
 

大会コード：19170703 

第７２回長野県陸上競技伊那大会 

記録集 
 

 

期  日： 2019年(令和元年) 5月 3日（金・憲法記念日） 

主  催： 上伊那郡陸上競技協会、伊那市、伊那市教育委員会、伊那市スポーツ協会、 

主  管： 上伊那陸上競技協会 

会  場： 伊那市陸上競技場（171730） 

総 務： 桐山 勝次 

審 判 長： 熊谷 賢二（ﾄﾗｯｸ）、遠山 正洋（ﾌｨｰﾙﾄﾞ） 

記録主任： 井原 成経 

 

 

■ この大会で樹立された記録 

男女 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 記録 氏名(学年) 所属 従来の記録 備考 

中男 棒高跳 決勝 4ｍ20 安部 桂史郎(3) 原中 4ｍ20 大会ﾀｲ 

中女 100ｍH 決勝 15秒 26(-0.1) 唐澤 さくら(2) 箕輪中 15秒 36 大会新 

 

■グラウンドコンディション 

日付 時刻 天候 気温（℃） 湿度（％） 風向 風速（m/s） 

5月 3日 9：00 曇り 18.7 36.0 東 0.5 

 10：00 晴れ 19.0 33.0 南東 2.0 

 11：00 晴れ 23.2 21.0 北西 1.9 

 12：00 晴れ 25.2 20.0 南南東 1.4 

 13：00 晴れ 25.9 20.0 南南東 1.3 

 14：00 晴れ 25.5 21.0 南南西 1.4 

 15：00 曇り 25.6 20.0 南 0.6 

 16：00 晴れ 24.4 22.0 北北東 1.2 

 



第７２回長野県陸上競技伊那大会                                                  
主催　上伊那郡陸上競技協会、伊那市、伊那市教育委員会                            
　　　伊那市スポーツ協会                                                        

決勝記録一覧表
(GT:大会タイ) 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
05/03 男子  -0.4太田 敦 11.24 中澤 新(3) 11.27 浦野 快生(2) 11.45 浦野 晃平(2) 11.48 三嶋 蒼生(3) 11.52 小林 蓮(3) 11.58 加賀見 一輝 13.67

１００ｍ 一般･飯伊陸協 高校･諏訪清陵高 高校･伊那北高 高校･赤穂高 高校･下伊那農高 高校･諏訪二葉高 一般･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
05/03 小濱 律(3) 22.71 林 泰希(3) 22.78 丸岡 精二 22.86 加賀見 一輝 22.93 青山 諒成(3) 高校･松川高 23.43 唐澤 秀作(3) 23.49 山田 海斗(2) 23.69

２００ｍ 高校･上伊那農高 高校･諏訪清陵高 一般･駒ヶ根AC 一般･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 浦野 晃平(2) 高校･赤穂高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那弥生ヶ丘高
05/03 二見 優輝(2) 49.65 青山 諒成(3) 50.66 林 泰希(3) 51.31 登内 和也(3) 51.73 仲村渠 海都(3) 51.76 原 大貴(3) 52.16 有賀 匠吾(2) 52.63 小田切 幹太(3) 52.70

４００ｍ 高校･諏訪清陵高 高校･松川高 高校･諏訪清陵高 高校･上伊那農高 高校･赤穂高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･上伊那農高 中学･宮田中
05/03 羽場 圭汰(2) 4,05.21 小田切 幹太(3) 4,06.87 宮脇 祐歩(3) 4,09.22 樋口 正晃 4,10.61 大蔵 孝典 4,12.12 高梨 良介 4,13.21 久保田 祐梨(3) 4,14.16 二見 拓輝(2) 4,14.34

１５００ｍ 高校･上伊那農高 中学･宮田中 高校･伊那北高 一般･上伊那郡陸協 一般･上伊那郡陸協 一般･ﾄｰﾊﾂ 高校･上伊那農高 高校･諏訪清陵高
05/03 高梨 良介 15,42.34 大蔵 孝典 15,56.28 樋口 正晃 16,07.39 松山 克敏 16,36.42 宮嶋 宇明(3) 16,55.06 芦部 冬馬(2) 16,56.23 代田 貴嗣 17,05.07 赤座 拓真(3) 17,20.49

５０００ｍ 一般･ﾄｰﾊﾂ 一般･上伊那郡陸協 一般･上伊那郡陸協 一般･下伊那郡陸協 高校･松川高 高校･上伊那農高 一般･飯田市陸協 高校･伊那北高
05/03  -1.4関 雄飛(3) 16.54 林 力輝(3) 16.77 逸見 崚輔(2) 17.50 佐野 修一郎(2) 19.50 小平 桜雅(2) 25.17

110mH(1.067m) 高校･上伊那農高 高校･飯田風越高 高校･伊那北高 高校･伊那北高 高校･岡谷南高
05/03 林 知彦 1.93 尾畑 元佳 1.90 小口 伸太郎(1) 1.90 大久保 海翔(3) 1.75 北原 大雅(3) 高校･伊那北高 1.70 野中 大地(1) 1.50

走高跳 一般･eS Design 一般･ALKA 高校･諏訪二葉高 高校･飯田風越高 本多 俊平 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校･岡谷南高
05/03 北原 香音(2) 3.80 恒川 直澄(3) 3.70 河手 祥吾(3) 3.50

棒高跳 高校･高遠高 高校･伊那北高 高校･高遠高
05/03 浦野 快生(2) 6.11(+1.6) 林 力輝(3) 6.00(+2.0) 髙山 翔平(2) 5.78(+0.1) 小林 海(1) 5.67(+2.0) 上柳 凌平 5.62(+0.5) 多田井琢馬(2)5.60(+1.1) 工藤 柾斗(2) 5.47(+0.7) 野中 大地(1) 5.47(+1.2)

走幅跳 高校･伊那北高 高校･飯田風越高 高校･岡谷工高 高校･岡谷南高 一般･上伊那郡陸協 高校･阿南高 高校･岡谷工高 高校･岡谷南高
05/03 金子 司 14.49(+2.0) 小林 蓮(3) 13.12(+1.7) 塩澤 昂(2) 12.77(+0.8) 三沢 和輝(2)11.89(+2.7) 日馬 正貴 11.53(+1.9)

三段跳 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校･諏訪二葉高 高校･飯田高 高校･伊那弥生ヶ丘高 一般･安曇野陸協
05/03 上原 隆伸 12.02 倉田 優希 9.73 小林 和夫 8.46

砲丸投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･eS Design 一般･上伊那郡陸協
05/03 上原 隆伸 35.37 本多 俊平 26.98 小林 和夫 25.23 池田 圭吾 19.51

円盤投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･上伊那郡陸協 一般･DreamAC
05/03 友田 利男 47.98 平澤 賢也(2) 45.64 倉田 優希 45.25 工藤 俊介(3) 39.12 本島 琉輝斗(2) 37.91 山崎 日向(3) 32.61 相川 隆太郎(2) 32.21 後藤 玲央(1) 31.19

やり投 一般･下伊那郡陸協 高校･高遠高 一般･eS Design 高校･伊那北高 高校･松川高 高校･伊那北高 高校･上伊那農高 高校･高遠高
05/03 伊那弥生ヶ丘高    3,27.55 上伊那農高     3,28.77 諏訪清陵高     3,32.13 伊那北高     3,35.33 DreamAC     3,46.64

４×４００ｍＲ 唐澤 秀作(3) 関 雄飛(3) 伊藤 蒼眞(1) 浦野 快生(2) 池田 圭吾
原 大貴(3) 有賀 匠吾(2) 二見 優輝(2) 春日 雄大郎(3) 中塚 渓滋
太田 一希(2) 山際 康太郎(2) 菊池 樹輝(3) 三澤 賢人(2) 竹内 一弘
山田 海斗(2) 田畑 青透(2) 渡辺 圭尚(2) 逸見 崚輔(2) 中嶋 康晴

05/03 中学男子  -1.5久保田 凱士(3) 11.75 荻原 諒太(3) 11.79 松村 喜道(3) 11.94 漆戸 柊哉(3) 11.96 伊藤 新(3) 12.02 市川 圭斗(3) 12.08 丸山 大翔(3) 12.18 古賀 涼輔(3) 12.25
１００ｍ 中学･赤穂中 中学･春富中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･諏訪西中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･開成中 中学･岡谷西部中 中学･箕輪中

05/03 田所 夢太郎(3) 9,28.59 長谷部 直大(3) 9,45.80 鈴木 哲平(2) 9,53.08 北原 浩太(3) 9,57.76 熊谷 航陽(2) 10,13.93 佐々木 陸(3) 10,15.61 田中 惠介(3) 10,16.75 岡添 智史(3) 10,21.39
３０００ｍ 中学･富士見中 中学･赤穂中 中学･赤穂中 中学･春富中 中学･ISｼﾞｭﾆｱ 中学･宮田中 中学･箕輪中 中学･箕輪中

05/03  -0.5工藤 航介(3) 16.61 三澤 優太(2) 18.54 市川 圭斗(3) 18.74 遠藤 颯(2) 21.01 大澤 奎太(2) 21.96 吉澤 梢(3) 22.63
110mH(0.914m) 中学･伊那東部中 中学･伊那中 中学･開成中 中学･上諏訪中 中学･伊那中 中学･伊那中

05/03 酒井 洸一(3) 1.65 下平 真人(3) 1.55 河村 大和(3) 1.55 赤羽 快(2) 中学･伊那東部中 1.50 下村 考輝(2) 1.45 土屋 颯太(2) 中学･伊那東部中 1.45
走高跳 中学･春富中 中学･春富中 中学･春富中 小平 遥暉(3) 中学･高森中 中学･宮田中 岩下 爽(3) 中学･宮田中

05/03 安部 桂史郎(3) 4.20 両角 駿介(3) 3.30 田口 壱星(3) 3.10 友竹 歩夢(2) 3.10 日達 羽流(2) 2.60
棒高跳 中学･原中 GT 中学･永明中 中学･原中 中学･飯田高陵中 中学･原中

05/03 下平 真吾(3) 6.12(+0.9) 矢沢 佑真(3) 5.89(+2.9) 増田 光月(3) 5.78(-0.4) 工藤 航介(3) 5.76(+2.5) 松村 喜道(3) 5.52(+1.7) 矢島 拓光(3) 5.50(+1.5) 酒井 奏楽(2) 5.25(+1.5) 原田 裕哉(3) 5.22(+2.5)
走幅跳 中学･春富中 中学･富士見中 中学･長峰中 中学･伊那東部中 中学･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学･箕輪中 中学･春富中 中学･上諏訪中

05/03 田近 資武(3) 11.72 髙橋 勇翔(3) 11.35 上條 飛翔(3) 10.60 市瀬 秀耀(3) 9.32 宮澤 良織(3) 8.35 藤森 寿馬(2) 8.34 伊藤 聖覧(3) 8.20 上田 航(3) 7.84
砲丸投 中学･王滝中 中学･開成中 中学･宮田中 中学･高森中 中学･中川中 中学･長峰中 中学･伊那東部中 中学･岡谷西部中

05/03 春富中       46.43 箕輪中       46.96 伊那東部中       47.20 赤穂中       47.43 諏訪西中       48.03 緑ヶ丘中       48.65 上諏訪中       48.86 富士見中       49.03
４×１００ｍＲ 河村 大和(3) 唐澤 貫太(3) 赤羽 快(2) 飯島 颯斗(2) 金子 和優(2) 松下 昇龍(2) 遠藤 颯(2) 矢沢 佑真(3)

酒井 洸一(3) 柴 悠翔(3) 伊藤 聖覧(3) 池上 竜馬(3) 漆戸 柊哉(3) 牧島 由輝(2) 原田 裕哉(3) 名取 勇人(3)
荻原 諒太(3) 松澤 健耶(3) 工藤 航介(3) 塩川 大樹(3) 小池 成羽(2) 松澤 孝輝(3) 望月 翔太(3) 窪田 翔真(3)
下平 真吾(3) 古賀 涼輔(3) 伊藤 史(3) 久保田 凱士(3) 宮下 和秀(2) 西尾 洸希(3) 宮坂 匠(3) 小平 悟(3)

05/03 高校男子 永田 智哉(2) 11.93 向山 星来(3) 9.79 下平 朱莉(1) 9.49 市岡 佳大(3) 7.10 田口 恵斗(2) 6.24
砲丸投 高校･諏訪二葉高 高校･高遠高 高校･高遠高 高校･OIDE長姫高 高校･高遠高

05/03 赤尾 聡良(3) 36.13 永田 智哉(2) 30.38 白鳥 和弥(2) 29.31 平澤 賢也(2) 27.27 下平 朱莉(1) 21.57 西郷 鴻次朗(2) 20.84
円盤投 高校･上田染谷丘高 高校･諏訪二葉高 高校･高遠高 高校･高遠高 高校･高遠高 高校･岡谷工高



予選 5月3日  9:55
決勝 5月3日 14:35

県新    (KR )       10.15
県高校新(KR )       10.32
大会新  (GR )       10.84

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 -1.1

 1 浦野 快生(2) 高校     11.58 q  1 有賀 匠吾(2) 高校     11.74 
ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ 伊那北高 ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 上伊那農高

 1 小林 蓮(3) 高校     11.58 q  2 小林 光輝(3) 高校     11.81 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪二葉高 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 松川高

 3 齊藤 功将(2) 大学     11.73  3 矢澤 恵一 一般     12.16 
ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾏｻ 諏訪東理大 ﾔｻﾞﾜ ｹｲｲﾁ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

 4 久保田 光太郎(2)高校     12.20  4 吉川 省吾(2) 高校     12.53 
ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 上伊那農高 ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 下伊那農高

 5 熊谷 省吾(2) 高校     12.31  5 今福 海斗(1) 高校     12.72 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｮｳｺﾞ 下伊那農高 ｲﾏﾌｸ ｶｲﾄ 高遠高

 6 名取 裕基(3) 高校     12.52  6 諏訪 玲二(1) 高校     12.73 
ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 岡谷工高 ｽﾜ ﾚｲｼﾞ 岡谷南高

 7 永井 匠海(1) 高校     12.59  7 西野 瑛修(1) 高校     13.46 
ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾐ 飯田風越高 ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ 駒ヶ根工高

 8 山﨑 陽太(2) 高校     12.80  8 佐々木 伸二(2) 高校     13.76 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀ 伊那弥生ヶ丘高 ｻｻｷ ｼﾝｼﾞ OIDE長姫高

[ 3組] 風速 -2.7 [ 4組] 風速 -1.1

 1 浦野 晃平(2) 高校     11.64 q  1 加賀見 一輝 一般     11.40 q
ｳﾗﾉ ｺｳﾍｲ 赤穂高 ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 丸岡 精二 一般     11.74  2 園原 昇汰 一般     11.61 q
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 下伊那郡陸協

 3 山口 大輝(2) 高校     11.79  3 三沢 和輝(2) 高校     11.75 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 諏訪二葉高 ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高

 4 田畑 青透(2) 高校     12.11  4 塩澤 昂(2) 高校     11.88 
ﾀﾊﾞﾀ ｱｵﾄ 上伊那農高 ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ 飯田高

 5 大倉 伊織(2) 高校     13.21  5 松下 秀喜 一般     12.15 
ｵｵｸﾗ ｲｵﾘ OIDE長姫高 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ EASTERS
竹越 勇斗(2) 高校  6 髙山 翔平(2) 高校     12.70 
ﾀｹｺﾞｼ ﾕｳﾄ 伊那弥生ヶ丘高 ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 岡谷工高
日馬 正貴 一般  7 上柳 豪 一般     13.29 
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野陸協 ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾀｹｼ 上伊那郡陸協
西山 星輝(3) 高校
ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｷ 高遠高

[ 5組] 風速 -0.3 [ 6組] 風速 -0.9

 1 上野 俊瑛(3) 高校     11.75  1 太田 敦 一般     11.51 q
ｳｴﾉ ｼｭﾝｴｲ 伊那北高 ｵｵﾀ ｱﾂｼ 飯伊陸協

 2 村澤 和真(2) 高校     11.83  2 深谷 朝海(2) 高校     12.10 
ﾑﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ OIDE長姫高 ﾌｶﾔ ｻﾐ 伊那北高

 3 渡邊 嵩一(2) 大学     12.02  3 安江 隆輔(2) 高校     12.17 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｲﾁ 諏訪東理大 ﾔｽｴ ﾘｭｳｽｹ 箕輪進修高

 4 鈴木 千紘(1) 高校     12.06  4 佐々 海青(1) 高校     12.38 
ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 諏訪清陵高 ｻｻ ｶｲｾｲ 諏訪清陵高

 5 鎌倉 柚大(2) 高校     12.71  5 立石 幸祐(3) 高校     12.60 
ｶﾏｸﾗ ﾕｳﾀ 箕輪進修高 ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 岡谷工高

 6 北原 晋也 一般     13.24 赤羽 流一(1) 高校
ｷﾀﾊﾗ ｼﾝﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｱｶﾊﾞ ﾘｭｳｲﾁ 松川高
荻原 凌我(3) 高校 吉江 光司(3) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 赤穂高 ﾖｼｴ ｺｳｼﾞ 岡谷南高

[ 7組] 風速 +0.2

 1 中澤 新(3) 高校     11.45 q
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 諏訪清陵高

 2 三嶋 蒼生(3) 高校     11.61 q
ﾐｼﾏ ｱｵｲ 下伊那農高

 3 那須 祐己(3) 高校     11.84 
ﾅｽ ﾕｳｷ 諏訪二葉高

 4 小林 海(1) 高校     12.39 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 岡谷南高

 5 田口 恵斗(2) 高校     12.73 
ﾀｸﾞﾁ ｹｲﾄ 高遠高

 6 竹内 一弘 一般     13.41 
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ DreamAC
小澤 宗尭(2) 高校
ｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 赤穂高
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男子

１００ｍ            

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

記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
6   422



風速 -0.4

 1 太田 敦 一般     11.24 
ｵｵﾀ ｱﾂｼ 飯伊陸協

 2 中澤 新(3) 高校     11.27 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 諏訪清陵高

 3 浦野 快生(2) 高校     11.45 
ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ 伊那北高

 4 浦野 晃平(2) 高校     11.48 
ｳﾗﾉ ｺｳﾍｲ 赤穂高

 5 三嶋 蒼生(3) 高校     11.52 
ﾐｼﾏ ｱｵｲ 下伊那農高

 6 小林 蓮(3) 高校     11.58 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪二葉高

 7 加賀見 一輝 一般     13.67 
ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
園原 昇汰 一般
ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 下伊那郡陸協 棄権

3    21

2    43

7   667

8   131

6   422

1   476

記録／備考
5    38

4   115

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

男子

１００ｍ            



予選 5月3日  9:30
決勝 5月3日 14:30

県中学新(CR )       10.85
大会新  (GR )       11.02

[ 1組] 風速 -3.5 [ 2組] 風速 -0.5

 1 古賀 涼輔(3) 中学     12.33 q  1 松村 喜道(3) 中学     12.05 q
ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中 ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 岩間 琉星(3) 中学     12.98  2 丸山 大翔(3) 中学     12.22 q
ｲﾜﾏ ﾘｭｳｾｲ 緑ヶ丘中 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ 岡谷西部中

 3 松村 草児(2) 中学     13.13  3 望月 翔太(3) 中学     12.88 
ﾏﾂﾑﾗ ｿｳｼﾞ 高森中 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ 上諏訪中

 4 伊藤 優作(3) 中学     13.17  4 畔上 亮太(3) 中学     12.90 
ｲﾄｳ  ﾕｳｻｸ 春富中 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾘｮｳﾀ 長峰中

 5 澤柳 翔(2) 中学     13.80  5 池田 隆峨(2) 中学     13.34 
ｻﾜﾔﾅｷﾞ ｼｮｳ 飯田高陵中 ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ 辰野中

 6 田坂 龍駕(2) 中学     14.36  6 飯島 颯斗(2) 中学     13.36 
ﾀｻｶ ﾘｮｳｶﾞ 南箕輪中 ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 赤穂中

 7 小口 蒼葉(1) 中学     14.41  7 西沢 颯馬(2) 中学     14.31 
ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾆｼｻﾞﾜ ｿｳﾏ 清陵附属中

 8 宮下 恵冴(3) 中学     15.05  8 佐々木 康多(1) 中学     15.83 
ﾐﾔｼﾀ ｹｲｺﾞ 宮田中 ｻｻｷ ｺｳﾀ 下伊那松川中

[ 3組] 風速 -0.1 [ 4組] 風速 -1.3

 1 市川 圭斗(3) 中学     12.31 q  1 荻原 諒太(3) 中学     11.86 q
ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ 開成中 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 春富中

 2 宮坂 匠(3) 中学     12.42  2 春原 賢(1) 中学     12.92 
ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 上諏訪中 ｽﾉﾊﾗ ｹﾝ 飯田高陵中

 3 木次 夏雪(2) 中学     13.43  3 坂口 真麒(3) 中学     13.04 
ｺﾂｷﾞ ﾅﾂｷ 富士見中 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻｷ 南箕輪中

 4 河野 翔平(3) 中学     13.50  4 横山 勇磨(2) 中学     13.14 
ｺｳﾉ ｼｮｳﾍｲ 箕輪中 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾏ 岡谷西部中

 5 宮澤 駿也(2) 中学     13.51  5 合津 春快(2) 中学     13.81 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 辰野中 ｺﾞｳｽﾞ ｼｭﾝｶｲ 高森中

 5 伊東 未来翔(3) 中学     13.51  6 浦野 芳希(2) 中学     14.78 
ｲﾄｳ ﾐｷﾄ 駒ヶ根東中 ｳﾗﾉ ﾖｼｷ 宮田中

 7 今村 悠真(1) 中学     14.66 樋口 シンジ(3) 中学
ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾏ 下伊那松川中 ﾋｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 伊那東部中

 8 中尾 遥都(2) 中学     14.72 
ﾅｶｵ ﾊﾙﾄ 岡谷北部中

[ 5組] 風速 -1.0 [ 6組] 風速 -1.4

 1 伊藤 史(3) 中学     12.53  1 伊藤 新(3) 中学     12.24 q
ｲﾄｳ ﾁｶ 伊那東部中 ｲﾄｳ ｱﾗﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 唐澤 貫太(3) 中学     12.83  2 征矢 超(2) 中学     12.40 
ｶﾗｻﾜ ｶﾝﾀ 箕輪中 ｿﾔ ｺﾕﾙ 伊那中

 3 小出 成悟(3) 中学     13.07  3 牧島 由輝(2) 中学     12.91 
ｺｲﾃﾞ ｾｲｺﾞ 駒ヶ根東中 ﾏｷｼﾏ ﾕｷ 緑ヶ丘中

 4 伊藤 良真(2) 中学     13.09  4 吉瀬 歩睦(3) 中学     13.32 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 長峰中 ｷｾ  ｱﾕﾑ 春富中

 5 三澤 煌明(2) 中学     13.17  5 小倉 心和(3) 中学     13.36 
ﾐｻﾜ ｺｳﾒｲ 岡谷西部中 ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ 赤穂中

 6 小平 晋太郎(2) 中学     13.51  6 福田 琉衣(2) 中学     13.61 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 清陵附属中 ﾌｸﾀﾞ ﾙｲ 岡谷北部中

 7 樋口 誠太(2) 中学     13.86  7 宮﨑 志貴(2) 中学     14.04 
ﾋｸﾞﾁ ｾｲﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾐﾔｻﾞｷ ｼｷ 諏訪西中

[ 7組] 風速 -0.5 [ 8組] 風速 -2.4

 1 漆戸 柊哉(3) 中学     12.22 q  1 久保田 凱士(3) 中学     12.05 q
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪西中 ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 赤穂中

 2 小平 遥暉(3) 中学     12.88  2 小平 悟(3) 中学     12.97 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ 高森中 ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄﾙ 富士見中

 3 赤羽 快(2) 中学     13.11  3 傳田 悠人(2) 中学     13.13 
ｱｶﾊﾈ ｶｲ 伊那東部中 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 清陵附属中

 4 窪田 翔真(3) 中学     13.16  4 松下 昇龍(2) 中学     13.20 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 富士見中 ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾘｭｳ 緑ヶ丘中

 5 竹内 智貴(3) 中学     13.53  5 小松 裕昭(2) 中学     13.27 
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 中川中 ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 諏訪西中

 6 松田 竜介(2) 中学     13.75  6 保科 陽斗(1) 中学     13.71 
ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 辰野中 ﾎｼﾅ ﾊﾙﾄ 宮田中
鎌倉 伊吹(2) 中学  7 大蔵 優悟(2) 中学     14.39 
ｶﾏｸﾗ ｲﾌﾞｷ 長峰中 ｵｵｸﾗ ﾕｳｺﾞ 駒ヶ根東中
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中学男子

１００ｍ            

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

記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
1  8014



風速 -1.5

 1 久保田 凱士(3) 中学     11.75 
ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 赤穂中

 2 荻原 諒太(3) 中学     11.79 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 春富中

 3 松村 喜道(3) 中学     11.94 
ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 漆戸 柊哉(3) 中学     11.96 
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪西中

 5 伊藤 新(3) 中学     12.02 
ｲﾄｳ ｱﾗﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 市川 圭斗(3) 中学     12.08 
ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ 開成中

 7 丸山 大翔(3) 中学     12.18 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ 岡谷西部中

 8 古賀 涼輔(3) 中学     12.25 
ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中

5  7583

1  8014

7  8641

2  7142

4  8625

8  7742

記録／備考
6  8824

3  8163

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

中学男子

１００ｍ            



決勝 5月3日 11:50

県新    (KR )       20.35
県中学新(CR )       21.88
大会新  (GR )       22.10

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速  0.0

 1 ﾛﾍﾟｽ田中ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 中学     27.64  1 横山 勇磨(2) 中学     26.44 
ﾛﾍﾟｽ ﾀﾅｶ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ辰野中 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾏ 岡谷西部中

 2 小幡 将太朗(2) 中学     27.91  1 望月 翔太(3) 中学     26.44 
ｵﾊﾞﾀ  ｼｮｳﾀﾛｳ 春富中 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ 上諏訪中

 3 川口 愛翔(2) 中学     27.97  3 三澤 煌明(2) 中学     26.59 
ｶﾜｸﾞﾁ  ﾏﾅﾄ 春富中 ﾐｻﾜ ｺｳﾒｲ 岡谷西部中

 4 合津 春快(2) 中学     28.29  4 中野 聡太(2) 中学     28.06 
ｺﾞｳｽﾞ ｼｭﾝｶｲ 高森中 ﾅｶﾉ ｿｳﾀ 駒ヶ根東中

 5 宮澤 太地(2) 中学     29.75  5 湯澤 颯(2) 中学     28.13 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｲﾁ 駒ヶ根東中 ﾕｻﾞﾜ ｿｳ 駒ヶ根東中

 6 田方 隼人(2) 中学     30.44  6 土川 心都(2) 中学     28.36 
ﾀｶﾞﾀ ﾊﾔﾄ 辰野中 ﾂﾁｶﾜ ﾏﾅﾄ 中川中

 7 中谷 太希(2) 中学     30.46 樋口 シンジ(3) 中学
ﾅｶﾔ ﾋﾛｷ 辰野中 ﾋｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 伊那東部中

 8 市川 蓮也(2) 中学     30.58 倉田 錬(3) 中学
ｲﾁｶﾜ ﾚﾝﾔ 長峰中 ｸﾗﾀ ﾚﾝ 緑ヶ丘中

[ 3組] 風速 -2.0 [ 4組] 風速 -2.6

 1 宮坂 匠(3) 中学     25.15  1 熊谷 省吾(2) 高校     24.59 
ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 上諏訪中 ｸﾏｶﾞｲ ｼｮｳｺﾞ 下伊那農高

 2 原田 裕哉(3) 中学     25.66  2 國井 駿太(2) 高校     25.15 
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ 上諏訪中 ｸﾆｲ ｼｭﾝﾀ 岡谷南高

 3 池田 圭吾 一般     26.01  3 中塚 渓滋 一般     25.36 
ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ DreamAC ﾅｶﾂｶ ｹｲｼﾞ DreamAC

 4 向山 星来(3) 高校     26.12  4 矢島 武流(3) 中学     25.55 
ﾑｶｲﾔﾏ ｾｲﾗｲ 高遠高 ﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 清陵附属中

 5 山﨑 拓夢(3) 中学     26.27  5 伊東 龍生(2) 高校     25.66 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾑ 下伊那松川中 ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 高遠高
宮下 司(2) 高校  6 池上 竜馬(3) 中学     26.02 
ﾐﾔｼﾀ ﾂｶｻ 下伊那農高 ｲｹｶﾞﾐ ﾘｮｳﾏ 赤穂中
北原 香音(2) 高校  7 窪田 翔真(3) 中学     26.16 
ｷﾀﾊﾗ ｶﾉﾝ 高遠高 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 富士見中

[ 5組] 風速 -1.1 [ 6組] 風速 +0.6

 1 近藤 皓哉(3) 中学     24.18  1 青山 諒成(3) 高校     23.43 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ 下伊那松川中 ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 松川高

 2 矢澤 恵一 一般     24.40  2 村澤 和真(2) 高校     23.92 
ﾔｻﾞﾜ ｹｲｲﾁ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ ﾑﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ OIDE長姫高

 3 丸山 大翔(3) 中学     24.89  3 那須 祐己(3) 高校     24.23 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ 岡谷西部中 ﾅｽ ﾕｳｷ 諏訪二葉高

 4 名取 勇人(3) 中学     25.18  4 新谷 佳汰(2) 高校     24.27 
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 富士見中 ｼﾝﾔ ｹｲﾀ 上伊那農高

 5 塩川 大樹(3) 中学     25.77  5 伊藤 新(3) 中学     24.33 
ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ 赤穂中 ｲﾄｳ ｱﾗﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 伊藤 蒼眞(1) 高校     25.96  6 太田 一希(2) 高校     24.54 
ｲﾄｳ ｿｳﾏ 諏訪清陵高 ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高
吉岡 伶(1) 高校  7 諏訪 玲二(1) 高校     24.98 
ﾖｼｵｶ ﾚｲ 諏訪清陵高 ｽﾜ ﾚｲｼﾞ 岡谷南高

[ 7組] 風速 -1.8 [ 8組] 風速 -1.0

 1 原 玲緒(3) 高校     24.14  1 山田 海斗(2) 高校     23.69 
ﾊﾗ ﾚｵ 諏訪二葉高 ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 伊那弥生ヶ丘高

 2 伊藤 巧(3) 高校     24.51  2 山口 大輝(2) 高校     23.75 
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 赤穂高 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 諏訪二葉高

 3 柴 悠翔(3) 中学     24.69  3 上野 俊瑛(3) 高校     23.79 
ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ 箕輪中 ｳｴﾉ ｼｭﾝｴｲ 伊那北高

 4 松澤 健耶(3) 中学     25.60  4 久保田 凱士(3) 中学     23.92 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ 箕輪中 ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 赤穂中

 5 古庄 武(3) 中学     25.81  5 小林 光輝(3) 高校     23.95 
ﾌﾙｼｮｳ ﾀｹﾙ 箕輪中 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 松川高
齊藤 功将(2) 大学  6 漆戸 柊哉(3) 中学     24.53 
ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾏｻ 諏訪東理大 ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪西中
深谷 朝海(2) 高校 酒井 龍介(3) 高校
ﾌｶﾔ ｻﾐ 伊那北高 ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 上伊那農高
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[ 9組] 風速 -0.6

 1 小濱 律(3) 高校     22.71 
ｺﾊﾏ ﾘﾂ 上伊那農高

 2 林 泰希(3) 高校     22.78 
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 諏訪清陵高

 3 丸岡 精二 一般     22.86 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 4 加賀見 一輝 一般     22.93 
ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 5 浦野 晃平(2) 高校     23.43 
ｳﾗﾉ ｺｳﾍｲ 赤穂高

 6 唐澤 秀作(3) 高校     23.49 
ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ 伊那弥生ヶ丘高
荻原 凌我(3) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 赤穂高

   1 小濱 律(3) 高校 上伊那農高     22.71 (-0.6)   9   1
   2 林 泰希(3) 高校 諏訪清陵高     22.78 (-0.6)   9   2
   3 丸岡 精二 一般 駒ヶ根AC     22.86 (-0.6)   9   3
   4 加賀見 一輝 一般 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     22.93 (-0.6)   9   4
   5 青山 諒成(3) 高校 松川高     23.43 (+0.6)   6   1
   5 浦野 晃平(2) 高校 赤穂高     23.43 (-0.6)   9   5
   7 唐澤 秀作(3) 高校 伊那弥生ヶ丘高     23.49 (-0.6)   9   6
   8 山田 海斗(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     23.69 (-1.0)   8   1
   9 山口 大輝(2) 高校 諏訪二葉高     23.75 (-1.0)   8   2
  10 上野 俊瑛(3) 高校 伊那北高     23.79 (-1.0)   8   3
  11 村澤 和真(2) 高校 OIDE長姫高     23.92 (+0.6)   6   2
  11 久保田 凱士(3) 中学 赤穂中     23.92 (-1.0)   8   4
  13 小林 光輝(3) 高校 松川高     23.95 (-1.0)   8   5
  14 原 玲緒(3) 高校 諏訪二葉高     24.14 (-1.8)   7   1
  15 近藤 皓哉(3) 中学 下伊那松川中     24.18 (-1.1)   5   1
  16 那須 祐己(3) 高校 諏訪二葉高     24.23 (+0.6)   6   3
  17 新谷 佳汰(2) 高校 上伊那農高     24.27 (+0.6)   6   4
  18 伊藤 新(3) 中学 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     24.33 (+0.6)   6   5
  19 矢澤 恵一 一般 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ     24.40 (-1.1)   5   2
  20 伊藤 巧(3) 高校 赤穂高     24.51 (-1.8)   7   2
  21 漆戸 柊哉(3) 中学 諏訪西中     24.53 (-1.0)   8   6
  22 太田 一希(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     24.54 (+0.6)   6   6
  23 熊谷 省吾(2) 高校 下伊那農高     24.59 (-2.6)   4   1
  24 柴 悠翔(3) 中学 箕輪中     24.69 (-1.8)   7   3
  25 丸山 大翔(3) 中学 岡谷西部中     24.89 (-1.1)   5   3
  26 諏訪 玲二(1) 高校 岡谷南高     24.98 (+0.6)   6   7
  27 宮坂 匠(3) 中学 上諏訪中     25.15 (-2.0)   3   1
  27 國井 駿太(2) 高校 岡谷南高     25.15 (-2.6)   4   2
  29 名取 勇人(3) 中学 富士見中     25.18 (-1.1)   5   4
  30 中塚 渓滋 一般 DreamAC     25.36 (-2.6)   4   3
  31 矢島 武流(3) 中学 清陵附属中     25.55 (-2.6)   4   4
  32 松澤 健耶(3) 中学 箕輪中     25.60 (-1.8)   7   4
  33 原田 裕哉(3) 中学 上諏訪中     25.66 (-2.0)   3   2
  33 伊東 龍生(2) 高校 高遠高     25.66 (-2.6)   4   5
  35 塩川 大樹(3) 中学 赤穂中     25.77 (-1.1)   5   5
  36 古庄 武(3) 中学 箕輪中     25.81 (-1.8)   7   5
  37 伊藤 蒼眞(1) 高校 諏訪清陵高     25.96 (-1.1)   5   6
  38 池田 圭吾 一般 DreamAC     26.01 (-2.0)   3   3
  39 池上 竜馬(3) 中学 赤穂中     26.02 (-2.6)   4   6
  40 向山 星来(3) 高校 高遠高     26.12 (-2.0)   3   4
  41 窪田 翔真(3) 中学 富士見中     26.16 (-2.6)   4   7
  42 山﨑 拓夢(3) 中学 下伊那松川中     26.27 (-2.0)   3   5
  43 横山 勇磨(2) 中学 岡谷西部中     26.44 (0.0)   2   1
  43 望月 翔太(3) 中学 上諏訪中     26.44 (0.0)   2   1
  45 三澤 煌明(2) 中学 岡谷西部中     26.59 (0.0)   2   3
  46 ﾛﾍﾟｽ田中ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(2) 中学 辰野中     27.64 (-1.2)   1   1
  47 小幡 将太朗(2) 中学 春富中     27.91 (-1.2)   1   2
  48 川口 愛翔(2) 中学 春富中     27.97 (-1.2)   1   3
  49 中野 聡太(2) 中学 駒ヶ根東中     28.06 (0.0)   2   4
  50 湯澤 颯(2) 中学 駒ヶ根東中     28.13 (0.0)   2   5
  51 合津 春快(2) 中学 高森中     28.29 (-1.2)   1   4
  52 土川 心都(2) 中学 中川中     28.36 (0.0)   2   6
  53 宮澤 太地(2) 中学 駒ヶ根東中     29.75 (-1.2)   1   5
  54 田方 隼人(2) 中学 辰野中     30.44 (-1.2)   1   6
  55 中谷 太希(2) 中学 辰野中     30.46 (-1.2)   1   7
  56 市川 蓮也(2) 中学 長峰中     30.58 (-1.2)   1   8
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決勝 5月3日 14:50

県新    (KR )       46.54
大会新  (GR )       49.09

[ 1組] [ 2組]

 1 山口皓輝(3) 大学     59.81  1 大場 崇義(2) 中学     56.52 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 諏訪東理大 ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾖｼ 箕輪中

 2 土屋 颯太(2) 中学   1,00.48  2 立石 幸祐(3) 高校     56.62 
ﾂﾁﾔ ｿｳﾀ 伊那東部中 ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 岡谷工高

 3 松村 青悟(2) 中学   1,00.89  3 矢島 武流(3) 中学     57.78 
ﾏﾂﾑﾗ ｾｲｺﾞ 高森中 ﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 清陵附属中

 4 犬塚 陸斗(3) 中学   1,03.50  4 清川 慎哉(3) 高校     58.03 
ｲﾇﾂﾞｶ ﾘｸﾄ 春富中 ｷﾖｶﾜ ｼﾝﾔ 赤穂高

 5 上條 晄生(3) 中学   1,05.73  5 中島 温(2) 中学     58.92 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳｾｲ 上諏訪中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙ 宮田中

 6 藤森 光(2) 中学   1,06.80  6 小林 隼人(3) 中学     59.87 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋｶﾙ 諏訪西中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 箕輪中

 7 田村 隼乙(2) 中学   1,07.27  7 池上 雅哉(2) 中学   1,01.18 
ﾀﾑﾗ  ﾊﾔﾄ 春富中 ｲｹｶﾞﾐ ﾏｻﾔ 箕輪中

 8 久保口 優空(3) 中学   1,12.59 飯島 颯士(3) 中学
ｸﾎﾞｸﾞﾁ ﾕｳｱ 赤穂中 ｲｲｼﾞﾏ ｿｳｼ 春富中

[ 3組] [ 4組]

 1 山際 康太郎(2) 高校     53.79  1 登内 和也(3) 高校     51.73 
ﾔﾏｷﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 上伊那農高 ﾄﾉｳﾁ ｶｽﾞﾔ 上伊那農高

 2 春日 雄大郎(3) 高校     54.31  2 有賀 匠吾(2) 高校     52.63 
ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 伊那北高 ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 上伊那農高

 3 浦野 亜武(2) 高校     54.49  3 小田切 幹太(3) 中学     52.70 
ｳﾗﾉ ｱﾑ 赤穂高 ｺﾀｷﾞﾘ ｶﾝﾀ 宮田中

 4 西尾 洸希(3) 中学     55.08  4 原 玲緒(3) 高校     53.07 
ﾆｼｵ ｺｳｷ 緑ヶ丘中 ﾊﾗ ﾚｵ 諏訪二葉高

 5 田中 隆斗(3) 中学     55.97  5 井手 翼(3) 高校     53.08 
ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ 阿智中 ｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ 諏訪清陵高

 6 名取 勇人(3) 中学     57.32 近藤 皓哉(3) 中学
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 富士見中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ 下伊那松川中
和田 雄太(2) 大学 山田 海斗(2) 高校
ﾜﾀﾞ ﾕｳﾀ 諏訪東理大 ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 伊那弥生ヶ丘高
後沢 大紀(3) 高校
ｺﾞｻﾜ ﾀﾞｲｷ 松川高

[ 5組]

 1 二見 優輝(2) 高校     49.65 
ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ 諏訪清陵高

 2 青山 諒成(3) 高校     50.66 
ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 松川高

 3 林 泰希(3) 高校     51.31 
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 諏訪清陵高

 4 仲村渠 海都(3) 高校     51.76 
ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ 赤穂高

 5 原 大貴(3) 高校     52.16 
ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 伊那弥生ヶ丘高

 6 丸山 玲央 一般     53.16 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松大AC
伊澤 拓人(2) 高校
ｲｻﾜ ﾀｸﾄ 伊那北高
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   1 二見 優輝(2) 高校 諏訪清陵高       49.65   5   1
   2 青山 諒成(3) 高校 松川高       50.66   5   2
   3 林 泰希(3) 高校 諏訪清陵高       51.31   5   3
   4 登内 和也(3) 高校 上伊那農高       51.73   4   1
   5 仲村渠 海都(3) 高校 赤穂高       51.76   5   4
   6 原 大貴(3) 高校 伊那弥生ヶ丘高       52.16   5   5
   7 有賀 匠吾(2) 高校 上伊那農高       52.63   4   2
   8 小田切 幹太(3) 中学 宮田中       52.70   4   3
   9 原 玲緒(3) 高校 諏訪二葉高       53.07   4   4
  10 井手 翼(3) 高校 諏訪清陵高       53.08   4   5
  11 丸山 玲央 一般 松大AC       53.16   5   6
  12 山際 康太郎(2) 高校 上伊那農高       53.79   3   1
  13 春日 雄大郎(3) 高校 伊那北高       54.31   3   2
  14 浦野 亜武(2) 高校 赤穂高       54.49   3   3
  15 西尾 洸希(3) 中学 緑ヶ丘中       55.08   3   4
  16 田中 隆斗(3) 中学 阿智中       55.97   3   5
  17 大場 崇義(2) 中学 箕輪中       56.52   2   1
  18 立石 幸祐(3) 高校 岡谷工高       56.62   2   2
  19 名取 勇人(3) 中学 富士見中       57.32   3   6
  20 矢島 武流(3) 中学 清陵附属中       57.78   2   3
  21 清川 慎哉(3) 高校 赤穂高       58.03   2   4
  22 中島 温(2) 中学 宮田中       58.92   2   5
  23 山口皓輝(3) 大学 諏訪東理大       59.81   1   1
  24 小林 隼人(3) 中学 箕輪中       59.87   2   6
  25 土屋 颯太(2) 中学 伊那東部中     1,00.48   1   2
  26 松村 青悟(2) 中学 高森中     1,00.89   1   3
  27 池上 雅哉(2) 中学 箕輪中     1,01.18   2   7
  28 犬塚 陸斗(3) 中学 春富中     1,03.50   1   4
  29 上條 晄生(3) 中学 上諏訪中     1,05.73   1   5
  30 藤森 光(2) 中学 諏訪西中     1,06.80   1   6
  31 田村 隼乙(2) 中学 春富中     1,07.27   1   7
  32 久保口 優空(3) 中学 赤穂中     1,12.59   1   8

男子

４００ｍ            
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決勝 5月3日 10:20

県新    (KR )     3,38.49
県中学新(CR )     3,56.20
大会新  (GR )     4,02.43

[ 1組] [ 2組]

 1 小池 莉希(2) 中学   4,41.11  1 細川 賢太郎(2) 高校   4,48.59 
ｺｲｹ ﾘｷ 飯田高陵中 ﾎｿｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 岡谷南高

 2 松枝 智也(3) 中学   5,05.63  2 芳澤 大樹(3) 中学   4,51.13 
ﾏﾂｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ 清陵附属中 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｷ 清陵附属中

 3 松下 龍義(3) 中学   5,11.63  3 青木 颯(2) 中学   4,53.40 
ﾏﾂｼﾀ ﾘｭｳｷﾞ 緑ヶ丘中 ｱｵｷ ﾊﾔﾃ 駒ヶ根東中

 4 三澤 芽生(3) 中学   5,12.61  4 金澤 直生(2) 高校   4,54.35 
ﾐｻﾜ ﾒｲ 箕輪中 ｶﾅｻﾞﾜ ﾅｵ OIDE長姫高

 5 小池 悠斗(2) 中学   5,12.88  5 山岸 亮太(2) 中学   4,56.35 
ｺｲｹ ﾕｳﾄ 諏訪西中 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾀ 旭ヶ丘中

 6 福島 圭亮(1) 中学   5,13.46  6 長橋 寛太(3) 中学   4,56.98 
ﾌｸｼﾏ ｹｲｽｹ 下伊那松川中 ﾅｶﾞﾊｼ ｶﾝﾀ 春富中

 6 新井 大斗(2) 中学   5,13.46  7 宮崎 成望(3) 中学   4,57.35 
ｱﾗｲ ﾀｲﾄ 中川中 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾙﾑ 中川中

 8 唐澤 来希(2) 中学   5,13.78  8 南郷 友輝(3) 中学   4,59.18 
ｶﾗｻﾜ ﾗｲｷ 辰野中 ﾅﾝｺﾞｳ ﾕｳｷ 箕輪中

 9 中山 和歩(3) 中学   5,20.44  9 村松 俊ノ介(3) 高校   5,01.11 
ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾎ 伊那東部中 ﾑﾗﾏﾂ ｼｭﾝﾉｽｹ 飯田風越高

10 野上 紘慎(2) 中学   5,21.96 10 窪田 怜真(2) 中学   5,03.32 
ﾉｶﾞﾐ  ｺｳｼﾝ 春富中 ｸﾎﾞﾀ ﾚｲﾏ 富士見中

11 西村 連太郎(2) 中学   5,27.17 11 仁平 優太(2) 中学   5,04.80 
ﾆｼﾑﾗ  ﾚﾝﾀﾛｳ 春富中 ﾆﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾀ 駒ヶ根東中

12 榊山 大心(3) 中学   5,46.13 12 太田 友貴(3) 中学   5,06.60 
ｻｶｷﾔﾏ ﾀｲｼﾝ 緑ヶ丘中 ｵｵﾀ ﾕｳｷ 宮田中

13 大木島 靖和(3) 中学   5,46.84 13 牧田 げんき(2) 高校   5,11.12 
ｵｵｷｼﾏ ｾｲﾜ 中川中 ﾏｷﾀ ｹﾞﾝｷ 伊那北高

14 山際 由太(2) 中学   5,51.00 14 小平 歩(2) 高校   5,16.11 
ﾔﾏｷﾞﾜ ﾕｳﾀ 下伊那松川中 ｺﾀﾞｲﾗ ｱﾕﾑ 岡谷南高

15 梅原 爽葵(1) 中学   6,04.88 15 小泉 陽貴(3) 中学   5,16.77 
ｳﾒﾊﾗ ｿｳｱ 旭ヶ丘中 ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ 諏訪西中
今井 惺太郎(2) 中学 16 折竹 直輝(2) 中学   5,30.26 
ｲﾏｲ ｾｲﾀﾛｳ 長峰中 ｵﾘﾀｹ ﾅｵｷ 飯田高陵中
塚平 琉(1) 中学 荒井 駿伸(1) 高校
ﾂｶﾀﾞｲﾗ ﾙｲ ISｼﾞｭﾆｱ ｱﾗｲ ﾄｼﾉﾌﾞ 諏訪二葉高

[ 3組] [ 4組]

 1 野溝 兼佑(2) 中学   4,36.39  1 柳澤 光(3) 高校   4,23.93 
ﾉﾐｿﾞ ｹﾝｽｹ 宮田中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 岡谷東高

 2 山本 蒼天(2) 高校   4,40.37  2 巻渕 勇人(3) 高校   4,28.54 
ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ 下伊那農高 ﾏｷﾌﾞﾁ ﾊﾔﾄ 諏訪二葉高

 3 唐澤 陸斗(2) 高校   4,42.67  3 菊池 樹輝(3) 高校   4,30.58 
ｶﾗｻﾜ ﾘｸﾄ 岡谷工高 ｷｸﾁ ｲﾂｷ 諏訪清陵高

 4 小澤 優翔(2) 中学   4,42.72  4 岡戸 優虎(2) 中学   4,30.69 
ｵｻﾞﾜ ﾏﾅﾄ 辰野中 ｵｶﾄﾞ ﾏｻﾄﾗ 原中

 5 黒澤 友哉(3) 高校   4,42.82  5 梅原 悠良(2) 中学   4,34.64 
ｸﾛｻﾜ ﾄﾓﾔ 岡谷工高 ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 旭ヶ丘中

 6 森本 隆暉(3) 高校   4,46.49  6 馬場 直喜(3) 中学   4,36.18 
ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶｱｷ 下伊那農高 ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾅｵｷ 富士見中

 7 伊藤 晴希(3) 中学   4,47.22  7 福与 真生琉(1) 高校   4,36.25 
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 岡谷西部中 ﾌｸﾖ ﾏｷﾙ 飯田高

 8 小松 佑生(3) 中学   4,48.45  8 小平 悟(3) 中学   4,37.72 
ｺﾏﾂ ﾕｳ 伊那東部中 ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄﾙ 富士見中

 9 渋谷 大和(2) 中学   4,49.66  9 堀田 匠和(2) 中学   4,38.03 
ｼﾌﾞﾔ ﾔﾏﾄ 赤穂中 ﾎﾘﾀ ﾀｸﾄ 赤穂中

10 佐藤 大介ﾏｰｸ(3) 中学   4,50.18 10 清水 想介(2) 高校   4,40.51 
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹﾏｰｸ 箕輪中 ｼﾐｽﾞ ｿｳｽｹ 伊那弥生ヶ丘高

11 宮下 翔弥(2) 中学   4,50.54 11 三澤 賢人(2) 高校   4,41.34 
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳﾔ 諏訪西中 ﾐｻﾜ ｹﾝﾄ 伊那北高

12 目黒 道裕(3) 高校   4,51.57 12 笠原 武流(2) 高校   4,44.04 
ﾒｸﾞﾛ ﾐﾁﾋﾛ 松川高 ｶｻﾊﾗ ﾀｹﾙ 諏訪二葉高

13 岩崎 貴平(1) 高校   4,51.63 13 大峽 謙(1) 高校   4,44.54 
ｲﾜｻｷ ﾀｶﾗ 松川高 ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ 飯田高

14 羽生 大起(1) 中学   4,52.27 14 日達 匠海(3) 中学   4,45.06 
ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ 飯田高陵中 ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ 南箕輪中

15 伊藤 紅羽(3) 中学   4,52.93 15 中村 元紀(2) 中学   4,59.05 
ｲﾄｳ ｸﾚﾊ 長峰中 ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ 赤穂中

16 北澤 響(1) 高校   5,05.65 後沢 大紀(3) 高校
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ 飯田高 ｺﾞｻﾜ ﾀﾞｲｷ 松川高

17 宮澤 柊太(2) 中学   5,05.81 松下 純也(3) 高校
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ ISｼﾞｭﾆｱ ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 飯田風越高

男子
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
6  8411

1  7945
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[ 5組]

 1 羽場 圭汰(2) 高校   4,05.21 
ﾊﾊﾞ ｹｲﾀ 上伊那農高

 2 小田切 幹太(3) 中学   4,06.87 
ｺﾀｷﾞﾘ ｶﾝﾀ 宮田中

 3 宮脇 祐歩(3) 高校   4,09.22 
ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾎ 伊那北高

 4 樋口 正晃 一般   4,10.61 
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協

 5 大蔵 孝典 一般   4,12.12 
ｵｵｸﾗ ﾀｶﾉﾘ 上伊那郡陸協

 6 高梨 良介 一般   4,13.21 
ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ

 7 久保田 祐梨(3) 高校   4,14.16 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾘ 上伊那農高

 8 二見 拓輝(2) 高校   4,14.34 
ﾌﾀﾐ ﾋﾛｷ 諏訪清陵高

 9 河西 希隆(2) 高校   4,15.49 
ｶｻｲ ｷﾘｭｳ 赤穂高

10 柴 尚玖(3) 高校   4,15.78 
ｼﾊﾞ ﾅｵﾋｻ 伊那弥生ヶ丘高

11 大場 晴仁(1) 高校   4,17.88 
ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾋﾄ 上伊那農高

12 井内 一朗(3) 高校   4,20.75 
ｲｳﾁ ｲﾁﾛｳ 伊那弥生ヶ丘高

13 當銘 岳(2) 高校   4,22.67 
ﾄｳﾒ ｶﾞｸ 諏訪清陵高
安藤 悠希(3) 高校
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 飯田風越高
伊藤 洸介 一般
ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 飯田市陸協
牛山 門(2) 中学
ｳｼﾔﾏ ﾓﾝ 永明中

男子
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
13   343

3  8214

8   410

16    30
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6    39
欠場
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   1 羽場 圭汰(2) 高校 上伊那農高     4,05.21   5   1
   2 小田切 幹太(3) 中学 宮田中     4,06.87   5   2
   3 宮脇 祐歩(3) 高校 伊那北高     4,09.22   5   3
   4 樋口 正晃 一般 上伊那郡陸協     4,10.61   5   4
   5 大蔵 孝典 一般 上伊那郡陸協     4,12.12   5   5
   6 高梨 良介 一般 ﾄｰﾊﾂ     4,13.21   5   6
   7 久保田 祐梨(3) 高校 上伊那農高     4,14.16   5   7
   8 二見 拓輝(2) 高校 諏訪清陵高     4,14.34   5   8
   9 河西 希隆(2) 高校 赤穂高     4,15.49   5   9
  10 柴 尚玖(3) 高校 伊那弥生ヶ丘高     4,15.78   5  10
  11 大場 晴仁(1) 高校 上伊那農高     4,17.88   5  11
  12 井内 一朗(3) 高校 伊那弥生ヶ丘高     4,20.75   5  12
  13 當銘 岳(2) 高校 諏訪清陵高     4,22.67   5  13
  14 柳澤 光(3) 高校 岡谷東高     4,23.93   4   1
  15 巻渕 勇人(3) 高校 諏訪二葉高     4,28.54   4   2
  16 菊池 樹輝(3) 高校 諏訪清陵高     4,30.58   4   3
  17 岡戸 優虎(2) 中学 原中     4,30.69   4   4
  18 梅原 悠良(2) 中学 旭ヶ丘中     4,34.64   4   5
  19 馬場 直喜(3) 中学 富士見中     4,36.18   4   6
  20 福与 真生琉(1) 高校 飯田高     4,36.25   4   7
  21 野溝 兼佑(2) 中学 宮田中     4,36.39   3   1
  22 小平 悟(3) 中学 富士見中     4,37.72   4   8
  23 堀田 匠和(2) 中学 赤穂中     4,38.03   4   9
  24 山本 蒼天(2) 高校 下伊那農高     4,40.37   3   2
  25 清水 想介(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     4,40.51   4  10
  26 小池 莉希(2) 中学 飯田高陵中     4,41.11   1   1
  27 三澤 賢人(2) 高校 伊那北高     4,41.34   4  11
  28 唐澤 陸斗(2) 高校 岡谷工高     4,42.67   3   3
  29 小澤 優翔(2) 中学 辰野中     4,42.72   3   4
  30 黒澤 友哉(3) 高校 岡谷工高     4,42.82   3   5
  31 笠原 武流(2) 高校 諏訪二葉高     4,44.04   4  12
  32 大峽 謙(1) 高校 飯田高     4,44.54   4  13
  33 日達 匠海(3) 中学 南箕輪中     4,45.06   4  14
  34 森本 隆暉(3) 高校 下伊那農高     4,46.49   3   6
  35 伊藤 晴希(3) 中学 岡谷西部中     4,47.22   3   7
  36 小松 佑生(3) 中学 伊那東部中     4,48.45   3   8
  37 細川 賢太郎(2) 高校 岡谷南高     4,48.59   2   1
  38 渋谷 大和(2) 中学 赤穂中     4,49.66   3   9
  39 佐藤 大介マーク(3) 中学 箕輪中     4,50.18   3  10
  40 宮下 翔弥(2) 中学 諏訪西中     4,50.54   3  11
  41 芳澤 大樹(3) 中学 清陵附属中     4,51.13   2   2
  42 目黒 道裕(3) 高校 松川高     4,51.57   3  12
  43 岩崎 貴平(1) 高校 松川高     4,51.63   3  13
  44 羽生 大起(1) 中学 飯田高陵中     4,52.27   3  14
  45 伊藤 紅羽(3) 中学 長峰中     4,52.93   3  15
  46 青木 颯(2) 中学 駒ヶ根東中     4,53.40   2   3
  47 金澤 直生(2) 高校 OIDE長姫高     4,54.35   2   4
  48 山岸 亮太(2) 中学 旭ヶ丘中     4,56.35   2   5
  49 長橋 寛太(3) 中学 春富中     4,56.98   2   6
  50 宮崎 成望(3) 中学 中川中     4,57.35   2   7
  51 中村 元紀(2) 中学 赤穂中     4,59.05   4  15
  52 南郷 友輝(3) 中学 箕輪中     4,59.18   2   8
  53 村松 俊ノ介(3) 高校 飯田風越高     5,01.11   2   9
  54 窪田 怜真(2) 中学 富士見中     5,03.32   2  10
  55 仁平 優太(2) 中学 駒ヶ根東中     5,04.80   2  11
  56 松枝 智也(3) 中学 清陵附属中     5,05.63   1   2
  57 北澤 響(1) 高校 飯田高     5,05.65   3  16
  58 宮澤 柊太(2) 中学 ISｼﾞｭﾆｱ     5,05.81   3  17
  59 太田 友貴(3) 中学 宮田中     5,06.60   2  12
  60 牧田 げんき(2) 高校 伊那北高     5,11.12   2  13
  61 松下 龍義(3) 中学 緑ヶ丘中     5,11.63   1   3
  62 三澤 芽生(3) 中学 箕輪中     5,12.61   1   4
  63 小池 悠斗(2) 中学 諏訪西中     5,12.88   1   5
  64 福島 圭亮(1) 中学 下伊那松川中     5,13.46   1   6
  64 新井 大斗(2) 中学 中川中     5,13.46   1   6
  66 唐澤 来希(2) 中学 辰野中     5,13.78   1   8
  67 小平 歩(2) 高校 岡谷南高     5,16.11   2  14
  68 小泉 陽貴(3) 中学 諏訪西中     5,16.77   2  15
  69 中山 和歩(3) 中学 伊那東部中     5,20.44   1   9
  70 野上 紘慎(2) 中学 春富中     5,21.96   1  10
  71 西村 連太郎(2) 中学 春富中     5,27.17   1  11
  72 折竹 直輝(2) 中学 飯田高陵中     5,30.26   2  16
  73 榊山 大心(3) 中学 緑ヶ丘中     5,46.13   1  12
  74 大木島 靖和(3) 中学 中川中     5,46.84   1  13
  75 山際 由太(2) 中学 下伊那松川中     5,51.00   1  14
  76 梅原 爽葵(1) 中学 旭ヶ丘中     6,04.88   1  15

男子

１５００ｍ          
タイムレース
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決勝 5月3日 13:50

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

[ 1組] [ 2組]

 1 富永 琉平(2) 中学  10,27.09  1 田所 夢太郎(3) 中学   9,28.59 
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｭｳﾍｲ 中川中 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ 富士見中

 2 中原 悠理(2) 中学  10,27.26  2 長谷部 直大(3) 中学   9,45.80 
ﾅｶﾊﾗ  ﾕｳﾘ 春富中 ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ 赤穂中

 3 山田 隼輔(2) 中学  10,39.45  3 鈴木 哲平(2) 中学   9,53.08 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 高森中 ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ 赤穂中

 4 北澤 秀征(3) 中学  10,51.11  4 北原 浩太(3) 中学   9,57.76 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 箕輪中 ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀ 春富中

 5 竹内 浩二(2) 中学  11,20.27  5 熊谷 航陽(2) 中学  10,13.93 
ﾀｹｳﾁ ｺｳｼﾞ 清陵附属中 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳﾖｳ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 小林 竜也(2) 中学  11,21.18  6 佐々木 陸(3) 中学  10,15.61 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 飯田高陵中 ｻｻｷ ﾘｸ 宮田中

 7 加藤 優弥(2) 中学  11,30.66  7 田中 惠介(3) 中学  10,16.75 
ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 飯田高陵中 ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ 箕輪中

 8 難波 光輝(2) 中学  11,32.40  8 岡添 智史(3) 中学  10,21.39 
ﾅﾝﾊﾞ ｺｳｷ 清陵附属中 ｵｶｿﾞｴ ｻﾄｼ 箕輪中

 9 吉澤 祐作(2) 中学  11,32.42  9 竹内 柊哉(3) 中学  10,33.88 
ﾖｼｻﾞﾜ  ﾕｳｻｸ 春富中 ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾔ 宮田中

10 飯島 和紀(2) 中学  11,42.53 10 小木曽 翔太(2) 中学  11,25.87 
ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 宮田中 ｵｷﾞｿ ｼｮｳﾀ 駒ヶ根東中

11 福澤 栄暉(2) 中学  11,45.15 11 森村 徳一(3) 中学  11,48.31 
ﾌｸｻﾞﾜ ｴｲｷ 駒ヶ根東中 ﾓﾘﾑﾗ ﾉﾘｶｽﾞ 駒ヶ根東中

12 遠山 真矢(2) 中学  11,56.64 杉原 立樹(3) 中学
ﾄｵﾔﾏ ｼﾝﾔ 中川中 ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ 開成中

13 植松 大志(3) 中学  11,57.44 矢澤 蓮太郎(3) 中学
ｳｴﾏﾂ ﾀｲｼ 富士見中 ﾔｻﾞﾜ ﾗﾝﾀﾛｳ 赤穂中

14 平澤 航大(2) 中学  12,06.88 中澤 京聖(2) 中学
ﾋﾗｻﾜ ｺｳﾀ 中川中 ﾅｶｻﾞﾜ ｷｮｳｾｲ 永明中

   1 田所 夢太郎(3) 中学 富士見中     9,28.59   2   1
   2 長谷部 直大(3) 中学 赤穂中     9,45.80   2   2
   3 鈴木 哲平(2) 中学 赤穂中     9,53.08   2   3
   4 北原 浩太(3) 中学 春富中     9,57.76   2   4
   5 熊谷 航陽(2) 中学 ISｼﾞｭﾆｱ    10,13.93   2   5
   6 佐々木 陸(3) 中学 宮田中    10,15.61   2   6
   7 田中 惠介(3) 中学 箕輪中    10,16.75   2   7
   8 岡添 智史(3) 中学 箕輪中    10,21.39   2   8
   9 富永 琉平(2) 中学 中川中    10,27.09   1   1
  10 中原 悠理(2) 中学 春富中    10,27.26   1   2
  11 竹内 柊哉(3) 中学 宮田中    10,33.88   2   9
  12 山田 隼輔(2) 中学 高森中    10,39.45   1   3
  13 北澤 秀征(3) 中学 箕輪中    10,51.11   1   4
  14 竹内 浩二(2) 中学 清陵附属中    11,20.27   1   5
  15 小林 竜也(2) 中学 飯田高陵中    11,21.18   1   6
  16 小木曽 翔太(2) 中学 駒ヶ根東中    11,25.87   2  10
  17 加藤 優弥(2) 中学 飯田高陵中    11,30.66   1   7
  18 難波 光輝(2) 中学 清陵附属中    11,32.40   1   8
  19 吉澤 祐作(2) 中学 春富中    11,32.42   1   9
  20 飯島 和紀(2) 中学 宮田中    11,42.53   1  10
  21 福澤 栄暉(2) 中学 駒ヶ根東中    11,45.15   1  11
  22 森村 徳一(3) 中学 駒ヶ根東中    11,48.31   2  11
  23 遠山 真矢(2) 中学 中川中    11,56.64   1  12
  24 植松 大志(3) 中学 富士見中    11,57.44   1  13
  25 平澤 航大(2) 中学 中川中    12,06.88   1  14

中学男子

３０００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
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決勝 5月3日 15:55

県新    (KR )    13,20.80
県高校新(KR )    13,45.23
大会新  (GR )    15,08.39

 1 高梨 良介 一般  15,42.34 
ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ

 2 大蔵 孝典 一般  15,56.28 
ｵｵｸﾗ ﾀｶﾉﾘ 上伊那郡陸協

 3 樋口 正晃 一般  16,07.39 
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協

 4 松山 克敏 一般  16,36.42 
ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那郡陸協

 5 宮嶋 宇明(3) 高校  16,55.06 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 松川高

 6 芦部 冬馬(2) 高校  16,56.23 
ｱｼﾍﾞ ﾄｳﾏ 上伊那農高

 7 代田 貴嗣 一般  17,05.07 
ｼﾛﾀ ﾀｶﾂｸﾞ 飯田市陸協

 8 赤座 拓真(3) 高校  17,20.49 
ｱｶｻﾞ ﾀｸﾏ 伊那北高

 9 山﨑 淳平(3) 高校  17,23.34 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ OIDE長姫高

10 宮下 泰智(2) 高校  17,27.03 
ﾐﾔｼﾀ ﾔｽﾄﾓ 伊那北高

11 片桐 蒼太(2) 高校  17,38.68 
ｶﾀｷﾞﾘ ｿｳﾀ 飯田高

12 千葉 恭大(2) 高校  17,40.87 
ﾁﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ 飯田高

13 松下 純也(3) 高校  17,44.15 
ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 飯田風越高

14 児玉 光輝(2) 高校  18,03.30 
ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ 諏訪二葉高

15 唐木 岳大(2) 高校  18,12.92 
ｶﾗｷ ﾀｹﾋﾛ 伊那北高

16 山崎 哲也 一般  18,13.28 
ﾔﾏｻｷ ﾃﾂﾔ 飯田市陸協

17 宮坂 悠助(1) 高校  18,14.70 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳｽｹ 諏訪清陵高

18 駒澤 信二 一般  18,28.17 
ｺﾏｻﾞﾜｼﾝｼﾞ 飯田市陸協

19 岩崎 貴平(1) 高校  18,53.06 
ｲﾜｻｷ ﾀｶﾗ 松川高

20 由澤 汐七(1) 高校  18,58.05 
ﾖｼｻﾞﾜ ｾﾅ 諏訪清陵高

21 岩波 響介(2) 高校  19,18.82 
ｲﾜﾅﾐ ｷｮｳｽｹ 伊那弥生ヶ丘高

22 福田 駿希(2) 高校  19,18.94 
ﾌｸﾀ ｼｭﾝｷ 伊那弥生ヶ丘高

23 秦 圭佑(2) 高校  19,20.80 
ﾊﾀ ｹｲｽｹ OIDE長姫高
丸山 卓治(2) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｼﾞ 上伊那農高
丸田 翔悟(3) 高校
ﾏﾙﾀ ｼｮｳｺﾞ 岡谷南高
金野 隼男(2) 高校
ｺﾝﾉ ﾊﾔｵ 伊那弥生ヶ丘高
鈴木 駿平(2) 高校
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 上伊那農高
木内 万璃(1) 高校
ｷｳﾁ ﾊﾞﾝﾘ 諏訪清陵高
小口 秀哉 一般
ｵｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾔ 下諏訪町体協

男子
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決勝 5月3日 12:35

県新    (KR )       13.84
県高校新(KR )       14.44
大会新  (GR )       15.74

風速 -1.4

 1 関 雄飛(3) 高校     16.54 
ｾｷ ﾕｳﾋ 上伊那農高

 2 林 力輝(3) 高校     16.77 
ﾊﾔｼ ﾘｷ 飯田風越高

 3 逸見 崚輔(2) 高校     17.50 
ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ 伊那北高

 4 佐野 修一郎(2) 高校     19.50 
ｻﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 伊那北高

 5 小平 桜雅(2) 高校     25.17 
ｺﾀﾞｲﾗ ｵｳｶﾞ 岡谷南高
永井 匠海(1) 高校
ﾅｶﾞｲ ﾀｸﾐ 飯田風越高
小口 伸太郎(1) 高校
ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 諏訪二葉高

決勝 5月3日 12:40

県中学新(CR )       14.19
大会新  (GR )       15.59

風速 -0.5

 1 工藤 航介(3) 中学     16.61 
ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 伊那東部中

 2 三澤 優太(2) 中学     18.54 
ﾐｻﾜ ﾕｳﾀ 伊那中

 3 市川 圭斗(3) 中学     18.74 
ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ 開成中

 4 遠藤 颯(2) 中学     21.01 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ 上諏訪中

 5 大澤 奎太(2) 中学     21.96 
ｵｵｻﾜ ｹｲﾀ 伊那中

 6 吉澤 梢(3) 中学     22.63 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼｮｳ 伊那中
梶谷 祐太朗(3) 中学
ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳﾀﾛｳ 宮田中

3  8218
欠場

8  8089

4  8086

2  7142

5  7704

7  8127

6  8088

中学男子
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3   610
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決勝 5月3日 16:35

県新　　(KR )     3,14.08
県高校新(KR )     3,15.22
大会新  (GR )     3,22.47

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 伊那弥生ヶ丘高  440 唐澤 秀作(3)   3,27.55 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ
  437 原 大貴(3)

ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ
  442 太田 一希(2)

ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ
  445 山田 海斗(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ
 2   4 上伊那農高   331 関 雄飛(3)   3,28.77 

ｶﾐｲﾅﾉｳｺｳ ｾｷ ﾕｳﾋ
  337 有賀 匠吾(2)

ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ
  346 山際 康太郎(2)

ﾔﾏｷﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ
  345 田畑 青透(2)

ﾀﾊﾞﾀ ｱｵﾄ
 3   8 諏訪清陵高   124 伊藤 蒼眞(1)   3,32.13 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ｲﾄｳ ｿｳﾏ
  120 二見 優輝(2)

ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ
  118 菊池 樹輝(3)

ｷｸﾁ ｲﾂｷ
  122 渡辺 圭尚(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼｮｳ
 4   3 伊那北高   422 浦野 快生(2)   3,35.33 

ｲﾅｷﾀｺｳ ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ
  418 春日 雄大郎(3)

ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ
  392 三澤 賢人(2)

ﾐｻﾜ ｹﾝﾄ
  427 逸見 崚輔(2)

ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ
 5   6 DreamAC     3 池田 圭吾   3,46.64 

ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰ ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ
    5 中塚 渓滋

ﾅｶﾂｶ ｹｲｼﾞ
    4 竹内 一弘

ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ
    6 中嶋 康晴

ﾅｶｼﾏ ﾔｽﾊﾙ
  5 赤穂高

ｱｶﾎｺｳ 欠場

  7 松川高
ﾏﾂｶﾜｺｳ 欠場

男子

４×４００ｍＲ      

決勝



予選 5月3日 13:10
決勝 5月3日 16:20

県中学新(CR )       43.57
大会新  (GR )       44.85

[ 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 伊那東部中  8142 赤羽 快(2)     47.35 q  1   4 箕輪中  8834 唐澤 貫太(3)     47.21 q

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｱｶﾊﾈ ｶｲ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｶﾗｻﾜ ｶﾝﾀ
 8126 伊藤 聖覧(3)  8018 柴 悠翔(3)

ｲﾄｳ ｾｲﾗﾝ ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ
 8127 工藤 航介(3)  8833 松澤 健耶(3)

ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ
 8129 伊藤 史(3)  8014 古賀 涼輔(3)

ｲﾄｳ ﾁｶ ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ
 2   7 緑ヶ丘中  8598 松下 昇龍(2)     47.96 q  2   3 赤穂中  8238 飯島 颯斗(2)     47.44 q

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾘｭｳ ｱｶﾎﾁｭｳ ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ
 8597 牧島 由輝(2)  8826 池上 竜馬(3)

ﾏｷｼﾏ ﾕｷ ｲｹｶﾞﾐ ﾘｮｳﾏ
 8599 松澤 孝輝(3)  8820 塩川 大樹(3)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｷ ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ
 8596 西尾 洸希(3)  8824 久保田 凱士(3)

ﾆｼｵ ｺｳｷ ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ
 3   6 富士見中  7929 矢沢 佑真(3)     48.11 q  3   7 岡谷西部中  7587 横山 勇磨(2)     48.71 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾏ
 7928 名取 勇人(3)  7581 伊藤 晴希(3)

ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ ｲﾄｳ ﾊﾙｷ
 7925 窪田 翔真(3)  7586 三澤 煌明(2)

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ ﾐｻﾜ ｺｳﾒｲ
 7926 小平 悟(3)  7583 丸山 大翔(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄﾙ ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ
 4   5 上諏訪中  7700 上條 晄生(3)     48.59 q  4   8 長峰中  7862 増田 光月(3)     48.93 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳｾｲ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ
 7701 原田 裕哉(3)  7854 伊藤 紅羽(3)

ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ ｲﾄｳ ｸﾚﾊ
 7703 望月 翔太(3)  7843 伊藤 良真(2)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ
 7702 宮坂 匠(3)  7857 畔上 亮太(3)

ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾘｮｳﾀ
 5   3 飯田高陵中  8413 加藤 優弥(2)     50.37  5   5 南箕輪中  8042 武井 海斗(2)     49.99 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｶﾄｳ ﾕｳﾔ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾀｹｲ ｶｲﾄ
 8416 友竹 歩夢(2)  8048 坂口 真麒(3)

ﾄﾓﾀｹ ｱﾕﾑ ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻｷ
 8414 澤柳 翔(2)  8049 伊藤 嶺(2)

ｻﾜﾔﾅｷﾞ ｼｮｳ ｲﾄｳ ﾚｲ
 8454 春原 賢(1)  8046 日達 匠海(3)

ｽﾉﾊﾗ ｹﾝ ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ
 6   8 辰野中  7964 ﾛﾍﾟｽ田中ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(2    53.27  6   6 宮田中  8218 梶谷 祐太朗(3)     51.96 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾛﾍﾟｽ ﾀﾅｶ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳ ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳﾀﾛｳ
 7961 池田 隆峨(2)  8199 平賀 想良(3)

ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ ﾋﾗｶﾞ ｿﾗ
 7959 松田 竜介(2)  8213 吉田 翔(3)

ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ ﾖｼﾀﾞ ｶｹﾙ
 7963 宮澤 駿也(2)  8214 小田切 幹太(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ ｺﾀｷﾞﾘ ｶﾝﾀ

中学男子

４×１００ｍＲ      

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



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 春富中  8175 河村 大和(3)     46.37 q

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ｶﾜﾑﾗ  ﾔﾏﾄ
 8168 酒井 洸一(3)

ｻｶｲ ｺｳｲﾁ
 8163 荻原 諒太(3)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ
 8171 下平 真吾(3)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼﾝｺﾞ
 2   6 諏訪西中  7750 金子 和優(2)     48.23 q

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ｶﾈｺ ｶｽﾞﾔ
 7742 漆戸 柊哉(3)

ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ
 7747 小池 成羽(2)

ｺｲｹ ﾅﾙﾊ
 7759 宮下 和秀(2)

ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾋﾃﾞ
 3   3 高森中  8404 松村 青悟(2)     49.83 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾏﾂﾑﾗ ｾｲｺﾞ
 8400 松村 草児(2)

ﾏﾂﾑﾗ ｿｳｼﾞ
 8406 市瀬 秀耀(3)

ｲﾁﾉｾ ﾋﾃﾞﾖ
 8405 小平 遥暉(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ
 4   7 清陵附属中  8863 傳田 悠人(2)     50.92 

ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸﾁｭｳ ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ
 7946 矢島 武流(3)

ﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ
 8860 小平 晋太郎(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾝﾀﾛｳ
 7947 芳澤 大樹(3)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｷ
 5   8 駒ヶ根東中  8285 伊東 未来翔(3)     50.93 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｲﾄｳ ﾐｷﾄ
 8286 深谷 礎(3)

ﾌｶﾔ ﾓﾄ
 8257 中野 聡太(2)

ﾅｶﾉ ｿｳﾀ
 8288 小出 成悟(3)

ｺｲﾃﾞ ｾｲｺﾞ
 6   4 伊那中  8085 宮下 裕毅(3)     51.08 

ｲﾅﾁｭｳ ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｷ
 8090 征矢 超(2)

ｿﾔ ｺﾕﾙ
 8089 大澤 奎太(2)

ｵｵｻﾜ ｹｲﾀ
 8088 三澤 優太(2)

ﾐｻﾜ ﾕｳﾀ

中学男子

４×１００ｍＲ      



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 春富中  8175 河村 大和(3)     46.43 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ｶﾜﾑﾗ  ﾔﾏﾄ
 8168 酒井 洸一(3)

ｻｶｲ ｺｳｲﾁ
 8163 荻原 諒太(3)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ
 8171 下平 真吾(3)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼﾝｺﾞ
 2   4 箕輪中  8834 唐澤 貫太(3)     46.96 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｶﾗｻﾜ ｶﾝﾀ
 8018 柴 悠翔(3)

ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ
 8833 松澤 健耶(3)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ
 8014 古賀 涼輔(3)

ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ
 3   3 伊那東部中  8142 赤羽 快(2)     47.20 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｱｶﾊﾈ ｶｲ
 8126 伊藤 聖覧(3)

ｲﾄｳ ｾｲﾗﾝ
 8127 工藤 航介(3)

ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ
 8129 伊藤 史(3)

ｲﾄｳ ﾁｶ
 4   6 赤穂中  8238 飯島 颯斗(2)     47.43 

ｱｶﾎﾁｭｳ ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ
 8826 池上 竜馬(3)

ｲｹｶﾞﾐ ﾘｮｳﾏ
 8820 塩川 大樹(3)

ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ
 8824 久保田 凱士(3)

ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ
 5   2 諏訪西中  7750 金子 和優(2)     48.03 

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ｶﾈｺ ｶｽﾞﾔ
 7742 漆戸 柊哉(3)

ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ
 7747 小池 成羽(2)

ｺｲｹ ﾅﾙﾊ
 7759 宮下 和秀(2)

ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾋﾃﾞ
 6   7 緑ヶ丘中  8598 松下 昇龍(2)     48.65 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾘｭｳ
 8597 牧島 由輝(2)

ﾏｷｼﾏ ﾕｷ
 8599 松澤 孝輝(3)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｷ
 8596 西尾 洸希(3)

ﾆｼｵ ｺｳｷ
 7   1 上諏訪中  7704 遠藤 颯(2)     48.86 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ
 7701 原田 裕哉(3)

ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ
 7703 望月 翔太(3)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ
 7702 宮坂 匠(3)

ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ
 8   8 富士見中  7929 矢沢 佑真(3)     49.03 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ
 7928 名取 勇人(3)

ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ
 7925 窪田 翔真(3)

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ
 7926 小平 悟(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄﾙ

４×１００ｍＲ      
決勝

中学男子



決勝 5月3日  9:00

県新　　(KR )        5.40
県高校新(KR )        5.11
大会新  (GR )        4.91

北原 香音(2) 高校
ｷﾀﾊﾗ ｶﾉﾝ 高遠高
恒川 直澄(3) 高校
ﾂﾈｶﾜ ﾅｵﾄ 伊那北高
河手 祥吾(3) 高校
ｶﾜﾃ ｼｮｳｺﾞ 高遠高
有賀 玄太(1) 高校 欠場
ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ 高遠高

決勝 5月3日  9:00

県中学新(CR )        4.75
大会新  (GR )        4.20

3m80 4m00 4m20 4m30
安部 桂史郎(3) 中学 - - - - - - - - - - 大会タイ
ｱﾍﾞ ｹｲｼﾛｳ 原中 O O O XXX
両角 駿介(3) 中学 - - - - - O - XXO O XXr
ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ 永明中
田口 壱星(3) 中学 - - - - O XO XO XXX
ﾀｸﾞﾁ ｲｯｾｲ 原中
友竹 歩夢(2) 中学 - - - O O XXO XXO XXX
ﾄﾓﾀｹ ｱﾕﾑ 飯田高陵中
日達 羽流(2) 中学 - O O XO XXX
ﾋﾀﾁ ﾊﾙ 原中
中山 栞汰(2) 中学 欠場
ﾅｶﾔﾏ ｶﾝﾀ 伊那東部中

男子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録3m60 3m70 備考3m40 3m50 3m80 3m90
1 2   387 - XO XO O O XXX  3.80

2 3   416 - O - XO XXX  3.70

3 1   381 XO XO XXX  3.50

4   371

所属名
2m00 2m20 2m80 3m00 3m10 3m20

中学男子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名
3m30 3m40

記録 備考

1 5  7896  4.20

2m40 2m60

 8687  2.60

2 4  7800  3.30

3 3  8682  3.10

6  8132

4 2  8416  3.10

5 1



決勝 5月3日 11:00

県新　　(KR )        2.18
県高校新(KR )        2.17
大会新  (GR )        2.03

1m90 1m93 1m96
林 知彦 一般 - - - - - - - - O O
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋｺ eS Design XO O XXX
尾畑 元佳 一般 - - - - - - - O - -
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾄﾖｼ ALKA XO - XXX
小口 伸太郎(1) 高校 - - - - O O O O O O
ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 諏訪二葉高 XXO XXX
大久保 海翔(3) 高校 - - - - O XO XXX
ｵｵｸﾎﾞ ｶｲﾄ 飯田風越高
北原 大雅(3) 高校 - - O O O XXX
ｷﾀﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 伊那北高
本多 俊平 一般 O - O O O XXX
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
野中 大地(1) 高校 O - XXX
ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 岡谷南高

決勝 5月3日  9:00

県中学新(CR )        1.97
大会新  (GR )        1.81

酒井 洸一(3) 中学
ｻｶｲ ｺｳｲﾁ 春富中
下平 真人(3) 中学
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏｺﾄ 春富中
河村 大和(3) 中学
ｶﾜﾑﾗ  ﾔﾏﾄ 春富中
赤羽 快(2) 中学
ｱｶﾊﾈ ｶｲ 伊那東部中
小平 遥暉(3) 中学
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ 高森中
下村 考輝(2) 中学
ｼﾓﾑﾗ ｺｳｷ 宮田中
土屋 颯太(2) 中学
ﾂﾁﾔ ｿｳﾀ 伊那東部中
岩下 爽(3) 中学
ｲﾜｼﾀ ｿｳ 宮田中
馬場 天志(3) 中学
ﾊﾞﾊﾞ ﾃﾝｼ 箕輪中
伊藤 嶺(2) 中学
ｲﾄｳ ﾚｲ 南箕輪中
荻原 倫世(3) 中学
ｵｷﾞﾊﾗ ﾄﾓｾ 箕輪中
上條 晄生(3) 中学
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳｾｲ 上諏訪中
関 幸葉(3) 中学
ｾｷ ｺｳﾖｳ 箕輪中
熊谷 知樹(3) 中学
ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ 赤穂中
市川 志音(1) 中学 欠場
ｲﾁｶﾜ ｼｵﾝ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

1    22

 1.35

 1.35

13 12  8822 XO O XXX

13 2  8832 XO O XXX

 1.35

 1.40

12 3  7700 O O XXX

XXX11 5  8024 O XO O

 1.40

 1.45

10 10  8049 O O O XXX

XXO XXX9 9  8022 O O XO

 1.45

 1.45

7 6  8210 O O O XXO XXX

XXO XXX7 4  8131 - - O

 1.45

XXX  1.50

6 8  8198 O O O O XXX

O O - - - -4 15  8405 O O O

XXX  1.50

 1.55

4 7  8142 - - O O O

O XXO XO XXX3 13  8175 - - XO

O XXX  1.55

 1.65

2 11  8162 - - - O XO

- XO O O O XXX

1m68 1m71 記録 備考
1 14  8168 - - -

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

中学男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m30 1m35

5 3    15  1.70

 1.507 1   203

4 4   603  1.75

5 2   412  1.70

2 6     1  1.90

3 5  2611  1.90

1 7    10  1.93

記録
1m60 1m65

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

男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月3日  9:00

県新　　(KR )        7.94
県高校新(KR )        7.61
大会新  (GR )        7.02

浦野 快生(2) 高校   6.11   5.83    -    -    -    X    6.11 
ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ 伊那北高   +1.6   +2.2    +1.6
林 力輝(3) 高校   5.56   5.69   5.88   5.91   5.98   6.00    6.00 
ﾊﾔｼ ﾘｷ 飯田風越高   +0.9   +1.0   +2.9   +1.0   +0.7   +2.0    +2.0
髙山 翔平(2) 高校   5.78   5.37    X    -    -    -    5.78 
ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 岡谷工高   +0.1   +1.9    +0.1
小林 海(1) 高校    X   5.67    X    -    -    -    5.67 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 岡谷南高   +2.0    +2.0
上柳 凌平 一般   5.28   5.62   3.45   5.35   5.41   3.43    5.62 
ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 上伊那郡陸協   +0.2   +0.5   +0.8   +0.8   +1.9   +1.3    +0.5
多田井 琢馬(2) 高校   5.43    X   5.54   5.56   5.60   5.46    5.60 
ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ 阿南高   -0.1   +0.8   +1.2   +1.1   +2.2    +1.1
工藤 柾斗(2) 高校   5.25   5.47   4.95   5.37    X   5.45    5.47 
ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 岡谷工高   +0.3   +0.7   +0.5   +1.0   +1.2    +0.7
野中 大地(1) 高校   5.28   5.47   5.38    X   4.82   5.11    5.47 
ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 岡谷南高   +0.7   +1.2   +0.5   +0.3   +1.2    +1.2
前田 真孝 一般   5.39   5.04   4.74    5.39 
ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ   +0.3   +0.4   +0.9    +0.3
塩澤 直樹(2) 高校   5.27   5.16   5.35    5.35 
ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ OIDE長姫高   -0.6   -0.2   +2.4    +2.4
伊東 龍生(2) 高校   5.26   5.35   5.17    5.35 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 高遠高    0.0   +2.4   +1.7    +2.4
渡辺 圭尚(2) 高校   5.16   4.98   4.97    5.16 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼｮｳ 諏訪清陵高   +0.5   +0.8   +2.0    +0.5
西野 瑛修(1) 高校    X    X   4.95    4.95 
ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ 駒ヶ根工高   +0.8    +0.8
加藤 大起(2) 高校    X   3.75   3.36    3.75 
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 伊那弥生ヶ丘高   +0.4   +0.7    +0.4
河手 靖次(1) 高校   2.19   2.88   3.43    3.43 
ｶﾜﾃ ｾｲｼﾞ 高遠高   +0.6   +0.4   +0.9    +0.9
有賀 玄太(1) 高校 欠場
ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ 高遠高

15 1   372

2   371

13 4   504

14 5   448

11 13   385

12 9   122

9 3    36

10 7   624

7 8   266

8 6   203

5 10    28

6 11   765

3 12   263

4 14   201

1 16   422
-5-

2 15   604

-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-



決勝 5月3日 12:00

県中学新(CR )        7.04
大会新  (GR )        6.46

下平 真吾(3) 中学   5.90    X   6.12    -    X    X    6.12 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼﾝｺﾞ 春富中   +0.4   +0.9    +0.9
矢沢 佑真(3) 中学   5.29   5.52    -    X   5.89    X    5.89 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 富士見中   +3.0   +3.3   +2.9    +2.9
増田 光月(3) 中学   5.76   5.60    -    -   5.78   5.40    5.78 
ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ 長峰中   +2.6   +1.2   -0.4   +0.7    -0.4
工藤 航介(3) 中学   5.76    -    -   5.61   5.71    -    5.76 
ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 伊那東部中   +2.5   +1.6    0.0    +2.5
松村 喜道(3) 中学   5.32   5.52   5.15    X   5.46    X    5.52 
ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +3.5   +1.7   +0.7   +0.3    +1.7
矢島 拓光(3) 中学    O   5.29   5.33   5.28   5.50    X    5.50 
ﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 箕輪中   +2.2   +0.6   +1.3   +1.5    +1.5
酒井 奏楽(2) 中学   5.07   5.18   5.10   5.11   5.25   4.99    5.25 
ｻｶｲ  ｿﾗ 春富中   -0.7   +1.0   +2.5   +0.5   +1.5    0.0    +1.5
原田 裕哉(3) 中学   4.81   5.21   5.15    X   4.94   5.22    5.22 
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ 上諏訪中   +0.1   +2.7   +1.6   +0.8   +2.5    +2.5
唐澤 悠斗(3) 中学    X    X   5.15    5.15 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ 箕輪中   +2.5    +2.5
桃澤 翼(3) 中学   5.08   4.91   5.14    5.14 
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 中川中   +0.3   +3.0   +3.0    +3.0
武井 海斗(2) 中学   4.66   4.56   5.02    5.02 
ﾀｹｲ ｶｲﾄ 南箕輪中   +1.5   +0.2   +1.0    +1.0
松澤 孝輝(3) 中学   4.92   4.82    -    4.92 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｷ 緑ヶ丘中   +0.8   +0.6    +0.8
小平 晋太郎(2) 中学   4.50   4.71   4.79    4.79 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 清陵附属中   +1.5   +2.1   +2.6    +2.6
深谷 礎(3) 中学    X    O   4.76    4.76 
ﾌｶﾔ ﾓﾄ 駒ヶ根東中   +0.7    +0.7
牧野 楓(2) 中学    O   4.50   4.73    4.73 
ﾏｷﾉ ｶｴﾃﾞ 飯田高陵中   +1.4   +1.1    +1.1
小松 翔太(3) 中学    O    X   4.60    4.60 
ｺﾏﾂ ｼｮｳﾀ 岡谷西部中   +0.7    +0.7
名取 陽(2) 中学    X    X   4.59    4.59 
ﾅﾄﾘ ﾊﾙ 永明中   +1.3    +1.3
政宗 俊祐(1) 中学    O    O    X 記録なし
ﾏｻﾑﾈ ｼｭﾝｽｹ 王滝中
保科 陽斗(1) 中学    O    O    O 記録なし
ﾎｼﾅ ﾊﾙﾄ 宮田中
山田 樹暉(2) 中学    O    X    O 記録なし
ﾔﾏﾀﾞ ｲﾂｷ 諏訪西中
小平 寛太(2) 中学    O    X    O 記録なし
ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾝﾀ 諏訪西中
上山 航汰(2) 中学    O    O    O 記録なし
ｶﾐﾔﾏ ｺｳﾀ 駒ヶ根東中
西沢 颯馬(2) 中学    O    O    O 記録なし
ﾆｼｻﾞﾜ ｿｳﾏ 清陵附属中
両角 薙斗(2) 中学    X    X    X 記録なし
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾅｷﾞﾄ 長峰中
加藤 哲也(3) 中学    O    O    O 記録なし
ｶﾄｳ ﾃﾂﾔ 伊那東部中
遠藤 颯(2) 中学    O    X    - 記録なし
ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ 上諏訪中
小口 蒼葉(1) 中学    O    O    O 記録なし
ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
大木 尊仁(2) 中学    O    O    O 記録なし
ｵｵｷ ﾀｶﾄ 南箕輪中
宮坂 響(2) 中学 欠場
ﾐﾔｻｶ ﾋﾋﾞｷ 諏訪西中
松下 浩武(2) 中学 欠場
ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛﾑ 辰野中
河口 陽斗(2) 中学 欠場
ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 王滝中

中学男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 31  8171

2 25  7929

3 30  7862

4 26  8127

5 28  8625

6 27  8029

7 21  8185

8 24  7701

9 20  8028

10 23  8321

11 7  8042

12 19  8599

13 17  8860

14 16  8286

15 13  8412

16 10  7585

17 22  7801

3  6339

4  8190

5  7746

8  7751

9  8252

11  8865

12  7855

14  8125

15  7704

18    23

29  8050

6  6335

1  7749

2  7966



決勝 5月3日 14:00

県新　　(KR )       16.98
大会新  (GR )       15.72
県高校新(KR )       15.58

金子 司 一般    X  14.49  14.19    X    -  11.98   14.49 
ｶﾈｺ ﾂｶｻ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +2.0   +0.4   +1.0    +2.0
小林 蓮(3) 高校  13.12    X    X    X    X    -   13.12 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪二葉高   +1.7    +1.7
塩澤 昂(2) 高校    X    X  12.26  12.77  12.52  12.68   12.77 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ 飯田高   +2.6   +0.8   +0.5   +2.1    +0.8
三沢 和輝(2) 高校  11.46  11.70  11.89  11.49  11.89  11.86   11.89 
ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高   +2.3   +1.9   +2.7   +1.2   +2.3   +2.6    +2.7
日馬 正貴 一般    X  11.53    X    X    X    X   11.53 
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野陸協   +1.9    +1.9

5 1    17

3 3   563

4 2   449

1 5    12
-5-

2 4   131

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

男子

三段跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 5月3日  9:20

県新　　(KR )       16.11
大会新  (GR )       13.27

上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
倉田 優希 一般
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ eS Design
小林 和夫 一般
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 上伊那郡陸協

決勝 5月3日  9:20

県高校新(KR )       14.76
大会新  (GR )       12.50

永田 智哉(2) 高校
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 諏訪二葉高
向山 星来(3) 高校
ﾑｶｲﾔﾏ ｾｲﾗｲ 高遠高
下平 朱莉(1) 高校
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｭﾘ 高遠高
市岡 佳大(3) 高校
ｲﾁｵｶ ｹｲﾀ OIDE長姫高
田口 恵斗(2) 高校
ﾀｸﾞﾁ ｹｲﾄ 高遠高

決勝 5月3日  9:20

県中学新(CR )       13.45
大会新  (JR )       11.84

田近 資武(3) 中学
ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ 王滝中
髙橋 勇翔(3) 中学
ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 開成中
上條 飛翔(3) 中学
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ 宮田中
市瀬 秀耀(3) 中学
ｲﾁﾉｾ ﾋﾃﾞﾖ 高森中
宮澤 良織(3) 中学
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾗｵﾙ 中川中
藤森 寿馬(2) 中学
ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 長峰中
伊藤 聖覧(3) 中学
ｲﾄｳ ｾｲﾗﾝ 伊那東部中
上田 航(3) 中学
ｳｴﾀﾞ ﾜﾀﾙ 岡谷西部中
城取 颯(3) 中学
ｼﾛﾄﾘ ｿｳ 箕輪中
大場 遥斗(3) 中学
ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾄ 中川中
宮下 裕毅(3) 中学
ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｷ 伊那中
春日 勇人(3) 中学
ｶｽｶﾞ ﾊﾔﾄ 伊那東部中
熊谷 知樹(3) 中学 欠場

  5.67 

7  8822

  6.02 

12 9  8122   X  5.65  5.67

  7.11 

11 1  8085  5.77  6.02  5.91

  7.54 

10 2  8318  6.12  7.11  7.03

 7.84   7.84 

9 3  8023  7.54  6.65  7.52

 7.50   8.20 

8 6  7582  7.60  7.64  7.14  7.83  7.73

 8.14   8.34 

7 5  8126  8.20  6.98  7.32  7.84  7.04

 7.50   8.35 

6 8  7850  7.64  8.34  7.64  7.94  7.96

 9.32   9.32 

5 4  8320  7.68  7.90  8.35  7.17  8.06

10.39  10.60 

4 11  8406  8.83  8.80  8.48  8.25  8.29

10.87  11.35 

3 10  8216 10.45 10.60 10.41  9.32  9.37

11.71  11.72 

2 12  7147   X 11.32  9.70 11.35 10.72

記録 備考
1 13  6332   X   X 10.32 11.48 11.72

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  6.24 

中学男子

砲丸投(5.000kg)     

 7.10  7.07  6.72   7.10 

5 1   390  5.73  6.24   X

 9.49  8.95  9.22   9.49 

4 2   621  6.42  6.62  7.04

 9.79  9.65  9.55   9.79 

3 3   374  9.12  8.36  8.87

  X 11.04 11.38  11.93 

2 4   384  8.96   X  8.90

1 5  2607   X 11.93   X

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

高校男子

砲丸投(6.000Kg)     

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

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 3    13 11.51 11.44   X 11.86 12.02 11.99  12.02 

2 2     9  9.21  9.46  9.60

3 1    26  8.27   X   X  8.28   X  8.46   8.46 

 9.02   X  9.73   9.73 



ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ 赤穂中



決勝 5月3日 10:40

県新　　(KR )       50.52
大会新  (GR )       39.10

上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
本多 俊平 一般
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
小林 和夫 一般
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 上伊那郡陸協
池田 圭吾 一般
ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ DreamAC

決勝 5月3日 10:40

県高校新(KR )       45.21
大会新  (GR )       40.17

赤尾 聡良(3) 高校
ｱｶｵ ｿﾗ 上田染谷丘高
永田 智哉(2) 高校
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 諏訪二葉高
白鳥 和弥(2) 高校
ｼﾛﾄﾘ ｶｽﾞﾔ 高遠高
平澤 賢也(2) 高校
ﾋﾗｻﾜ ｹﾝﾔ 高遠高
下平 朱莉(1) 高校
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｭﾘ 高遠高
西郷 鴻次朗(2) 高校
ｻｲｺﾞｳ ｺｳｼﾞﾛｳ 岡谷工高
市瀬 裕馬(3) 高校 欠場
ｲﾁﾉｾ ﾕｳﾏ 阿南高

  O  20.84 

4   763

  O  21.57 

6 1   264   O 20.82   O   O 20.84

  O  27.27 

5 2   374   O 20.29   O   O 21.57

29.31  29.31 

4 3   386   O   O 27.27   O   O

  X  30.38 

3 6   388   X   X 26.00   X   O

  O  36.13 

2 5  2607   X   X 30.38   O   O

記録 備考
1 7  1841   X   O 36.13   O   O

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 19.51   O   O   X

高校男子

円盤投(1.750kg)     

25.23   O   X  25.23 

4 1     3 19.51   O   O

  O 26.98   X  26.98 

3 2    26   X 23.97   X

  O 35.37   O  35.37 

2 3    15   O 25.69   -

1 4    13   O 34.71   X

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

円盤投(2.000Kg)     

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月3日 14:40

県新　　(KR )       72.50
県高校新(KR )       62.58
大会新  (GR )       59.50

友田 利男 一般
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那郡陸協
平澤 賢也(2) 高校
ﾋﾗｻﾜ ｹﾝﾔ 高遠高
倉田 優希 一般
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ eS Design
工藤 俊介(3) 高校
ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那北高
本島 琉輝斗(2) 高校
ﾓﾄｼﾞﾏ ﾙｷﾄ 松川高
山崎 日向(3) 高校
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｭｳｶﾞ 伊那北高
相川 隆太郎(2) 高校
ｱｲｶﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 上伊那農高
後藤 玲央(1) 高校
ｺﾞﾄｳ ﾚｵ 高遠高
山﨑 陽太(2) 高校
ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀ 伊那弥生ヶ丘高
山際 康太郎(2) 高校
ﾔﾏｷﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 上伊那農高
荻原 浩太郎(2) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 伊那北高
土屋 拓哉(1) 高校
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾔ 阿南高
丸山 怜治(3) 高校 欠場
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 高遠高

 23.09 

3   383

 27.31 

12 1   766   O 23.09   O

 27.58 

11 4   423 27.31   O   O

 27.75 

10 9   346   X   X 27.58

  O   O   O  31.19 

9 5   444   X   O 27.75

  O   O   X  32.21 

8 2   373   O 31.19   X

  O   O 32.61  32.61 

7 7   342   X   O 32.21

  O 37.91   O  37.91 

6 6   414   O 32.40   O

  O   O   O  39.12 

5 8   542   X   X 36.85

  O   X   X  45.25 

4 10   419   O 39.12   X

  O   O   O  45.64 

3 11     9   O   X 45.25

  X   X   X  47.98 

2 12   386 45.64   O   O

1 13    19 47.98   O   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

やり投(0.800Kg)     

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月3日 10:20

 1 澁谷 宥介 一般   4,10.43 
ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｽｹ 東京陸協

No. 氏  名 所属名 記録／備考
10    31

オープン男子

１５００ｍ

決勝

順



決勝 5月3日 15:55

澁谷 宥介 一般
ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｽｹ 東京陸協 途中棄権

オープン男子

５０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1    31


	決勝記録一覧表
	100
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	SP
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	OP5000

