 諏訪･原中
07/15 塩澤 昂(2) 6.70(-0.2) 小林 蓮(3) 6.60(+0.2) 下平 真吾(3) 6.45(+0.6) 椚谷 元(1) 6.27(+0.4) 宮坂 仁士(1) 6.08(+0.8) 三沢 和輝(2) 6.01(+0.7) 浦野 快生(2) 6.01(-0.2) 岩﨑 遼(1) 5.93(-0.3)

走幅跳 飯伊･飯田高 諏訪･諏訪二葉高 上伊那･春富中 飯伊･飯田高 諏訪･諏訪清陵高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 上伊那･伊那北高 諏訪･岡谷工業高
07/15 遠藤 邦彦 10.87 中島 公徳 9.25 本多 俊平 9.01 小林 和夫 8.35 小池 功一郎 7.74 福島 健一 7.08

飯伊･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 上伊那･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 飯伊･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 上伊那･上伊那郡陸協 上伊那･上伊那郡陸協 上伊那･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
07/15 永田 智哉(2) 12.53 原田 将希(3) 10.00 向山 星来(3) 9.89 後藤 玲央(1) 9.84 下平 朱莉(1) 9.62 土屋 拓哉(1) 9.34 中村 紘大(1) 8.89 片倉 広喜(1) 8.71

諏訪･諏訪二葉高 諏訪･諏訪実業高 上伊那･高遠高 上伊那･高遠高 上伊那･高遠高 飯伊･阿南高 諏訪･岡谷工業高 諏訪･岡谷東高
07/15 友田 利男 30.03 遠藤 邦彦 28.63 三村 瑞樹 28.44 本多 俊平 27.09 小林 和夫 25.68 中島 公徳 23.59 吉冨 和弥 21.87 池田 圭吾 20.56

飯伊･下伊那郡陸協 飯伊･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 上伊那･eS Design 飯伊･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 上伊那･上伊那郡陸協 上伊那･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 上伊那･eS Design 飯伊･DreamAC
07/15 永田 智哉(2) 29.81 白鳥 和弥(2) 28.68 平澤 賢也(2) 25.30 土屋 拓哉(1) 24.65 中村 仁(1) 24.38 下平 朱莉(1) 23.71 西郷 鴻次朗(2) 22.77 中山 友陽(1) 19.25

諏訪･諏訪二葉高 上伊那･高遠高 上伊那･高遠高 飯伊･阿南高 上伊那･上伊那農業高 上伊那･高遠高 諏訪･岡谷工業高 上伊那･赤穂高
07/15 平澤 賢也(2) 48.40 畔上 和真(2) 41.55 後藤 玲央(1) 40.51 本島 琉輝斗(2) 38.12 安田 真拓(1) 37.76 相川 隆太郎(2) 36.71 小牧 大晟(1) 36.54 向山 星来(3) 33.70

やり投(800g) 上伊那･高遠高 諏訪･下諏訪向陽高 上伊那･高遠高 飯伊･松川高 上伊那･赤穂高 上伊那･上伊那農業高 上伊那･上伊那農業高 上伊那･高遠高
07/15 上伊那農業高      43.99 伊那北高       44.69 諏訪実業高       44.70 伊那弥生ヶ丘高      44.96 箕輪中       45.62 諏訪東理大       45.66 飯田OIDE長姫高      45.91

4x100m 田畑 青透(2) 深谷 朝海(2) 原田 恒太朗(3) 竹越 勇斗(2) 松澤 健耶(3) 山口 皓輝(3) 北原 龍吉(1)
有賀 匠吾(2) 逸見 崚輔(2) 小山 宗一朗(2) 瀧澤 直希(1) 柴 悠翔(3) 齊藤 功将(2) 大平 雄斗(2)
新谷 佳汰(2) 荻原 浩太郎(2) 一之瀬 大介(2) 山田 海斗(2) 唐澤 悠斗(3) 川村 歩大(1) 塩澤 直樹(2)
山際 康太郎(2) 浦野 快生(2) 阿部 勇希(3) 三沢 和輝(2) 古賀 涼輔(3) 渡邊 嵩一(2) 村澤 和真(2)

07/15 混合三郡対抗 諏訪     3,36.28 飯伊     3,38.27 上伊那     3,38.77
4x400m 遠山 龍之介(2) 藤本 遥(2) 逸見 崚輔(2)

小林 舞香(2) 近藤 雅哉 林 千尋(3)
中原 希空(1) 田中 里歩(2) 加藤 こころ(3)
二見 優輝(2) 橋爪 孔明(2) 小濱 律(3)

07/15 三郡対抗(男子) 上伊那 283.5 諏訪 162 飯伊 111.5

07/15 三郡対抗(総合) 上伊那 448 諏訪 366.5 飯伊 200.5

高校砲丸投
(6.000kg)

高校円盤投
(1.750kg)

砲丸投
(7.260kg)

円盤投
(2.000kg)



予選 7月15日 12:10
決勝 7月15日 15:55

大会新(GR)          10.76

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -1.1

 1 今井 頼人(1) 諏訪     11.30 q  1 山口 大輝(2) 諏訪     11.54 
ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 東海大諏訪高 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 諏訪二葉高

 2 丸山 怜治(3) 上伊那     11.71  2 荻原 諒太(3) 上伊那     11.59 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 高遠高 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 春富中

 3 中村 拓実(2) 諏訪     12.53  3 川口 祥延(2) 諏訪     11.81 
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 諏訪実業高 ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ 東海大諏訪高

 4 松下 昇龍(2) 飯伊     13.01  4 古瀬 尚暉(1) 飯伊     12.20 
ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾘｭｳ 緑ヶ丘中 ﾌﾙｾ ﾅｵｷ 飯田風越高

 5 清水 太揮(2) 諏訪     13.16  5 竹内 智貴(3) 上伊那     12.67 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ 茅野東部中 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 中川中

 6 伊東 未来翔(3) 上伊那     13.42  6 横山 勇磨(2) 諏訪     12.78 
ｲﾄｳ ﾐｷﾄ 駒ヶ根東中 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾏ 岡谷西部中

 7 小林 郁弥(3) 諏訪     14.41  7 野溝 快斗(1) 上伊那     14.18 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 茅野東部中 ﾉﾐｿﾞ ｶｲﾄ 伊那中

 8 小木曽 快(1) 上伊那     15.50  8 中尾 遥都(2) 諏訪     14.33 
ｵｷﾞｿ ｶｲ 宮田中 ﾅｶｵ ﾊﾙﾄ 岡谷北部中

[ 3組] 風速 -2.0 [ 4組] 風速 -1.2

 1 園原 昇汰(2) 飯伊     11.39 q  1 村澤 和真(2) 飯伊     11.65 
ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 下伊那郡陸協 ﾑﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ 飯田OIDE長姫高

 2 瀧澤 直希(1) 上伊那     11.94  2 伊藤 史(3) 上伊那     12.02 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ 伊那弥生ヶ丘高 ｲﾄｳ ﾁｶ 伊那東部中

 3 大倉 伊織(2) 飯伊     12.55  3 石山 純雅(1) 諏訪     12.18 
ｵｵｸﾗ ｲｵﾘ 飯田OIDE長姫高 ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｶﾞ 下諏訪向陽高

 3 一之瀬 大介(2) 諏訪     12.55  4 木次 夏雪(2) 諏訪     12.72 
ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ 諏訪実業高 ｺﾂｷﾞ ﾅﾂｷ 富士見中

 5 新垣 健琉(3) 諏訪     12.97  5 宮澤 駿也(2) 上伊那     13.20 
ｱﾗｶｷ ﾀｹﾙ 岡谷東部中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 辰野中

 6 吉瀬 歩睦(3) 上伊那     13.30  6 折竹 直輝(3) 飯伊     14.13 
ｷｾ ｱﾕﾑ 春富中 ｵﾘﾀｹ ﾅｵｷ 飯田高陵中

 7 齋藤 晃希(1) 上伊那     14.57  7 大平 伊吹(1) 上伊那     15.59 
ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 伊那中 ｵｵﾀﾞｲﾗ ｲﾌﾞｷ 宮田中
多田 夏音(1) 諏訪 市川 凌大(1) 諏訪
ﾀﾀﾞ ｶｵﾄ 茅野北部中 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ 東海大諏訪高

[ 5組] 風速 +0.4 [ 6組] 風速 +0.6

 1 近藤 雅哉 飯伊     11.40 q  1 橋爪 孔明(2) 飯伊     11.21 q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ 山梨大院

 2 新谷 佳汰(2) 上伊那     11.71  2 征矢 超(2) 上伊那     11.90 
ｼﾝﾔ ｹｲﾀ 上伊那農業高 ｿﾔ ｺﾕﾙ 伊那中

 3 鈴木 千紘(1) 諏訪     12.01  3 矢島 武流(3) 諏訪     12.20 
ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 諏訪清陵高 ﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 清陵附属中

 4 望月 翔太(3) 諏訪     12.34  4 矢﨑 灯夜(1) 諏訪     12.67 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ 上諏訪中 ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ 諏訪清陵高

 5 飯島 颯斗(2) 上伊那     13.17  5 大森 翔太(1) 上伊那     12.99 
ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 赤穂中 ｵｵﾓﾘ ｼｮｳﾀ 箕輪進修高

 6 合津 春快(2) 飯伊     13.35  6 倉田 錬(3) 飯伊     13.16 
ｺﾞｳｽﾞ ｼｭﾝｶｲ 高森中 ｸﾗﾀ ﾚﾝ 緑ヶ丘中

 7 松下 琉生(1) 上伊那     15.40  7 大場 遥斗(3) 上伊那     13.68 
ﾏﾂｼﾀ ﾙｲ 宮田中 ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾄ 中川中
山田 龍(2) 諏訪  8 三澤 隼人(1) 諏訪     13.81 
ﾔﾏﾀ ﾞﾘｭｳ 茅野北部中 ﾐｻﾜ ﾊﾔﾄ 岡谷西部中

[ 7組] 風速 -0.9 [ 8組] 風速 -0.4

 1 小林 蓮(3) 諏訪     11.47  1 齊藤 功将(2) 諏訪     11.46 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪二葉高 ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾏｻ 諏訪東理大

 2 深谷 朝海(2) 上伊那     11.82  2 三沢 和輝(2) 上伊那     11.55 
ﾌｶﾔ ｻﾐ 伊那北高 ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高

 3 大平 雄斗(2) 飯伊     12.09  3 林 秀磨(1) 上伊那     12.35 
ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ 飯田OIDE長姫高 ﾊﾔｼ ｼｭｳﾏ 辰野高

 4 江部 悠斗(2) 上伊那     12.23  4 畔上 亮太(3) 諏訪     12.54 
ｴﾍﾞ ﾕｳﾄ 箕輪進修高 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾘｮｳﾀ 長峰中

 5 伊藤 蒼眞(1) 諏訪     12.70  5 成瀬 碧(3) 諏訪     13.16 
ｲﾄｳ ｿｳﾏ 諏訪清陵高 ﾅﾙｾ ｱｵｲ 永明中

 6 小澤 力六(1) 上伊那     13.51  6 宮澤 良織(3) 上伊那     13.21 
ｵｻﾞﾜ ﾘｷﾑ 伊那東部中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾗｵﾙ 中川中

 7 藤森 大和(1) 諏訪     14.10  7 増田 翔太(1) 諏訪     14.75 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾔﾏﾄ 諏訪南中 ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 諏訪南中
宮下 和秀(2) 諏訪 浅野 大輔 飯伊
ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 諏訪西中 ｱｻﾉ ﾀﾞｲｽｹ DreamAC
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[ 9組] 風速 -0.3 [ 10組] 風速 +1.2

 1 山際 康太郎(2) 上伊那     11.41  1 荻原 凌我(3) 上伊那     11.12 q
ﾔﾏｷﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 上伊那農業高 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 赤穂高

 2 宮下 晃輔 飯伊     12.21  2 田中 敦也(1) 上伊那     11.81 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ DreamAC ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ 赤穂高

 3 今福 海斗(1) 上伊那     12.29  3 國井 駿太(2) 諏訪     12.13 
ｲﾏﾌｸ ｶｲﾄ 高遠高 ｸﾆｲ ｼｭﾝﾀ 岡谷南高

 4 田口 利彦(2) 諏訪     12.78  4 伊藤 良真(2) 諏訪     12.67 
ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ 諏訪実業高 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 長峰中

 5 遠藤 颯(2) 諏訪     13.27  5 河手 靖次(1) 上伊那     12.97 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ 上諏訪中 ｶﾜﾃ ｾｲｼﾞ 高遠高

 6 小幡 将太朗(2) 上伊那     13.38  6 相馬 未来(1) 諏訪     13.72 
ｵﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 春富中 ｿｳﾏ ﾐﾗｲ 諏訪南中

 7 塩澤 慎(1) 飯伊     14.52  7 今村 悠真(1) 飯伊     14.29 
ｼｵｻﾞﾜ ｼﾝ 飯田高陵中 ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾏ 下伊那松川中
名取 勇人(3) 諏訪 石井 雄大 飯伊
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 富士見中 ｲｼｲ ﾕｳﾀﾞｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ

[ 11組] 風速 -0.4 [ 12組] 風速 +0.8

 1 村上 椋一(2) 諏訪     11.27 q  1 三村 瑞樹 上伊那     11.49 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｲﾁ 下諏訪向陽高 ﾐﾑﾗ ﾐｽﾞｷ eS Design

 2 古賀 直信(2) 上伊那     11.59  2 髙山 翔平(2) 諏訪     12.24 
ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ 辰野高 ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 岡谷工業高

 3 牧島 由輝(2) 飯伊     12.33  3 窪田 翔真(3) 諏訪     12.28 
ﾏｷｼﾏ ﾕｷ 緑ヶ丘中 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 富士見中

 4 有賀 大地(3) 諏訪     12.36  4 巻渕 来樹(1) 上伊那     12.40 
ｱﾙｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 茅野東部中 ﾏｷﾌﾞﾁ ﾗｲｷ 伊那北高

 5 池田 隆峨(2) 上伊那     12.86  5 宮﨑 志貴(2) 諏訪     13.26 
ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ 辰野中 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｷ 諏訪西中

 6 角田 捷太郎(1) 諏訪     12.90  6 小林 歩睦(1) 上伊那     13.53 
ﾂﾉﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 諏訪東理大 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ 赤穂中

 7 藤森 寿馬(2) 諏訪     12.92 深谷 礎(3) 上伊那
ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 長峰中 ﾌｶﾔ ﾓﾄ 駒ヶ根東中

 8 上田 隼(1) 諏訪     13.43 井原 隆基(1) 飯伊
ｳｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ 岡谷西部中 ｲﾊﾗ ﾘｭｳｷ 阿南高

[ 13組] 風速 +0.7 [ 14組] 風速 -0.2

 1 丸岡 精二 上伊那     11.46  1 有賀 匠吾(2) 上伊那     11.42 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 上伊那農業高

 2 松田 拓巳(1) 上伊那     12.09  2 渡邊 嵩一(2) 諏訪     11.64 
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 赤穂高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｲﾁ 諏訪東理大

 3 林 海斗(1) 諏訪     12.22  3 熊谷 省吾(2) 飯伊     12.12 
ﾊﾔｼ ｶｲﾄ 下諏訪向陽高 ｸﾏｶﾞｲ ｼｮｳｺﾞ 下伊那農業高

 4 小林 勇輝(1) 諏訪     12.56  4 諏訪 玲二(1) 諏訪     12.22 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 岡谷工業高 ｽﾜ ﾚｲｼﾞ 岡谷南高

 5 古庄 武(3) 上伊那     12.67  5 池上 雅哉(2) 上伊那     12.78 
ﾌﾙｼｮｳ ﾀｹﾙ 箕輪中 ｲｹｶﾞﾐ ﾏｻﾔ 箕輪中

 6 武井 海斗(2) 上伊那     13.30  6 名取 陽(2) 諏訪     13.28 
ﾀｹｲ ｶｲﾄ 南箕輪中 ﾅﾄﾘ ﾊﾙ 永明中
竹内 一弘 飯伊  7 久保口 優空(3) 上伊那     14.24 
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ DreamAC ｸﾎﾞｸﾞﾁ ﾕｳｱ 赤穂中
小林 海(1) 諏訪
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 岡谷南高

[ 15組] 風速 +1.2 [ 16組] 風速 +1.4

 1 漆戸 柊哉(3) 諏訪     11.49  1 吉冨 和弥 上伊那     11.23 q
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪西中 ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ eS Design

 2 林 知彦 上伊那     11.79  2 尾関 直也(1) 諏訪     11.86 
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋｺ eS Design ｵｾﾞｷ ﾅｵﾔ 岡谷工業高

 3 原田 裕哉(3) 諏訪     12.47  3 樋口 シンジ(3) 上伊那     11.98 
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ 上諏訪中 ﾋｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 伊那東部中

 4 春原 賢(2) 飯伊     12.58  4 傳田 悠人(2) 諏訪     12.40 
ｽﾉﾊﾗ ｹﾝ 飯田高陵中 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 清陵附属中

 5 小出 成悟(3) 上伊那     12.83  4 松村 草児(2) 飯伊     12.40 
ｺｲﾃﾞ ｾｲｺﾞ 駒ヶ根東中 ﾏﾂﾑﾗ ｿｳｼﾞ 高森中

 6 福田 琉衣(2) 諏訪     13.27  6 杉井 瑛澄(1) 諏訪     13.06 
ﾌｸﾀﾞ ﾙｲ 岡谷北部中 ｽｷﾞｲ ｴｲｽ 清陵附属中

 7 田坂 龍駕(2) 上伊那     13.50  7 山口 智也(1) 上伊那     13.60 
ﾀｻｶ ﾘｮｳｶﾞ 南箕輪中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 箕輪中
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[ 17組] 風速 -0.7

 1 浦野 快生(2) 上伊那     11.41 
ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ 伊那北高

 2 近藤 皓哉(3) 飯伊     11.93 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ 下伊那松川中

 3 岩波 克飛(1) 諏訪     12.06 
ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 諏訪二葉高

 4 竹越 勇斗(2) 上伊那     12.43 
ﾀｹｺﾞｼ ﾕｳﾄ 伊那弥生ヶ丘高

 5 小岩 春輝(2) 諏訪     13.17 
ｺｲﾜ ﾊﾙｷ 岡谷北部中

 6 松田 竜介(2) 上伊那     13.21 
ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 辰野中
川﨑 智徳(3) 諏訪
ｶﾜｻｷ ﾄﾓﾉﾘ 茅野北部中

風速 -2.8

 1 橋爪 孔明(2) 飯伊     11.34 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ 山梨大院

 2 園原 昇汰(2) 飯伊     11.35 
ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 下伊那郡陸協

 3 今井 頼人(1) 諏訪     11.58 
ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 東海大諏訪高

 4 近藤 雅哉 飯伊     11.59 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 4 荻原 凌我(3) 上伊那     11.59 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 赤穂高

 6 吉冨 和弥 上伊那     11.63 
ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ eS Design

 7 村上 椋一(2) 諏訪     11.72 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｲﾁ 下諏訪向陽高
浦野 快生(2) 上伊那
ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ 伊那北高
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予選 7月15日 13:25
決勝 7月15日 15:45

大会新(GR)          48.03

[ 1組] [ 2組]

 1 松本 直大(3) 諏訪     50.96 q  1 中原 愼二 上伊那     54.99 
ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 東海大諏訪高 ﾅｶﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 駒ヶ根陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 竹内 陽哉(1) 上伊那     54.18  2 伊藤 蒼眞(1) 諏訪     57.23 
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 赤穂高 ｲﾄｳ ｿｳﾏ 諏訪清陵高

 3 岩波 克飛(1) 諏訪     55.94  3 芳澤 大樹(3) 諏訪     59.80 
ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 諏訪二葉高 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｷ 清陵附属中

 4 丸山 大翔(3) 諏訪     57.55  4 田口 恵斗(2) 上伊那   1,01.53 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ 岡谷西部中 ﾀｸﾞﾁ ｹｲﾄ 高遠高

 5 宮阪 和人(1) 諏訪   1,05.73  5 土川 心都(2) 上伊那   1,06.49 
ﾐﾔｻｶ ｶｽﾞﾄ 諏訪西中 ﾂﾁｶﾜ ﾏﾅﾄ 中川中

 6 若山 武蔵(1) 上伊那   1,06.23  6 鵜飼 翼(1) 飯伊   1,06.50 
ﾜｶﾔﾏ ﾑｻｼ 中川中 ｳｶｲ ﾂﾊﾞｻ 緑ヶ丘中

 7 藤村 太士(1) 上伊那   1,08.14 河野 統徳(1) 諏訪
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲｼ 伊那東部中 ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 東海大諏訪高

 8 西澤 岳大(1) 上伊那   1,09.01 水野 洸之介(2) 上伊那
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｹﾊﾙ 宮田中 ﾐｽﾞﾉ ｺｳﾉｽｹ 宮田中

[ 3組] [ 4組]

 1 田中 隆斗(3) 飯伊     55.43  1 壬生 新(3) 諏訪     55.41 
ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ 阿智中 ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ 岡谷東部中

 2 扇田 大雅(1) 上伊那     55.71  2 佐野 修一郎(2) 上伊那     56.71 
ｵｵｷﾞﾀﾞ ﾀﾀｲｶﾞ 上伊那農業高 ｻﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 伊那北高

 3 伊藤 健太(1) 諏訪     56.47  3 傳田 悠人(2) 諏訪     56.86 
ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 下諏訪向陽高 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 清陵附属中

 4 大前 侑也(1) 上伊那   1,04.48  4 山口 皓輝(3) 諏訪     58.91 
ｵｵﾏｴ ﾕｳﾔ 宮田中 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 諏訪東理大

 5 上田 隼(1) 諏訪   1,06.47  5 清水 一樹(1) 諏訪     59.49 
ｳｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ 岡谷西部中 ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 岡谷南高

 6 曽我 佑冶郞(1) 諏訪   1,06.76  6 木下 斎滉(1) 上伊那   1,04.64 
ｿｶﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 諏訪南中 ｷﾉｼﾀ ｲｯｺｳ 駒ヶ根東中

 7 梅津 創成(2) 諏訪   1,15.43  7 今井 貴士(1) 上伊那   1,07.04 
ｳﾒﾂﾞ ｿｳｾｲ 長峰中 ｲﾏｲ ｷｼ 中川中
小坂 晃大(3) 諏訪 橋爪 孔明(2) 飯伊
ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 東海大諏訪高 ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ 山梨大院

[ 5組] [ 6組]

 1 田畑 青透(2) 上伊那     51.66 q  1 井手 翼(3) 諏訪     53.63 
ﾀﾊﾞﾀ ｱｵﾄ 上伊那農業高 ｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ 諏訪清陵高

 2 山口 大輝(2) 諏訪     53.39  2 荻原 浩太郎(2) 上伊那     56.95 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 諏訪二葉高 ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 伊那北高

 3 浦野 優至(1) 上伊那     55.71  3 ロペス田中ガブリ上伊那   1,00.40 
ｳﾗﾉ ﾕｳｲ 伊那弥生ヶ丘高 ﾛﾍﾟｽ ﾀﾅｶ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ辰野中

 4 上條 晄生(3) 諏訪   1,01.85  4 黒野 真也(1) 諏訪   1,01.13 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳｾｲ 上諏訪中 ｸﾛﾉ ｼﾝﾔ 下諏訪向陽高

 5 金子 和優(2) 諏訪   1,01.94  5 三澤 煌明(2) 諏訪   1,04.12 
ｶﾈｺ ｶｽﾞﾔ 諏訪西中 ﾐｻﾜ ｺｳﾒｲ 岡谷西部中

 6 根橋 諒介(1) 上伊那   1,09.01  6 石田 晟大(1) 諏訪   1,20.51 
ﾈﾊﾞｼ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中 ｲｼﾀﾞ ｾｲﾀ 長峰中

 7 酒井 大?(1) 諏訪   1,13.29 井口 喜斗(3) 上伊那
ｻｶｲ ﾀﾞｲｷ 岡谷北部中 ｲｸﾞﾁ ﾖｼﾄ 箕輪中

[ 7組] [ 8組]

 1 近藤 皓哉(3) 飯伊     51.51 q  1 太田 一希(2) 上伊那     53.35 q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ 下伊那松川中 ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高

 2 山田 海斗(2) 上伊那     51.98 q  2 中塚 渓滋 飯伊     54.13 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 伊那弥生ヶ丘高 ﾅｶﾂｶ ｹｲｼﾞ DreamAC

 3 細川 賢太郎(2) 諏訪     55.28  3 酒井 隼斗(1) 上伊那     57.33 
ﾎｿｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 岡谷南高 ｻｶｲ ﾊﾔﾄ 赤穂中

 4 森村 徳一(3) 上伊那   1,01.34  4 天野 建治(1) 諏訪     58.90 
ﾓﾘﾑﾗ ﾉﾘｶｽﾞ 駒ヶ根東中 ｱﾏﾉ ｹﾝｼﾞ 下諏訪向陽高

 5 市川 蓮也(2) 諏訪   1,07.60  5 河合 生稀(1) 諏訪   1,00.58 
ｲﾁｶﾜ ﾚﾝﾔ 長峰中 ｶﾜｲ ｲﾌﾞｷ 岡谷工業高

 6 小林 樹(1) 諏訪   1,09.51  6 深谷 稲生(1) 上伊那   1,12.76 
ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ 富士見中 ﾌｶﾔ ﾄｷ 駒ヶ根東中

 7 山口 陽也(1) 上伊那   1,11.44  7 伊藤 優太(1) 諏訪   1,15.82 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾔ 箕輪中 ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 富士見中
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[ 9組] [ 10組]

 1 久保田 光太郎(2)上伊那     52.40 q  1 吉岡 伶(1) 諏訪     53.37 q
ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 上伊那農業高 ﾖｼｵｶ ﾚｲ 諏訪清陵高

 2 川村 歩大(1) 諏訪     53.67  2 西尾 洸希(3) 飯伊     53.94 
ｶﾜﾑﾗ ｱﾙﾄ 諏訪東理大 ﾆｼｵ ｺｳｷ 緑ヶ丘中

 3 小平 悟(3) 諏訪     57.27  3 浦野 晃平(2) 上伊那     54.17 
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄﾙ 富士見中 ｳﾗﾉ ｺｳﾍｲ 赤穂高

 4 松村 青悟(2) 飯伊     58.06  4 工藤 航介(3) 上伊那     54.94 
ﾏﾂﾑﾗ ｾｲｺﾞ 高森中 ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 伊那東部中

 5 小倉 快心(1) 上伊那     58.53  5 大森 瑛稀(1) 上伊那   1,03.73 
ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ 赤穂高 ｵｵﾓﾘ ｴｲｷ 伊那東部中

 6 西沢 颯馬(2) 諏訪   1,05.18  6 増田 翔太(1) 諏訪   1,15.53 
ﾆｼｻﾞﾜ ｿｳﾏ 清陵附属中 ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 諏訪南中

 7 大澤 奎太(2) 上伊那   1,08.99 牛山 大輝(1) 諏訪
ｵｵｻﾜ ｹｲﾀ 伊那中 ｳｼﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 茅野東部中

[ 11組]

 1 伊澤 拓人(2) 上伊那     52.86 q
ｲｻﾜ ﾀｸﾄ 伊那北高

 2 矢島 壮野(3) 諏訪     55.00 
ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 茅野東部中

 3 飯島 颯士(3) 上伊那     55.83 
ｲｲｼﾞﾏ ｿｳｼ 春富中

 4 國井 駿太(2) 諏訪     57.32 
ｸﾆｲ ｼｭﾝﾀ 岡谷南高

 5 小松 裕昭(2) 諏訪     59.75 
ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 諏訪西中

 6 市川 志音(1) 諏訪   1,08.22 
ｲﾁｶﾜ ｼｵﾝ 諏訪南中

 7 原田 琢己(1) 上伊那   1,10.98 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 赤穂中

 1 伊澤 拓人(2) 上伊那     51.61 
ｲｻﾜ ﾀｸﾄ 伊那北高

 2 田畑 青透(2) 上伊那     51.81 
ﾀﾊﾞﾀ ｱｵﾄ 上伊那農業高

 3 山田 海斗(2) 上伊那     52.05 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 伊那弥生ヶ丘高

 4 久保田 光太郎(2)上伊那     52.08 
ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 上伊那農業高

 5 吉岡 伶(1) 諏訪     53.71 
ﾖｼｵｶ ﾚｲ 諏訪清陵高

 6 太田 一希(2) 上伊那     54.56 
ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高
近藤 皓哉(3) 飯伊
ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ 下伊那松川中
松本 直大(3) 諏訪
ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 東海大諏訪高
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決勝 7月15日 15:00

大会新  (GR )     1,55.11

[ 1組] [ 2組]

 1 小林 勇翔(1) 諏訪   2,33.56  1 中山 和歩(3) 上伊那   2,28.28 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 富士見中 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾎ 伊那東部中

 2 松村 奏和(1) 諏訪   2,36.70  2 新井 大斗(2) 上伊那   2,31.21 
ﾏﾂﾑﾗ ｶﾅﾄ 茅野東部中 ｱﾗｲ ﾀｲﾄ 中川中

 3 北平 海音(2) 上伊那   2,36.78  3 小池 悠斗(2) 諏訪   2,32.27 
ｷﾀﾋﾗ ｶｲﾄ 伊那東部中 ｺｲｹ ﾕｳﾄ 諏訪西中

 4 中島 健太(1) 諏訪   2,37.26  4 中村 春人(2) 上伊那   2,34.18 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾀ 岡谷西部中 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ 箕輪中

 5 吉澤 梢(3) 上伊那   2,38.90  5 小平 歩(2) 諏訪   2,34.85 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼｮｳ 伊那中 ｺﾀﾞｲﾗ ｱﾕﾑ 岡谷南高

 6 向山 恭平(1) 諏訪   2,41.86  6 廣島 壮(1) 上伊那   2,35.46 
ﾑｺｳﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ 長峰中 ﾋﾛｼﾏ ｿｳ 辰野中

 7 澤井 勇斗(1) 上伊那   2,42.28  7 藤森 光(2) 諏訪   2,35.81 
ｻﾜｲ ﾊﾔﾄ 辰野中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋｶﾙ 諏訪西中

 8 春日 和樹(1) 上伊那   2,51.75  8 中山 翔(1) 諏訪   2,37.19 
ｶｽｶﾞ ｶｽﾞｷ 宮田中 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳ 長峰中

 9 津金 海斗(1) 上伊那   2,52.33  9 榊山 大心(3) 飯伊   2,37.48 
ﾂｶﾞﾈ ｶｲﾄ 中川中 ｻｶｷﾔﾏ ﾀｲｼﾝ 緑ヶ丘中

10 古島 祐希(1) 飯伊   3,06.90 10 小平 大翔(1) 諏訪   2,52.01 
ﾌﾙｼﾏ ﾕｳｷ 緑ヶ丘中 ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙﾄ 長峰中

11 丸山 康佑(1) 飯伊   3,22.37 野上 紘槙(2) 上伊那
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｽｹ 緑ヶ丘中 ﾉｶﾞﾐ ｺｳｼﾝ 春富中

[ 3組] [ 4組]

 1 宮崎 成望(3) 上伊那   2,17.37  1 鈴木 陽人(1) 諏訪   2,10.97 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾙﾑ 中川中 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 諏訪二葉高

 2 藤森 大和(1) 諏訪   2,17.43  2 田中 稜馬(1) 上伊那   2,13.41 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾔﾏﾄ 諏訪南中 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 伊那北高

 3 植松 大志(3) 諏訪   2,20.46  3 青木 颯(2) 上伊那   2,14.03 
ｳｴﾏﾂ ﾀｲｼ 富士見中 ｱｵｷ ﾊﾔﾃ 駒ヶ根東中

 4 中野 聡太(2) 上伊那   2,21.15  4 矢島 武流(3) 諏訪   2,14.14 
ﾅｶﾉ ｿｳﾀ 駒ヶ根東中 ﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 清陵附属中

 5 丸山 大翔(3) 諏訪   2,23.28  5 細川 賢太郎(2) 諏訪   2,20.37 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ 岡谷西部中 ﾎｿｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 岡谷南高

 6 柴田 晴夢(1) 上伊那   2,24.26  6 長橋 寛太(3) 上伊那   2,20.59 
ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾑ 赤穂高 ﾅｶﾞﾊｼ ｶﾝﾀ 春富中

 7 小松 悟一(3) 諏訪   2,25.06  7 前田 翔太(2) 諏訪   2,21.31 
ｺﾏﾂ ｺﾞｲﾁ 岡谷北部中 ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ 茅野北部中

 8 難波 光輝(2) 諏訪   2,29.71  8 北澤 秀征(3) 上伊那   2,23.23 
ﾅﾝﾊﾞ ｺｳｷ 清陵附属中 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 箕輪中

 9 犬塚 陸斗(3) 上伊那   2,30.80  8 福山 蒼太(1) 諏訪   2,23.23 
ｲﾇﾂﾞｶ ﾘｸﾄ 春富中 ﾌｸﾔﾏ ｿｳﾀ 岡谷東高

10 鈴木 隼汰(2) 上伊那   2,33.05 10 伊藤 達也(2) 上伊那   2,24.16 
ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾀ 赤穂中 ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 箕輪中

11 宮澤 太地(2) 上伊那   2,33.95 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｲﾁ 駒ヶ根東中

[ 5組] [ 6組]

 1 金澤 直生(2) 飯伊   2,09.61  1 日達 匠海(3) 上伊那   2,05.73 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾅｵ 飯田OIDE長姫高 ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ 南箕輪中

 2 竹村 宏太(1) 諏訪   2,09.92  2 中島 温(2) 上伊那   2,07.80 
ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ 諏訪二葉高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙ 宮田中

 3 福田 駿希(2) 上伊那   2,11.87  3 三澤 賢人(2) 上伊那   2,11.69 
ﾌｸﾀ ｼｭﾝｷ 伊那弥生ヶ丘高 ﾐｻﾜ ｹﾝﾄ 伊那北高

 4 鈴木 創太(3) 諏訪   2,12.22  4 丸山 卓治(2) 上伊那   2,12.27 
ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ 茅野東部中 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｼﾞ 上伊那農業高

 5 金野 隼男(2) 上伊那   2,14.06  5 小澤 優翔(2) 上伊那   2,12.68 
ｺﾝﾉ ﾊﾔｵ 伊那弥生ヶ丘高 ｵｻﾞﾜ ﾏﾅﾄ 辰野中

 6 芳澤 大樹(3) 諏訪   2,19.20  6 中嶋 康晴 飯伊   2,12.99 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｷ 清陵附属中 ﾅｶｼﾏ ﾔｽﾊﾙ DreamAC

 7 鈴木 哲平(2) 上伊那   2,19.28  7 真道 叶羽(2) 諏訪   2,15.54 
ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ 赤穂中 ｼﾝﾄﾞｳ ｷｮｳ 茅野東部中

 8 保科 陽斗(1) 上伊那   2,19.47 馬場 直喜(3) 諏訪
ﾎｼﾅ ﾊﾙﾄ 宮田中 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾅｵｷ 富士見中

 9 中山 凌(1) 諏訪   2,21.65 宮澤 夏樹(1) 上伊那
ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳ 諏訪実業高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 上伊那農業高
中澤 京聖(2) 諏訪 木内 万璃(1) 諏訪
ﾅｶｻﾞﾜ ｷｮｳｾｲ 永明中 ｷｳﾁ ﾊﾞﾝﾘ 諏訪清陵高
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10

所属名 記録／備考
8   355

2  1347

5   822

10  1418

9   685

4  1334

1   825

3   906

7   140

11   898

6   513
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1339

7   845

9   948

4   457

5   634

6   557

3  1301

11   719

8   880

10   441

順 ﾚｰﾝ No.

9   384

1   492

氏  名 所属名 記録／備考
4   866

7   452

2   883

10   683

5   506

6   767

3  1420

8   656

1  1388

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
10    64

5   862

4   406

1   751

6   395

3   881

2   600

8   432

7   781

9   607
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
10  1377

2   429

6   375

8   525

1  1316

7     9

9   737

3   951
欠場

4   528
欠場

5   801
欠場



[ 7組]

 1 上原 雄大 上伊那   1,57.95 
ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ ｻﾝ工業

 2 河西 希隆(2) 上伊那   2,02.89 
ｶｻｲ ｷﾘｭｳ 赤穂高

 3 和田 雄太(2) 諏訪   2,04.16 
ﾜﾀﾞ ﾕｳﾀ 諏訪東理大

 4 鷲見 隼翔(2) 諏訪   2,04.58 
ｽﾐ ﾊﾔﾄ 東海大諏訪高

 5 風間 優佑(1) 諏訪   2,04.68 
ｶｻﾞﾏ ﾕｳｽｹ 諏訪二葉高

 6 芦部 冬馬(2) 上伊那   2,09.48 
ｱｼﾍﾞ ﾄｳﾏ 上伊那農業高

 7 伊藤 晴希(3) 諏訪   2,10.00 
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 岡谷西部中
柳澤 光(3) 諏訪
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 岡谷東高
松本 直大(3) 諏訪
ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 東海大諏訪高
吉岡 伶(1) 諏訪
ﾖｼｵｶ ﾚｲ 諏訪清陵高

男子

800m                

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   306

7   554

8   997

6   934

2   864

9   522

4   627

1   658
欠場

3   926
欠場

10   788
欠場



   1 上原 雄大 上伊那 ｻﾝ工業     1,57.95   7   1
   2 河西 希隆(2) 上伊那 赤穂高     2,02.89   7   2
   3 和田 雄太(2) 諏訪 諏訪東理大     2,04.16   7   3
   4 鷲見 隼翔(2) 諏訪 東海大諏訪高     2,04.58   7   4
   5 風間 優佑(1) 諏訪 諏訪二葉高     2,04.68   7   5
   6 日達 匠海(3) 上伊那 南箕輪中     2,05.73   6   1
   7 中島 温(2) 上伊那 宮田中     2,07.80   6   2
   8 芦部 冬馬(2) 上伊那 上伊那農業高     2,09.48   7   6
   9 金澤 直生(2) 飯伊 飯田OIDE長姫高     2,09.61   5   1
  10 竹村 宏太(1) 諏訪 諏訪二葉高     2,09.92   5   2
  11 伊藤 晴希(3) 諏訪 岡谷西部中     2,10.00   7   7
  12 鈴木 陽人(1) 諏訪 諏訪二葉高     2,10.97   4   1
  13 三澤 賢人(2) 上伊那 伊那北高     2,11.69   6   3
  14 福田 駿希(2) 上伊那 伊那弥生ヶ丘高     2,11.87   5   3
  15 鈴木 創太(3) 諏訪 茅野東部中     2,12.22   5   4
  16 丸山 卓治(2) 上伊那 上伊那農業高     2,12.27   6   4
  17 小澤 優翔(2) 上伊那 辰野中     2,12.68   6   5
  18 中嶋 康晴 飯伊 DreamAC     2,12.99   6   6
  19 田中 稜馬(1) 上伊那 伊那北高     2,13.41   4   2
  20 青木 颯(2) 上伊那 駒ヶ根東中     2,14.03   4   3
  21 金野 隼男(2) 上伊那 伊那弥生ヶ丘高     2,14.06   5   5
  22 矢島 武流(3) 諏訪 清陵附属中     2,14.14   4   4
  23 真道 叶羽(2) 諏訪 茅野東部中     2,15.54   6   7
  24 宮崎 成望(3) 上伊那 中川中     2,17.37   3   1
  25 藤森 大和(1) 諏訪 諏訪南中     2,17.43   3   2
  26 芳澤 大樹(3) 諏訪 清陵附属中     2,19.20   5   6
  27 鈴木 哲平(2) 上伊那 赤穂中     2,19.28   5   7
  28 保科 陽斗(1) 上伊那 宮田中     2,19.47   5   8
  29 細川 賢太郎(2) 諏訪 岡谷南高     2,20.37   4   5
  30 植松 大志(3) 諏訪 富士見中     2,20.46   3   3
  31 長橋 寛太(3) 上伊那 春富中     2,20.59   4   6
  32 中野 聡太(2) 上伊那 駒ヶ根東中     2,21.15   3   4
  33 前田 翔太(2) 諏訪 茅野北部中     2,21.31   4   7
  34 中山 凌(1) 諏訪 諏訪実業高     2,21.65   5   9
  35 北澤 秀征(3) 上伊那 箕輪中     2,23.23   4   8
  35 福山 蒼太(1) 諏訪 岡谷東高     2,23.23   4   8
  37 丸山 大翔(3) 諏訪 岡谷西部中     2,23.28   3   5
  38 伊藤 達也(2) 上伊那 箕輪中     2,24.16   4  10
  39 柴田 晴夢(1) 上伊那 赤穂高     2,24.26   3   6
  40 小松 悟一(3) 諏訪 岡谷北部中     2,25.06   3   7
  41 中山 和歩(3) 上伊那 伊那東部中     2,28.28   2   1
  42 難波 光輝(2) 諏訪 清陵附属中     2,29.71   3   8
  43 犬塚 陸斗(3) 上伊那 春富中     2,30.80   3   9
  44 新井 大斗(2) 上伊那 中川中     2,31.21   2   2
  45 小池 悠斗(2) 諏訪 諏訪西中     2,32.27   2   3
  46 鈴木 隼汰(2) 上伊那 赤穂中     2,33.05   3  10
  47 小林 勇翔(1) 諏訪 富士見中     2,33.56   1   1
  48 宮澤 太地(2) 上伊那 駒ヶ根東中     2,33.95   3  11
  49 中村 春人(2) 上伊那 箕輪中     2,34.18   2   4
  50 小平 歩(2) 諏訪 岡谷南高     2,34.85   2   5
  51 廣島 壮(1) 上伊那 辰野中     2,35.46   2   6
  52 藤森 光(2) 諏訪 諏訪西中     2,35.81   2   7
  53 松村 奏和(1) 諏訪 茅野東部中     2,36.70   1   2
  54 北平 海音(2) 上伊那 伊那東部中     2,36.78   1   3
  55 中山 翔(1) 諏訪 長峰中     2,37.19   2   8
  56 中島 健太(1) 諏訪 岡谷西部中     2,37.26   1   4
  57 榊山 大心(3) 飯伊 緑ヶ丘中     2,37.48   2   9
  58 吉澤 梢(3) 上伊那 伊那中     2,38.90   1   5
  59 向山 恭平(1) 諏訪 長峰中     2,41.86   1   6
  60 澤井 勇斗(1) 上伊那 辰野中     2,42.28   1   7
  61 春日 和樹(1) 上伊那 宮田中     2,51.75   1   8
  62 小平 大翔(1) 諏訪 長峰中     2,52.01   2  10
  63 津金 海斗(1) 上伊那 中川中     2,52.33   1   9
  64 古島 祐希(1) 飯伊 緑ヶ丘中     3,06.90   1  10
  65 丸山 康佑(1) 飯伊 緑ヶ丘中     3,22.37   1  11

男子

800m                
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
  306
  554
  997
  934
  864
 1377
  429
  522
   64
  862
  627
  866
  375
  406
  751
  525
 1316
    9
  384
  452
  395
  883
  737
 1339
  845
  881
  600
  432
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  948
  506
  457
  767
  781
 1420
  656
  634
 1388
  557
  719
  355
  880
  492
 1347
  822
 1301
  947
  441
 1418
  685
 1334
  825
  736
  365
  906
  648
  140
  323
  891
 1335

  135
  132

  414
  898
 1355



決勝 7月15日 16:00

大会新(GR)        3,59.30

[ 1組] [ 2組]

 1 小泉 陽貴(3) 諏訪   5,21.33  1 富永 琉平(2) 上伊那   4,55.17 
ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ 諏訪西中 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳﾍｲ 中川中

 2 三澤 煌明(2) 諏訪   5,24.03  2 鈴木 凰介(2) 上伊那   5,09.99 
ﾐｻﾜ ｺｳﾒｲ 岡谷西部中 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 赤穂中

 3 佐々木 康多(1) 飯伊   5,28.08  3 小林 竜也(3) 飯伊   5,10.54 
ｻｻｷ ｺｳﾀ 下伊那松川中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 飯田高陵中

 4 熊谷 蓮(1) 飯伊   5,31.90  4 福澤 栄暉(2) 上伊那   5,14.29 
ｸﾏｶﾞｲ ﾚﾝ 緑ヶ丘中 ﾌｸｻﾞﾜ ｴｲｷ 駒ヶ根東中

 5 三島 颯斗(1) 上伊那   5,33.26  5 福島 圭亮(1) 飯伊   5,14.49 
ﾐｼﾏ ﾊﾔﾄ 伊那東部中 ﾌｸｼﾏ ｹｲｽｹ 下伊那松川中

 6 倉田 晃輔(1) 上伊那   5,34.21  6 田村 隼乙(2) 上伊那   5,14.99 
ｸﾗﾀ ｺｳｽｹ 南箕輪中 ﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ 春富中

 7 大木島 靖和(3) 上伊那   5,37.43  7 小野寺 研斗(3) 飯伊   5,15.00 
ｵｵｷｼﾏ ｾｲﾜ 中川中 ｵﾉﾃﾞﾗ ｹﾝﾄ 豊丘中

 8 六波羅 歩(1) 上伊那   5,37.87  8 柴田 凌空(2) 諏訪   5,19.87 
ﾛｸﾊﾗ ｱﾕﾑ 春富中 ｼﾊﾞﾀ ﾘｸ 諏訪実業高

 9 澤村 青宙(1) 飯伊   5,38.68  9 平出 光晟(1) 諏訪   5,21.10 
ｻﾜﾑﾗ ｿﾗ 高森中 ﾋﾗｲﾃﾞ ｺｳｾｲ 富士見中

10 横澤 克弥(1) 上伊那   5,51.99 10 藤本 崚聖(1) 飯伊   5,21.45 
ﾖｺｻﾜ ｶﾂﾔ 中川中 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳｾｲ 緑ヶ丘中

11 伊藤 陽飛(1) 諏訪   6,07.46 11 井内 悠人(1) 上伊那   5,27.96 
ｲﾄｳ ﾊﾙﾋ 長峰中 ｲｳﾁ ﾕｳﾄ 辰野中

12 守谷 虎太朗(1) 諏訪   6,07.54 12 小池 成羽(2) 諏訪   5,44.65 
ﾓﾘﾔ ｺﾀﾛｳ 諏訪南中 ｺｲｹ ﾅﾙﾊ 諏訪西中

13 重野 杏慈(1) 諏訪   6,25.81 13 北澤 亮太朗(1) 諏訪   5,53.14 
ｼｹﾞﾉ ｱﾝｼﾞ 岡谷北部中 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 岡谷工業高

14 小口 凰太(1) 諏訪   6,31.54 14 中山 岳和(1) 諏訪   6,07.50 
ｵｸﾞﾁ ｺｳﾀ 岡谷南部中 ﾅｶﾔﾏ ｶﾞｸﾄ 永明中

15 三島 琉空(1) 諏訪   6,39.49 北原 響(1) 上伊那
ﾐｼﾏ ﾘｸ 岡谷北部中 ｷﾀﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ 伊那中

16 豊泉 佑介(1) 諏訪   6,45.92 大滝 隼輝(1) 諏訪
ﾄﾖｲｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 長峰中 ｵｵﾀｷ ｼｭﾝｷ 岡谷工業高

17 小林 暖祁(1) 諏訪   6,50.20 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ 岡谷南部中

[ 3組] [ 4組]

 1 窪田 怜真(2) 諏訪   4,52.10  1 大峽 謙(1) 飯伊   4,40.57 
ｸﾎﾞﾀ ﾚｲﾏ 富士見中 ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ 飯田高

 2 河原田 朔也(3) 上伊那   4,54.88  2 小松 佑生(3) 上伊那   4,46.13 
ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ｻｸﾔ 箕輪中 ｺﾏﾂ ﾕｳ 伊那東部中

 3 長田 大和(2) 諏訪   4,57.82  3 富永 陸(2) 飯伊   4,47.10 
ﾅｶﾞﾀ ﾔﾏﾄ 茅野東部中 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｸ 飯田風越高

 4 雨宮 梨玖(3) 諏訪   5,03.27  4 堀田 匠和(2) 上伊那   4,47.98 
ｱﾒﾐﾔ ﾘｸ 茅野北部中 ﾎﾘﾀ ﾀｸﾄ 赤穂中

 5 村瀬 貴哉(2) 諏訪   5,05.33  5 牧田 げんき(2) 上伊那   4,48.66 
ﾑﾗｾ ﾀｶﾔ 岡谷南部中 ﾏｷﾀ ｹﾞﾝｷ 伊那北高

 6 加藤 優弥(3) 飯伊   5,06.07  6 吉江 健哉(2) 上伊那   4,49.15 
ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 飯田高陵中 ﾖｼｴ ｹﾝﾔ 辰野中

 7 矢澤 秀成(1) 上伊那   5,06.24  7 伊藤 健太(1) 諏訪   4,49.27 
ﾔｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 赤穂中 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 下諏訪向陽高

 8 竹内 浩二(2) 諏訪   5,06.65  8 清水 康希(1) 諏訪   4,49.79 
ﾀｹｳﾁ ｺｳｼﾞ 清陵附属中 ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ 茅野東部中

 9 柴 将斗(3) 上伊那   5,06.80  9 岩﨑 貴平(1) 飯伊   4,51.79 
ｼﾊﾞ ﾏｻﾄ 箕輪中 ｲﾜｻｷ ﾀｶﾗ 松川高

10 唐澤 来希(2) 上伊那   5,08.17 10 小木曽 翔太(2) 上伊那   4,53.33 
ｶﾗｻﾜ ﾗｲｷ 辰野中 ｵｷﾞｿ ｼｮｳﾀ 駒ヶ根東中

11 仁平 優太(2) 上伊那   5,21.94 11 林 賢史郎(1) 諏訪   4,54.18 
ﾆﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾀ 駒ヶ根東中 ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾛｳ 諏訪中

12 小平 歩(2) 諏訪   5,33.97 12 伊藤 紅羽(3) 諏訪   4,59.02 
ｺﾀﾞｲﾗ ｱﾕﾑ 岡谷南高 ｲﾄｳ ｸﾚﾊ 長峰中

13 松枝 智也(3) 諏訪   5,45.57 13 松下 晃康(3) 上伊那   5,02.16 
ﾏﾂｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ 清陵附属中 ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾔｽ 箕輪中
金澤 直生(2) 飯伊 長沼 康介(3) 飯伊
ｶﾅｻﾞﾜ ﾅｵ 飯田OIDE長姫高 ﾅｶﾞﾇﾏ ｺｳｽｹ 豊丘中
飯塚 光輔 上伊那 小松 悟一(3) 諏訪
ｲｲﾂﾞｶ ｺｳｽｹ 上伊那郡陸協 ｺﾏﾂ ｺﾞｲﾁ 岡谷北部中
山田 琉弥(2) 諏訪 坂巻 譲太(3) 飯伊
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾔ 岡谷工業高 ｻｶﾏｷ ｼﾞｮｳﾀ 豊丘中
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[ 5組] [ 6組]

 1 福与 真生琉(1) 飯伊   4,25.42  1 高梨 良介 上伊那   4,03.96 
ﾌｸﾖ ﾏｷﾙ 飯田高 ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ

 2 風間 優佑(1) 諏訪   4,25.82  2 椎名 一郎(2) 上伊那   4,07.04 
ｶｻﾞﾏ ﾕｳｽｹ 諏訪二葉高 ｼｲﾅ ｲﾁﾛｳ 伊那北高

 3 岡戸 優虎(2) 諏訪   4,26.27  3 上原 雄大 上伊那   4,09.02 
ｵｶﾄﾞ ﾏｻﾄﾗ 原中 ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ ｻﾝ工業

 4 千葉 恭大(2) 飯伊   4,30.03  4 二見 拓輝(2) 諏訪   4,09.61 
ﾁﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ 飯田高 ﾌﾀﾐ ﾋﾛｷ 諏訪清陵高

 5 野溝 兼佑(2) 上伊那   4,30.33  5 山川 拓馬(1) 上伊那   4,11.28 
ﾉﾐｿﾞ ｹﾝｽｹ 宮田中 ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾏ 上伊那農業高

 6 児玉 光輝(2) 諏訪   4,32.03  6 仁科 利弥 飯伊   4,12.45 
ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ 諏訪二葉高 ﾆｼﾅ ﾄｼﾔ 飯田市陸協

 7 瀧澤 健人(1) 飯伊   4,32.90  7 原 謙二郎 飯伊   4,12.96 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 飯田OIDE長姫高 ﾊﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ 飯田市陸協

 8 鬼頭 陽太(1) 飯伊   4,33.79  8 佐藤 龍我 諏訪   4,14.88 
ｷﾄｳ ﾖｳﾀ 飯田風越高 ｻﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 岡谷市陸協

 9 伊藤 晴希(3) 諏訪   4,35.24  9 宮嶋 宇明(3) 飯伊   4,15.31 
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 岡谷西部中 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 松川高

10 竹村 宏太(1) 諏訪   4,35.26 10 大場 晴仁(1) 上伊那   4,17.45 
ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ 諏訪二葉高 ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾋﾄ 上伊那農業高

11 山本 蒼天(2) 飯伊   4,39.21 11 河西 希隆(2) 上伊那   4,32.98 
ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ 下伊那農業高 ｶｻｲ ｷﾘｭｳ 赤穂高

12 清水 想介(2) 上伊那   4,42.92 12 西村 連太郎(2) 上伊那   5,33.29 
ｼﾐｽﾞ ｿｳｽｹ 伊那弥生ヶ丘高 ﾆｼﾑﾗ ﾚﾝﾀﾛｳ 春富中

13 岩波 響介(2) 上伊那   4,51.77 久保田 祐梨(3) 上伊那
ｲﾜﾅﾐ ｷｮｳｽｹ 伊那弥生ヶ丘高 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾘ 上伊那農業高

14 中村 賢太郎 飯伊   4,53.38 木内 万璃(1) 諏訪
ﾅｶﾑﾗ  ｹﾝﾀﾛｳ 飯田病院 ｷｳﾁ ﾊﾞﾝﾘ 諏訪清陵高

15 宮坂 悠助(1) 諏訪   5,04.24 樋口 正晃 上伊那
ﾐﾔｻｶ ﾕｳｽｹ 諏訪清陵高 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協
赤座 祐介(1) 上伊那 田所 夢太郎(3) 諏訪
ｱｶｻﾞ ﾕｳｽｹ 伊那北高 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ 富士見中
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   1 高梨 良介 上伊那 ﾄｰﾊﾂ     4,03.96   6   1
   2 椎名 一郎(2) 上伊那 伊那北高     4,07.04   6   2
   3 上原 雄大 上伊那 ｻﾝ工業     4,09.02   6   3
   4 二見 拓輝(2) 諏訪 諏訪清陵高     4,09.61   6   4
   5 山川 拓馬(1) 上伊那 上伊那農業高     4,11.28   6   5
   6 仁科 利弥 飯伊 飯田市陸協     4,12.45   6   6
   7 原 謙二郎 飯伊 飯田市陸協     4,12.96   6   7
   8 佐藤 龍我 諏訪 岡谷市陸協     4,14.88   6   8
   9 宮嶋 宇明(3) 飯伊 松川高     4,15.31   6   9
  10 大場 晴仁(1) 上伊那 上伊那農業高     4,17.45   6  10
  11 福与 真生琉(1) 飯伊 飯田高     4,25.42   5   1
  12 風間 優佑(1) 諏訪 諏訪二葉高     4,25.82   5   2
  13 岡戸 優虎(2) 諏訪 原中     4,26.27   5   3
  14 千葉 恭大(2) 飯伊 飯田高     4,30.03   5   4
  15 野溝 兼佑(2) 上伊那 宮田中     4,30.33   5   5
  16 児玉 光輝(2) 諏訪 諏訪二葉高     4,32.03   5   6
  17 瀧澤 健人(1) 飯伊 飯田OIDE長姫高     4,32.90   5   7
  18 河西 希隆(2) 上伊那 赤穂高     4,32.98   6  11
  19 鬼頭 陽太(1) 飯伊 飯田風越高     4,33.79   5   8
  20 伊藤 晴希(3) 諏訪 岡谷西部中     4,35.24   5   9
  21 竹村 宏太(1) 諏訪 諏訪二葉高     4,35.26   5  10
  22 山本 蒼天(2) 飯伊 下伊那農業高     4,39.21   5  11
  23 大峽 謙(1) 飯伊 飯田高     4,40.57   4   1
  24 清水 想介(2) 上伊那 伊那弥生ヶ丘高     4,42.92   5  12
  25 小松 佑生(3) 上伊那 伊那東部中     4,46.13   4   2
  26 富永 陸(2) 飯伊 飯田風越高     4,47.10   4   3
  27 堀田 匠和(2) 上伊那 赤穂中     4,47.98   4   4
  28 牧田 げんき(2) 上伊那 伊那北高     4,48.66   4   5
  29 吉江 健哉(2) 上伊那 辰野中     4,49.15   4   6
  30 伊藤 健太(1) 諏訪 下諏訪向陽高     4,49.27   4   7
  31 清水 康希(1) 諏訪 茅野東部中     4,49.79   4   8
  32 岩波 響介(2) 上伊那 伊那弥生ヶ丘高     4,51.77   5  13
  33 岩﨑 貴平(1) 飯伊 松川高     4,51.79   4   9
  34 窪田 怜真(2) 諏訪 富士見中     4,52.10   3   1
  35 小木曽 翔太(2) 上伊那 駒ヶ根東中     4,53.33   4  10
  36 中村 賢太郎 飯伊 飯田病院     4,53.38   5  14
  37 林 賢史郎(1) 諏訪 諏訪中     4,54.18   4  11
  38 河原田 朔也(3) 上伊那 箕輪中     4,54.88   3   2
  39 富永 琉平(2) 上伊那 中川中     4,55.17   2   1
  40 長田 大和(2) 諏訪 茅野東部中     4,57.82   3   3
  41 伊藤 紅羽(3) 諏訪 長峰中     4,59.02   4  12
  42 松下 晃康(3) 上伊那 箕輪中     5,02.16   4  13
  43 雨宮 梨玖(3) 諏訪 茅野北部中     5,03.27   3   4
  44 宮坂 悠助(1) 諏訪 諏訪清陵高     5,04.24   5  15
  45 村瀬 貴哉(2) 諏訪 岡谷南部中     5,05.33   3   5
  46 加藤 優弥(3) 飯伊 飯田高陵中     5,06.07   3   6
  47 矢澤 秀成(1) 上伊那 赤穂中     5,06.24   3   7
  48 竹内 浩二(2) 諏訪 清陵附属中     5,06.65   3   8
  49 柴 将斗(3) 上伊那 箕輪中     5,06.80   3   9
  50 唐澤 来希(2) 上伊那 辰野中     5,08.17   3  10
  51 鈴木 凰介(2) 上伊那 赤穂中     5,09.99   2   2
  52 小林 竜也(3) 飯伊 飯田高陵中     5,10.54   2   3
  53 福澤 栄暉(2) 上伊那 駒ヶ根東中     5,14.29   2   4
  54 福島 圭亮(1) 飯伊 下伊那松川中     5,14.49   2   5
  55 田村 隼乙(2) 上伊那 春富中     5,14.99   2   6
  56 小野寺 研斗(3) 飯伊 豊丘中     5,15.00   2   7
  57 柴田 凌空(2) 諏訪 諏訪実業高     5,19.87   2   8
  58 平出 光晟(1) 諏訪 富士見中     5,21.10   2   9
  59 小泉 陽貴(3) 諏訪 諏訪西中     5,21.33   1   1
  60 藤本 崚聖(1) 飯伊 緑ヶ丘中     5,21.45   2  10
  61 仁平 優太(2) 上伊那 駒ヶ根東中     5,21.94   3  11
  62 三澤 煌明(2) 諏訪 岡谷西部中     5,24.03   1   2
  63 井内 悠人(1) 上伊那 辰野中     5,27.96   2  11
  64 佐々木 康多(1) 飯伊 下伊那松川中     5,28.08   1   3
  65 熊谷 蓮(1) 飯伊 緑ヶ丘中     5,31.90   1   4
  66 三島 颯斗(1) 上伊那 伊那東部中     5,33.26   1   5
  67 西村 連太郎(2) 上伊那 春富中     5,33.29   6  12
  68 小平 歩(2) 諏訪 岡谷南高     5,33.97   3  12
  69 倉田 晃輔(1) 上伊那 南箕輪中     5,34.21   1   6
  70 大木島 靖和(3) 上伊那 中川中     5,37.43   1   7
  71 六波羅 歩(1) 上伊那 春富中     5,37.87   1   8
  72 澤村 青宙(1) 飯伊 高森中     5,38.68   1   9
  73 小池 成羽(2) 諏訪 諏訪西中     5,44.65   2  12
  74 松枝 智也(3) 諏訪 清陵附属中     5,45.57   3  13
  75 横澤 克弥(1) 上伊那 中川中     5,51.99   1  10
  76 北澤 亮太朗(1) 諏訪 岡谷工業高     5,53.14   2  13
  77 伊藤 陽飛(1) 諏訪 長峰中     6,07.46   1  11

 1337
  623
  886

 1372
 1349
  514
   54
  821
  874

 1309
   26
  133
  346
  501
  685

  778
  952
  820
  157
  451
  641

  570
   95
  460
   30
  507
  123

  705
   85
  598
  878
 1404
 1330

 1361
  744
  885
 1412
  754
  791

   57
  938
  444
  112
  828
 1390

  595
  388
 1311
  958
  738
  394

  862
   34
   75
  400
  348
  119

  433
  856
   68
  554
  115
  627

   58
  538
   79
  864
  976
   74

  306
  798
  530
  108
  107
  626

記録 備考 組 順位
  310
  383

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

男子

1500m



  78 中山 岳和(1) 諏訪 永明中     6,07.50   2  14
  79 守谷 虎太朗(1) 諏訪 諏訪南中     6,07.54   1  12
  80 重野 杏慈(1) 諏訪 岡谷北部中     6,25.81   1  13
  81 小口 凰太(1) 諏訪 岡谷南部中     6,31.54   1  14
  82 三島 琉空(1) 諏訪 岡谷北部中     6,39.49   1  15
  83 豊泉 佑介(1) 諏訪 長峰中     6,45.92   1  16
  84 小林 暖祁(1) 諏訪 岡谷南部中     6,50.20   1  17
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決勝 7月15日  9:25

大会新  (GR )     8,39.31

[ 1組] [ 2組]

 1 千葉 恭大(2) 飯伊  10,09.50  1 松山 克敏 飯伊   9,36.55 
ﾁﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ 飯田高 ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那郡陸協

 2 米山 元章(3) 飯伊  10,20.67  2 北原 裕一 上伊那   9,46.39 
ﾖﾈﾔﾏ ﾏｻｷ 豊丘中 ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｲﾁ ｲｰｽﾀｰｽﾞ

 3 大原 翔輝(2) 上伊那  10,30.74  3 小池 莉希(3) 飯伊   9,47.57 
ｵｵﾊﾗ ﾄｷ 赤穂中 ｺｲｹ ﾘｷ 飯田高陵中

 4 坂巻 譲太(3) 飯伊  10,48.25  4 笠原 武流(2) 諏訪   9,47.59 
ｻｶﾏｷ ｼﾞｮｳﾀ 豊丘中 ｶｻﾊﾗ ﾀｹﾙ 諏訪二葉高

 5 柴田 晴夢(1) 上伊那  10,48.30  5 宮下 泰智(2) 上伊那   9,56.86 
ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾑ 赤穂高 ﾐﾔｼﾀ ﾔｽﾄﾓ 伊那北高

 6 荒井 駿伸(1) 諏訪  10,49.45  6 林 幸史郎(3) 諏訪  10,01.52 
ｱﾗｲ ﾄｼﾉﾌﾞ 諏訪二葉高 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ 諏訪中

 7 中村 元紀(2) 上伊那  10,52.94  7 片桐 蒼太(2) 飯伊  10,03.45 
ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ 赤穂中 ｶﾀｷﾞﾘ ｿｳﾀ 飯田高

 8 宮下 翔弥(2) 諏訪  10,59.15  8 大峽 謙(1) 飯伊  10,06.05 
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳﾔ 諏訪西中 ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ 飯田高

 9 沓掛 珀(2) 諏訪  11,04.26  9 竹内 柊哉(3) 上伊那  10,08.26 
ｸﾂｶｹ ﾊｸ 茅野北部中 ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾔ 宮田中

10 竹内 浩二(2) 諏訪  11,08.38 10 唐澤 陸斗(2) 諏訪  10,08.92 
ﾀｹｳﾁ ｺｳｼﾞ 清陵附属中 ｶﾗｻﾜ ﾘｸﾄ 岡谷工業高

11 渋谷 大和(2) 上伊那  11,13.28 11 小川 聖司(2) 上伊那  10,09.15 
ｼﾌﾞﾔ ﾔﾏﾄ 赤穂中 ｵｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ 箕輪中

12 今井 結斗(2) 諏訪  11,20.93 12 山田 隼輔(2) 飯伊  10,20.85 
ｲﾏｲ ﾕｲﾄ 茅野北部中 ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 高森中

13 富永 陽人(1) 上伊那  11,21.46 13 北原 浩太(3) 上伊那  10,22.92 
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ 中川中 ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀ 春富中

14 吉澤 祐作(2) 上伊那  11,27.85 14 駒澤 信二 飯伊  10,24.76 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ 春富中 ｺﾏｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 飯田市陸協

15 松枝 智也(3) 諏訪  11,31.80 15 岩﨑 貴平(1) 飯伊  10,34.76 
ﾏﾂｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ 清陵附属中 ｲﾜｻｷ ﾀｶﾗ 松川高

16 難波 光輝(2) 諏訪  11,37.21 16 西澤 知(3) 上伊那  10,34.84 
ﾅﾝﾊﾞ ｺｳｷ 清陵附属中 ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ 箕輪中

17 遠山 真矢(2) 上伊那  11,42.73 17 由澤 汐七(1) 諏訪  10,36.31 
ﾄｵﾔﾏ ｼﾝﾔ 中川中 ﾖｼｻﾞﾜ ｾﾅ 諏訪清陵高

18 平澤 航大(2) 上伊那  12,07.94 18 羽生 大起(2) 飯伊  10,38.92 
ﾋﾗｻﾜ ｺｳﾀ 中川中 ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ 飯田高陵中

19 篠田 昊(1) 上伊那  12,11.60 19 宮坂 悠助(1) 諏訪  10,47.27 
ｼﾉﾀﾞ ｺｳ 伊那東部中 ﾐﾔｻｶ ﾕｳｽｹ 諏訪清陵高

20 嵯峨 健介(1) 飯伊  12,41.24 佐々木 陸(3) 上伊那
ｻｶﾞ ｹﾝｽｹ 緑ヶ丘中 ｻｻｷ ﾘｸ 宮田中
小泉 岳(1) 飯伊 伊藤 紅羽(3) 諏訪
ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶｼ 下伊那農業高 ｲﾄｳ ｸﾚﾊ 長峰中
中原 悠理(2) 上伊那
ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾘ 春富中
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17   347

6   139

9  1336

3  1362

21   874

19   880

13  1360

4   491

16   581

1   758

11   757

7   878

22   590

15   809

10   557

14   854

2   588

8   124

20    74

12   127

男子

3000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



[ 3組]

 1 桃澤 大祐 上伊那   8,37.02 
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ ｻﾝ工業

 2 高梨 良介 上伊那   8,39.56 
ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ

 3 仁科 利弥 飯伊   8,53.32 
ﾆｼﾅ ﾄｼﾔ 飯田市陸協

 4 小田切 幹太(3) 上伊那   8,57.23 
ｺﾀｷﾞﾘ ｶﾝﾀ 宮田中

 5 伊藤 洸介 飯伊   8,58.24 
ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 飯田市陸協

 6 田所 夢太郎(3) 諏訪   9,00.74 
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ 富士見中

 7 當銘 岳(2) 諏訪   9,12.17 
ﾄｳﾒ ｶﾞｸ 諏訪清陵高

 8 河合 蓮(3) 飯伊   9,12.89 
ｶﾜｲ ﾚﾝ 山梨学院大

 9 小林 史弥(2) 諏訪   9,13.48 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 東海大諏訪高

10 代田 貴嗣 飯伊   9,18.86 
ｼﾛﾀ ﾀｶﾂｸﾞ 飯田市陸協

11 大蔵 孝典 上伊那   9,21.22 
ｵｵｸﾗ ﾀｶﾉﾘ 上伊那郡陸協

12 松﨑 文哉(3) 諏訪   9,26.78 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 東海大諏訪高

13 宮嶋 宇明(3) 飯伊   9,30.96 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 松川高

14 平澤 宏幸 飯伊   9,45.18 
ﾋﾗｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 飯田市陸協

15 保科 大樹(1) 上伊那   9,47.91 
ﾎｼﾅ ﾀﾞｲｷ 伊那北高

16 出澤 周大(1) 上伊那   9,52.68 
ﾃﾞｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 伊那北高

17 帶川 伊吹(1) 飯伊   9,52.92 
ｵﾋﾞｶﾜ ｲﾌﾞｷ 飯田OIDE長姫高

18 瀧澤 健斗(1) 上伊那   9,55.56 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 上伊那農業高

19 羽川 英一 諏訪   9,58.30 
ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ 茅野市陸協
菅沼 蒼太(1) 上伊那
ｽｶﾞﾇﾏ ｿｳﾀ 上伊那農業高
鈴木 駿平(2) 上伊那
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 上伊那農業高

14   546
欠場

4   727

10   534
欠場

12    70

8   539

2   387

6   377

13    58

1   111

16   519

5   927

7   924

17   109

18   805

20    55

21   105

9   950

19   108

3   415

15   307
大会新

11   310

男子

3000m               

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



   1 桃澤 大祐 上伊那 ｻﾝ工業     8,37.02 大会新   3   1
   2 高梨 良介 上伊那 ﾄｰﾊﾂ     8,39.56   3   2
   3 仁科 利弥 飯伊 飯田市陸協     8,53.32   3   3
   4 小田切 幹太(3) 上伊那 宮田中     8,57.23   3   4
   5 伊藤 洸介 飯伊 飯田市陸協     8,58.24   3   5
   6 田所 夢太郎(3) 諏訪 富士見中     9,00.74   3   6
   7 當銘 岳(2) 諏訪 諏訪清陵高     9,12.17   3   7
   8 河合 蓮(3) 飯伊 山梨学院大     9,12.89   3   8
   9 小林 史弥(2) 諏訪 東海大諏訪高     9,13.48   3   9
  10 代田 貴嗣 飯伊 飯田市陸協     9,18.86   3  10
  11 大蔵 孝典 上伊那 上伊那郡陸協     9,21.22   3  11
  12 松﨑 文哉(3) 諏訪 東海大諏訪高     9,26.78   3  12
  13 宮嶋 宇明(3) 飯伊 松川高     9,30.96   3  13
  14 松山 克敏 飯伊 下伊那郡陸協     9,36.55   2   1
  15 平澤 宏幸 飯伊 飯田市陸協     9,45.18   3  14
  16 北原 裕一 上伊那 ｲｰｽﾀｰｽﾞ     9,46.39   2   2
  17 小池 莉希(3) 飯伊 飯田高陵中     9,47.57   2   3
  18 笠原 武流(2) 諏訪 諏訪二葉高     9,47.59   2   4
  19 保科 大樹(1) 上伊那 伊那北高     9,47.91   3  15
  20 出澤 周大(1) 上伊那 伊那北高     9,52.68   3  16
  21 帶川 伊吹(1) 飯伊 飯田OIDE長姫高     9,52.92   3  17
  22 瀧澤 健斗(1) 上伊那 上伊那農業高     9,55.56   3  18
  23 宮下 泰智(2) 上伊那 伊那北高     9,56.86   2   5
  24 羽川 英一 諏訪 茅野市陸協     9,58.30   3  19
  25 林 幸史郎(3) 諏訪 諏訪中    10,01.52   2   6
  26 片桐 蒼太(2) 飯伊 飯田高    10,03.45   2   7
  27 大峽 謙(1) 飯伊 飯田高    10,06.05   2   8
  28 竹内 柊哉(3) 上伊那 宮田中    10,08.26   2   9
  29 唐澤 陸斗(2) 諏訪 岡谷工業高    10,08.92   2  10
  30 小川 聖司(2) 上伊那 箕輪中    10,09.15   2  11
  31 千葉 恭大(2) 飯伊 飯田高    10,09.50   1   1
  32 米山 元章(3) 飯伊 豊丘中    10,20.67   1   2
  33 山田 隼輔(2) 飯伊 高森中    10,20.85   2  12
  34 北原 浩太(3) 上伊那 春富中    10,22.92   2  13
  35 駒澤 信二 飯伊 飯田市陸協    10,24.76   2  14
  36 大原 翔輝(2) 上伊那 赤穂中    10,30.74   1   3
  37 岩﨑 貴平(1) 飯伊 松川高    10,34.76   2  15
  38 西澤 知(3) 上伊那 箕輪中    10,34.84   2  16
  39 由澤 汐七(1) 諏訪 諏訪清陵高    10,36.31   2  17
  40 羽生 大起(2) 飯伊 飯田高陵中    10,38.92   2  18
  41 宮坂 悠助(1) 諏訪 諏訪清陵高    10,47.27   2  19
  42 坂巻 譲太(3) 飯伊 豊丘中    10,48.25   1   4
  43 柴田 晴夢(1) 上伊那 赤穂高    10,48.30   1   5
  44 荒井 駿伸(1) 諏訪 諏訪二葉高    10,49.45   1   6
  45 中村 元紀(2) 上伊那 赤穂中    10,52.94   1   7
  46 宮下 翔弥(2) 諏訪 諏訪西中    10,59.15   1   8
  47 沓掛 珀(2) 諏訪 茅野北部中    11,04.26   1   9
  48 竹内 浩二(2) 諏訪 清陵附属中    11,08.38   1  10
  49 渋谷 大和(2) 上伊那 赤穂中    11,13.28   1  11
  50 今井 結斗(2) 諏訪 茅野北部中    11,20.93   1  12
  51 富永 陽人(1) 上伊那 中川中    11,21.46   1  13
  52 吉澤 祐作(2) 上伊那 春富中    11,27.85   1  14
  53 松枝 智也(3) 諏訪 清陵附属中    11,31.80   1  15
  54 難波 光輝(2) 諏訪 清陵附属中    11,37.21   1  16
  55 遠山 真矢(2) 上伊那 中川中    11,42.73   1  17
  56 平澤 航大(2) 上伊那 中川中    12,07.94   1  18
  57 篠田 昊(1) 上伊那 伊那東部中    12,11.60   1  19
  58 嵯峨 健介(1) 飯伊 緑ヶ丘中    12,41.24   1  20
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3000m               
タイムレース



決勝 7月15日 11:15

大会新(GR)          15.20

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +0.4

 1 諏訪 玲二(1) 諏訪     17.45  1 逸見 崚輔(2) 上伊那     16.67 
ｽﾜ ﾚｲｼﾞ 岡谷南高 ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ 伊那北高

 2 佐野 修一郎(2) 上伊那     19.34  2 小平 桜雅(2) 諏訪     17.02 
ｻﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 伊那北高 ｺﾀﾞｲﾗ ｵｳｶﾞ 岡谷南高

 3 小口 伸太郎(1) 諏訪     19.80  3 小山 宗一朗(2) 諏訪     17.98 
ｵｸﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 諏訪二葉高 ｺﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 諏訪実業高

 4 鈴木 千紘(1) 諏訪     20.65 宮澤 喬佑(2) 諏訪
ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 諏訪清陵高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 諏訪清陵高
小田切 民朗(1) 上伊那
ｺﾀｷﾞﾘ ﾀﾐｵ 駒ヶ根工業高

   1 逸見 崚輔(2) 上伊那 伊那北高     16.67 (+0.4)   2   1
   2 小平 桜雅(2) 諏訪 岡谷南高     17.02 (+0.4)   2   2
   3 諏訪 玲二(1) 諏訪 岡谷南高     17.45 (+1.1)   1   1
   4 小山 宗一朗(2) 諏訪 諏訪実業高     17.98 (+0.4)   2   3
   5 佐野 修一郎(2) 上伊那 伊那北高     19.34 (+1.1)   1   2
   6 小口 伸太郎(1) 諏訪 諏訪二葉高     19.80 (+1.1)   1   3
   7 鈴木 千紘(1) 諏訪 諏訪清陵高     20.65 (+1.1)   1   4

順位
  369
  684
  687

  804

  779
  374
  857

失格(T8)

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組

6   779

3   792

所属名 記録／備考
5   369

4   684

5   436
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

4   857

2   804

6   687

3   374

男子

110mH(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



決勝 7月15日  8:30

大会新(GR)       22,19.81

 1 矢島 朋幸 諏訪  24,27.44 
ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 唐木 岳大(2) 上伊那  28,00.80 
ｶﾗｷ ﾀｹﾋﾛ 伊那北高

 3 岩田 晃治(2) 諏訪  28,38.54 
ｲﾜﾀ ｺｳｼﾞ 下諏訪向陽高

 4 飯塚 義博 上伊那  30,04.61 
ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾋﾛ 伊那AC
牧島 駿太(2) 上伊那
ﾏｷｼﾏ ｼｭﾝﾀ 伊那北高

5   389
途中棄権

2   311

4   959

1   385

3   726
氏  名 所属名 記録／備考順 No.

男子

5000mW

決勝



予選 7月15日 10:30
決勝 7月15日 14:15

大会新(GR)          42.16

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 上伊那農業高   541 田畑 青透(2)     43.99 q  1   6 伊那北高   379 深谷 朝海(2)     44.24 q

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ﾀﾊﾞﾀ ｱｵﾄ ｲﾅｷﾀｺｳ ﾌｶﾔ ｻﾐ
  544 有賀 匠吾(2)   369 逸見 崚輔(2)

ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ
  533 新谷 佳汰(2)   371 荻原 浩太郎(2)

ｼﾝﾔ ｹｲﾀ ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ
  529 山際 康太郎(2)   370 浦野 快生(2)

ﾔﾏｷﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ
 2   7 飯田OIDE長姫高   69 北原 龍吉(1)     45.70 q  2   7 諏訪実業高   777 原田 恒太朗(3)     45.10 q

ｲｲﾀﾞｵｰｱｲﾃﾞｨｰｲｰｺｳ ｷﾀﾊﾗ ﾀﾂﾖｼ ｽﾜｼﾞﾂｷﾞｮｳｺｳ ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ
   67 大平 雄斗(2)   779 小山 宗一朗(2)

ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ ｺﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ
   62 塩澤 直樹(2)   776 一之瀬 大介(2)

ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ
   65 村澤 和真(2)   775 阿部 勇希(3)

ﾑﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ ｱﾍﾞ ﾕｳｷ
 3   3 高遠高   479 田口 恵斗(2)     46.58  3   4 春富中   489 河村 大和(3)     46.05 

ﾀｶﾄｵｺｳ ﾀｸﾞﾁ ｹｲﾄ ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ｶﾜﾑﾗ ﾔﾏﾄ
  474 今福 海斗(1)   496 酒井 洸一(3)

ｲﾏﾌｸ ｶｲﾄ ｻｶｲ ｺｳｲﾁ
  482 北原 香音(2)   486 荻原 諒太(3)

ｷﾀﾊﾗ ｶﾉﾝ ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ
  471 丸山 怜治(3)   487 下平 真吾(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｼﾞ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼﾝｺﾞ
 4   6 長峰中   887 伊藤 良真(2)     47.45  4   1 岡谷南高   687 諏訪 玲二(1)     46.25 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ ｵｶﾔﾐﾅﾐｺｳ ｽﾜ ﾚｲｼﾞ
  902 増田 光月(3)   683 細川 賢太郎(2)

ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ ﾎｿｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ
  900 西山 陸(3)   690 國井 駿太(2)

ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ ｸﾆｲ ｼｭﾝﾀ
  912 畔上 亮太(3)   684 小平 桜雅(2)

ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾘｮｳﾀ ｺﾀﾞｲﾗ ｵｳｶﾞ
 5   1 伊那中   330 三澤 優太(2)     51.35  5   5 岡谷西部中   628 横山 勇磨(2)     48.58 

ｲﾅﾁｭｳ ﾐｻﾜ ﾕｳﾀ ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾏ
  333 征矢 超(2)   627 伊藤 晴希(3)

ｿﾔ ｺﾕﾙ ｲﾄｳ ﾊﾙｷ
  323 吉澤 梢(3)   641 三澤 煌明(2)

ﾖｼｻﾞﾜ ｼｮｳ ﾐｻﾜ ｺｳﾒｲ
  324 宮下 裕毅(3)   634 丸山 大翔(3)

ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｷ ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ
 6   8 諏訪清陵高   797 渡辺 圭尚(2)     53.64  6   3 富士見中   955 矢沢 佑真(3)     49.00 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳｺｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼｮｳ ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ
  804 鈴木 千紘(1)   948 植松 大志(3)

ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ ｳｴﾏﾂ ﾀｲｼ
  790 宮坂 仁士(1)   939 窪田 翔真(3)

ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ
 1601 佐々 海青(1)   944 小平 悟(3)

ｻｻ ｶｲｾｲ ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄﾙ
 7   4 諏訪南中   831 市川 志音(1)     54.97  7   8 駒ヶ根東中   456 竹村 昌之(1)     53.03 

ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ｲﾁｶﾜ ｼｵﾝ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾕｷ
  837 曽我 佑冶郞(1)   462 北原 快聖(1)

ｿｶﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ｷﾀﾊﾗ ｶｲｾｲ
  838 相馬 未来(1)   459 湯澤 颯(2)

ｿｳﾏ ﾐﾗｲ ﾕｻﾞﾜ ｿｳ
  840 増田 翔太(1)   454 大蔵 優悟(2)

ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｵｵｸﾗ ﾕｳｺﾞ
  2 永明中   608 北原 壱晟(3)   2 高森中    39 安藤 義和(2)

ｴｲﾒｲﾁｭｳ ｷﾀﾊﾗ ｲｯｾｲ 失格 ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼｶｽﾞ 失格
  605 清水 克暉(3) R1(3-4)    49 松村 青悟(2) R1(3-4)

ｼﾐｽﾞ ｶﾂｷ ﾏﾂﾑﾗ ｾｲｺﾞ
  604 成瀬 碧(3)    44 合津 春快(2)

ﾅﾙｾ ｱｵｲ ｺﾞｳｽﾞ ｼｭﾝｶｲ
  602 宮原 有輝(3)    50 松村 草児(2)

ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳｷ ﾏﾂﾑﾗ ｿｳｼﾞ

男子

4x100m

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



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 東海大諏訪   917 遠山 龍之介(2)     43.29 q  1   7 諏訪東理大   993 山口 皓輝(3)     45.67 q

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ﾄｳﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ ｽﾜﾄｳﾘﾀﾞｲ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ
  922 市川 凌大(1)   998 齊藤 功将(2)

ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾏｻ
  920 今井 頼人(1)   994 川村 歩大(1)

ｲﾏｲ ﾗｲﾄ ｶﾜﾑﾗ ｱﾙﾄ
  929 川口 祥延(2)   996 渡邊 嵩一(2)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｲﾁ
 2   3 箕輪中  1414 松澤 健耶(3)     45.47 q  2   2 伊那弥生ヶ丘高  402 太田 一希(2)     45.86 q

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ
 1405 柴 悠翔(3)   403 瀧澤 直希(1)

ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ
 1425 唐澤 悠斗(3)   398 山田 海斗(2)

ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ
 1393 古賀 涼輔(3)   397 三沢 和輝(2)

ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ
 3   6 下諏訪向陽高   967 石山 純雅(1)     45.96  3   8 緑ヶ丘中   142 松下 昇龍(2)     47.83 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｶﾞ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾘｭｳ
  969 村上 椋一(2)   158 牧島 由輝(2)

ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｲﾁ ﾏｷｼﾏ ﾕｷ
  972 林 海斗(1)   144 松澤 孝輝(3)

ﾊﾔｼ ｶｲﾄ ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｷ
  971 畔上 和真(2)   146 西尾 洸希(3)

ｱｾﾞｶﾞﾐ ｶｽﾞﾏ ﾆｼｵ ｺｳｷ
 4   1 赤穂中   571 塩川 大樹(3)     47.16  4   5 岡谷北部中   717 小岩 春輝(2)     50.63 

ｱｶﾎﾁｭｳ ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ ｵｶﾔﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｺｲﾜ ﾊﾙｷ
  580 酒井 隼斗(1)   724 福田 琉衣(2)

ｻｶｲ ﾊﾔﾄ ﾌｸﾀﾞ ﾙｲ
  584 小倉 心和(3)   710 横内 優雨(3)

ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ ﾖｺｳﾁ ﾙｲ
  573 久保田 凱士(3)   719 小松 悟一(3)

ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ ｺﾏﾂ ｺﾞｲﾁ
 5   2 茅野東部中   751 鈴木 創太(3)     48.14  5   6 辰野中  1308 ロペス田中ガブリエ    50.76 

ﾁﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ ﾀﾂﾉ ﾛﾍﾟｽ ﾀﾅｶ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ
  748 矢島 壮野(3)  1324 池田 隆峨(2)

ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ
  739 清水 太揮(2)  1319 松田 竜介(2)

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ
  749 有賀 大地(3)  1314 宮澤 駿也(2)

ｱﾙｶﾞ ﾀﾞｲﾁ ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ
 6   5 飯田高陵中    85 加藤 優弥(3)     48.62   4 箕輪進修高  1386 大森 翔太(1)

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｶﾄｳ ﾕｳﾔ ﾐﾉﾜｼﾝｼｭｳ ｵｵﾓﾘ ｼｮｳﾀ 失格
  103 友竹 歩夢(3)  1385 江部 悠斗(2) R1(1-2)

ﾄﾓﾀｹ ｱﾕﾑ ｴﾍﾞ ﾕｳﾄ   (2-3)
  104 澤柳 翔(3)  1384 鎌倉 柚大(2)

ｻﾜﾔﾅｷﾞ ｼｮｳ ｶﾏｸﾗ ﾕｳﾀ
   91 春原 賢(2)  1383 安江 隆輔(2)

ｽﾉﾊﾗ ｹﾝ ﾔｽｴ ﾘｭｳｽｹ
 7   7 宮田中   433 野溝 兼佑(2)     50.07   3 諏訪西中

ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳ ﾉﾐｿﾞ ｹﾝｽｹ ｽﾜﾆｼﾁｭｳ 欠場
  420 水野 洸之介(2)

ﾐｽﾞﾉ ｺｳﾉｽｹ
  432 保科 陽斗(1)

ﾎｼﾅ ﾊﾙﾄ
  429 中島 温(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙ
  4 茅野北部中

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ 欠場

4x100m
男子



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 DreamAC     2 宮下 晃輔     46.32 

ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰ ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ
    8 中塚 渓滋

ﾅｶﾂｶ ｹｲｼﾞ
    5 浅野 大輔

ｱｻﾉ ﾀﾞｲｽｹ
    1 吉川 涼平

ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ
 2   3 赤穂高   560 小倉 快心(1)     47.04 

ｱｶﾎｺｳ ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ
  567 田中 敦也(1)

ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ
  562 松田 拓巳(1)

ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ
  564 竹内 陽哉(1)

ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ
 3   4 岡谷工業高   617 小林 勇輝(1)     47.40 

ｵｶﾔｺｳｷﾞｮｳｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ
  611 河合 生稀(1)

ｶﾜｲ ｲﾌﾞｷ
  613 岩﨑 遼(1)

ｲﾜｻｷ ﾘｮｳ
  622 尾関 直也(1)

ｵｾﾞｷ ﾅｵﾔ
 4   7 伊那東部中   361 樋口 シンジ(3)     48.86 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾋｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ
  353 赤羽 快(2)

ｱｶﾊﾈ ｶｲ
  359 土屋 颯太(2)

ﾂﾁﾔ ｿｳﾀ
  357 坪木 涼佑(2)

ﾂﾎﾞｷ ﾘｮｳｽｹ
 5   5 中川中  1348 大場 遥斗(3)     49.89 

ﾅｶｶﾞﾜﾁｭｳ ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾄ
 1352 竹澤 士音(1)

ﾀｹｻﾜ ｼｵﾝ
 1351 竹内 智貴(3)

ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ
 1359 桃澤 翼(3)

ﾓﾓｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ
  2 清陵附属中   876 杉井 瑛澄(1)

ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸﾁｭｳ ｽｷﾞｲ ｴｲｽ 失格
  884 傳田 悠人(2) R1(2-3)

ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ
  882 北原 将道(1)

ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾐﾁ
  873 小平 晋太郎(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾝﾀﾛｳ
  6 上諏訪中   990 望月 翔太(3)

ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ 失格
  983 宮坂 匠(3) R1(2-3)

ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ
  987 上條 晄生(3)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳｾｲ
  984 原田 裕哉(3)

ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ

男子

4x100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 上伊那農業高   541 田畑 青透(2)     43.99 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ﾀﾊﾞﾀ ｱｵﾄ
  544 有賀 匠吾(2)

ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ
  533 新谷 佳汰(2)

ｼﾝﾔ ｹｲﾀ
  529 山際 康太郎(2)

ﾔﾏｷﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ
 2   4 伊那北高   379 深谷 朝海(2)     44.69 

ｲﾅｷﾀｺｳ ﾌｶﾔ ｻﾐ
  369 逸見 崚輔(2)

ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ
  371 荻原 浩太郎(2)

ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ
  370 浦野 快生(2)

ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ
 3   5 諏訪実業高   777 原田 恒太朗(3)     44.70 

ｽﾜｼﾞﾂｷﾞｮｳｺｳ ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ
  779 小山 宗一朗(2)

ｺﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ
  776 一之瀬 大介(2)

ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ
  775 阿部 勇希(3)

ｱﾍﾞ ﾕｳｷ
 4   2 伊那弥生ヶ丘高  404 竹越 勇斗(2)     44.96 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾀｹｺﾞｼ ﾕｳﾄ
  403 瀧澤 直希(1)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ
  398 山田 海斗(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ
  397 三沢 和輝(2)

ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ
 5   8 箕輪中  1414 松澤 健耶(3)     45.62 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ
 1405 柴 悠翔(3)

ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ
 1425 唐澤 悠斗(3)

ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ
 1393 古賀 涼輔(3)

ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ
 6   7 諏訪東理大   993 山口 皓輝(3)     45.66 

ｽﾜﾄｳﾘﾀﾞｲ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ
  998 齊藤 功将(2)

ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾏｻ
  994 川村 歩大(1)

ｶﾜﾑﾗ ｱﾙﾄ
  996 渡邊 嵩一(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｲﾁ
 7   1 飯田OIDE長姫高   69 北原 龍吉(1)     45.91 

ｲｲﾀﾞｵｰｱｲﾃﾞｨｰｲｰｺｳ ｷﾀﾊﾗ ﾀﾂﾖｼ
   67 大平 雄斗(2)

ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ
   62 塩澤 直樹(2)

ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ
   65 村澤 和真(2)

ﾑﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ
  3 東海大諏訪   917 遠山 龍之介(2)

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ﾄｳﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 棄権
  922 市川 凌大(1)

ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ
  920 今井 頼人(1)

ｲﾏｲ ﾗｲﾄ
  929 川口 祥延(2)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ

決勝

男子

4x100m



決勝 7月15日 10:00

大会新(GR)           5.11

4m20 4m30
安部 桂史郎(3) 諏訪 - - - - - - - O - O
ｱﾍﾞ ｹｲｼﾛｳ 原中 - XXX
北原 香音(2) 上伊那 - - - - - XXO O O O XXO
ｷﾀﾊﾗ ｶﾉﾝ 高遠高 XXX
伊藤 拓也 上伊那 - - - - - XO XO XXO XXX
ｲﾄｳ ﾀｸﾔ ｻﾝ工業
河手 祥吾(3) 上伊那 - - XO O XXX
ｶﾜﾃ ｼｮｳｺﾞ 高遠高
田口 壱星(3) 諏訪 XXO XO O XXX
ﾀｸﾞﾁ ｲｯｾｲ 原中
友竹 歩夢(3) 飯伊 O O XO XXX
ﾄﾓﾀｹ ｱﾕﾑ 飯田高陵中
山岡 楓生(3) 上伊那 O XO XXX
ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ 箕輪中
日達 羽流(2) 諏訪 O XXX
ﾋﾀﾁ ﾊﾙ 原中
中山 栞汰(2) 上伊那 欠場
ﾅｶﾔﾏ ｶﾝﾀ 伊那東部中
中嶋 慎也 飯伊 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝﾔ 飯田市陸協
有賀 玄太(1) 上伊那 欠場
ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ 高遠高
両角 駿介(3) 諏訪 - - XXX 記録なし
ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ 永明中

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
2m60 2m80 3m40 3m60 3m80 3m90 4m00 4m10

1 11   975  4.10

記録
3m00 3m20

2 9   482  4.10

3 10   305  3.90

4 7   469  3.20

5 4   980  3.00

6 5   103  3.00

7 3  1401  2.80

  484

8 2   981  2.60

1   356

6   610

8   110

12



決勝 (1,2組) 7月15日 13:00

大会新(GR)           7.19

[ 1組]

五味 慎太郎(2) 上伊那   4.94   5.18    5.18 
ｺﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 南箕輪中   -0.1   -0.8    -0.8
三澤 優太(2) 上伊那   4.88   4.71    4.88 
ﾐｻﾜ ﾕｳﾀ 伊那中   +0.9   -0.9    +0.9
五味 駿太(1) 諏訪   4.67   4.70    4.70 
ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ 原中   +1.1   -0.7    -0.7
角田 捷太郎(1) 諏訪   4.67   4.60    4.67 
ﾂﾉﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 諏訪東理大   -1.6   -0.2    -1.6
吉澤 志琉(1) 上伊那   4.64   4.43    4.64 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾘｭｳ 中川中   -0.4   -0.1    -0.4
両角 薙斗(2) 諏訪   4.35   4.63    4.63 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾅｷﾞﾄ 長峰中   +0.7   +0.7    +0.7
松澤 孝輝(3) 飯伊   4.58   4.59    4.59 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｷ 緑ヶ丘中   -0.7   -1.1    -1.1
那須 凜太郎(1) 上伊那    X   4.59    4.59 
ﾅｽ ﾘﾝﾀﾛｳ 箕輪中   +0.1    +0.1
小出 成悟(3) 上伊那    X   4.59    4.59 
ｺｲﾃﾞ ｾｲｺﾞ 駒ヶ根東中   +0.1    +0.1
小松 翔太(3) 諏訪    X   4.58    4.58 
ｺﾏﾂ ｼｮｳﾀ 岡谷西部中   -0.6    -0.6
小口 蒼葉(1) 諏訪   4.56   4.24    4.56 
ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 諏訪西中   +0.3   -0.7    +0.3
伊藤 穂(1) 上伊那   4.49   4.40    4.49 
ｲﾄｳ ﾐﾉﾘ 春富中   +1.3   -0.1    +1.3
北原 将道(1) 諏訪    X   4.47    4.47 
ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾐﾁ 清陵附属中   -0.9    -0.9
青木 健太(1) 上伊那   4.22   4.37    4.37 
ｱｵｷ ｹﾝﾀ 伊那弥生ヶ丘高   +0.5   -0.5    -0.5
市川 志音(1) 諏訪   4.37    -    4.37 
ｲﾁｶﾜ ｼｵﾝ 諏訪南中    0.0     0.0
横山 勇磨(2) 諏訪   4.37    X    4.37 
ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾏ 岡谷西部中   -0.7    -0.7
鈴木 瑛翔(1) 上伊那   4.29   4.26    4.29 
ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ 赤穂中   -0.5   -0.9    -0.5
山中 章太(2) 上伊那   4.26   4.04    4.26 
ﾔﾏﾅｶ ｼｮｳﾀ 宮田中   -0.2   -0.6    -0.2
三村 雅樹(1) 諏訪   4.23   3.88    4.23 
ﾐﾑﾗ ﾏｻｷ 上諏訪中   +0.1   -1.6    +0.1
上山 航汰(2) 上伊那   4.16   3.89    4.16 
ｶﾐﾔﾏ ｺｳﾀ 駒ヶ根東中   +0.4   +0.6    +0.4
曽我 佑冶郞(1) 諏訪    -   4.15    4.15 
ｿｶﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 諏訪南中   -0.7    -0.7
木下 翔(1) 上伊那   4.14    X    4.14 
ｷﾉｼﾀ ｼｮｳ 赤穂中   +0.1    +0.1
城倉 伸紀(1) 上伊那   4.07   3.90    4.07 
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾉﾌﾞｷ 宮田中   -0.2   -1.5    -0.2
西沢 颯馬(2) 諏訪   4.05    -    4.05 
ﾆｼｻﾞﾜ ｿｳﾏ 清陵附属中   -0.5    -0.5
大澤 翔成(1) 上伊那   3.77   4.03    4.03 
ｵｵｻﾜ ｶｲｾｲ 宮田中   +0.2   -1.4    -1.4
原田 琢己(1) 上伊那   4.02   3.29    4.02 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 赤穂中   -0.4   +0.2    -0.4
井口 陽稀(1) 上伊那   3.87   3.89    3.89 
ｲｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 箕輪中   -0.4   -2.0    -2.0
相馬 未来(1) 諏訪    X   3.85    3.85 
ｿｳﾏ ﾐﾗｲ 諏訪南中   +0.2    +0.2
伊藤 優真(1) 上伊那   3.82   3.12    3.82 
ｲﾄｳ ﾕｳﾏ 南箕輪中   -0.4   -0.1    -0.4
小松 歩輝(1) 諏訪   3.81   3.48    3.81 
ｺﾏﾂ ｱﾕｷ 富士見中   +1.5   -1.3    +1.5
後藤 駿弥(1) 飯伊   3.50   3.69    3.69 
ｺﾞﾄｳ ﾄｼﾔ 緑ヶ丘中   +0.2   -1.2    -1.2
塩澤 拓虎(1) 飯伊   3.68   2.24    3.68 
ｼｵｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 緑ヶ丘中   -0.2   -1.5    -0.2
山田 樹暉(2) 諏訪    X   3.56    3.56 
ﾔﾏﾀﾞ ｲﾂｷ 諏訪西中   +0.1    +0.1
小平 寛太(2) 諏訪   3.15   3.55    3.55 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾝﾀ 諏訪西中   +0.4   -2.1    -2.1
宮澤 秦羽(1) 諏訪   3.05   3.49    3.49 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾝﾊ 岡谷西部中   +0.2   -0.7    -0.7
九貫 琉史(1) 飯伊   3.08   3.46    3.46 
ｸﾇｷ ﾘｭｳｼﾞ 飯田高陵中   -1.2   -2.3    -2.3
石田 優牙(1) 諏訪   3.45   3.06    3.45 
ｲｼﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 茅野東部中   +1.1   -1.3    +1.1

37 15   740

35 2   637

36 10    90

33 13   813

34 8   824

31 4   136

32 6   130

29 38  1364

30 7   941

27 14  1389

28 23   838

25 1   427

26 12   577

23 11   419

24 20   877

21 30   837

22 3   597

19 26   985

20 25   447

17 33   599

18 34   412

15 16   831

15 18   628

13 22   882

14 36   401

11 32   815

12 27   485

8 31   443

10 35   642

7 39   144

8 28  1426

5 37  1338

6 24   915

3 29   977

4 41   992

1 40  1370
-5-

2 21   330

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



[ 1組]

井出 充優(1) 諏訪   3.30   3.13    3.30 
ｲﾃﾞ ﾐﾂﾋﾛ 富士見中   +0.6   -2.3    +0.6
椎谷 芳貴(1) 飯伊 欠場
ｼｲﾔ ﾖｼｷ 飯田高陵中
川﨑 寛之(1) 諏訪 欠場
ｶﾜｻｷ ﾋﾛﾕｷ 茅野北部中
中村 允信(3) 上伊那    X    X 記録なし
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 伊那中

19   764

9   336

備考
38 5   936

-5-

17   100

-1- -6- 記録-2- -3- -4-

男子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



[ 2組]

塩澤 昂(2) 飯伊    X   6.15   6.49   6.70   6.66    6.70 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ 飯田高   -0.8   +0.7   -0.2   +0.2    -0.2
小林 蓮(3) 諏訪   6.60   6.43   6.34    X   6.55    6.60 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪二葉高   +0.2   -0.9   +0.3   +1.1    +0.2
下平 真吾(3) 上伊那   6.17   6.03    X   6.33   6.45    6.45 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼﾝｺﾞ 春富中   +1.5   -0.4   +0.3   +0.6    +0.6
椚谷 元(1) 飯伊   6.12   6.04   6.27   6.25    X    6.27 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ 飯田高   +0.2    0.0   +0.4   -0.6    +0.4
宮坂 仁士(1) 諏訪   5.97   5.85   5.86    X   6.08    6.08 
ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 諏訪清陵高    0.0   -0.4   +0.6   +0.8    +0.8
三沢 和輝(2) 上伊那   5.88   5.95    -    -   6.01    6.01 
ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高   -0.2   -1.5   +0.7    +0.7
浦野 快生(2) 上伊那    X   6.01    X    -    -    6.01 
ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ 伊那北高   -0.2    -0.2
岩﨑 遼(1) 諏訪   5.87   5.93   5.88   5.93   5.81    5.93 
ｲﾜｻｷ ﾘｮｳ 岡谷工業高   -0.2   -0.3   +0.6   +0.6   -0.1    -0.3
丸山 怜治(3) 上伊那   3.19   5.78    5.78 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 高遠高   +1.4   -1.1    -1.1
多田井 琢馬(2) 飯伊   5.74   5.43    5.74 
ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ 阿南高   -0.4   -0.7    -0.4
松田 拓巳(1) 上伊那   5.61    X    5.61 
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 赤穂高   +0.3    +0.3
増田 光月(3) 諏訪   5.51   5.58    5.58 
ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ 長峰中   -0.5   -0.9    -0.9
小平 桜雅(2) 諏訪   5.58   5.36    5.58 
ｺﾀﾞｲﾗ ｵｳｶﾞ 岡谷南高   -0.1   -1.4    -0.1
伊東 龍生(2) 上伊那   5.49   5.55    5.55 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 高遠高   +1.3   -1.1    -1.1
塩澤 直樹(2) 飯伊   5.55   5.40    5.55 
ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 飯田OIDE長姫高   +1.9   -1.7    +1.9
矢沢 佑真(3) 諏訪   5.55   5.15    5.55 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 富士見中   +0.1   -1.2    +0.1
工藤 柾斗(2) 諏訪   5.50   5.01    5.50 
ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 岡谷工業高    0.0   -0.5     0.0
井田 葉流(1) 飯伊   5.41   4.89    5.41 
ｲﾀﾞ ﾊﾙ 飯田OIDE長姫高    0.0   -0.5     0.0
酒井 奏楽(2) 上伊那   5.38   5.26    5.38 
ｻｶｲ ｿﾗ 春富中   +0.4   -0.6    +0.4
伊藤 聖覧(3) 上伊那   5.37   5.13    5.37 
ｲﾄｳ ｾｲﾗﾝ 伊那東部中   +0.3   -1.0    +0.3
丸山 輝(1) 諏訪   5.26   5.29    5.29 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 岡谷工業高   -0.3   -1.5    -1.5
桃澤 翼(3) 上伊那   5.28    X    5.28 
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 中川中   -1.1    -1.1
小平 晋太郎(2) 諏訪   5.24   5.07    5.24 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 清陵附属中   +1.3   -1.7    +1.3
??田 陸斗(1) 諏訪   4.96   5.16    5.16 
ﾂﾁﾀﾞ ﾘｸﾄ 下諏訪向陽高   +0.6   -1.0    -1.0
西山 陸(3) 諏訪   5.15   4.92    5.15 
ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ 長峰中   -0.4   -2.5    -0.4
土屋 颯太(2) 上伊那   5.08   5.09    5.09 
ﾂﾁﾔ ｿｳﾀ 伊那東部中   +0.3   -0.1    -0.1
松崎 恭一朗(1) 諏訪   4.82   4.81    4.82 
ﾏﾂｻﾞｷ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 下諏訪向陽高   +0.8   -1.8    +0.8
牧野 楓(3) 飯伊   4.79    X    4.79 
ﾏｷﾉ ｶｴﾃﾞ 飯田高陵中   +0.7    +0.7
加藤 哲也(3) 上伊那   4.77   4.56    4.77 
ｶﾄｳ ﾃﾂﾔ 伊那東部中    0.0   -0.3     0.0
名取 陽(2) 諏訪    X   4.67    4.67 
ﾅﾄﾘ ﾊﾙ 永明中   -0.5    -0.5
武井 海斗(2) 上伊那    X   4.56    4.56 
ﾀｹｲ ｶｲﾄ 南箕輪中   -1.0    -1.0
北原 壱晟(3) 諏訪   4.54   4.45    4.54 
ｷﾀﾊﾗ ｲｯｾｲ 永明中   +0.2   -0.2    +0.2
加藤 大起(2) 上伊那   4.48    X    4.48 
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 伊那弥生ヶ丘高   -0.6    -0.6
深谷 礎(3) 上伊那   4.20    X    4.20 
ﾌｶﾔ ﾓﾄ 駒ヶ根東中   -0.4    -0.4
渡辺 圭尚(2) 諏訪 欠場
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼｮｳ 諏訪清陵高
小林 海(1) 諏訪 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 岡谷南高
赤羽 健一(3) 諏訪 欠場
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 下諏訪向陽高
浅野 大輔 飯伊 欠場
ｱｻﾉ ﾀﾞｲｽｹ DreamAC
倉澤 傑(2) 諏訪    X    X 記録なし
ｸﾗｻﾜ ﾀｶｼ 茅野東部中

1   742

34   968

35     5

21   797

25   686

33 13   393

34 12   450

31 10  1379

32 3   608

29 2   343

30 8   609

27 17   966

28 5   101

25 15   900

26 4   359

23 9   873

24 27   973

21 20   612

22 11  1359

19 26   495

20 14   342

17 37   614

18 7    61

15 18    62

16 24   955

13 23   684

14 19   467

11 28   562

12 22   902

9 32   471

10 39    17

7 40   370

8 30   613

5 36   790

6 16   397

3 31   487

4 29    81

1 38    71
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[ 2組]

安藤 陽人(2) 飯伊    X    X 記録なし
ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 高森中

備考
6    40

-5--1- -6- 記録-2- -3- -4-

男子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 7月15日  9:30

大会新(GR)           2.07

1m90 1m95 2m00 2m08
吉川 涼平 飯伊 - - - - - - - - XO -
ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ DreamAC XO - XXO XXX
林 知彦 上伊那 - - - - - - - - O -
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋｺ eS Design O XO XXX
細川 隼(3) 諏訪 - - - - - O - - O XO
ﾎｿｶﾜ ﾊﾔﾄ 下諏訪向陽高 O XXX
小口 伸太郎(1) 諏訪 - - - - - - - O O O
ｵｸﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 諏訪二葉高 XXX
松井 駿介(2) 諏訪 - - - - - XO O O XO XXX
ﾏﾂｲ ｼｭﾝｽｹ 下諏訪向陽高
池邉 祐季(1) 諏訪 - - - - - - XO XO XXX
ｲｹﾍﾞ ﾕｳｷ 諏訪東理大
小平 遥暉(3) 飯伊 - - - - - - XO /
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ 高森中
竹内 陽哉(1) 上伊那 - O O XO O XO XXO XXX
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 赤穂高
酒井 洸一(3) 上伊那 - - - XO O O XXX
ｻｶｲ ｺｳｲﾁ 春富中
関 幸葉(3) 上伊那 O O XXO XO XO XXX
ｾｷ ｺｳﾖｳ 箕輪中
小牧 大晟(1) 上伊那 - - - O XXO XXX
ｺﾏｷ ﾀｲｾｲ 上伊那農業高
福澤 洸士(1) 上伊那 - - - O XXO XXX
ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｼ 伊那北高
扇田 大雅(1) 上伊那 - O O O XXX
ｵｵｷﾞﾀﾞ ﾀﾀｲｶﾞ 上伊那農業高
伊藤 嶺(2) 上伊那 O O O O XXX
ｲﾄｳ ﾚｲ 南箕輪中
赤羽 快(2) 上伊那 - - O O X- - XX
ｱｶﾊﾈ ｶｲ 伊那東部中
巻渕 来樹(1) 上伊那 - - - O XXX
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾗｲｷ 伊那北高
下村 考輝(2) 上伊那 O O O XO XXX
ｼﾓﾑﾗ ｺｳｷ 宮田中
下平 真人(3) 上伊那 - - - XO XXX
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏｺﾄ 春富中
坪木 涼佑(2) 上伊那 - - XO XO X- - XX
ﾂﾎﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 伊那東部中
宮下 裕毅(3) 上伊那 O O O XXO X- - /
ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｷ 伊那中
中村 伊吹(3) 諏訪 O O O XXO XXX
ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷南部中
髙田 秀治(3) 諏訪 XO O O XXX
ﾀｶﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ 茅野東部中
土屋 颯太(2) 上伊那 - - XO XXX
ﾂﾁﾔ ｿｳﾀ 伊那東部中
矢﨑 灯夜(1) 諏訪 O O XXX
ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ 諏訪清陵高
河村 大和(3) 上伊那 - O XXX
ｶﾜﾑﾗ ﾔﾏﾄ 春富中
熊谷 知樹(3) 上伊那 XO XO XXX
ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ 赤穂中
宮坂 志一(2) 諏訪 欠場
ﾐﾔｻｶ ｼﾝｲﾁ 岡谷東部中
赤羽 健一(3) 諏訪 欠場
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 下諏訪向陽高
安藤 義和(2) 飯伊 XXX 記録なし
ｱﾝﾄﾞｳ ﾖｼｶｽﾞ 高森中
三澤 隼人(1) 諏訪 XXX 記録なし
ﾐｻﾜ ﾊﾔﾄ 岡谷西部中

2   640

29   968

1    39

26 7   575  1.45

16   663

24 4   802  1.45

24 18   489  1.45

22 3   753  1.50

23 10   359  1.50

20 5   324  1.55

20 12   707  1.55

17 21   488  1.55

19 14   357  1.55

13 19   372  1.55

17 8   408  1.55

13 11  1365  1.55

13 13   353  1.55

11 20   386  1.60

13 6   536  1.55

10 9  1392  1.60

11 15   531  1.60

8 17   564  1.70

9 23   496  1.65

6 26   995  1.75

7 22    47  1.70

4 28   857  1.85

5 25   965  1.80

2 30   303  1.95

3 27   962  1.90

1 24     1  2.00

記録
1m50 1m55

備考
1m40 1m45 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 1m85

男子

走高跳
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決勝 7月15日 11:30

大会新(GR)          12.92

遠藤 邦彦 飯伊
ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾋｺ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
中島 公徳 上伊那
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
本多 俊平 飯伊
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
小林 和夫 上伊那
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 上伊那郡陸協
小池 功一郎 上伊那
ｺｲｹ ｺｳｲﾁﾛｳ 上伊那郡陸協
福島 健一 上伊那
ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ

決勝 7月15日 11:30

大会新(GR)          12.82

永田 智哉(2) 諏訪
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 諏訪二葉高
原田 将希(3) 諏訪
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｷ 諏訪実業高
向山 星来(3) 上伊那
ﾑｶｲﾔﾏ ｾｲﾗｲ 高遠高
後藤 玲央(1) 上伊那
ｺﾞﾄｳ ﾚｵ 高遠高
下平 朱莉(1) 上伊那
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｭﾘ 高遠高
土屋 拓哉(1) 飯伊
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾔ 阿南高
中村 紘大(1) 諏訪
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 岡谷工業高
片倉 広喜(1) 諏訪
ｶﾀｸﾗ ﾋﾛｷ 岡谷東高
西野 瑛修(1) 上伊那
ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ 駒ヶ根工業高
中山 友陽(1) 上伊那
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾊﾙ 赤穂高
今井 史弥(1) 諏訪
ｲﾏｲ ﾌﾐﾔ 岡谷工業高

  5.54 

  6.41 

11 1   615  5.54  4.90  5.22

  7.18 

10 2   565  6.41  5.99  6.39

 7.64   X  8.01   8.71 

9 3   437  6.66  7.12  7.18

 8.34  8.77  8.62   8.89 

8 6   657  8.71   X  7.49

 8.67  9.34  9.16   9.34 

7 8   620  8.89  8.49  8.34

 9.02  9.16  9.62   9.62 

6 4    18  9.12  9.30  8.73

 9.12   X   X   9.84 

5 7   468  9.31  9.54  8.19

  X   X  9.82   9.89 

4 9   472  9.84  9.30  9.31

 9.51  9.62  9.70  10.00 

3 5   473  9.89   X   X

  X 12.01 12.30  12.53 

2 11   999  9.06 10.00  9.82

1 10   850 12.53 12.29 12.39

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

高校砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

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 6    10 10.77   X 10.57   X 10.71 10.87  10.87 

2 5   308  8.76   X   X  8.90  8.77  9.25   9.25 

3 4    12  9.01   X   X  7.24   X   X   9.01 

4 3   518   X  8.14  8.08  8.35   X   -   8.35 

5 1   516  7.23   X  7.70

6 2   309  6.99  7.08   X   7.08   X   X   -

  X   X  7.74   7.74 



決勝 7月15日  9:00

大会新(GR)          40.02

友田 利男 飯伊
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那郡陸協
遠藤 邦彦 飯伊
ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾋｺ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
三村 瑞樹 上伊那
ﾐﾑﾗ ﾐｽﾞｷ eS Design
本多 俊平 飯伊
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
小林 和夫 上伊那
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 上伊那郡陸協
中島 公徳 上伊那
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
吉冨 和弥 上伊那
ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ eS Design
池田 圭吾 飯伊
ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ DreamAC
竹内 一弘 飯伊 欠場
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ DreamAC

決勝 7月15日  9:00

大会新(GR)          41.66

永田 智哉(2) 諏訪
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 諏訪二葉高
白鳥 和弥(2) 上伊那
ｼﾛﾄﾘ ｶｽﾞﾔ 高遠高
平澤 賢也(2) 上伊那
ﾋﾗｻﾜ ｹﾝﾔ 高遠高
土屋 拓哉(1) 飯伊
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾔ 阿南高
中村 仁(1) 上伊那
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ 上伊那農業高
下平 朱莉(1) 上伊那
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｭﾘ 高遠高
西郷 鴻次朗(2) 諏訪
ｻｲｺﾞｳ ｺｳｼﾞﾛｳ 岡谷工業高
中山 友陽(1) 上伊那
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾊﾙ 赤穂高
中村 紘大(1) 諏訪
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 岡谷工業高
安田 真拓(1) 上伊那
ﾔｽﾀﾞ ﾏﾋﾛ 赤穂高
市瀬 裕馬(3) 飯伊 欠場
ｲﾁﾉｾ ﾕｳﾏ 阿南高

 12.72 

9    16

 13.87 

10 3   549   X 12.72   O

  O   O   X  19.25 

9 2   620 13.87   O   O

  O   O   O  22.77 

8 1   565 19.25   O   O

  O   O   O  23.71 

7 4   618   O   O 22.77

24.38   O   O  24.38 

6 5   468 23.71   O   O

  X 24.65   X  24.65 

5 6   540   X   O   X

  X   O   X  25.30 

4 7    18   O   O   X

  X   X   X  28.68 

3 10   481   O   X 25.30

  X   X 29.81  29.81 

2 8   480 28.68   X   X

1 11   850   O   X   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

高校円盤投(1.750kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

男子

円盤投(2.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 5    21   O   O   X 30.03   X   -  30.03 

2 8    10 28.63   X   O   O   O   X  28.63 

3 9   302   O   O   O   X 28.44   O  28.44 

4 6    12   O   O   O   O   X 27.09  27.09 

5 7   518   X 25.68   O   X   X   X  25.68 

6 4   308   O   X 23.59   X   X   O  23.59 

7 2   301   O   O 21.87   X   O   O  21.87 

8 3     6   O   O   O

1     7

  X   O 20.56  20.56 



決勝 7月15日 14:30

大会新(GR)          60.37

平澤 賢也(2) 上伊那
ﾋﾗｻﾜ ｹﾝﾔ 高遠高
畔上 和真(2) 諏訪
ｱｾﾞｶﾞﾐ ｶｽﾞﾏ 下諏訪向陽高
後藤 玲央(1) 上伊那
ｺﾞﾄｳ ﾚｵ 高遠高
本島 琉輝斗(2) 飯伊
ﾓﾄｼﾞﾏ ﾙｷﾄ 松川高
安田 真拓(1) 上伊那
ﾔｽﾀﾞ ﾏﾋﾛ 赤穂高
相川 隆太郎(2) 上伊那
ｱｲｶﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 上伊那農業高
小牧 大晟(1) 上伊那
ｺﾏｷ ﾀｲｾｲ 上伊那農業高
向山 星来(3) 上伊那
ﾑｶｲﾔﾏ ｾｲﾗｲ 高遠高
林 海斗(1) 諏訪
ﾊﾔｼ ｶｲﾄ 下諏訪向陽高
中村 仁(1) 上伊那
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ 上伊那農業高
福澤 洸士(1) 上伊那
ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｼ 伊那北高
今井 史弥(1) 諏訪
ｲﾏｲ ﾌﾐﾔ 岡谷工業高

男子

やり投(800g)

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 12   481 48.40   O   O   O   O   O  48.40 

2 11   971   X 41.55   O   O   O   O  41.55 

3 6   472   O 40.51   O   O   O   O  40.51 

4 10    60   O 38.12   O   O   O   O  38.12 

5 3   549   O 37.76   O   O   O   O  37.76 

6 9   537   X   X   O   O 36.71   O  36.71 

7 7   531   O 36.54   O   O   O   O  36.54 

8 8   473 33.70   X   O   X   O   O  33.70 

9 5   972 32.26   X   O  32.26 

10 4   540   O 27.83   O  27.83 

11 2   386   O 24.81   O

12 1   615   O   X 15.04  15.04 

 24.81 



決勝 7月15日 16:50

大会新(GR)        3,18.61

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 諏訪   917 遠山 龍之介(2)   3,36.28 

ｽﾜ ﾄｳﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ
  925 小林 舞香(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｲｶ
  931 中原 希空(1)

ﾅｶﾊﾗ ﾉｱ
  799 二見 優輝(2)

ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ
 2   4 飯伊    78 藤本 遥(2)   3,38.27 

ﾊﾝｲ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｶ
   13 近藤 雅哉

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
   59 田中 里歩(2)

ﾀﾅｶ ﾘﾎ
   56 橋爪 孔明(2)

ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ
 3   3 上伊那   369 逸見 崚輔(2)   3,38.77 

ｶﾐｲﾅ ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ
  545 林 千尋(3)

ﾊﾔｼ ﾁﾋﾛ
  523 加藤 こころ(3)

ｶﾄｳ ｺｺﾛ
  532 小濱 律(3)

ｺﾊﾏ ﾘﾂ

混合三郡対抗

4x400m

決勝
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