
日付 時刻
湿

度％
時刻 天候

気
温℃

7/24 9:30
東北
東

0.6 76.9 9:00 雨
北北
東

0.4 22.0

7/24 10:00 北東 0.2 72.8 10:00 雨 北東 0.3 22.2

7/24 11:00 北東 0.8 68.5 11:00 雨 南 1.5 22.3

7/24 12:00
東北
東

0.5 66.3 12:00 雨 南 1.2 23.0

7/24 13:00 南東 0.3 62.2 13:00 雨 南 0.4 23.0

7/24 14:00 南西 1.3 63.5 14:00 くもり
南南
西

0.3 23.7

7/24 15:00 西 1.7 78.3 15:00 雨 東 0.8 23.9

伊那市陸上競技場（172070）

長野県高等学校体育連盟陸上競技専門部

主 催

主 管

会 場

■この大会で樹立された記録

●リモート大会

主 催

後 援

公益財団法人日本陸上競技連盟　一般財団法人長野陸上競技
協会
公益財団法人全国高等学校体育連盟

令和２年度 長野県高等学校総合体育大会代替大会

兼  南信地区高等学校陸上競技大会
(大会コード：20172002)

記  録  集

兼  2020全国高等学校リモート陸上競技選手権大会

期 日

長野県高等学校体育連盟長野県教育委員会

（一財）長野陸上競技協会　南信地区陸上競技協会

令和２年７月２４日(金)、２５日(土)

総 務

審 判 長

記 録 主 任 竹内秀樹

北沢忠弘（ﾄﾗｯｸ）、篠原克修(フィールド)

葛城光一

なし

■グラウンドコンディション

天候 風  m/sec. 気温℃ 日付 風  m/sec. 湿度％

くもり 23.0 7/25 90.0

くもり 23.3 7/25 90.0

くもり 25.3 7/25 89.3

7/25 84.0

くもり 27.1 7/25 82.8

くもり 25.6

くもり 26.8 7/25 83.0

くもり 23.9 7/25 82.0



令和2年度　長野県高等学校総合体育大会代替大会 兼 南信地区高等学校陸上競技大会   
　　主催：長野県高等学校体育連盟・長野県教育委員会・南信高等学校体育連盟・長野陸
　　後援：伊那市教育委員会・上伊那陸上競技協会                                  
　　期日：令和2年7月24日(金)、25日(土)                                          

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】172030  伊那市総合運動場陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
07/24 男子  -2.5川口 祥延(3) 11.13 今井 頼人(2) 11.20 遠山 龍之介(3) 11.30 村上 椋一(3) 11.37 漆戸 柊哉(1) 11.62 古賀 直信(3) 11.63 三沢 和輝(3) 11.67

１００ｍ 東海大諏訪 東海大諏訪 東海大諏訪 下諏訪向陽 諏訪二葉 辰野 伊那弥生ヶ丘
07/25  -1.8今井 頼人(2) 22.57 遠山 龍之介(3) 23.13 村上 椋一(3) 23.26 田中 敦也(2) 23.56 三沢 和輝(3) 23.87 山田 海斗(3) 23.91

２００ｍ 東海大諏訪 東海大諏訪 下諏訪向陽 赤穂 伊那弥生ヶ丘 伊那弥生ヶ丘
07/24 伊澤 拓人(3) 51.51 田畑 青透(3) 51.90 名取 勇人(1) 52.36 窪田 翔真(1) 53.22 竹内 陽哉(2) 53.42 矢島 壮野(1) 54.30 日達 匠海(1) 54.31 伊藤 健太(2) 54.56

４００ｍ 伊那北 上伊那農 東海大諏訪 東海大諏訪 赤穂 東海大諏訪 上伊那農 下諏訪向陽
07/25 二見 優輝(3) 1,53.40 吉岡 伶(2) 2,01.99 小坂 悠太(1) 2,05.78 伊藤 晴希(1) 2,08.01 伊藤 健太(2) 2,08.08 金野 隼男(3) 2,10.46 田中 稜馬(2) 2,10.67 竹村 宏太(2) 2,11.37

８００ｍ 諏訪清陵 諏訪清陵 東海大諏訪 岡谷東 下諏訪向陽 伊那弥生ヶ丘 伊那北 諏訪二葉
07/24 小坂 悠太(1) 4,08.66 木内 万璃(2) 4,14.36 瀧澤 健斗(2) 4,14.78 河西 希隆(3) 4,23.09 福与 真生琉(2) 4,23.33 林 幸史郎(1) 4,25.47 長谷部 直大(1) 4,25.54 鈴木 駿平(3) 4,27.65

１５００ｍ 東海大諏訪 諏訪清陵 上伊那農 赤穂 飯田 東海大諏訪 伊那北 上伊那農
07/25 山川 拓馬(2) 14,51.26 矢島 琉聖(3) 14,58.58 菅沼 蒼太(2) 15,07.62 出澤 周大(2) 15,55.23 大峽 謙(2) 16,35.59 河西 希隆(3) 16,36.81 米山 元章(1) 16,41.61 瀧澤 健斗(2) 16,42.79

５０００ｍ 上伊那農 東海大諏訪 上伊那農 伊那北 飯田 赤穂 松川 上伊那農
07/24  -1.4諏訪 玲二(2) 16.90 鈴木 千紘(2) 17.01 宮原 有希(1) 17.91 小山 宗一朗(3) 18.27 壬生 新(1) 18.37 小田切 民朗(2) 19.47

110mH(1.067m) 岡谷南 諏訪清陵 東海大諏訪 諏訪実 岡谷南 駒ヶ根工
07/25 逸見 崚輔(3) 58.81 田中 隆斗(1) 1,01.01 諏訪 玲二(2) 1,02.56 窪田 翔真(1) 1,03.60

400mH(0.914m) 伊那北 松川 岡谷南 東海大諏訪
07/24 出澤 周大(2) 10,18.00 千葉 恭大(3) 11,19.01

３０００ｍＳＣ 伊那北 飯田
07/25 小口 伸太郎(2) 1.85 宮原 有希(1) 1.70 福澤 洸士(2) 1.60 酒井 洸一(1) 1.60 野中 大地(2) 1.55 熊谷 知樹(1) 1.55

走高跳 諏訪二葉 東海大諏訪 伊那北 赤穂 岡谷南 上伊那農
07/24 有賀 玄太(2) 4.50 河手 靖次(2) 3.50 両角 駿介(1) 3.30

棒高跳 高遠 高遠 諏訪二葉
07/24 宮坂 仁士(2) 6.36(-0.5) 塩澤 昂(3) 6.35(-1.4) 椚谷 元(2) 6.14(-0.2) 丸山 輝(2) 6.02(-0.6) 小林 海(2) 5.95(-0.5) 下平 真吾(1) 5.93(-0.8) 矢沢 佑真(1) 5.86(-1.3) 松田 拓巳(2) 5.77(+0.6)

走幅跳 諏訪清陵 飯田 飯田 岡谷工 岡谷南 駒ヶ根工 東海大諏訪 赤穂
07/25 塩澤 昂(3) 12.95(+1.7) 小林 海(2) 12.60(+1.3) 小口伸太郎(2)12.19(+2.2)

三段跳 飯田 岡谷南 諏訪二葉
07/24 永田 智哉(3) 12.71 後藤 玲央(2) 11.11 下平 朱莉(2) 10.10 中村 紘大(2) 9.31 片倉 広喜(2) 8.83 春日 勇人(1) 6.55 今井 史弥(2) 6.55

砲丸投 諏訪二葉 高遠 高遠 岡谷工 岡谷東 高遠 岡谷工
07/25 永田 智哉(3) 32.19 白鳥 和弥(3) 30.15 中村 仁(2) 29.74 有賀 匠吾(3) 23.39 両角 駿介(1) 21.74 片倉 広喜(2) 17.94

円盤投 諏訪二葉 高遠 上伊那農 上伊那農 諏訪二葉 岡谷東
07/24 中村 仁(2) 42.95 下平 朱莉(2) 30.86 白鳥 和弥(3) 27.59 安田 真拓(2) 17.83

ﾊﾝﾏｰ投 上伊那農 高遠 高遠 赤穂
07/25 後藤 玲央(2) 41.90 小牧 大晟(2) 36.00 本島 琉輝斗(3) 35.82 工藤 柾斗(3) 34.56 山崎 陽太(3) 27.61

やり投 高遠 上伊那農 松川 岡谷工 伊那弥生ヶ丘
07/24 東海大諏訪       42.54 伊那弥生ヶ丘      43.90 上伊那農       44.22 伊那北       44.39 諏訪二葉       45.43 飯田OIDE長姫      45.63 辰野       46.45

４×１００ｍＲ 久保田 凱士(1) 滝澤 直希(2) 田畑 青透(3) 深谷 朝海(3) 小口 伸太郎(2) 北原 龍吉(2) 古賀 直信(3)
今井 頼人(2) 太田 一希(3) 柴 悠翔(1) 逸見 崚輔(3) 漆戸 柊哉(1) 伊藤 新(1) 古賀 涼輔(1)
遠山 龍之介(3) 山田 海斗(3) 小牧 大晟(2) 伊澤 拓人(3) 山口 大輝(3) 塩澤 直樹(3) 古庄 武(1)
川口 祥延(3) 三沢 和輝(3) 有賀 匠吾(3) 浦野 快生(3) 永田 智哉(3) 村澤 和真(3) 佐藤 大介マーク(1)

07/25 上伊那農     3,26.83 伊那北     3,27.01 諏訪清陵     3,28.01 伊那弥生ヶ丘    3,36.69 諏訪二葉     3,53.21 辰野     3,55.57
４×４００ｍＲ 日達 匠海(1) 浦野 快生(3) 宮坂 仁士(2) 太田 一希(3) 山口 大輝(3) 古賀 涼輔(1)

田畑 青透(3) 椎名 一郎(3) 二見 優輝(3) 福田 駿希(3) 児玉 光輝(3) 佐藤 大介マーク(1)
久保田 光太郎(3) 逸見 崚輔(3) 宮澤 喬佑(3) 岩波 響介(3) 竹村 宏太(2) 古庄 武(1)
有賀 匠吾(3) 伊澤 拓人(3) 吉岡 伶(2) 山田 海斗(3) 永田 智哉(3) 篠原 良粋(2)

07/24 矢﨑 灯夜(2) 2977
07/25 八種競技 諏訪清陵



予選 7月24日 12:15
決勝 7月24日 13:55

県高校新(KR )       10.32

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 +0.8

 1 古賀 直信(3)     11.39 Q  1 遠山 龍之介(3)     11.07 Q
ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ 辰野 ﾄｳﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 東海大諏訪

 2 漆戸 柊哉(1)     11.45 q  2 村澤 和真(3)     11.68 
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪二葉 ﾑﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ 飯田OIDE長姫

 3 伊藤 新(1)     11.83  3 石山 純雅(2)     11.73 
ｲﾄｳ ｱﾗﾀ 飯田OIDE長姫 ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｶﾞ 下諏訪向陽

 4 小林 勇輝(2)     12.37  4 尾関 直也(2)     11.93 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 岡谷工 ｵｾﾞｷ ﾅｵﾔ 岡谷工

 5 畔上 亮太(1)     12.40  5 古瀬 尚暉(2)     12.19 
ｱｾﾞｶﾞﾐ  ﾘｮｳﾀ 岡谷南 ﾌﾙｾ ﾅｵｷ 飯田風越

 6 青木 健太(2)     12.93  6 小田切 民朗(2)     12.43 
ｱｵｷ ｹﾝﾀ 伊那弥生ヶ丘 ｺﾀｷﾞﾘ ﾀﾐｵ 駒ヶ根工

 7 赤木 将士(2)     13.03 下平 翔也(1)
ｱｶｷﾞ ﾏｻﾄ 阿智 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｮｳﾔ 高遠

[ 3組] 風速 +0.4 [ 4組] 風速 +0.9

 1 逸見 崚輔(3)     11.37 Q  1 今井 頼人(2)     11.05 Q
ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ 伊那北 ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 東海大諏訪

 2 山口 大輝(3)     11.49  2 小牧 大晟(2)     11.76 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 諏訪二葉 ｺﾏｷ ﾀｲｾｲ 上伊那農

 3 古賀 涼輔(1)     11.93  3 滝澤 直希(2)     11.79 
ｺｶﾞ  ﾘｮｳｽｹ 辰野 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ 伊那弥生ヶ丘

 3 塩澤 直樹(3)     11.93  4 松田 拓巳(2)     11.94 
ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 飯田OIDE長姫 ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 赤穂

 5 柴 悠翔(1)     12.09  5 松崎 恭一朗(2)     12.24 
ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ 上伊那農 ﾏﾂｻﾞｷ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 下諏訪向陽

 6 小倉 快心(2)     12.18 唐澤 貫太(1)
ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ 赤穂 ｶﾗｻﾜ ｶﾝﾀ 高遠

 7 田中 昌輝(1)     12.83 小平 遥暉(1)
ﾀﾅｶ  ﾏｻｷ 岡谷南 ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ 飯田風越

[ 5組] 風速 +1.6 [ 6組] 風速 +1.1

 1 川口 祥延(3)     10.97 Q  1 三沢 和輝(3)     11.43 Q
ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ 東海大諏訪 ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘

 2 村上 椋一(3)     11.12 q  2 有賀 匠吾(3)     11.47 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｲﾁ 下諏訪向陽 ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 上伊那農

 3 浦野 快生(3)     11.72  3 田中 敦也(2)     11.57 
ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ 伊那北 ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ 赤穂

 4 今福 海斗(2)     11.96  4 巻渕 来樹(2)     12.07 
ｲﾏﾌｸ ｶｲﾄ 高遠 ﾏｷﾌﾞﾁ ﾗｲｷ 伊那北

 5 吉田 賢三(1)     12.08  5 原田 裕哉(1)     12.67 
ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 飯田風越 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ 諏訪清陵

 6 古庄 武(1)     12.51 宮坂 匠(1)
ﾌﾙｼｮｳ  ﾀｹﾙ 辰野 ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 諏訪二葉

 7 河合 生稀(2)     12.95 
ｶﾜｲ ｲﾌﾞｷ 岡谷工

風速 -2.5

 1 川口 祥延(3)     11.13 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ 東海大諏訪

 2 今井 頼人(2)     11.20 
ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 東海大諏訪

 3 遠山 龍之介(3)     11.30 
ﾄｳﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 東海大諏訪

 4 村上 椋一(3)     11.37 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｲﾁ 下諏訪向陽

 5 漆戸 柊哉(1)     11.62 
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪二葉

 6 古賀 直信(3)     11.63 
ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ 辰野

 7 三沢 和輝(3)     11.67 
ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘
逸見 崚輔(3)
ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ 伊那北

8   449

失格
5   427

1  2618

7   285

3    48

2   156

記録／備考
6    46

4    44

5  2617
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7   399

6   109

2   337

4   486

3   276

順 ﾚｰﾝ No.
3   449

4   602

7   290

6   422

8   375

5    46

2   156

欠場

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

4   379
欠場

8   601

7   489

2   163

5   354

6   454

6   211

順 ﾚｰﾝ No.
3    44

5   361

8   487

2   289

3   624

4   427

7  2606

欠場

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

5   505

4   376

8   269

7   611

6   629

3   165

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    48

4   716

順 ﾚｰﾝ

6   210

7   453

3   640

2   275

記録／備考
8   285

5  2618

男子

１００ｍ            

予選 通過基準  6組  1着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 7月25日 11:00
決勝 7月25日 13:00

県高校新(KR )       20.93

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 -0.9

 1 遠山 龍之介(3)     22.98 Q  1 今井 頼人(2)     22.67 Q
ﾄｳﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 東海大諏訪 ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 東海大諏訪

 2 村上 椋一(3)     23.37 q  2 田畑 青透(3)     23.60 q
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｲﾁ 下諏訪向陽 ﾀﾊﾞﾀ ｱｵﾄ 上伊那農

 3 鈴木 千紘(2)     24.09  3 村澤 和真(3)     24.51 
ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 諏訪清陵 ﾑﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ 飯田OIDE長姫

 4 伊藤 新(1)     24.88  4 今福 海斗(2)     24.75 
ｲﾄｳ ｱﾗﾀ 飯田OIDE長姫 ｲﾏﾌｸ ｶｲﾄ 高遠

 5 古庄 武(1)     26.02  5 滝澤 直希(2)     24.97 
ﾌﾙｼｮｳ  ﾀｹﾙ 辰野 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ 伊那弥生ヶ丘

 6 両角 俐音(1)     26.94  6 河合 生稀(2)     27.21 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｵﾝ 茅野 ｶﾜｲ ｲﾌﾞｷ 岡谷工
熊谷 省吾(3) 漆戸 柊哉(1)
ｸﾏｶﾞｲ ｼｮｳｺﾞ 下伊那農 ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪二葉

[ 3組] 風速 -0.7 [ 4組] 風速 -1.6

 1 山田 海斗(3)     23.93 Q  1 田中 敦也(2)     23.38 Q
ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 伊那弥生ヶ丘 ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ 赤穂

 2 山口 大輝(3)     24.01  2 三沢 和輝(3)     23.68 q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 諏訪二葉 ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘

 3 柴 悠翔(1)     25.07  3 古賀 直信(3)     23.98 q
ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ 上伊那農 ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ 辰野

 4 林 海斗(2)     25.25  4 尾関 直也(2)     24.97 
ﾊﾔｼ ｶｲﾄ 下諏訪向陽 ｵｾﾞｷ ﾅｵﾔ 岡谷工

 5 伊藤 蒼眞(2)     25.69  5 吉田 賢三(1)     25.80 
ｲﾄｳ ｿｳﾏ 諏訪清陵 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 飯田風越

 6 赤木 将士(2)     27.49 巻渕 来樹(2)
ｱｶｷﾞ ﾏｻﾄ 阿智 ﾏｷﾌﾞﾁ ﾗｲｷ 伊那北
河野 統徳(2)
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 東海大諏訪

風速 -1.8

 1 今井 頼人(2)     22.57 
ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 東海大諏訪

 2 遠山 龍之介(3)     23.13 
ﾄｳﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 東海大諏訪

 3 村上 椋一(3)     23.26 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｲﾁ 下諏訪向陽

 4 田中 敦也(2)     23.56 
ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ 赤穂

 5 三沢 和輝(3)     23.87 
ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘

 6 山田 海斗(3)     23.91 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 伊那弥生ヶ丘
古賀 直信(3)
ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ 辰野
田畑 青透(3)
ﾀﾊﾞﾀ ｱｵﾄ 上伊那農

男子

２００ｍ            

予選 通過基準  4組  1着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    48

3   156

4    30

8   126

7   640

2   669
欠場

順 ﾚｰﾝ

6   290

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7    44

6   345

4   629

2   375

5   454

3   276

8  2618
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
8   445

3  2606

5   716

2   361

4   161

7    45
欠場

順 ﾚｰﾝ No.
6   486

6   124

3   449

5   285

4   269

7   602

2   399
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    44

5    48

7   156

6   486

1   449

4   445

2   285

棄権

棄権
8   345



予選 7月24日 11:30
決勝 7月24日 13:30

県高校新(KR )       46.98

[ 1組] [ 2組]

 1 窪田 翔真(1)     53.49 Q  1 田畑 青透(3)     52.66 Q
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 東海大諏訪 ﾀﾊﾞﾀ ｱｵﾄ 上伊那農

 2 竹内 陽哉(2)     53.64 Q  2 名取 勇人(1)     52.84 Q
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 赤穂 ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 東海大諏訪

 3 壬生 新(1)     55.10  3 伊藤 健太(2)     54.33 q
ﾐﾌﾞ  ｱﾗﾀ 岡谷南 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 下諏訪向陽

 4 天野 建治(2)     59.24  4 田中 隆斗(1)     55.06 
ｱﾏﾉ ｹﾝｼﾞ 下諏訪向陽 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ 松川

 5 福山 蒼太(2)     59.44  5 清水 一樹(2)     55.54 
ﾌｸﾔﾏ ｿｳﾀ 岡谷東 ｼﾐｽﾞ  ｶｽﾞｷ 岡谷南
久保田 光太郎(3)  6 伊藤 蒼眞(2)     56.45 
ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 上伊那農 ｲﾄｳ ｿｳﾏ 諏訪清陵

[ 3組]

 1 伊澤 拓人(3)     52.70 Q
ｲｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 伊那北

 2 矢島 壮野(1)     54.19 Q
ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 東海大諏訪

 3 日達 匠海(1)     54.36 q
ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ 上伊那農

 4 林 海斗(2)     56.40 
ﾊﾔｼ ｶｲﾄ 下諏訪向陽

 5 佐藤 大介マーク(1)   1,00.15 
ｻﾄｳ  ﾀﾞｲｽｹﾏｰｸ 辰野

 1 伊澤 拓人(3)     51.51 
ｲｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 伊那北

 2 田畑 青透(3)     51.90 
ﾀﾊﾞﾀ ｱｵﾄ 上伊那農

 3 名取 勇人(1)     52.36 
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 東海大諏訪

 4 窪田 翔真(1)     53.22 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 東海大諏訪

 5 竹内 陽哉(2)     53.42 
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 赤穂

 6 矢島 壮野(1)     54.30 
ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 東海大諏訪

 7 日達 匠海(1)     54.31 
ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ 上伊那農

 8 伊藤 健太(2)     54.56 
ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 下諏訪向陽

1   360

2   157

8   485

7    56

3    58

5    59

4   430

6   345

4   288

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   360

5   161

3   430

2    56

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

6   204

5   124

7   157

3   553

記録／備考
2   345

4    58

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5   184

3   341

6   212

4   164

記録／備考
2    59

7   485

男子

４００ｍ            

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 7月25日 10:15
決勝 7月25日 12:25

県高校新(KR )     1,48.46

[ 1組] [ 2組]

 1 伊藤 晴希(1)   2,09.98 Q  1 小坂 悠太(1)   2,05.68 Q
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 岡谷東 ｺｻｶ ﾕｳﾀ 東海大諏訪

 2 吉岡 伶(2)   2,11.05 Q  2 伊藤 健太(2)   2,08.21 Q
ﾖｼｵｶ ﾚｲ 諏訪清陵 ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 下諏訪向陽

 3 金澤 直生(3)   2,16.07  3 金野 隼男(3)   2,08.30 q
ｶﾅｻﾞﾜ ﾅｵ 飯田OIDE長姫 ｺﾝﾉ ﾊﾔｵ 伊那弥生ヶ丘

 4 浦野 優至(2)   2,17.32  4 竹村 宏太(2)   2,11.33 q
ｳﾗﾉ ﾕｳｲ 伊那弥生ヶ丘 ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ 諏訪二葉

 5 篠原 良粋(2)   2,19.46  5 福与 真生琉(2)   2,11.80 
ｼﾉﾊﾗ ﾗｲｷ 辰野 ﾌｸﾖ ﾏｷﾙ 飯田

 6 太田 友貴(1)   2,25.89  6 野々村 勇人(3)   2,30.07 
ｵｵﾀ ﾄﾓｷ 松川 ﾉﾉﾑﾗ ﾊﾔﾄ 茅野
名取 勇人(1)  7 芳澤 大樹(1)   2,30.82 
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 東海大諏訪 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｷ 諏訪清陵
日達 匠海(1)  8 加藤 優弥(1)   2,39.69 
ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ 上伊那農 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 飯田OIDE長姫

[ 3組]

 1 二見 優輝(3)   2,04.19 Q
ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ 諏訪清陵

 2 田中 稜馬(2)   2,10.62 Q
ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 伊那北

 3 福田 駿希(3)   2,12.65 
ﾌｸﾀ ｼｭﾝｷ 伊那弥生ヶ丘

 4 林 幸史郎(1)   2,13.91 
ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ 東海大諏訪

 5 柴田 晴夢(2)   2,17.79 
ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾑ 赤穂

 6 富永 陸(3)   2,18.48 
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｸ 飯田風越

 7 大橋 優生(1)   2,21.50 
ｵｵﾊｼ ﾕｳｾｲ 上伊那農
佐藤 大介マーク(1)
ｻﾄｳ  ﾀﾞｲｽｹﾏｰｸ 辰野

 1 二見 優輝(3)   1,53.40 
ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ 諏訪清陵

 2 吉岡 伶(2)   2,01.99 
ﾖｼｵｶ ﾚｲ 諏訪清陵

 3 小坂 悠太(1)   2,05.78 
ｺｻｶ ﾕｳﾀ 東海大諏訪

 4 伊藤 晴希(1)   2,08.01 
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 岡谷東

 5 伊藤 健太(2)   2,08.08 
ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 下諏訪向陽

 6 金野 隼男(3)   2,10.46 
ｺﾝﾉ ﾊﾔｵ 伊那弥生ヶ丘

 7 田中 稜馬(2)   2,10.67 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 伊那北

 8 竹村 宏太(2)   2,11.37 
ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ 諏訪二葉

8   395

1  2614

6   157

2   451

4    61

5   186

記録／備考
3   120

7   130

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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7   288
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5   490
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1   447

4    63

3   120

8   395
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男子

８００ｍ            

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
1   186



予選 7月24日 10:50
決勝 7月24日 15:30

県高校新(KR )     3,38.49

[ 1組] [ 2組]

 1 小坂 悠太(1)   4,14.82 Q  1 木内 万璃(2)   4,24.95 Q
ｺｻｶ ﾕｳﾀ 東海大諏訪 ｷｳﾁ ﾊﾞﾝﾘ 諏訪清陵

 2 福与 真生琉(2)   4,20.62 Q  2 鈴木 駿平(3)   4,25.81 Q
ﾌｸﾖ ﾏｷﾙ 飯田 ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 上伊那農

 3 河西 希隆(3)   4,21.39 Q  3 瀧澤 健人(2)   4,26.17 Q
ｶｻｲ ｷﾘｭｳ 赤穂 ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 飯田OIDE長姫

 4 瀧澤 健斗(2)   4,21.69 Q  4 大峽 謙(2)   4,26.59 Q
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 上伊那農 ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ 飯田

 5 林 幸史郎(1)   4,22.33 q  5 長谷部 直大(1)   4,27.02 q
ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ 東海大諏訪 ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ 伊那北

 6 米山 元章(1)   4,23.81 q  6 田中 稜馬(2)   4,27.63 
ﾖﾈﾔﾏ ﾏｻｷ 松川 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 伊那北

 7 荒井 駿伸(2)   4,26.88 q  7 鈴木 創太(1)   4,28.33 
ｱﾗｲ ﾄｼﾉﾌﾞ 諏訪二葉 ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ 東海大諏訪

 8 岩波 響介(3)   4,27.50  8 岩﨑 貴平(2)   4,32.12 
ｲﾜﾅﾐ ｷｮｳｽｹ 伊那弥生ヶ丘 ｲﾜｻｷ ﾀｶﾗ 松川

 9 伊藤 晴希(1)   4,29.23  9 竹村 宏太(2)   4,37.99 
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 岡谷東 ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ 諏訪二葉

10 帶川 伊吹(2)   4,31.16 10 清水 想介(3)   4,48.69 
ｵﾋﾞｶﾜ ｲﾌﾞｷ 飯田OIDE長姫 ｼﾐｽﾞ ｿｳｽｹ 伊那弥生ヶ丘

11 小松 悟一(1)   4,38.05 11 児玉 光輝(3)   4,49.56 
ｺﾏﾂ ｺﾞｲﾁ 諏訪清陵 ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ 諏訪二葉

12 篠原 良粋(2)   4,38.88 12 富永 陸(3)   4,53.27 
ｼﾉﾊﾗ ﾗｲｷ 辰野 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｸ 飯田風越

13 田中 惠介(1)   4,52.12 13 金澤 直生(3)   4,57.44 
ﾀﾅｶ  ｹｲｽｹ 駒ヶ根工 ｶﾅｻﾞﾜ ﾅｵ 飯田OIDE長姫

14 岡添 智史(1)   4,59.63 14 野々村 勇人(3)   5,07.27 
ｵｶｿﾞｴ ｻﾄｼ 岡谷工 ﾉﾉﾑﾗ ﾊﾔﾄ 茅野

15 中山 和歩(1)   5,04.15 15 鷲尾 飛鷹(1)   5,24.90 
ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾎ 伊那弥生ヶ丘 ﾜｼｵ ﾋﾀﾞｶ 諏訪清陵

16 加藤 優弥(1)   5,37.89 16 西澤 知(1)   5,25.41 
ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 飯田OIDE長姫 ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ 岡谷東

17 小泉 岳(2)   6,05.74 17 小泉 陽貴(1)   5,46.19 
ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶｼ 下伊那農 ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ 岡谷工
植松 大志(1) 18 北澤 亮太朗(2)   5,52.91 
ｳｴﾏﾂ  ﾀｲｼ 岡谷南 ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 岡谷工
保科 大樹(2) 山川 拓馬(2)
ﾎｼﾅ ﾀﾞｲｷ 伊那北 ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾏ 上伊那農

 1 小坂 悠太(1)   4,08.66 
ｺｻｶ ﾕｳﾀ 東海大諏訪

 2 木内 万璃(2)   4,14.36 
ｷｳﾁ ﾊﾞﾝﾘ 諏訪清陵

 3 瀧澤 健斗(2)   4,14.78 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 上伊那農

 4 河西 希隆(3)   4,23.09 
ｶｻｲ ｷﾘｭｳ 赤穂

 5 福与 真生琉(2)   4,23.33 
ﾌｸﾖ ﾏｷﾙ 飯田

 6 林 幸史郎(1)   4,25.47 
ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ 東海大諏訪

 7 長谷部 直大(1)   4,25.54 
ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ 伊那北

 8 鈴木 駿平(3)   4,27.65 
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 上伊那農

 9 米山 元章(1)   4,28.44 
ﾖﾈﾔﾏ ﾏｻｷ 松川

10 大峽 謙(2)   4,30.46 
ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ 飯田

11 荒井 駿伸(2)   4,31.53 
ｱﾗｲ ﾄｼﾉﾌﾞ 諏訪二葉

12 瀧澤 健人(2)   4,38.78 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 飯田OIDE長姫

男子

１５００ｍ          

予選 通過基準  2組  4着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
16    61

14   569

9   472

5   347

4    63

10   538

19  2615

15   450

8   186

1   635

11   108

13   286

6   507

18   280

2   213

3   455

7   639

欠場
17   397

欠場

順

12   674

No. 氏  名 所属名 記録／備考
11   125

12   339

18   636

5   567

19   405

13   395

7    62

14   545

8  2614

10   446

6  2608

4   591

2   626

15    28

1   107

3   187

17   253

9   277

16   348
欠場

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
10    61

3   125

4   347

1   472

7   569

8    63

6   405

11   339

5   538

12   567

9  2615

2   636



決勝 7月25日  9:00

県高校新(KR )    13,45.23

 1 山川 拓馬(2)  14,51.26 
ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾏ 上伊那農

 2 矢島 琉聖(3)  14,58.58 
ﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ 東海大諏訪

 3 菅沼 蒼太(2)  15,07.62 
ｽｶﾞﾇﾏ ｿｳﾀ 上伊那農

 4 出澤 周大(2)  15,55.23 
ﾃﾞｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 伊那北

 5 大峽 謙(2)  16,35.59 
ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ 飯田

 6 河西 希隆(3)  16,36.81 
ｶｻｲ ｷﾘｭｳ 赤穂

 7 米山 元章(1)  16,41.61 
ﾖﾈﾔﾏ ﾏｻｷ 松川

 8 瀧澤 健斗(2)  16,42.79 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 上伊那農

 9 鈴木 創太(1)  16,43.86 
ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ 東海大諏訪

10 今井 純也(3)  16,52.96 
ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾔ 東海大諏訪

11 長谷部 直大(1)  17,00.92 
ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ 伊那北

12 宮坂 悠助(2)  17,06.41 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳｽｹ 諏訪清陵

13 岩﨑 貴平(2)  17,07.31 
ｲﾜｻｷ ﾀｶﾗ 松川

14 荒井 駿伸(2)  17,18.54 
ｱﾗｲ ﾄｼﾉﾌﾞ 諏訪二葉

15 帶川 伊吹(2)  17,40.98 
ｵﾋﾞｶﾜ ｲﾌﾞｷ 飯田OIDE長姫

16 松枝 智也(1)  18,05.45 
ﾏﾂｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ 諏訪清陵

17 由澤 汐七(2)  18,12.79 
ﾖｼｻﾞﾜ ｾﾅ 諏訪清陵

18 瀧澤 健人(2)  18,23.83 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 飯田OIDE長姫
保科 大樹(2)
ﾎｼﾅ ﾀﾞｲｷ 伊那北

男子

５０００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
11   348

13    52

7   349

12   396

8   567

15   472

6   538

3   347

19    62

9    53

2   405

10   129

14   545

5  2615

1   635

18   106

4   397
欠場

16   127

17   636



決勝 7月24日 14:20

県高校新(KR )       14.44

風速 -1.4

 1 諏訪 玲二(2)     16.90 
ｽﾜ  ﾚｲｼﾞ 岡谷南

 2 鈴木 千紘(2)     17.01 
ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 諏訪清陵

 3 宮原 有希(1)     17.91 
ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳｷ 東海大諏訪

 4 小山 宗一朗(3)     18.27 
ｺﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 諏訪実

 5 壬生 新(1)     18.37 
ﾐﾌﾞ  ｱﾗﾀ 岡谷南

 6 小田切 民朗(2)     19.47 
ｺﾀｷﾞﾘ ﾀﾐｵ 駒ヶ根工

決勝 7月25日 13:30

県高校新(KR )       51.36

 1 逸見 崚輔(3)     58.81 
ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ 伊那北

 2 田中 隆斗(1)   1,01.01 
ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ 松川

 3 諏訪 玲二(2)   1,02.56 
ｽﾜ  ﾚｲｼﾞ 岡谷南

 4 窪田 翔真(1)   1,03.60 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 東海大諏訪
細川 賢太郎(3)
ﾎｿｶﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 岡谷南

決勝 7月24日 10:00

県高校新(KR)      8,51.11
大会新(GR)        9,19.86
南信新(AR)        8,57.13

 1 出澤 周大(2)  10,18.00 
ﾃﾞｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 伊那北

 2 千葉 恭大(3)  11,19.01 
ﾁﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ 飯田
赤座 祐介(2)
ｱｶｻﾞ ﾕｳｽｹ 伊那北
木内 万璃(2)
ｷｳﾁ ﾊﾞﾝﾘ 諏訪清陵
岩波 響介(3)
ｲﾜﾅﾐ ｷｮｳｽｹ 伊那弥生ヶ丘

5   450
欠場

1   394
欠場

4   125
欠場

3   396

2   564

男子

３０００ｍＳＣ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子

４００ｍＨ(0.914m)  

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   427

5   553

2   250
失格

4   202

3    59

男子

１１０ｍＨ(1.067m)  

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   202

5   126

7    65

3    80

4   212

2   505



予選 7月24日 10:40
決勝 7月24日 15:50

県高校新(KR )       41.06

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 伊那弥生ヶ丘   454 滝澤 直希(2)     43.87 Q  1   2 諏訪二葉  2611 小口 伸太郎(2)     44.54 Q

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ
  442 太田 一希(3)  2618 漆戸 柊哉(1)

ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ
  445 山田 海斗(3)  2606 山口 大輝(3)

ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ
  449 三沢 和輝(3)  2617 宮坂 匠(1)

ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ
 2   3 伊那北   425 深谷 朝海(3)     44.69 Q  2   5 上伊那農   345 田畑 青透(3)     44.87 Q

ｲﾅｷﾀ ﾌｶﾔ ｻﾐ ｶﾐｲﾅﾉｳ ﾀﾊﾞﾀ ｱｵﾄ
  427 逸見 崚輔(3)   341 久保田 光太郎(3)

ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ
  430 伊澤 拓人(3)   354 小牧 大晟(2)

ｲｻﾞﾜ ﾀｸﾄ ｺﾏｷ ﾀｲｾｲ
  422 浦野 快生(3)   337 有賀 匠吾(3)

ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ
 3   5 飯田OIDE長姫   634 北原 龍吉(2)     45.69 Q  3   4 東海大諏訪    57 久保田 凱士(1)     47.09 Q

ｲｲﾀﾞｵｰｱｲﾃﾞｨｰｲｰｵｻ ｷﾀﾊﾗ ﾀﾂﾖｼ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ
  640 伊藤 新(1)    44 今井 頼人(2)

ｲﾄｳ ｱﾗﾀ ｲﾏｲ ﾗｲﾄ
  624 塩澤 直樹(3)    48 遠山 龍之介(3)

ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ ﾄｳﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ
  629 村澤 和真(3)    46 川口 祥延(3)

ﾑﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ
 4   4 辰野   285 古賀 直信(3)     46.25 q   6 諏訪清陵   101 宮坂 仁士(2)

ﾀﾂﾉ ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ ｽﾜｾｲﾘｮｳ ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 失格
  289 古賀 涼輔(1)   126 鈴木 千紘(2)

ｺｶﾞ  ﾘｮｳｽｹ ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ
  290 古庄 武(1)   109 原田 裕哉(1)

ﾌﾙｼｮｳ  ﾀｹﾙ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ
  288 佐藤 大介マーク(1)   103 矢﨑 灯夜(2)

ｻﾄｳ  ﾀﾞｲｽｹﾏｰｸ ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ
  2 赤穂   3 岡谷工   275 小林 勇輝(2)

ｱｶﾎ 欠場 ｵｶﾔｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 失格
  263 髙山 翔平(3)

ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ
  274 岩﨑 遼(2)

ｲﾜｻｷ ﾘｮｳ
  269 尾関 直也(2)

ｵｾﾞｷ ﾅｵﾔ

男子

４×１００ｍＲ      

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 東海大諏訪    57 久保田 凱士(1)     42.54 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ
   44 今井 頼人(2)

ｲﾏｲ ﾗｲﾄ
   48 遠山 龍之介(3)

ﾄｳﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ
   46 川口 祥延(3)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ
 2   3 伊那弥生ヶ丘   454 滝澤 直希(2)     43.90 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ
  442 太田 一希(3)

ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ
  445 山田 海斗(3)

ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ
  449 三沢 和輝(3)

ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ
 3   5 上伊那農   345 田畑 青透(3)     44.22 

ｶﾐｲﾅﾉｳ ﾀﾊﾞﾀ ｱｵﾄ
  361 柴 悠翔(1)

ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ
  354 小牧 大晟(2)

ｺﾏｷ ﾀｲｾｲ
  337 有賀 匠吾(3)

ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ
 4   4 伊那北   425 深谷 朝海(3)     44.39 

ｲﾅｷﾀ ﾌｶﾔ ｻﾐ
  427 逸見 崚輔(3)

ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ
  430 伊澤 拓人(3)

ｲｻﾞﾜ ﾀｸﾄ
  422 浦野 快生(3)

ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ
 5   6 諏訪二葉  2611 小口 伸太郎(2)     45.43 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ
 2618 漆戸 柊哉(1)

ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ
 2606 山口 大輝(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ
 2607 永田 智哉(3)

ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ
 6   8 飯田OIDE長姫   634 北原 龍吉(2)     45.63 

ｲｲﾀﾞｵｰｱｲﾃﾞｨｰｲｰｵｻ ｷﾀﾊﾗ ﾀﾂﾖｼ
  640 伊藤 新(1)

ｲﾄｳ ｱﾗﾀ
  624 塩澤 直樹(3)

ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ
  629 村澤 和真(3)

ﾑﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ
 7   7 辰野   285 古賀 直信(3)     46.45 

ﾀﾂﾉ ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ
  289 古賀 涼輔(1)

ｺｶﾞ  ﾘｮｳｽｹ
  290 古庄 武(1)

ﾌﾙｼｮｳ  ﾀｹﾙ
  288 佐藤 大介マーク(1)

ｻﾄｳ  ﾀﾞｲｽｹﾏｰｸ

４×１００ｍＲ      
決勝

男子



決勝 7月25日 15:10

県高校新(KR )     3,15.32

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   1 上伊那農   360 日達 匠海(1)   3,26.83 

ｶﾐｲﾅﾉｳ ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ
  345 田畑 青透(3)

ﾀﾊﾞﾀ ｱｵﾄ
  341 久保田 光太郎(3)

ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ
  337 有賀 匠吾(3)

ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ
 2   4 伊那北   422 浦野 快生(3)   3,27.01 

ｲﾅｷﾀ ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ
  426 椎名 一郎(3)

ｼｲﾅ ｲﾁﾛｳ
  427 逸見 崚輔(3)

ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ
  430 伊澤 拓人(3)

ｲｻﾞﾜ ﾀｸﾄ
 3   2 諏訪清陵   101 宮坂 仁士(2)   3,28.01 

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ
  120 二見 優輝(3)

ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ
  121 宮澤 喬佑(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ
  130 吉岡 伶(2)

ﾖｼｵｶ ﾚｲ
 4   6 伊那弥生ヶ丘   442 太田 一希(3)   3,36.69 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ
  447 福田 駿希(3)

ﾌｸﾀ ｼｭﾝｷ
  450 岩波 響介(3)

ｲﾜﾅﾐ ｷｮｳｽｹ
  445 山田 海斗(3)

ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ
 5   7 諏訪二葉  2606 山口 大輝(3)   3,53.21 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ
 2608 児玉 光輝(3)

ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ
 2614 竹村 宏太(2)

ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ
 2607 永田 智哉(3)

ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ
 6   3 辰野   289 古賀 涼輔(1)   3,55.57 

ﾀﾂﾉ ｺｶﾞ  ﾘｮｳｽｹ
  288 佐藤 大介マーク(1)

ｻﾄｳ  ﾀﾞｲｽｹﾏｰｸ
  290 古庄 武(1)

ﾌﾙｼｮｳ  ﾀｹﾙ
  286 篠原 良粋(2)

ｼﾉﾊﾗ ﾗｲｷ
  5 東海大諏訪

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ 欠場

  8 赤穂
ｱｶﾎ 欠場

男子

４×４００ｍＲ      

決勝



決勝 7月25日  9:15

県高校新(KR )        2.17

小口 伸太郎(2)
ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 諏訪二葉
宮原 有希(1)
ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳｷ 東海大諏訪
福澤 洸士(2)
ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｼ 伊那北
酒井 洸一(1)
ｻｶｲ ｺｳｲﾁ 赤穂
野中 大地(2)
ﾉﾅｶ  ﾀﾞｲﾁ 岡谷南
熊谷 知樹(1)
ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ 上伊那農
佐藤 一成(1) 欠場
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ 飯田風越
小平 遥暉(1) 欠場
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ 飯田風越

決勝 7月24日 10:00

県高校新(KR )        5.11

4m80
有賀 玄太(2) - - - - - - - O O XXO
ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ 高遠 XXX
河手 靖次(2) - XO - O - XO XXX
ｶﾜﾃ ｾｲｼﾞ 高遠
両角 駿介(1) O O XXO XXO XXX
ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ 諏訪二葉

2 1   372
 3.50

 3.30
3 2  2620

1 3   371
 4.50

記録
3m20 3m30

備考
2m80 3m00 3m40 3m50 3m60 4m10 4m30 4m50

男子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

7   601

 1.55

1   603

6 6   359
XXO XO XXX

 1.55

 1.60

5 3   203
O O XXX

XXX
4 4   457

O XO XO

 1.60

 1.70

3 2   398
O XO O XXX

XO XO XXX
2 5    65

O O O

O O XXO XXX  1.85

1m90
1 8  2611

- - - - O

記録1m60 1m65 備考1m50 1m55 1m70 1m75 1m80 1m85

男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 7月24日 13:00

県高校新(KR )        7.61

宮坂 仁士(2)    X   6.36   6.08    X    X   6.29    6.36 
ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 諏訪清陵   -0.5   -1.3   -0.8    -0.5
塩澤 昂(3)    X   6.27   6.32   6.25   6.35   6.29    6.35 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ 飯田   -0.8   -0.4   -0.5   -1.4   -1.9    -1.4
椚谷 元(2)    X   6.14    X    X   6.09    X    6.14 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ 飯田   -0.2   -0.9    -0.2
丸山 輝(2)    X   5.65   5.73   5.76   6.02   5.62    6.02 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 岡谷工   -0.1   -0.8   -0.9   -0.6   -1.6    -0.6
小林 海(2)    X   5.95   5.74    X    X    X    5.95 
ｺﾊﾞﾔｼ  ｶｲ 岡谷南   -0.5   -1.4    -0.5
下平 真吾(1)   5.62   5.85   5.81   5.83   5.93   5.82    5.93 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ  ｼﾝｺﾞ 駒ヶ根工   -1.1   -0.2   +0.3   -1.1   -0.8   -1.8    -0.8
矢沢 佑真(1)   5.84   5.86   5.61   5.67   4.22   5.64    5.86 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 東海大諏訪   -0.7   -1.3   -0.7   -0.5   -1.9    0.0    -1.3
松田 拓巳(2)   5.77    X    X   5.74    X    X    5.77 
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 赤穂   +0.6   -0.8    +0.6
髙山 翔平(3)    X   5.45   5.60    5.60 
ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 岡谷工   -1.0   -1.2    -1.2
塩澤 直樹(3)   5.07   5.27   5.57    5.57 
ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 飯田OIDE長姫   -0.3   +0.1   -0.8    -0.8
岩﨑 遼(2)    X    X   5.51    5.51 
ｲﾜｻｷ ﾘｮｳ 岡谷工   -0.8    -0.8
亀村 翔一(2)   4.62   4.52   5.33    5.33 
ｶﾒﾑﾗ ｼｮｳｲﾁ 飯田OIDE長姫   +0.4   +0.1   -1.5    -1.5
井田 葉流(2)   5.00    X   5.28    5.28 
ｲﾀﾞ ﾊﾙ 飯田OIDE長姫   -1.6   -0.7    -0.7
松崎 恭一朗(2)   5.26    X    X    5.26 
ﾏﾂｻﾞｷ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 下諏訪向陽   -1.6    -1.6
西野 瑛修(2)    X   5.18    X    5.18 
ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ 駒ヶ根工   +0.2    +0.2
桃澤 翼(1)    X    X   5.14    5.14 
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 松川   -1.1    -1.1
唐澤 悠斗(1)   5.04   5.08   5.10    5.10 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ 上伊那農   -0.2    0.0   -1.1    -1.1
牧野 楓(1)   5.07    X    X    5.07 
ﾏｷﾉ ｶｴﾃﾞ 松川    0.0     0.0
畔上 亮太(1)   4.09   4.61   4.77    4.77 
ｱｾﾞｶﾞﾐ  ﾘｮｳﾀ 岡谷南   +0.4   +0.1   -0.6    -0.6
石山 純雅(2) 欠場
ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｶﾞ 下諏訪向陽

決勝 7月25日 12:00

県高校新(KR )       15.58

塩澤 昂(3)  12.71    X  12.74    X  12.49  12.95   12.95 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ 飯田   +1.2   +1.8   +1.2   +1.7    +1.7
小林 海(2)  12.41  12.60    X  12.46    X    X   12.60 
ｺﾊﾞﾔｼ  ｶｲ 岡谷南   +1.3   +1.3   +2.1    +1.3
小口 伸太郎(2)  10.63  11.38    X  12.19  11.81  11.85   12.19 
ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 諏訪二葉   +1.8   +2.2   +2.2   +1.6   +1.2    +2.2

19 3   210

8   165

17 16   358

18 2   555

15 6   504

16 4   557

13 7   637

14 13   163

11 12   274

12 5   638

9 20   263

10 10   624

7 9    60

8 18   489

5 11   201

6 15   506

3 21   568

4 14   272

1 17   101
-5-

2 19   563

-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-

備考

男子

三段跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -5-

2 1   201

-6- 記録-2- -3- -4-

3 2  2611

1 3   563



決勝 7月24日 12:00

県高校新(KR )       14.76

永田 智哉(3)
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 諏訪二葉
後藤 玲央(2)
ｺﾞﾄｳ ﾚｵ 高遠
下平 朱莉(2)
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｭﾘ 高遠
中村 紘大(2)
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 岡谷工
片倉 広喜(2)
ｶﾀｸﾗ ﾋﾛｷ 岡谷東
春日 勇人(1)
ｶｽｶﾞ ﾊﾔﾄ 高遠
今井 史弥(2)
ｲﾏｲ ﾌﾐﾔ 岡谷工

決勝 7月25日  9:15

県高校新(KR )       45.21

永田 智哉(3)
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 諏訪二葉
白鳥 和弥(3)
ｼﾛﾄﾘ ｶｽﾞﾔ 高遠
中村 仁(2)
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ 上伊那農
有賀 匠吾(3)
ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 上伊那農
両角 駿介(1)
ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ 諏訪二葉
片倉 広喜(2)
ｶﾀｸﾗ ﾋﾛｷ 岡谷東

決勝 7月24日 14:30

県高校新(KR )       57.29

中村 仁(2)
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ 上伊那農
下平 朱莉(2)
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｭﾘ 高遠
白鳥 和弥(3)
ｼﾛﾄﾘ ｶｽﾞﾔ 高遠
安田 真拓(2)
ﾔｽﾀﾞ ﾏﾋﾛ 赤穂

決勝 7月25日 13:00

県高校新(KR )       62.58

後藤 玲央(2)
ｺﾞﾄｳ ﾚｵ 高遠
小牧 大晟(2)
ｺﾏｷ ﾀｲｾｲ 上伊那農
本島 琉輝斗(3)
ﾓﾄｼﾞﾏ ﾙｷﾄ 松川
工藤 柾斗(3)
ｸﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 岡谷工
山崎 陽太(3)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀ 伊那弥生ヶ丘

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 9  2607

12.57   X   X 12.71 12.56 12.38  12.71 

2 8   373
10.92 11.11 10.71 10.28 10.27 10.08  11.11 

3 5   374
 9.71 10.10  9.36  9.11  9.50  9.67  10.10 

4 7   271
 8.61  9.31  8.37  8.86  8.49  8.67   9.31 

5 6   185
 8.52  8.83   X  8.48  7.87  8.77   8.83 

6 3   378
 6.46  6.55   X

7 4   270
 6.05  6.48  6.44  6.18  6.22  6.55   6.55 

  X  6.20  6.48   6.55 

男子

円盤投(1.750kg)     

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 6  2607

  O 32.19   O   X   O   X  32.19 

2 5   388
30.15   O   X   X   O   X  30.15 

3 4   352
29.74   X   X   X   O   X  29.74 

4 2   337
  O 21.98   O   O   O 23.39  23.39 

5 1  2620
20.37   X   O   O   O 21.74  21.74 

6 3   185
17.38   X   X  17.94 17.94   O   O

男子

ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg)     

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   352

  X   O 39.90   X 42.95   X  42.95 

2 2   374
  O   X 26.34   O 30.86   O  30.86 

3 4   388
  O 26.08   X   O   X

4 1   488
17.83   O   O   O   O   O  17.83 

27.59  27.59 

男子

やり投(0.800kg)     
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 5   373

  O   O 41.90   O   O   O  41.90 

2 3   354
  X 36.00   X   X   O   O  36.00 

3 4   542
  X 35.82   O   X   O   O  35.82 

4 1   266
  X   O 33.96

5 2   444
  X   X   X   O 27.61   X  27.61 

  O   O 34.56  34.56 



1日目終了時点

全種目終了

八種競技/1日目

競技結果

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 １００ｍ (風) 走幅跳 第１日目 事由

1 103 矢﨑 灯夜 諏訪清陵 2 -0.1
7.58 59.04

(風) 砲丸投 ４００ｍ

12.15

1672
552 333 341 446

12.52
0.6

4.74

4.99
-0.4

8.09 57.43
18792 353 扇田 大雅 上伊那農 2

251
0.1

622 380 372 505
0.6

26.57 DNS
棄権

402 240 389 274
0.1

353 扇田 大雅 上伊那農 2
20.77

291

25.74 1.50 5.57.51
2977

走高跳 １５００ｍ 得点計 事由

1 103 矢﨑 灯夜 諏訪清陵 2
19.35

八種競技/2日目

競技結果

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 １１０ｍＨ (風) やり投



決勝 7月24日  9:40

風速 +0.6

 1 扇田 大雅(2) 12.15(622)
ｵｳｷﾞﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 上伊那農

 2 矢﨑 灯夜(2) 12.52(552)
ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ 諏訪清陵

決勝 7月24日 10:30

扇田 大雅(2)   4.88    X   4.99    4.99 
ｵｳｷﾞﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 上伊那農   -0.6   -0.4    -0.4 (380)
矢﨑 灯夜(2)   4.62   4.74   4.68    4.74 
ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ 諏訪清陵   -0.1   -0.1   -0.7    -0.1 (333)

決勝 7月24日 13:30

扇田 大雅(2)
ｵｳｷﾞﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 上伊那農 (372)
矢﨑 灯夜(2)
ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ 諏訪清陵 (341)

決勝 7月24日 15:10

 1 扇田 大雅(2) 57.43(505)
ｵｳｷﾞﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 上伊那農

 2 矢﨑 灯夜(2) 59.04(446)
ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ 諏訪清陵

決勝 7月25日 10:30

扇田 大雅(2)
ｵｳｷﾞﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 上伊那農 (251)
矢﨑 灯夜(2)
ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ 諏訪清陵 (240)

決勝 7月25日 13:00

矢﨑 灯夜(2)
ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ 諏訪清陵 (389)
扇田 大雅(2) 棄権
ｵｳｷﾞﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 上伊那農

決勝 7月25日 14:40

 1 矢﨑 灯夜(2) 5,57.51(274)
ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ 諏訪清陵

1   353

2   103
XO O XXO XXX

記録1m50 1m55 備考1m40 1m45

走高跳              
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

男子八種

１００ｍ

順 ﾚｰﾝ No.

男子八種

1   103

氏  名 所属名 記録／備考
2   353

男子八種

走幅跳              

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 2   353

-5-

2 1   103

男子八種

砲丸投(6.000kg)     

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 2   353

 8.09  7.54  7.86

2 1   103
 7.58  5.91  7.18   7.58 

  8.09 

男子八種

４００ｍ            

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   353

4   103

男子八種

やり投(0.800kg)     

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 1   353

26.57   O

2 2   103
  O 25.74   O

記録／備考

 25.74 

 26.57   X

1   103

男子八種

１５００ｍ          

順 No. 氏  名 所属名



決勝 7月24日 12:35

県高校新            10.32

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +0.1

 1 久保田 凱士(1)     11.49  1 山田 海斗(3)     11.62 
ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 東海大諏訪 ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 伊那弥生ヶ丘

 2 有賀 玄太(2)     11.74  2 矢沢 佑真(1)     12.10 
ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ 高遠 ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 東海大諏訪

 3 荻原 諒太(1)     12.23  3 塩川 大樹(1)     12.11 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾘｮｳﾀ 伊那北 ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ 上伊那農

 4 唐澤 悠斗(1)     12.40  4 増田 光月(1)     12.22 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ 上伊那農 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ 岡谷工

 5 丸山 輝(2)     12.44  5 鎌倉 柚大(3)     12.36 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 岡谷工 ｶﾏｸﾗ ﾕｳﾀ 箕輪進修

 6 山崎 陽太(3)     12.59  6 酒井 琢磨(1)     12.41 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀ 伊那弥生ヶ丘 ｻｶｲ ﾀｸﾏ 岡谷工
北原 龍吉(2)
ｷﾀﾊﾗ ﾀﾂﾖｼ 飯田OIDE長姫

[ 3組] 風速 -0.4

 1 太田 一希(3)     11.67 
ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘

 2 丸山 大翔(1)     12.00 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ 東海大諏訪

 3 西山 陸(1)     12.57 
ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ 岡谷工

 4 新垣 健琉(1)     12.81 
ｱﾗｶｷ ﾀｹﾙ 岡谷工

 5 加藤 大起(3)     12.92 
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 伊那弥生ヶ丘

 6 熊谷 知樹(1)     13.14 
ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ 上伊那農

   1 久保田 凱士(1) 東海大諏訪     11.49 (+1.1)   1   1
   2 山田 海斗(3) 伊那弥生ヶ丘     11.62 (+0.1)   2   1
   3 太田 一希(3) 伊那弥生ヶ丘     11.67 (-0.4)   3   1
   4 有賀 玄太(2) 高遠     11.74 (+1.1)   1   2
   5 丸山 大翔(1) 東海大諏訪     12.00 (-0.4)   3   2
   6 矢沢 佑真(1) 東海大諏訪     12.10 (+0.1)   2   2
   7 塩川 大樹(1) 上伊那農     12.11 (+0.1)   2   3
   8 増田 光月(1) 岡谷工     12.22 (+0.1)   2   4
   9 荻原 諒太(1) 伊那北     12.23 (+1.1)   1   3
  10 鎌倉 柚大(3) 箕輪進修     12.36 (+0.1)   2   5
  11 唐澤 悠斗(1) 上伊那農     12.40 (+1.1)   1   4
  12 酒井 琢磨(1) 岡谷工     12.41 (+0.1)   2   6
  13 丸山 輝(2) 岡谷工     12.44 (+1.1)   1   5
  14 西山 陸(1) 岡谷工     12.57 (-0.4)   3   3
  15 山崎 陽太(3) 伊那弥生ヶ丘     12.59 (+1.1)   1   6
  16 新垣 健琉(1) 岡谷工     12.81 (-0.4)   3   4
  17 加藤 大起(3) 伊那弥生ヶ丘     12.92 (-0.4)   3   5
  18 熊谷 知樹(1) 上伊那農     13.14 (-0.4)   3   6

  448
  359

  358
  278
  272
  279
  444
  251

   55
   60
  355
  252
  410
  316

組 順位
   57
  445
  442
  371

男子オープン

１００ｍ

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

2   448

6   359

3   279

7   251

5   442

4    55

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   634
欠場

4   316

3   278

   60

6   355

7   252

所属名順 ﾚｰﾝ No. 記録／備考
5   445

2

3    57

6

記録／備考

8   410

7   358

5   272

2   444

氏  名

  371

男子オープン

１００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 7月24日 11:05

県高校新          3,38.49

 1 大場 晴仁(2)   4,27.25 
ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾋﾄ 上伊那農

 2 今井 純也(3)   4,30.26 
ｲﾏｲ ｼﾞｭﾝﾔ 東海大諏訪

 3 宮澤 夏樹(2)   4,38.40 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 上伊那農

 4 伊藤 紅羽(1)   4,49.79 
ｲﾄｳ ｸﾚﾊ 東海大諏訪

 5 大橋 優生(1)   4,53.32 
ｵｵﾊｼ ﾕｳｾｲ 上伊那農

 6 岡澤 良真(1)   5,20.05 
ｵｶｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 諏訪二葉
瀬戸 雅史(1)
ｾﾄ ﾏｻｼ 上伊那農
羽場 佳汰(3)
ﾊﾊﾞ ｹｲﾀ 上伊那農

決勝 7月24日 13:00

県高校新             7.61

西山 陸(1)   5.38   5.38   5.21    5.38 
ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ 岡谷工   +0.7   +1.3   -1.1    +0.7

決勝 7月25日  9:00

県高校新         13,45.23

 1 大場 晴仁(2)  16,26.16 
ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾋﾄ 上伊那農

 2 宮澤 夏樹(2)  16,51.58 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 上伊那農

 3 竹内 柊哉(1)  16,56.21 
ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾔ 上伊那農
瀬戸 雅史(1)
ｾﾄ ﾏｻｼ 上伊那農

決勝 7月25日 10:30

県高校新          1,48.46

 1 中山 和歩(1)   2,29.18 
ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾎ 伊那弥生ヶ丘

 2 吉澤 梢(1)   2,36.94 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼｮｳ 箕輪進修

4   455

3   302

男子オープン

８００ｍ

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

1 1   279
-5- -6- 記録-2- -3- -4- 備考

男子オープン

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

6   356
欠場

8   343
欠場

3   357

4  2616

1   351

7    64

2   350

5    53

男子オープン

１５００ｍ

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子オープン

５０００ｍ

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   350

3   351

1   362

2   356
欠場
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