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種目 決勝・予選 選手名 所属 記録 従来の記録
招待男子400ｍ 落合 華七斗 堀金中3 49.54 49.92

種目 決勝・予選 選手名 所属 記録 従来の記録
男子400ｍ 決勝 二見　優輝 諏訪清陵高2 49.04 49.43
男子5000ｍ 決勝 牛山　純一 ｼﾃｨｰﾗﾝﾅｰ 14,53.31 14,57.12

男子4×100ｍ 決勝 東海大諏訪

河野 統徳
遠山 龍之介
川口 祥延
市川 凌大

43.08 43.70

中学男子棒高跳 決勝 安部 桂史郎 原中3 4ｍ20 4ｍ10
男子砲丸投(6.000kg) 決勝 永田　智哉 諏訪二葉高2 11ｍ98 11ｍ49

決勝 中村　空夏 諏訪南中3 26.21
予選 中村　空夏 諏訪南中3 26.40
決勝 藤森　七海 諏訪西中3 26.80
予選 藤森　七海 諏訪西中3 27.09

女子800ｍ 決勝 小林　舞香 東海大諏訪高2 2,15.98 2,22.5
女子棒高跳 決勝 小林　由衣 下諏訪向陽高2 3ｍ30 3ｍ10

中学女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 決勝 中村　杏 茅野北部中2
38ｍ57

（諏訪新）
32ｍ95

◆気象状況
時刻 天候 風向 風速（m/sec.） 気温(℃) 湿度(%)
8:45 曇り 南西    0.4    23.0  69.0
9:00 曇り 北西    0.1    23.0  69.0
10:00 曇り 西北西    0.9    24.0  66.8
11:00 曇り 北西    0.5    25.0  65.0
12:00 曇り    0.0    25.6  63.8
13:00 曇り 南南西    0.4    26.4  60.9
14:00 曇り 北北西    0.8    26.9  58.2
15:00 曇り    0.0    26.3  59.6

県中学新記録一覧

大会新記録一覧

女子200ｍ 27.15
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第70回記念諏訪地方陸上競技選手権大会 記録主任 矢沢翔吾

主催　諏訪地方市町村教育委員会連絡協議会　ほか ﾄﾗｯｸ審判長 小口眞喜也
主管　諏訪陸上競技協会 跳躍審判長 森安夫
【開催日】 2019年　9月　1日　（日） 投てき審判長 森安夫

【主催団体】 諏訪陸協 決勝記録一覧表
(GR:大会新,CR:県中学新) 男  子 【競技場】茅野市運動公園陸上競技場

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

 9/ 1 男子  -0.8 遠山 龍之介(2) 11.33 村上 椋一(2) 11.47 齊藤 功将(2) 11.56 山口大輝(2) 11.61 川口 祥延(2) 11.62 加賀見 一輝 11.65 小平 桜雅(2) 11.75 市川 凌大(1) 14.53
100m 東海大諏訪 下諏訪向陽 諏訪東理大 諏訪二葉高 東海大諏訪 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 岡谷南高 東海大諏訪

 9/ 1  +1.4 河野 統徳(1) 22.80 村上 椋一(2) 23.11 加賀見 一輝 23.20 山口大輝(2) 23.58 岡田 遥人(1) 24.03 諏訪 玲二(1) 24.28 矢澤 恵一 24.59
200m 東海大諏訪 下諏訪向陽 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 諏訪二葉高 松本国際高 岡谷南高 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

 9/ 1 二見 優輝(2) 49.04 松本 直大(3) 50.84 岩波克飛(1) 54.04 宮澤 喬佑(2) 54.55 細川 賢太郎(2) 54.82 伊藤 健太(1) 56.24 伊藤 蒼眞(1) 56.39 林 海斗(1) 56.65
400m 諏訪清陵高 GR 東海大諏訪 諏訪二葉高 諏訪清陵高 岡谷南高 下諏訪向陽 諏訪清陵高 下諏訪向陽

 9/ 1 吉岡 伶(1) 2:04.70 風間優佑(1) 2:05.37 鷲見 隼翔(2) 2:05.57 竹村宏太(1) 2:10.06 鈴木陽人(1) 2:10.13 伊藤 健太(1) 2:11.51 荒井駿伸(1) 2:15.09 福山 蒼太(1) 2:30.63
800m 諏訪清陵高 諏訪二葉高 東海大諏訪 諏訪二葉高 諏訪二葉高 下諏訪向陽 諏訪二葉高 岡谷東高

 9/ 1 牛山 純一 4:06.08 二見 拓輝(2) 4:08.75 松﨑 文哉(3) 4:19.17 西澤  洋務 4:19.88 風間優佑(1) 4:24.58 小林 史弥(2) 4:28.22 木内 万璃(1) 4:28.82 鈴木陽人(1) 4:29.16
1500m ｼﾃｨｰﾗﾝﾅｰ 諏訪清陵高 長  野･東海大諏訪 茅野市陸協 諏訪二葉高 東海大諏訪 諏訪清陵高 諏訪二葉高

 9/ 1 牛山 純一 14:53.31 小林 季生 16:01.23 二見 拓輝(2) 16:15.02 田畑 幸司 16:19.40 當銘 岳(2) 16:36.98 羽川 英一 16:57.61 渋谷 学 17:22.35 児玉光輝(2) 17:42.69
5000m ｼﾃｨｰﾗﾝﾅｰ GR ｼﾃｨｰﾗﾝﾅｰ 諏訪清陵高 岡谷市陸協 諏訪清陵高 茅野市陸協 下諏訪町体協 諏訪二葉高

 9/ 1  +0.1 諏訪 玲二(1) 17.00 鈴木 千紘(1) 18.38 矢﨑 灯夜(1) 20.18
110mH(1.067m) 岡谷南高 諏訪清陵高 諏訪清陵高

 9/ 1 小口伸太郎(1) 1.83 松井 駿介(2) 1.83 野中 大地(1) 1.50
走高跳 諏訪二葉高 下諏訪向陽 岡谷南高

 9/ 1 両角 優介 2.70
棒高跳 茅野市陸協

 9/ 1 金子 司 6.18(0.0) 宮坂 仁士(1) 6.05(+0.3) 松井 駿介(2) 5.80(-0.6) 渡辺 圭尚(2) 5.52(-0.2) 小林 海(1) 5.38(-0.4) 野中 大地(1) 5.28(-0.8) 松崎 恭一朗(1) 5.23(+1.0) 矢﨑 灯夜(1) 4.86(+0.1)
走幅跳 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 諏訪清陵高 下諏訪向陽 諏訪清陵高 岡谷南高 岡谷南高 下諏訪向陽 諏訪清陵高

 9/ 1 金子 司 14.13(+0.4) 小口伸太郎(1) 12.06(-0.1)
三段跳 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 諏訪二葉高

 9/ 1 峯村 修平 8.13 両角 優介 5.67

砲丸投(7.260kg) 諏訪市陸協 茅野市陸協
 9/ 1 永田智哉(2) 11.98 片倉 広喜(1) 8.48

砲丸投(6.000kg) 諏訪二葉高 GR 岡谷東高
 9/ 1 田中 米人 15.74

円盤投(2.000kg) 茅野市陸協
 9/ 1 永田智哉(2) 29.74 片倉 広喜(1) 21.18

円盤投(1.750kg) 諏訪二葉高 岡谷東高
 9/ 1 畔上 和真(2) 40.25

やり投(800g) 下諏訪向陽
 9/ 1 東海大諏訪       43.08 下諏訪向陽       45.76 諏訪清陵高       45.85 諏訪二葉高       46.84

4×100m 河野 統徳(1) GR 石山 純雅(1) 宮坂 仁士(1) 永田智哉(2)
遠山 龍之介(2) 村上 椋一(2) 鈴木 千紘(1) 山口大輝(2)
川口 祥延(2) 林 海斗(1) 渡辺 圭尚(2) 岩波克飛(1)
市川 凌大(1) 畔上 和真(2) 宮澤 喬佑(2) 小口伸太郎(1)

 9/ 1 中学男子  +0.2 漆戸 柊哉(3) 11.56 増田 光月(3) 11.67 名取 勇人(3) 11.88 臼井 伶(2) 11.98 丸山 大翔(3) 11.99 窪田 翔真(3) 12.39 川﨑 友徳(3) 12.44 有賀 大地(3) 12.55
100m 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 長峰中 富士見中 諏訪 岡谷西部中 富士見中 茅野北部中 茅野東部中

 9/ 1 矢島 武流(3) 53.44 漆戸 柊哉(3) 55.12 丸山 大翔(3) 55.41 傳田 悠人(2) 56.67 芳澤 大樹(3) 58.48 清水 太揮(2) 59.98 難波 光輝(2) 1:01.82 小口 蒼葉(1) 1:01.86
400m 清陵附属中 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 岡谷西部中 清陵附属中 清陵附属中 茅野東部中 清陵附属中 諏訪西中

 9/ 1 伊藤 晴希(3) 2:09.19 中澤 京聖(2) 2:09.82 真道 叶羽(2) 2:12.85 前田 翔太(2) 2:14.13 小松 裕昭(2) 2:31.55 小池 悠日(1) 2:33.63 中島 健太(1) 2:36.05 藤森 光(2) 2:36.59
800m 岡谷西部中 永明中 茅野東部中 茅野北部中 諏訪西中 永明中 岡谷西部中 諏訪西中

 9/ 1 伊藤 晴希(3) 4:28.81 岡戸 優虎(2) 4:29.03 中澤 京聖(2) 4:31.12 馬場 直喜(3) 4:34.36 清水 康希(1) 4:40.87 藤森 大和(1) 4:43.93 宮下 翔弥(2) 4:48.74 村瀬 貴哉(2) 4:56.06
1500m 岡谷西部中 原中 永明中 富士見中 茅野東部中 諏訪南中 諏訪西中 岡谷南部中

 9/ 1 遠藤 優裕(2) 9:37.13 岡戸 優虎(2) 9:42.59 鈴木 創太(3) 9:54.46 馬場 直喜(3) 10:06.19 林 幸史郎(3) 10:10.37 沓掛 珀(2) 10:44.30 長田 大和(2) 10:45.44 松枝 智也(3) 10:52.04
3000m 信大附属松本中 原中 茅野東部中 富士見中 諏訪 茅野北部中 茅野東部中 清陵附属中

 9/ 1  +1.0 遠藤 颯(2) 18.23 梨子田 壮輝(2) 19.17 牛山 渉(2) 19.36 伊藤 良真(2) 19.41 尾台 浩都(2) 20.48 濵 璃音(2) 21.26 宮澤 宇宙(2) 34.04
110mH(0.914m) 上諏訪中 永明中 永明中 長峰中 永明中 原中 茅野北部中

 9/ 1 宮坂 志一(2) 1.65 正木 陽太(2) 1.30 三澤 隼人(1) 1.20 山田 光太朗(1) 1.15
走高跳 岡谷東部中 原中 岡谷西部中 岡谷東部中



第70回記念諏訪地方陸上競技選手権大会 記録主任 矢沢翔吾

主催　諏訪地方市町村教育委員会連絡協議会　ほか ﾄﾗｯｸ審判長 小口眞喜也
主管　諏訪陸上競技協会 跳躍審判長 森安夫
【開催日】 2019年　9月　1日　（日） 投てき審判長 森安夫

【主催団体】 諏訪陸協 決勝記録一覧表
(GR:大会新,CR:県中学新) 男  子 【競技場】茅野市運動公園陸上競技場

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

 9/ 1 安部 桂史郎(3) 4.20 両角 駿介(3) 3.20 日達 羽流(2) 2.60 五味 駿太(1) 2.50 奧 大地(2) 2.50
棒高跳 原中 GR 永明中 原中 原中 原中

 9/ 1 矢沢 佑真(3) 5.45(+0.6) 西山 陸(3) 5.18(+0.3) 小平 晋太郎(2) 5.07(+0.2) 川﨑 友徳(3) 4.89(+0.5) 市川 志音(1) 4.72(-0.2) 五味 駿太(1) 4.64(+0.4) 大江 瑛斗(2) 4.60(-0.4) 三村 雅樹(1) 4.40(+0.6)
走幅跳 富士見中 長峰中 清陵附属中 茅野北部中 諏訪南中 原中 茅野北部中 上諏訪中

 9/ 1 藤森 寿馬(2) 8.98 國枝 虎之介(2) 7.58 石田 優牙(1) 7.15 正木 陽太(2) 6.85 松原 咲希(1) 5.77 市川 志音(1) 5.72 金子 龍太(2) 5.41 牛山 大輝(1) 5.00

砲丸投(5.000kg) 長峰中 岡谷東部中 茅野東部中 原中 岡谷東部中 諏訪南中 茅野北部中 茅野東部中
 9/ 1 両角 駿介(3) 22.39

円盤投(1.500kg) 永明中
 9/ 1 藤森 寿馬(2) 45.55 小平 大翔(1) 32.27 石田 優牙(1) 26.76

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 長峰中 長峰中 茅野東部中
 9/ 1 富士見中       46.94 諏訪西中       49.81 岡谷西部中       50.54 清陵附属中       51.03 永明中       51.16 茅野北部中       51.54 茅野東部中       53.03 諏訪南中       54.18

4×100m 矢沢 佑真(3) 金子 和優(2) 横山 勇磨(2) 杉井 瑛澄(1) 名取 陽(2) 中村 光(2) 石田 優牙(1) 市川 志音(1)
名取 勇人(3) 小松 裕昭(2) 上田 隼(1) 小平 晋太郎(2) 牛山 渉(2) 山田 龍(2) 清水 太揮(2) 相馬 未来(1)
窪田 翔真(3) 小池 成羽(2) 三澤 隼人(1) 西沢 颯馬(2) 尾台 浩都(2) 多田 夏音(1) 倉澤 傑(2) 増田 翔太(1)
小平 悟(3) 宮下 和秀(2) 三澤 煌明(2) 傳田 悠人(2) 梨子田 壮輝(2) 清水 雅矢(2) 真道 叶羽(2) 曽我 佑冶郞(1)

 9/ 1 招待男子  +0.4 落合 華七斗(3) 22.18
200m 堀金中

 9/ 1 落合 華七斗(3) 49.54 安坂 丈瑠(3) 49.95 小坂 悠太(3) 51.79 丸山  祥太(3) 51.94 輪湖 颯(3) 52.47
400m 堀金中 CR 開成中 仁科台中 北安松川中 梓川中

 9/ 1 高田 幸之介(3) 1.92
走高跳 松本県ヶ丘

 9/ 1 重田 篤希(3) 4.10 中谷 息吹(3) 3.80 東本 遥大(2) 2.50
棒高跳 山辺中 三郷中 三郷中

 9/ 1 田近 資武(3) 12.07

砲丸投(5.000kg) 王滝中
 9/ 1 田近 資武(3) 29.34

円盤投(1.500kg) 王滝中
 9/ 1 開成中       45.46

4×100m 青島 竜輝斗(3)
安坂 丈瑠(3)
合葉 太飛(3)
市川 圭斗(3)



予選 9月1日 11:10
決勝 9月1日 13:55

大会記録(GR)                    10.80 

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 -0.8

 1 遠山 龍之介(2)     11.40 Q  1 村上 椋一(2)     11.43 Q
ﾄｳﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 東海大諏訪 ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｲﾁ 下諏訪向陽

 2 齊藤 功将(2)     11.61 Q  2 市川 凌大(1)     11.63 Q
ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾏｻ 諏訪東理大 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ 東海大諏訪

 3 岩波克飛(1)     12.11  3 岡田 遥人(1)     11.85 
ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 諏訪二葉高 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 松本国際高

 4 石山 純雅(1)     12.26  4 宮坂 仁士(1)     12.19 
ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｶﾞ 下諏訪向陽 ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 諏訪清陵高

 5 小林 海(1)     12.26  5 國井 駿太(2)     12.34 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 岡谷南高 ｸﾆｲ ｼｭﾝﾀ 岡谷南高

 6 黒野 真也(1)     12.44  6 畔上 和真(2)     12.50 
ｸﾛﾉ ｼﾝﾔ 下諏訪向陽 ｱｾﾞｶﾞﾐ ｶｽﾞﾏ 下諏訪向陽

 7 峯村 修平     12.95  7 角田 捷太郎(1)     12.93 
ﾐﾈﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 諏訪市陸協 ﾂﾉﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 諏訪東理大

  渡辺 圭尚(2)        ??田 陸斗(1)      
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼｮｳ 諏訪清陵高 ﾂﾁﾀﾞ ﾘｸﾄ 下諏訪向陽

  上條 将吾      
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺﾞ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

[ 3組] 風速 -0.6

 1 加賀見 一輝     11.57 Q
ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 川口 祥延(2)     11.69 Q
ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ 東海大諏訪

 3 山口大輝(2)     11.69 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 諏訪二葉高

 4 小平 桜雅(2)     11.82 
ｺﾀﾞｲﾗ ｵｳｶﾞ 岡谷南高

 5 鈴木 千紘(1)     12.02 
ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 諏訪清陵高

 6 矢澤 恵一     12.23 
ﾔｻﾞﾜｹｲｲﾁ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

 7 林 海斗(1)     12.55 
ﾊﾔｼ ｶｲﾄ 下諏訪向陽

 8 松崎 恭一朗(1)     12.64 
ﾏﾂｻﾞｷｷｮｳｲﾁﾛｳ 下諏訪向陽

風速 -0.8

 1 遠山 龍之介(2)     11.33 
ﾄｳﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 東海大諏訪

 2 村上 椋一(2)     11.47 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｲﾁ 下諏訪向陽

 3 齊藤 功将(2)     11.56 
ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾏｻ 諏訪東理大

 4 山口大輝(2)     11.61 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 諏訪二葉高

 5 川口 祥延(2)     11.62 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ 東海大諏訪

 6 加賀見 一輝     11.65 
ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 7 小平 桜雅(2)     11.75 
ｺﾀﾞｲﾗ ｵｳｶﾞ 岡谷南高

 8 市川 凌大(1)     14.53 
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ 東海大諏訪
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予選 9月1日 11:50
決勝 9月1日 13:40

大会記録(GR)                    11.29 

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 +0.4

 1 有賀 大地(3)     12.45 q  1 名取 勇人(3)     11.98 q
ｱﾙｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 茅野東部中 ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 富士見中

 2 小平 悟(3)     12.58  2 小松 裕昭(2)     12.92 
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄﾙ 富士見中 ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 諏訪西中

 3 小池 成羽(2)     13.43  3 横山 勇磨(2)     13.01 
ｺｲｹ ﾅﾙﾊ 諏訪西中 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾏ 岡谷西部中

 4 清水 雅矢(2)     13.53  4 遠藤 颯(2)     13.34 
ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾔ 茅野北部中 ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ 上諏訪中

 5 伊藤 紅羽(3)     13.83  5 相馬 未来(1)     13.72 
ｲﾄｳ ｸﾚﾊ 長峰中 ｿｳﾏ ﾐﾗｲ 諏訪南中

 6 曽我 佑冶郞(1)     14.05  6 市川 蓮也(2)     13.85 
ｿｶﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 諏訪南中 ｲﾁｶﾜ ﾚﾝﾔ 長峰中

 7 雨宮 右京(1)     14.11  7 清水 康希(1)     14.76 
ｱﾒﾐﾔ ｳｷｮｳ 上諏訪中 ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ 茅野東部中

 8 中尾 遥都(2)     14.14  8 山田 光太朗(1)     15.94 
ﾅｶｵ ﾊﾙﾄ 岡谷北部中 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 岡谷東部中

 9 梅津 創成(2)     16.46   折井 誠一郎(1)      
ｳﾒﾂﾞ ｿｳｾｲ 長峰中 ｵﾘｲ ｾｲｲﾁﾛｳ 富士見中

[ 3組] 風速 +0.1 [ 4組] 風速 +0.0

 1 漆戸 柊哉(3)     11.58 q  1 川﨑 友徳(3)     12.38 q
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｶﾜｻｷ ﾄﾓﾉﾘ 茅野北部中

 2 清水 太揮(2)     13.16  2 畔上 亮太(3)     12.54 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ 茅野東部中 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾘｮｳﾀ 長峰中

 3 山田 龍(2)     13.19  3 名取 陽(2)     13.42 
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳ 茅野北部中 ﾅﾄﾘ ﾊﾙ 永明中

 4 宮﨑 志貴(2)     13.36  4 西沢 颯馬(2)     13.95 
ﾐﾔｻﾞｷ ｼｷ 諏訪西中 ﾆｼｻﾞﾜ ｿｳﾏ 清陵附属中

 5 両角 薙斗(2)     13.81  5 山田 樹暉(2)     14.13 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾅｷﾞﾄ 長峰中 ﾔﾏﾀﾞ ｲﾂｷ 諏訪西中

 6 古川 智樹(1)     15.22  6 小松 歩輝(1)     14.49 
ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓｷ 原中 ｺﾏﾂ ｱﾕｷ 富士見中

 7 豊泉 佑介(1)     15.73  7 三澤 志音(1)     15.02 
ﾄﾖｲｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 長峰中 ﾐｻﾜ ｼｵﾝ 長峰中

  伊藤 優太(1)       8 牛山 大輝(1)     15.65 
ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 富士見中 ｳｼﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 茅野東部中

  近藤 巧(2)        福田 琉衣(2)      
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 永明中 ﾌｸﾀﾞ ﾙｲ 岡谷北部中

[ 5組] 風速 -0.4 [ 6組] 風速 -0.3

 1 丸山 大翔(3)     12.20 q  1 窪田 翔真(3)     12.38 q
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ 岡谷西部中 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 富士見中

 2 伊藤 良真(2)     12.85  2 三澤 煌明(2)     12.93 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 長峰中 ﾐｻﾜ ｺｳﾒｲ 岡谷西部中

 3 杉井 瑛澄(1)     13.22  3 宮下 和秀(2)     13.14 
ｽｷﾞｲ ｴｲｽ 清陵附属中 ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 諏訪西中

 4 中村 光(2)     13.66  4 小岩 春輝(2)     13.37 
ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾙ 茅野北部中 ｺｲﾜ ﾊﾙｷ 岡谷北部中

 5 太田 皓大(2)     13.79  5 横山 大地(1)     14.16 
ｵｵﾀ ｺｳﾀﾞｲ 下諏訪中 ﾖｺﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 長峰中

 6 宮阪 和人(1)     14.09  6 日達 羽流(2)     14.57 
ﾐﾔｻｶ ｶｽﾞﾄ 諏訪西中 ﾋﾀﾁ ﾊﾙ 原中

 7 小林 勇翔(1)     15.02  7 増田 翔太(1)     14.91 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 富士見中 ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 諏訪南中

 8 酒井 大?(1)     16.12  8 今井 惺太郎(2)     16.52 
ｻｶｲ ﾀﾞｲｷ 岡谷北部中 ｲﾏｲ ｾｲﾀﾛｳ 長峰中

 9 石田 晟大(1)     16.13   大江 瑛斗(2)      
ｲｼﾀﾞ ｾｲﾀ 長峰中 ｵｵｴ ｱｷﾄ 茅野北部中
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[ 7組] 風速 -0.3 [ 8組] 風速 -0.8

 1 臼井 伶(2)     12.19 q  1 金子 和優(2)     13.09 
ｳｽｲ ﾚｲ 諏訪 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾔ 諏訪西中

 2 西山 陸(3)     12.71  2 上田 隼(1)     13.34 
ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ 長峰中 ｳｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ 岡谷西部中

 3 倉橋 来唯(1)     13.39  3 滝澤 賢(2)     13.74 
ｸﾗﾊｼ ﾗｲ 永明中 ﾀｷｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 茅野北部中

 4 原 裕汰(1)     13.75  4 三井 颯也(2)     13.97 
ﾊﾗ ﾕｳﾀ 茅野北部中 ﾐﾂｲ ｿｳﾔ 富士見中

 5 奧 大地(2)     13.82  5 小嶋 隆可(1)     14.39 
ｵｸ ﾀﾞｲﾁ 原中 ｺｼﾞﾏ ﾙｶ 諏訪

 6 真道 叶羽(2)     13.96  6 向山 恭平(1)     14.41 
ｼﾝﾄﾞｳ ｷｮｳ 茅野東部中 ﾑｺｳﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ 長峰中

 7 京村 明飛(1)     14.67   小平 晋太郎(2)      
ｷｮｳﾑﾗ ｱｻﾋ 諏訪西中 ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 清陵附属中

 8 井出 充優(1)     15.35   安部 桂史郎(3)      
ｲﾃﾞ ﾐﾂﾋﾛ 富士見中 ｱﾍﾞ ｹｲｼﾛｳ 原中

  三村 雅樹(1)      
ﾐﾑﾗ ﾏｻｷ 上諏訪中

[ 9組] 風速 -0.5

 1 増田 光月(3)     11.93 q
ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ 長峰中

 2 木次 夏雪(2)     12.79 
ｺﾂｷﾞ ﾅﾂｷ 富士見中

 3 梨子田 壮輝(2)     13.08 
ﾅｼﾀﾞ ｿｳｷ 永明中

 4 小口 蒼葉(1)     13.34 
ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 諏訪西中

 5 多田 夏音(1)     13.53 
ﾀﾀﾞ ｶｵﾄ 茅野北部中

 6 北原 将道(1)     14.40 
ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾐﾁ 清陵附属中

 7 倉澤 傑(2)     14.45 
ｸﾗｻﾜ ﾀｶｼ 茅野東部中

 8 中山 翔(1)     14.90 
ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳ 長峰中

風速 +0.2

 1 漆戸 柊哉(3)     11.56 
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 増田 光月(3)     11.67 
ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ 長峰中

 3 名取 勇人(3)     11.88 
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 富士見中

 4 臼井 伶(2)     11.98 
ｳｽｲ ﾚｲ 諏訪

 5 丸山 大翔(3)     11.99 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ 岡谷西部中

 6 窪田 翔真(3)     12.39 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 富士見中

 7 川﨑 友徳(3)     12.44 
ｶﾜｻｷ ﾄﾓﾉﾘ 茅野北部中

 8 有賀 大地(3)     12.55 
ｱﾙｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 茅野東部中
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予選 9月1日  9:40
決勝 9月1日 12:55

大会記録(GR)                    22.66 

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +0.4

 1 岡田 遥人(1)     23.90 Q  1 河野 統徳(1)     22.79 Q
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 松本国際高 ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 東海大諏訪

 2 諏訪 玲二(1)     24.36 Q  2 加賀見 一輝     23.26 Q
ｽﾜ ﾚｲｼﾞ 岡谷南高 ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 3 矢澤 恵一     24.46 Q  3 村上 椋一(2)     23.29 Q
ﾔｻﾞﾜｹｲｲﾁ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｲﾁ 下諏訪向陽

 4 國井 駿太(2)     24.63  4 山口大輝(2)     23.54 q
ｸﾆｲ ｼｭﾝﾀ 岡谷南高 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 諏訪二葉高

 5 細川 賢太郎(2)     25.33  5 宮澤 喬佑(2)     24.51 q
ﾎｿｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 岡谷南高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 諏訪清陵高

 6 天野 建治(1)     26.00   齊藤 功将(2)      
ｱﾏﾉ ｹﾝｼﾞ 下諏訪向陽 ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾏｻ 諏訪東理大

  黒野 真也(1)      
ｸﾛﾉ ｼﾝﾔ 下諏訪向陽

風速 +1.4

 1 河野 統徳(1)     22.80 
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 東海大諏訪

 2 村上 椋一(2)     23.11 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｲﾁ 下諏訪向陽

 3 加賀見 一輝     23.20 
ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 4 山口大輝(2)     23.58 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 諏訪二葉高

 5 岡田 遥人(1)     24.03 
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 松本国際高

 6 諏訪 玲二(1)     24.28 
ｽﾜ ﾚｲｼﾞ 岡谷南高

 7 矢澤 恵一     24.59 
ﾔｻﾞﾜｹｲｲﾁ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

  宮澤 喬佑(2)      
ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 諏訪清陵高

決勝 9月1日  9:40

風速 +0.4

落合 華七斗(3)     22.18 
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決勝 9月1日 12:15

大会記録(GR)                    49.43 

[ 1組] [ 2組]

 1 伊藤 健太(1)     56.24  1 岩波克飛(1)     54.04 
ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 下諏訪向陽 ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 諏訪二葉高

 2 天野 建治(1)     58.26  2 宮澤 喬佑(2)     54.55 
ｱﾏﾉ ｹﾝｼﾞ 下諏訪向陽 ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 諏訪清陵高

 3 山口 皓輝(3)     58.73  3 細川 賢太郎(2)     54.82 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 諏訪東理大 ﾎｿｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 岡谷南高

 4 清水 一樹(1)     59.04  4 伊藤 蒼眞(1)     56.39 
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 岡谷南高 ｲﾄｳ ｿｳﾏ 諏訪清陵高

 5 石山 純雅(1)     59.69  5 林 海斗(1)     56.65 
ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｶﾞ 下諏訪向陽 ﾊﾔｼ ｶｲﾄ 下諏訪向陽

 6 福山 蒼太(1)   1:00.12 
ﾌｸﾔﾏ ｿｳﾀ 岡谷東高

[ 3組]

 1 二見 優輝(2)     49.04 
ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ 諏訪清陵高

 2 松本 直大(3)     50.84 
ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 東海大諏訪

   1 二見 優輝(2) 諏訪清陵高       49.04 大会新   3   1
   2 松本 直大(3) 東海大諏訪       50.84   3   2
   3 岩波克飛(1) 諏訪二葉高       54.04   2   1
   4 宮澤 喬佑(2) 諏訪清陵高       54.55   2   2
   5 細川 賢太郎(2) 岡谷南高       54.82   2   3
   6 伊藤 健太(1) 下諏訪向陽       56.24   1   1
   7 伊藤 蒼眞(1) 諏訪清陵高       56.39   2   4
   8 林 海斗(1) 下諏訪向陽       56.65   2   5
   9 天野 建治(1) 下諏訪向陽       58.26   1   2
  10 山口 皓輝(3) 諏訪東理大       58.73   1   3
  11 清水 一樹(1) 岡谷南高       59.04   1   4
  12 石山 純雅(1) 下諏訪向陽       59.69   1   5
  13 福山 蒼太(1) 岡谷東高     1:00.12   1   6

決勝 9月1日 12:30

大会記録(GR)                    52.60 

[ 1組] [ 2組]

 1 難波 光輝(2)   1:01.82  1 芳澤 大樹(3)     58.48 
ﾅﾝﾊﾞ ｺｳｷ 清陵附属中 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｷ 清陵附属中

 2 上田 隼(1)   1:02.85  2 清水 太揮(2)     59.98 
ｳｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ 岡谷西部中 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ 茅野東部中

 3 西沢 颯馬(2)   1:03.99  3 小口 蒼葉(1)   1:01.86 
ﾆｼｻﾞﾜ ｿｳﾏ 清陵附属中 ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 諏訪西中

 4 宮阪 和人(1)   1:07.46  4 三澤 煌明(2)   1:01.87 
ﾐﾔｻｶ ｶｽﾞﾄ 諏訪西中 ﾐｻﾜ ｺｳﾒｲ 岡谷西部中

 5 市川 蓮也(2)   1:07.56  5 濵 璃音(2)   1:04.64 
ｲﾁｶﾜ ﾚﾝﾔ 長峰中 ﾊﾏ ﾘｵﾝ 原中

 6 小平 大翔(1)   1:18.35  6 金子 和優(2)   1:04.69 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙﾄ 長峰中 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾔ 諏訪西中

 7 梅津 創成(2)   1:19.74   小平 悟(3)      
ｳﾒﾂﾞ ｿｳｾｲ 長峰中 ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄﾙ 富士見中

  増田 翔太(1)      
ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ 諏訪南中
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[ 3組]

 1 矢島 武流(3)     53.44 
ﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 清陵附属中

 2 漆戸 柊哉(3)     55.12 
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 3 丸山 大翔(3)     55.41 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ 岡谷西部中

 4 傳田 悠人(2)     56.67 
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 清陵附属中

  矢島 壮野(3)      
ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 茅野東部中

  名取 勇人(3)      
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 富士見中

  窪田 翔真(3)      
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 富士見中

   1 矢島 武流(3) 清陵附属中       53.44   3   1
   2 漆戸 柊哉(3) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ       55.12   3   2
   3 丸山 大翔(3) 岡谷西部中       55.41   3   3
   4 傳田 悠人(2) 清陵附属中       56.67   3   4
   5 芳澤 大樹(3) 清陵附属中       58.48   2   1
   6 清水 太揮(2) 茅野東部中       59.98   2   2
   7 難波 光輝(2) 清陵附属中     1:01.82   1   1
   8 小口 蒼葉(1) 諏訪西中     1:01.86   2   3
   9 三澤 煌明(2) 岡谷西部中     1:01.87   2   4
  10 上田 隼(1) 岡谷西部中     1:02.85   1   2
  11 西沢 颯馬(2) 清陵附属中     1:03.99   1   3
  12 濵 璃音(2) 原中     1:04.64   2   5
  13 金子 和優(2) 諏訪西中     1:04.69   2   6
  14 宮阪 和人(1) 諏訪西中     1:07.46   1   4
  15 市川 蓮也(2) 長峰中     1:07.56   1   5
  16 小平 大翔(1) 長峰中     1:18.35   1   6
  17 梅津 創成(2) 長峰中     1:19.74   1   7
    増田 翔太(1) 諏訪南中 DNS   1    
    小平 悟(3) 富士見中 DNS   2    
    矢島 壮野(3) 茅野東部中 DNS   3    
    名取 勇人(3) 富士見中 DNS   3    
    窪田 翔真(3) 富士見中 DNS   3    

決勝 9月1日 12:15

長野県中学記録(CR)              49.92 

落合 華七斗(3)     49.54 
ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 堀金中
安坂 丈瑠(3)     49.95 
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 開成中
小坂 悠太(3)     51.79 
ｺｻｶ ﾕｳﾀ 仁科台中
丸山  祥太(3)     51.94 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 北安松川中
輪湖 颯(3)     52.47 
ﾜｺ ﾊﾔﾄ 梓川中
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決勝 9月1日 11:00

大会記録(GR)                  1:54.79 

 1 吉岡 伶(1)   2:04.70 
ﾖｼｵｶ ﾚｲ 諏訪清陵高

 2 風間優佑(1)   2:05.37 
ｶｻﾞﾏ ﾕｳｽｹ 諏訪二葉高

 3 鷲見 隼翔(2)   2:05.57 
ｽﾐ ﾊﾔﾄ 東海大諏訪

 4 竹村宏太(1)   2:10.06 
ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ 諏訪二葉高

 5 鈴木陽人(1)   2:10.13 
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 諏訪二葉高

 6 伊藤 健太(1)   2:11.51 
ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 下諏訪向陽

 7 荒井駿伸(1)   2:15.09 
ｱﾗｲ ﾄｼﾉﾌﾞ 諏訪二葉高

 8 福山 蒼太(1)   2:30.63 
ﾌｸﾔﾏ ｿｳﾀ 岡谷東高

 9 小平 歩(2)   2:38.39 
ｺﾀﾞｲﾗ ｱﾕﾑ 岡谷南高

  佐々木 克幸      
ｻｻｷ ﾖｼﾕｷ 塩尻市陸協

  宮坂 悠助(1)      
ﾐﾔｻｶ ﾕｳｽｹ 諏訪清陵高

決勝 9月1日 10:40

大会記録(GR)                  2:03.01 

 1 伊藤 晴希(3)   2:09.19 
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 岡谷西部中

 2 中澤 京聖(2)   2:09.82 
ﾅｶｻﾞﾜ ｷｮｳｾｲ 永明中

 3 真道 叶羽(2)   2:12.85 
ｼﾝﾄﾞｳ ｷｮｳ 茅野東部中

 4 前田 翔太(2)   2:14.13 
ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ 茅野北部中

 5 小松 裕昭(2)   2:31.55 
ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 諏訪西中

 6 小池 悠日(1)   2:33.63 
ｺｲｹ ﾊﾙｶ 永明中

 7 中島 健太(1)   2:36.05 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾀ 岡谷西部中

 8 藤森 光(2)   2:36.59 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋｶﾙ 諏訪西中

 9 松村 奏和(1)   2:36.76 
ﾏﾂﾑﾗ ｶﾝﾀ 茅野東部中

10 中山 翔(1)   2:38.19 
ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳ 長峰中

11 横山 大地(1)   2:41.69 
ﾖｺﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 長峰中

12 小池 成羽(2)   2:56.91 
ｺｲｹ ﾅﾙﾊ 諏訪西中

  矢島 武流(3)      
ﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 清陵附属中
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決勝 9月1日 14:20

大会記録(GR)                  4:03.18 

 1 牛山 純一   4:06.08 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ ｼﾃｨｰﾗﾝﾅｰ

 2 二見 拓輝(2)   4:08.75 
ﾌﾀﾐ ﾋﾛｷ 諏訪清陵高

 3 松﨑 文哉(3) 長  野   4:19.17 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 東海大諏訪

 4 西澤  洋務   4:19.88 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 茅野市陸協

 5 風間優佑(1)   4:24.58 
ｶｻﾞﾏ ﾕｳｽｹ 諏訪二葉高

 6 小林 史弥(2)   4:28.22 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 東海大諏訪

 7 木内 万璃(1)   4:28.82 
ｷｳﾁ ﾊﾞﾝﾘ 諏訪清陵高

 8 鈴木陽人(1)   4:29.16 
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 諏訪二葉高

 9 田畑 幸司   4:29.39 
ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 岡谷市陸協

10 竹村宏太(1)   4:29.86 
ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ 諏訪二葉高

11 鷲見 隼翔(2)   4:33.77 
ｽﾐ ﾊﾔﾄ 東海大諏訪

12 荒井駿伸(1)   4:38.12 
ｱﾗｲ ﾄｼﾉﾌﾞ 諏訪二葉高

13 今井 純也(2)   4:42.62 
ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾔ 東海大諏訪

14 児玉光輝(2)   4:52.71 
ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ 諏訪二葉高

15 岩田 晃治(2)   5:06.32 
ｲﾜﾀ ｺｳｼﾞ 下諏訪向陽

16 小平 歩(2)   5:23.11 
ｺﾀﾞｲﾗ ｱﾕﾑ 岡谷南高

  笠原武流(2)      
ｶｻﾊﾗ ﾀｹﾙ 諏訪二葉高

  矢島 琉聖(2)      
ﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ 東海大諏訪 DNS
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決勝 9月1日 14:00

大会記録(GR)                  4:21.65 

[ 1組] [ 2組]

 1 伊藤 晴希(3)   4:28.81  1 傳田 悠人(2)   5:13.29 
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 岡谷西部中 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 清陵附属中

 2 岡戸 優虎(2)   4:29.03  2 小林 樹(1)   5:25.58 
ｵｶﾄﾞ ﾏｻﾄﾗ 原中 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾂｷ 富士見中

 3 中澤 京聖(2)   4:31.12  3 古川 智樹(1)   5:29.69 
ﾅｶｻﾞﾜ ｷｮｳｾｲ 永明中 ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓｷ 原中

 4 馬場 直喜(3)   4:34.36  4 小松 歩輝(1)   5:32.62 
ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾅｵｷ 富士見中 ｺﾏﾂ ｱﾕｷ 富士見中

 5 清水 康希(1)   4:40.87  5 内山 蒼大(1)   5:35.73 
ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ 茅野東部中 ｳﾁﾔﾏ  ｱｵ 諏訪

 6 藤森 大和(1)   4:43.93  6 寺平 隼海(1)   5:36.35 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾔﾏﾄ 諏訪南中 ﾃﾗﾀﾞｲﾗ ｼｭｳ 永明中

 7 宮下 翔弥(2)   4:48.74  7 折井 誠一郎(1)   5:37.19 
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳﾔ 諏訪西中 ｵﾘｲ ｾｲｲﾁﾛｳ 富士見中

 8 村瀬 貴哉(2)   4:56.06  8 野村 勇太(1)   5:37.77 
ﾑﾗｾ ﾀｶﾔ 岡谷南部中 ﾉﾑﾗ ﾕｳﾀ 茅野北部中

 9 牛山 門(2)   4:57.69  9 矢崎 隆暉(1)   5:44.44 
ｳｼﾔﾏ ﾓﾝ 永明中 ﾔｻﾞｷ ﾘｭｳｷ 永明中

10 窪田 怜真(2)   4:58.74 10 今井 惺太郎(2)   5:51.19 
ｸﾎﾞﾀ ﾚｲﾏ 富士見中 ｲﾏｲ ｾｲﾀﾛｳ 長峰中

11 伊藤 紅羽(3)   5:00.06 11 加藤 遼一郎(1)   5:51.43 
ｲﾄｳ ｸﾚﾊ 長峰中 ｶﾄｳ ﾘｮｳｲﾁﾛｳ 永明中

12 林 賢史郎(1)   5:01.22 12 伊藤 陽飛(1)   6:01.79 
ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾛｳ 諏訪 ｲﾄｳ ﾊﾙﾋ 長峰中

13 長田 大和(2)   5:02.66 13 守谷 虎太朗(1)   6:02.57 
ﾅｶﾞﾀ ﾔﾏﾄ 茅野東部中 ﾓﾘﾔ ｺﾀﾛｳ 諏訪南中

14 小池 悠斗(2)   5:16.88 14 中山 岳和(1)   6:03.02 
ｺｲｹ ﾕｳﾄ 諏訪西中 ﾅｶﾔﾏ ｶﾞｸﾄ 永明中

15 伊藤 魁(2)   5:18.56 15 井出 充優(1)   6:09.38 
ｲﾄｳ ｶｲ 茅野北部中 ｲﾃﾞ ﾐﾂﾋﾛ 富士見中

16 竹内 浩二(2)   5:19.55 16 小林 暖祁(1)   6:42.96 
ﾀｹｳﾁ ｺｳｼﾞ 清陵附属中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ 岡谷南部中

17 小林 勇翔(1)   5:25.47   河西 嗣龍(2)      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 富士見中 ｶｻｲ ｼﾘｭｳ 上諏訪中

18 岡 楓真(2)   5:25.83   平出 光晟(1)      
ｵｶ ﾌｳﾏ 原中 ﾋﾗｲﾃﾞ ｺｳｾｲ 富士見中

  鈴木 創太(3)        小口 凰太(1)      
ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ 茅野東部中 ｵｸﾞﾁ ｺｳﾀ 岡谷南部中

   1 伊藤 晴希(3) 岡谷西部中     4:28.81   1   1
   2 岡戸 優虎(2) 原中     4:29.03   1   2
   3 中澤 京聖(2) 永明中     4:31.12   1   3
   4 馬場 直喜(3) 富士見中     4:34.36   1   4
   5 清水 康希(1) 茅野東部中     4:40.87   1   5
   6 藤森 大和(1) 諏訪南中     4:43.93   1   6
   7 宮下 翔弥(2) 諏訪西中     4:48.74   1   7
   8 村瀬 貴哉(2) 岡谷南部中     4:56.06   1   8
   9 牛山 門(2) 永明中     4:57.69   1   9
  10 窪田 怜真(2) 富士見中     4:58.74   1  10
  11 伊藤 紅羽(3) 長峰中     5:00.06   1  11
  12 林 賢史郎(1) 諏訪     5:01.22   1  12
  13 長田 大和(2) 茅野東部中     5:02.66   1  13
  14 傳田 悠人(2) 清陵附属中     5:13.29   2   1
  15 小池 悠斗(2) 諏訪西中     5:16.88   1  14
  16 伊藤 魁(2) 茅野北部中     5:18.56   1  15
  17 竹内 浩二(2) 清陵附属中     5:19.55   1  16
  18 小林 勇翔(1) 富士見中     5:25.47   1  17
  19 小林 樹(1) 富士見中     5:25.58   2   2
  20 岡 楓真(2) 原中     5:25.83   1  18
  21 古川 智樹(1) 原中     5:29.69   2   3
  22 小松 歩輝(1) 富士見中     5:32.62   2   4
  23 内山 蒼大(1) 諏訪     5:35.73   2   5
  24 寺平 隼海(1) 永明中     5:36.35   2   6
  25 折井 誠一郎(1) 富士見中     5:37.19   2   7
  26 野村 勇太(1) 茅野北部中     5:37.77   2   8
  27 矢崎 隆暉(1) 永明中     5:44.44   2   9
  28 今井 惺太郎(2) 長峰中     5:51.19   2  10
  29 加藤 遼一郎(1) 永明中     5:51.43   2  11
  30 伊藤 陽飛(1) 長峰中     6:01.79   2  12
  31 守谷 虎太朗(1) 諏訪南中     6:02.57   2  13
  32 中山 岳和(1) 永明中     6:03.02   2  14
  33 井出 充優(1) 富士見中     6:09.38   2  15
  34 小林 暖祁(1) 岡谷南部中     6:42.96   2  16
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決勝 9月1日  8:45

大会記録(GR)                 9:27.84 

 1 遠藤 優裕(2)   9:37.13 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾋﾛ 信大附属松本中

 2 岡戸 優虎(2)   9:42.59 
ｵｶﾄﾞ ﾏｻﾄﾗ 原中

 3 鈴木 創太(3)   9:54.46 
ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ 茅野東部中

 4 馬場 直喜(3)  10:06.19 
ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾅｵｷ 富士見中

 5 林 幸史郎(3)  10:10.37 
ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ 諏訪

 6 沓掛 珀(2)  10:44.30 
ｸﾂｶｹ ﾊｸ 茅野北部中

 7 長田 大和(2)  10:45.44 
ﾅｶﾞﾀ ﾔﾏﾄ 茅野東部中

 8 松枝 智也(3)  10:52.04 
ﾏﾂｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ 清陵附属中

 9 芳澤 大樹(3)  10:57.24 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｷ 清陵附属中

10 難波 光輝(2)  10:58.16 
ﾅﾝﾊﾞ ｺｳｷ 清陵附属中

11 今井 結斗(2)  11:06.99 
ｲﾏｲ ﾕｲﾄ 茅野北部中

12 竹内 浩二(2)  11:21.23 
ﾀｹｳﾁ ｺｳｼﾞ 清陵附属中

13 岡 楓真(2)  11:24.00 
ｵｶ ﾌｳﾏ 原中

  矢島 壮野(3)      
ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 茅野東部中

  田所 夢太郎(3)      
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ 富士見中

決勝 9月1日  9:15

大会記録(GR)                 14:57.12 

 1 牛山 純一  14:53.31 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ ｼﾃｨｰﾗﾝﾅｰ

 2 小林 季生  16:01.23 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ ｼﾃｨｰﾗﾝﾅｰ

 3 二見 拓輝(2)  16:15.02 
ﾌﾀﾐ ﾋﾛｷ 諏訪清陵高

 4 田畑 幸司  16:19.40 
ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 岡谷市陸協

 5 當銘 岳(2)  16:36.98 
ﾄｳﾒ ｶﾞｸ 諏訪清陵高

 6 羽川 英一  16:57.61 
ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ 茅野市陸協

 7 渋谷 学  17:22.35 
ｼﾌﾞﾔ ﾏﾅﾌﾞ 下諏訪町体協

 8 児玉光輝(2)  17:42.69 
ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ 諏訪二葉高

 9 宮坂 悠助(1)  18:20.62 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳｽｹ 諏訪清陵高

10 矢島 朋幸  18:21.05 
ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

11 由澤 汐七(1)  18:22.99 
ﾖｼｻﾞﾜ ｾﾅ 諏訪清陵高

  野澤 一史      
ﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾄ 諏訪市陸協

  佐々木 克幸      
ｻｻｷ ﾖｼﾕｷ 塩尻市陸協

  笠原武流(2)      
ｶｻﾊﾗ ﾀｹﾙ 諏訪二葉高

大会新
9  9002
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5000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
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DNF
2  9006

DNS
11  2609

中学男子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  7466

6  8681

12  7889

11  7930
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3  8862

DNS
7  7927

DNS

2  8688

4  7887



決勝 9月1日 13:25

大会記録(GR)                    15.63 

風速 +0.1

 1 諏訪 玲二(1)     17.00 
ｽﾜ ﾚｲｼﾞ 岡谷南高

 2 鈴木 千紘(1)     18.38 
ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 諏訪清陵高

 3 矢﨑 灯夜(1)     20.18 
ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ 諏訪清陵高

  小平 桜雅(2)      
ｺﾀﾞｲﾗ ｵｳｶﾞ 岡谷南高

決勝 9月1日 13:20

大会記録(GR)                    15.30 

風速 +1.0

 1 遠藤 颯(2)     18.23 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ 上諏訪中

 2 梨子田 壮輝(2)     19.17 
ﾅｼﾀﾞ ｿｳｷ 永明中

 3 牛山 渉(2)     19.36 
ｳｼﾔﾏ ﾜﾀﾙ 永明中

 4 伊藤 良真(2)     19.41 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 長峰中

 5 尾台 浩都(2)     20.48 
ｵﾀﾞｲ ﾋﾛﾄ 永明中

 6 濵 璃音(2)     21.26 
ﾊﾏ ﾘｵﾝ 原中

 7 宮澤 宇宙(2)     34.04 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｿﾗ 茅野北部中

7  7832

8  7802

2  8685

6  7807

3  7843

5  7704

4  7804

No. 氏  名 所属名 記録／備考

No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS

中学男子

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ

6

男子

110mH(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ

4   245

  202

5   126

7   103



決勝 9月1日 15:00

大会記録(GR)                    43.70 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 東海大諏訪    45 河野 統徳(1)     43.08 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 大会新
   48 遠山 龍之介(2)

ﾄｳﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ
   46 川口 祥延(2)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ
   42 市川 凌大(1)

ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ
 2   3 下諏訪向陽   165 石山 純雅(1)     45.76 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳ ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｶﾞ
  156 村上 椋一(2)

ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｲﾁ
  161 林 海斗(1)

ﾊﾔｼ ｶｲﾄ
  152 畔上 和真(2)

ｱｾﾞｶﾞﾐ ｶｽﾞﾏ
 3   7 諏訪清陵高   101 宮坂 仁士(1)     45.85 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳｺｳ ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ
  126 鈴木 千紘(1)

ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ
  122 渡辺 圭尚(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼｮｳ
  121 宮澤 喬佑(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ
 4   5 諏訪二葉高  2607 永田智哉(2)     46.84 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ
 2606 山口大輝(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ
 2610 岩波克飛(1)

ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ
 2611 小口伸太郎(1)

ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ
    4 岡谷南高   202 諏訪 玲二(1)      

ｵｶﾔﾐﾅﾐｺｳ ｽﾜ ﾚｲｼﾞ DNS
  250 細川 賢太郎(2)

ﾎｿｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ
  242 國井 駿太(2)

ｸﾆｲ ｼｭﾝﾀ
  245 小平 桜雅(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ｵｳｶﾞ

男子

4×100m

決勝



決勝 9月1日 14:45

大会記録(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 諏訪西中  7750 金子 和優(2)     49.81  1   6 富士見中  7929 矢沢 佑真(3)     46.94 

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ｶﾈｺ ｶｽﾞﾔ ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ
 7752 小松 裕昭(2)  7928 名取 勇人(3)

ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ
 7747 小池 成羽(2)  7925 窪田 翔真(3)

ｺｲｹ ﾅﾙﾊ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ
 7759 宮下 和秀(2)  7926 小平 悟(3)

ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾋﾃﾞ ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄﾙ
 2   5 岡谷西部中  7587 横山 勇磨(2)     50.54  2   2 清陵附属中  8867 杉井 瑛澄(1)     51.03 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾏ ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸﾁｭｳ ｽｷﾞｲ ｴｲｽ
 7588 上田 隼(1)   860 小平 晋太郎(2)

ｳｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾝﾀﾛｳ
 7562 三澤 隼人(1)  8865 西沢 颯馬(2)

ﾐｻﾜ ﾊﾔﾄ ﾆｼｻﾞﾜ ｿｳﾏ
 7586 三澤 煌明(2)  8863 傳田 悠人(2)

ﾐｻﾜ ｺｳﾒｲ ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ
 3   6 永明中  7801 名取 陽(2)     51.16  3   7 茅野北部中  7831 中村 光(2)     51.54 

ｴｲﾒｲﾁｭｳ ﾅﾄﾘ ﾊﾙ ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾙ
 7807 牛山 渉(2)  7835 山田 龍(2)

ｳｼﾔﾏ ﾜﾀﾙ ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳ
 7802 尾台 浩都(2)  8855 多田 夏音(1)

ｵﾀﾞｲ ﾋﾛﾄ ﾀﾀﾞ ｶｵﾄ
 7804 梨子田 壮輝(2)  7815 清水 雅矢(2)

ﾅｼﾀﾞ ｿｳｷ ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾔ
 4   7 諏訪南中  7778 市川 志音(1)     54.18  4   3 茅野東部中  7875 石田 優牙(1)     53.03 

ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ｲﾁｶﾜ ｼｵﾝ ﾁﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｲｼﾀﾞ ﾕｳｶﾞ
 7775 相馬 未来(1)  7873 清水 太揮(2)

ｿｳﾏ ﾐﾗｲ ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ
 7776 増田 翔太(1)  7870 倉澤 傑(2)

ﾏｽﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｸﾗｻﾜ ﾀｶｼ
 7777 曽我 佑冶郞(1)  7871 真道 叶羽(2)

ｿｶﾞﾕｳｼﾞﾛｳ ｼﾝﾄﾞｳ ｷｮｳ
 5   3 長峰中  7868 向山 恭平(1)     54.49  5   5 上諏訪中  7705 河西 嗣龍(2)     54.82 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ﾑｺｳﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ｶｻｲ ｼﾘｭｳ
 7843 伊藤 良真(2)  7704 遠藤 颯(2)

ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ
 7855 両角 薙斗(2)  7706 雨宮 右京(1)

ﾓﾛｽﾞﾐ ﾅｷﾞﾄ ｱﾒﾐﾔ ｳｷｮｳ
 7850 藤森 寿馬(2)  7707 三村 雅樹(1)

ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾏ ﾐﾑﾗ ﾏｻｷ

   1 富士見中     46.94 矢沢 佑真(3) 名取 勇人(3) 窪田 翔真(3) 小平 悟(3)   2   1
   2 諏訪西中     49.81 金子 和優(2) 小松 裕昭(2) 小池 成羽(2) 宮下 和秀(2)   1   1
   3 岡谷西部中     50.54 横山 勇磨(2) 上田 隼(1) 三澤 隼人(1) 三澤 煌明(2)   1   2
   4 清陵附属中     51.03 杉井 瑛澄(1) 小平 晋太郎(2)西沢 颯馬(2) 傳田 悠人(2)   2   2
   5 永明中     51.16 名取 陽(2) 牛山 渉(2) 尾台 浩都(2) 梨子田 壮輝(2)  1   3
   6 茅野北部中     51.54 中村 光(2) 山田 龍(2) 多田 夏音(1) 清水 雅矢(2)   2   3
   7 茅野東部中     53.03 石田 優牙(1) 清水 太揮(2) 倉澤 傑(2) 真道 叶羽(2)   2   4
   8 諏訪南中     54.18 市川 志音(1) 相馬 未来(1) 増田 翔太(1) 曽我 佑冶郞(1)  1   4
   9 長峰中     54.49 向山 恭平(1) 伊藤 良真(2) 両角 薙斗(2) 藤森 寿馬(2)   1   5
  10 上諏訪中     54.82 河西 嗣龍(2) 遠藤 颯(2) 雨宮 右京(1) 三村 雅樹(1)   2   5

決勝 9月1日 14:45

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 開成中  9013 青島 竜輝斗(3)     45.46 

ｶｲｾｲﾁｭｳ ｱｵｼﾏ ﾙｷﾄ
 9010 安坂 丈瑠(3)

ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ
 9011 合葉 太飛(3)

ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ
 9012 市川 圭斗(3)

ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ

招待男子

4×100m

決勝

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録

中学男子

4×100m

決勝

組 順位備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4



決勝 9月1日  9:00

大会記録(GR)                     2.01 

小口伸太郎(1)
ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 諏訪二葉高
松井 駿介(2)
ﾏﾂｲ ｼｭﾝｽｹ 下諏訪向陽
野中 大地(1)
ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 岡谷南高

決勝 9月1日  9:00

大会記録(GR)                     1.85 

1m60 1m65 1m70
宮坂 志一(2) - - - - - - - - xo o
ﾐﾔｻｶ ｼﾝｲﾁ 岡谷東部中 o xo xxx
正木 陽太(2) - - - - o xxx
ﾏｻｷ ﾖｳﾀ 原中
三澤 隼人(1) - - o xxx
ﾐｻﾜ ﾊﾔﾄ 岡谷西部中
山田 光太朗(1) xo xxo xxx
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 岡谷東部中
伊藤 優太(1) DNS
ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 富士見中

決勝 9月1日  9:00

高田 幸之介(3)
ﾀｶﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ 松本県ヶ丘
梶川　新(3) NM
ｶｼﾞｶﾜ　ｱﾗﾀ 山辺中

決勝 9月1日 10:30

大会記録(GR)                     4.40 

両角 優介
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 茅野市陸協
田中 米人 DNS
ﾀﾅｶ ﾖﾈﾄ 茅野市陸協

1  9019

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m00 2m20 備考
1 2  9020 - o - - xxo xxo

記録

xxx

2m40 2m50 2m60

 1.83

     

 1.15

 2.70

2m70 2m80

 1.503 1   203 o xxx

o xxo2 2   155 - - o xxx

o o o xxx  1.83

記録 備考
1 3  2611 - - - - o

1m75 1m80 1m83 1m86

男子

走高跳

決勝

順位 試技 1m65 1m70

1m15 1m20 1m25 1m30

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m50 1m55 1m60

- o o

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m10

記録 備考

1 5  7635  1.65

1m35 1m40 1m45 1m50 1m55

     

2 2  8686  1.30

3 4  7562  1.20

招待男子

走高跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

4 3  7642

1  7903

備考
2  9024 - o o o xxx

所属名 1m70 1m86

 1.92

1m89 1m92 1m95

1  9044 xxx

記録

     



決勝 9月1日 10:30

大会記録(GR)                     4.10 

3m10 3m20 3m30 3m80 3m90 4m00 4m10 4m20 4m30
安部 桂史郎(3) - - - - - - - - - - 大会新
ｱﾍﾞ ｹｲｼﾛｳ 原中 - - - xo - o xxo xo xxx
両角 駿介(3) - - - - - - - - - o
ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ 永明中 - xo xxx
日達 羽流(2) - - - - - - - o xxx
ﾋﾀﾁ ﾊﾙ 原中
五味 駿太(1) - - - - o xxo o xxx
ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ 原中
奧 大地(2) - - - - o xo xo xxx
ｵｸ ﾀﾞｲﾁ 原中

決勝 9月1日 10:30

3m50 3m60 3m70 3m80 3m90 4m00 4m10 4m20
重田 篤希(3) - - - - - - - - - -
ｼｹﾞﾀ ｱﾂｷ 山辺中 - - - o - xxo xxo xxx
中谷 息吹(3) - - - - - - - - - o
ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ 三郷中 - o o o xxx
東本 遥大(2) - - - - - - o - xxx
ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾖｳﾀﾞｲ 三郷中

決勝 9月1日 11:20

大会記録(GR)                     7.10 

 ３回の
 最高記録

金子 司    x   5.59  5.89   5.89    x   5.88  6.18   6.18 
ｶﾈｺ ﾂｶｻ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野         +0.4   0.0    0.0         -0.4   0.0    0.0
宮坂 仁士(1)   4.58  5.64  5.85   5.85   5.96  5.71  6.05   6.05 
ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 諏訪清陵高   -0.3  +0.5  -0.2   -0.2   +0.2  -0.5  +0.3   +0.3
松井 駿介(2)   5.31  5.54  5.41   5.54   5.34  5.80  5.62   5.80 
ﾏﾂｲ ｼｭﾝｽｹ 下諏訪向陽   -0.7  -0.1  -0.8   -0.1   +0.2  -0.6  +0.2   -0.6
渡辺 圭尚(2)   5.48  5.46   x    5.48    x   5.52  5.25   5.52 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼｮｳ 諏訪清陵高   -0.1  -0.3         -0.1         -0.2  +0.3   -0.2
小林 海(1)   5.38   x    x    5.38    x    x    x    5.38 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 岡谷南高   -0.4               -0.4                      -0.4
野中 大地(1)   5.28   x    x    5.28    x   5.19  5.16   5.28 
ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 岡谷南高   -0.8               -0.8         +0.1  +1.3   -0.8
松崎 恭一朗(1)   4.69  4.46  4.97   4.97   4.85  4.72  5.23   5.23 
ﾏﾂｻﾞｷｷｮｳｲﾁﾛｳ 下諏訪向陽   -0.6  -0.2  -0.4   -0.4   -0.2  +0.1  +1.0   +1.0
矢﨑 灯夜(1)   4.62  4.74  4.32   4.74   4.62  4.86  4.76   4.86 
ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ 諏訪清陵高   -0.3  +0.1  -0.1   +0.1   -0.3  +0.1  +1.2   +0.1
角田 捷太郎(1)   4.49  4.24   x    4.49             4.49 
ﾂﾉﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 諏訪東理大   -0.6  +0.3         -0.6                      -0.6
上條 将吾                            DNS
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺﾞ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ                                                   

1 9  9004

2 10   101

備考

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 -3- -4- -5- -6- 記録ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

5 8   201

6 5   203

3 4   155

4 7   122

9 1  9027

11  9003

7 6   163

8 3   103

中学男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m80

記録 備考

1 5  7896  4.20

2m40 2m50 2m60 2m70 3m002m00 2m10 2m20 2m30

4 1  7898  2.50

5 2  8680  2.50

2 4  7800  3.20

3 3  8687  2.60

備考
2m00 2m10 2m20 2m30 3m40

招待男子

棒高跳

決勝

順位 試技
2m40 2m50 2m60 2m70

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m80

記録

2 7  9022  3.80

3 6  9023  2.50

1 8  9039  4.10



決勝 9月1日 11:20

大会記録(GR)                     6.47 

 ３回の
 最高記録

矢沢 佑真(3)   5.26  5.30  3.39   5.30   3.55  5.43  5.45   5.45 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 富士見中   -0.1  +0.4  -0.3   +0.4   -0.1  +0.3  +0.6   +0.6
西山 陸(3)    -    -   4.87   4.87   4.81  5.18  5.17   5.18 
ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ 長峰中               +0.8   +0.8   +0.1  +0.3  +0.6   +0.3
小平 晋太郎(2)   5.06  5.07  4.94   5.07   4.84  5.01  4.95   5.07 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 清陵附属中   -0.1  +0.2  -0.8   +0.2   +0.1  +0.5  +0.9   +0.2
川﨑 友徳(3)    -    -   4.28   4.28   4.50  4.89  4.55   4.89 
ｶﾜｻｷ ﾄﾓﾉﾘ 茅野北部中               +0.4   +0.4   -0.3  +0.5  -0.3   +0.5
市川 志音(1)   4.44  3.98  4.36   4.44   4.35  4.40  4.72   4.72 
ｲﾁｶﾜ ｼｵﾝ 諏訪南中   -0.4  -0.2  +0.2   -0.4   +0.2  +0.4  -0.2   -0.2
五味 駿太(1)   4.40  4.47  4.53   4.53   4.64   x   4.55   4.64 
ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ 原中   -0.4  +0.3  -0.6   -0.6   +0.4        +0.6   +0.4
大江 瑛斗(2)   4.37  4.14  4.27   4.37   4.42  3.73  4.60   4.60 
ｵｵｴ ｱｷﾄ 茅野北部中   -0.4  +0.7  -0.1   -0.4   -0.2  +0.3  -0.4   -0.4
三村 雅樹(1)    x   4.35  4.35   4.35    x   4.40  4.28   4.40 
ﾐﾑﾗ ﾏｻｷ 上諏訪中         +0.1  +0.3   +0.1         +0.6  -0.5   +0.6
曽我 佑冶郞(1)    -    x   4.12   4.12             4.12 
ｿｶﾞﾕｳｼﾞﾛｳ 諏訪南中               -0.3   -0.3                      -0.3
漆戸 遥希(1)   3.38  3.72  3.72   3.72             3.72 
ｳﾙｼﾄﾞ ﾊﾙｷ 諏訪西中   -0.2   0.0  -0.1   -0.1                      -0.1
三澤 志音(1)    -   3.58   -    3.58             3.58 
ﾐｻﾜ ｼｵﾝ 長峰中         -0.3         -0.3                      -0.3
小平 寛太(2)   2.99  3.52  3.16   3.52             3.52 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾝﾀ 諏訪西中   -0.9  -0.4  -0.3   -0.4                      -0.4
牛山 拓海(2)   3.50  3.48  3.29   3.50             3.50 
ｳｼﾔﾏ ﾀｸﾐ 茅野北部中   -0.4  -0.4  +0.1   -0.4                      -0.4
松村 奏和(1)   3.37  3.04  3.22   3.37             3.37 
ﾏﾂﾑﾗ ｶﾝﾀ 茅野東部中   -0.3  +0.4  +0.1   -0.3                      -0.3
石田 晟大(1)   3.33  3.27  3.26   3.33             3.33 
ｲｼﾀﾞ ｾｲﾀ 長峰中   -0.5  -0.4  -0.1   -0.5                      -0.5
伊藤 陽飛(1)   3.24   x   3.30   3.30             3.30 
ｲﾄｳ ﾊﾙﾋ 長峰中   -0.6        -0.1   -0.1                      -0.1
川崎 寛之(1)   3.03  3.13  3.14   3.14             3.14 
ｶﾜｻｷ ﾋﾛﾕｷ 茅野北部中   -0.6  -0.2  +0.4   +0.4                      +0.4
宮坂 響(2)    x   2.76  2.54   2.76             2.76 
ﾐﾔｻｶ ﾋﾋﾞｷ 諏訪西中         -0.7  -0.1   -0.7                      -0.7
豊泉 佑介(1)    x    x    x                   NM
ﾄﾖｲｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 長峰中                                                   
向山 恭平(1)    x    -    -                   NM
ﾑｺｳﾔﾏ ｷｮｳﾍｲ 長峰中                                                   
倉澤 傑(2)    -    -    -                   NM
ｸﾗｻﾜ ﾀｶｼ 茅野東部中                                                   
北原 将道(1)    x    -    -                   NM
ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾐﾁ 清陵附属中                                                   
両角 薙斗(2)    -    -    x                   NM
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾅｷﾞﾄ 長峰中                                                   
名取 陽(2)    x    -    x                   NM
ﾅﾄﾘ ﾊﾙ 永明中                                                   
清水 雅矢(2)                            DNS
ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾔ 茅野北部中                                                   
杉井 瑛澄(1)                            DNS
ｽｷﾞｲ ｴｲｽ 清陵附属中                                                   
宮澤 秦羽(1)                            DNS
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾝﾊ 岡谷西部中                                                   
平出 光晟(1)                            DNS
ﾋﾗｲﾃﾞ ｺｳｾｲ 富士見中                                                   

決勝 9月1日 13:40

大会記録(GR)                    15.20 

 ３回の
 最高記録

金子 司  14.12   x    x   14.12  13.23   x  14.13  14.13 
ｶﾈｺ ﾂｶｻ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +0.8               +0.8   +0.8        +0.4   +0.4
小口伸太郎(1)  12.02 11.91 11.71  12.02  11.86 11.76 12.06  12.06 
ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 諏訪二葉高    0.0  +0.6  +0.4    0.0   -0.1  +1.9  -0.1   -0.1

備考

男子

三段跳

決勝

順位 試技 -3- -4- -5- -6- 記録ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

1 2  9004

2 1  2611

11  7563

16  7905

3  7815

19  8867

22  7855

23  7801

20  7870

21  8866

2  7866

18  7868

17 1  8853

18 7  7749

15 4  7856

16 9  7860

13 8  7812

14 12  7876

11 6  7852

12 5  7751

9 13  7777

10 10  7743

7 17  7837

8 14  7707

5 15  7778

6 25  7898

3 27  8860

4 26  8850

1 28  7929

2 24  7853

備考

中学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 -3- -4- -5- -6- 記録ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月1日  8:50

大会記録(GR)                    12.69 

 ３回の
 最高記録

峯村 修平
ﾐﾈﾑﾗ ｼｭｳﾍｲ 諏訪市陸協
両角 優介
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 茅野市陸協

決勝 9月1日  8:50

大会記録(GR)                    11.49 

 ３回の
 最高記録

永田智哉(2) 大会新
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 諏訪二葉高
片倉 広喜(1)
ｶﾀｸﾗ ﾋﾛｷ 岡谷東高

決勝 9月1日  8:50

大会記録(GR)                    11.57 

 ３回の
 最高記録

藤森 寿馬(2)
ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 長峰中
國枝 虎之介(2)
ｸﾆｴﾀﾞ ﾄﾗﾉｽｹ 岡谷東部中
石田 優牙(1)
ｲｼﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 茅野東部中
正木 陽太(2)
ﾏｻｷ ﾖｳﾀ 原中
松原 咲希(1)
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｻｷ 岡谷東部中
市川 志音(1)
ｲﾁｶﾜ ｼｵﾝ 諏訪南中
金子 龍太(2)
ｶﾈｺ ﾘｭｳﾀ 茅野北部中
牛山 大輝(1)
ｳｼﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 茅野東部中

決勝 9月1日  8:50

 ３回の
 最高記録

田近 資武(3)
ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ 王滝中

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

1 2  9025   7.80  7.69

氏  名 所属名 -1- -2-

  8.13   8.13

-3-

-5- -6- 記録 備考

男子

砲丸投(6.000kg)

決勝

順位

  5.67   -    -    5.67    -    -

-5- -6- 記録 備考-4-

   -   5.67 

  7.69  7.76   x   8.13 

2 1  9020

   x

-4-氏  名 所属名 -1- -2-試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

1 2  2607  11.40

-3-

  8.48 

 11.76  11.76    x  11.98   x  11.98 

   8.48   7.88

記録 備考

1 8  7850   8.55  8.30

  8.04

-2- -3-

  8.98 

中学男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

2 1   185   8.48  8.33  8.41   7.70

-4- -5- -6-

  8.98  8.66

2 6  7632   7.58  7.28

  6.95   8.55   8.40

   7.58   7.15  7.15  7.25

氏  名 所属名 -1-

  6.65  7.58 

3 5  7875   7.01  6.69  6.56   7.01    x   6.88  7.15  7.15 

  6.81  6.85 

5 4  7641   5.77  5.26  5.60   5.77   5.32  5.40  5.66  5.77 

4 7  8686   6.72   -   6.85   6.85   5.64  5.73

  5.72  5.72 

7 3  7833   4.91  4.95  5.14   5.14   5.41  5.25  5.40  5.41 

6 1  7778   4.86  5.45  4.88   5.45    x   5.59

備考

招待男子

砲丸投(5.000kg)

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  5.00  5.00 8 2  7884   4.79  4.74  4.93   4.93   4.46  4.62

-4-氏  名 所属名 -1- -2- -3- -5- -6- 記録

 12.07  11.87  12.07  11.34 11.71   x1  9007  11.73 12.07



決勝 9月1日 11:00

大会記録(GR)                    39.22 

 ３回の
 最高記録

田中 米人
ﾀﾅｶ ﾖﾈﾄ 茅野市陸協

決勝 9月1日 11:00

大会記録(GR)                    41.26 

 ３回の
 最高記録

永田智哉(2)
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 諏訪二葉高
片倉 広喜(1)
ｶﾀｸﾗ ﾋﾛｷ 岡谷東高

決勝 9月1日 11:00

大会記録(GR)                    23.23 

 ３回の
 最高記録

両角 駿介(3)
ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ 永明中

決勝 9月1日 11:00

 ３回の
 最高記録

田近 資武(3)
ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ 王滝中

男子

円盤投(2.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

1 1  9019    o  15.74

氏  名 所属名 -1- -2-

   o   15.74

-3-

-3- -5- -6- 記録 備考

男子

円盤投(1.750kg)

決勝

順位 -4-氏  名 所属名 -1- -2-試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

-5- -6- 記録 備考-4-

 15.74    -    -    -

1 2  2607    x  26.08  26.08    x    o  29.74 29.74 

  21.18    o

   x

   x

-3- -5- -6- 記録 備考

中学男子

円盤投(1.500kg)

決勝

順位

2 1   185    o    x  21.18    x  21.18 

-4-氏  名 所属名 -1- -2-試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

1 1  7800    o

備考

招待男子

円盤投(1.500kg)

順位 試技

 22.39  21.62  21.62    o  22.39   o   o

ﾅﾝﾊﾞｰ

 29.34  29.34  29.34    o    x

記録

1 1  9007    x    o

-3- -5- -6-

   o

-4-氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月1日 12:20

大会記録(GR)                    55.50 

 ３回の
 最高記録

畔上 和真(2)
ｱｾﾞｶﾞﾐ ｶｽﾞﾏ 下諏訪向陽

決勝 9月1日 12:20

大会記録(GR)                    63.67 

 ３回の
 最高記録

藤森 寿馬(2)
ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 長峰中
小平 大翔(1)
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙﾄ 長峰中
石田 優牙(1)
ｲｼﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 茅野東部中

1 1   152    x    o

備考

男子

やり投(800g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ -4-氏  名 所属名 -1- -2- -3- -5- -6- 記録

備考

中学男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝

順位 -3- -5- -6- 記録試技 ﾅﾝﾊﾞｰ -4-氏  名 所属名 -1- -2-

 40.25  38.00  38.00    o    o  40.25

1 3  7850    o 43.14   o  45.55 

2 1  7861    -    -    x        o    o  32.27 32.27 

   o   43.14    o  45.55

3 2  7875    o  26.76  26.76    x   26.76    o    o    o
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