
主催：諏訪中体連陸上競技専門委員会、諏訪陸上競技協会                            
主管：諏訪陸上競技協会                                                          

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】204050  下諏訪町営園陸上競技場

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
06/13 男子  -2.4 藤森 秀貴(3) 12.62 今井 裕之(2) 13.13 矢崎 宏一(1) 13.56 山田 大稀(2) 13.66 両角 涼太(3) 13.70 上島 拓真(3) 13.83 内藤 圭吾(1) 13.94 平澤 佳樹(2) 13.96

100m 諏訪西 茅野北部 諏訪西 岡谷東部 茅野北部 原 茅野北部 茅野東部
06/13  -2.9 秋山 智明(3) 26.03 藤森 秀貴(3) 26.29 三村 和久(1) 26.50 川島 創士(2) 26.60 柿澤 優太(3) 26.66 藤森 崇美(2) 26.75 松田 啓暉(3) 27.59 玉本 祥大(3) 27.70

200m 岡谷東部 諏訪西 岡谷東部 岡谷東部 長峰 岡谷西部 長峰 諏訪西
06/13 小室 誠(3) 55.90 藤森 崇美(2) 59.69 宮島 智洋(3) 1,00.29 宮澤 清悟(2) 1,00.84 中村 孝樹(2) 1,01.40 山川 悟史(3) 1,02.29 中村 和明(2) 1,03.23 雨宮 慎一郎(3) 1,03.31

400m 飯田高陵 岡谷西部 岡谷東部 岡谷西部 茅野東部 諏訪西 岡谷東部 長峰
06/13 川俣 隼也(3) 2,07.98 日達 勇紀(3) 2,13.70 守屋 凌介(3) 2,16.94 宮澤 孝明(2) 2,17.27 宮島 智洋(3) 2,21.18 小口 響己(2) 2,21.83 中村 孝樹(2) 2,23.50 宮坂 和宏(3) 2,24.89

800m 原 原 岡谷西部 岡谷西部 岡谷東部 岡谷西部 茅野東部 長峰
06/13 中村 和明(2) 4,44.63 伊東 大樹(3) 4,45.13 田中 仁悟(2) 4,45.79 守屋 凌介(3) 4,53.36 井上 和己(2) 4,56.50 宮坂 進(2) 4,57.67 矢﨑 佑喜(2) 4,59.17 宮坂 彰吾(3) 4,59.31

1500m 岡谷東部 上諏訪 永明 岡谷西部 岡谷東部 岡谷北部 岡谷東部 諏訪西
06/13 溝口 大地(3) 1.60 秋山 秀明(2) 1.50 矢﨑 佑喜(2) 1.35 五味　大輝(2) 1.30 高橋 智哉(1) 1.30 清水 夏方(1) 原 1.20

走高跳 飯田高陵 岡谷東部 岡谷東部 長峰中 岡谷北部 小野寺 陸(1) 原
牛山 尚織(2) 原

06/13 秋山 智明(3) 5.30(+3.1) 田中 俊平(2) 4.91(+1.7) 小松 拓磨(2) 4.83(+2.5) 今井 裕之(2) 4.82(+1.2) 伊藤 真央(2) 4.56(+3.5) 小林 聖也(1) 4.43(+1.0) 江田 徳仁(3) 4.33(+1.1) 加々見 武(1) 4.03(+2.1)
走幅跳 岡谷東部 岡谷東部 岡谷東部 茅野北部 原 岡谷西部 茅野北部 富士見南

06/13 西尾 和己(3) 8.60 佐藤 一樹(3) 8.15 小泉 龍也(3) 7.59 伊藤 喜広(3) 6.91 石川 尚(1) 6.46 寺島 陵太郎(1) 6.01 小室 誠(3) 5.25
砲丸投(5.000kg) 飯田高陵 茅野東部 諏訪西 長峰 原 永明 飯田高陵



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 諏訪       [-1] 競技会名 第４回諏訪地区陸上競技記録会                                                    ｺｰﾄﾞ  [9200554]

競技場名 下諏訪町営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204050]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 06/13  1組 -2.4  1 上島 拓真(3)    13.83  2 二木 哲郎(3)    14.57  3 明田 壮司(3)    14.73  4 伊藤 望(1)    15.06

原 岡谷東部 長峰 上諏訪
 5 内田 恭太(2)    15.30  6 斉藤 実来(1)    16.30

永明 岡谷西部
 2組 -1.6  1 矢崎 宏一(1)    13.56  2 平澤 佳樹(2)    13.96  3 下平 浩輝(2)    14.18  4 伊藤 空也(1)    14.50

諏訪西 茅野東部 諏訪西 岡谷西部
 5 石田 寛生(1)    15.60  6 坂井 遊夢(1)    16.00

茅野東部 上諏訪
 3組 -2.5  1 今井 裕之(2)    13.13  2 山田 大稀(2)    13.66  3 加々見 武(1)    14.90  4 藤森 歩(1)    15.82

茅野北部 岡谷東部 富士見南 上諏訪
武田 諒(1) 欠場    吉川 涼平(1) 欠場    

岡谷北部 飯田高陵
 4組 -2.0  1 藤森 秀貴(3)    12.62  2 内藤 圭吾(1)    13.94  3 名和 航(2)    14.08  4 辛山 勇太(1)    14.48

諏訪西 茅野北部 長峰 岡谷北部
 5 伊藤 裕竜(2)    15.27  6 武藤 浩史(1)    16.01

原 茅野東部
 5組 -2.8  1 両角 涼太(3)    13.70  2 高坂 亮介(1)    14.28  3 小口 直希(1)    14.84  4 守屋 暁太(1)    15.28

茅野北部 岡谷東部 長峰 岡谷西部
 5 福田 耕(1)    17.97

原
男子 06/13  1組 -2.9  1 藤森 秀貴(3)    26.29  2 柿澤 優太(3)    26.66  3 伊藤 喜広(3)    28.86  4 柳平 拓夢(1)    32.79

諏訪西 長峰 長峰 茅野北部
窪田 章吾(1) 欠場    小池 祐希(1) 欠場    

岡谷北部 茅野北部
 2組 -3.1  1 川島 創士(2)    26.60  2 藤森 崇美(2)    26.75  3 二村 直輝(2)    28.63  4 岩波 優太(1)    30.58

岡谷東部 岡谷西部 岡谷北部 茅野東部
 5 内田 恭太(2)    31.13  6 原田 雅之(1)    37.69

永明 茅野東部
 3組 -1.4  1 秋山 智明(3)    26.03  2 三村 和久(1)    26.50  3 玉本 祥大(3)    27.70  4 伊藤 空也(1)    29.22

岡谷東部 岡谷東部 諏訪西 岡谷西部
 5 芝田 直樹(2)    29.36  6 小松 祥太(1)    29.43

岡谷北部 茅野北部
 4組 -3.6  1 松田 啓暉(3)    27.59  2 笠井 聡太(1)    28.15  3 守屋 暁太(1)    30.98  4 小池 真生(2)    31.59

長峰 上諏訪 岡谷西部 原
 5 小林 直樹(1)    32.44

原
男子 06/13  1組  1 藤森 崇美(2)    59.69  2 中村 孝樹(2)  1,01.40  3 有井 稜芽(1)  1,10.56  4 牛山 祐人(1)  1,22.94

岡谷西部 茅野東部 諏訪西 茅野東部
 5 大槻 聡志(1)  1,24.58

岡谷北部
 2組  1 宮澤 清悟(2)  1,00.84  2 雨宮 慎一郎(3)  1,03.31  3 平井　一輝(2)  1,03.81  4 佐藤 泰規(2)  1,08.53

岡谷西部 長峰 岡谷北部 岡谷東部
 5 五味 俊幸(1)  1,12.92

茅野東部
 3組  1 山川 悟史(3)  1,02.29  2 矢島 旦景(1)  1,10.73  3 田中 雄(1)  1,16.47 吉川 雅人(2) 欠場    

諏訪西 上諏訪 岡谷西部 飯田高陵
宮澤 留以(3) 欠場    

飯田高陵
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トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 諏訪       [-1] 競技会名 第４回諏訪地区陸上競技記録会                                                    ｺｰﾄﾞ  [9200554]

競技場名 下諏訪町営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204050]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 4組  1 小室 誠(3)    55.90  2 宮島 智洋(3)  1,00.29  3 中村 和明(2)  1,03.23  4 宮坂 彰吾(3)  1,05.76
飯田高陵 岡谷東部 岡谷東部 諏訪西

小松 春也(2) 欠場    
原

男子 06/13  1組  1 宮坂 和宏(3)  2,24.89  2 小林 寛和(1)  2,29.96  3 上原 拓斗(3)  2,35.66  4 中川 陽介(3)  2,39.20
長峰 下諏訪 永明 岡谷北部

 5 帯川 恵輔(1)  2,43.27  6 白鳥 倖誠(1)  2,55.02  7 牛山 拓成(2)  2,55.55  8 五味 俊幸(1)  2,59.95
茅野北部 茅野東部 永明 茅野東部

 9 篠田 悠也(3)  3,03.76 吉川 雅人(2) 欠場    原 謙二郎(2) 欠場    増澤 楓(1) 欠場    
岡谷北部 飯田高陵 飯田高陵 岡谷北部

 2組  1 川俣 隼也(3)  2,07.98  2 日達 勇紀(3)  2,13.70  3 守屋 凌介(3)  2,16.94  4 宮澤 孝明(2)  2,17.27
原 原 岡谷西部 岡谷西部

 5 宮島 智洋(3)  2,21.18  6 小口 響己(2)  2,21.83  7 中村 孝樹(2)  2,23.50  8 井上 和己(2)  2,26.46
岡谷東部 岡谷西部 茅野東部 岡谷東部

 9 小林 巧(2)  2,28.62 10 吉川 健真(2)  2,28.91 11 矢崎 信道(3)  2,29.58 12 山田 誉史輝(2)  2,30.08
原 飯田高陵 永明 岡谷東部

13 櫻田 有夢(1)  2,57.87
長峰

男子 06/13  1組  1 河原 徹弥(2)  5,00.46  2 野澤 晃太朗(1)  5,05.45  3 高橋 悠平(2)  5,11.29  4 藤沢 清広(3)  5,14.80
上諏訪 茅野北部 原 茅野北部

 5 早坂 圭介(2)  5,15.59  6 牛山 時和(1)  5,17.59  7 小平瑞樹(3)  5,21.20  8 小池 隼一(2)  5,21.30
岡谷北部 諏訪西 茅野北部 富士見南

 9 金成 孝司(1)  5,23.10 10 郡司 耕平(2)  5,28.77 11 伊東 慎介(1)  5,47.22 12 坂井 遊夢(1)  5,58.10
原 岡谷西部 長峰 上諏訪

13 佐藤 直樹(1)  6,05.43 14 太田 英暁(2)  6,25.70 15 川上 敬祐(1)  6,43.25 山田 峻暉(1) 欠場    
茅野東部 岡谷北部 茅野東部 長峰

伊藤 知真(1) 欠場    
諏訪西

 2組  1 中村 和明(2)  4,44.63  2 伊東 大樹(3)  4,45.13  3 田中 仁悟(2)  4,45.79  4 守屋 凌介(3)  4,53.36
岡谷東部 上諏訪 永明 岡谷西部

 5 井上 和己(2)  4,56.50  6 宮坂 進(2)  4,57.67  7 矢﨑 佑喜(2)  4,59.17  8 宮坂 彰吾(3)  4,59.31
岡谷東部 岡谷北部 岡谷東部 諏訪西

 9 高橋 涼(3)  5,01.44 10 武笠 勇哉(2)  5,02.98 11 伊藤 航平(2)  5,03.91 12 吉川 健真(2)  5,04.35
永明 茅野東部 長峰 飯田高陵

13 諏訪 一輝(3)  5,04.65 14 平出 大実(3)  5,04.78 15 金成 武瑠(3)  5,05.71 原 謙二郎(2) 欠場    
永明 岡谷西部 原 飯田高陵

宮澤 留以(3) 欠場    
飯田高陵

1500m

800m



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 諏訪       [-1] 競技会名 第４回諏訪地区陸上競技記録会                                                    ｺｰﾄﾞ  [9200554]

競技場名 下諏訪町営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204050]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 06/13  1 溝口 大地(3)    1.60  2 秋山 秀明(2)    1.50  3 矢﨑 佑喜(2)    1.35  4 五味　大輝(2)    1.30

飯田高陵 岡谷東部 岡谷東部 長峰中
 5 高橋 智哉(1)    1.30  6 清水 夏方(1)    1.20  6 小野寺 陸(1)    1.20  6 牛山 尚織(2)    1.20

岡谷北部 原 原 原
福田 耕(1) 欠場    西尾 和己(3) 欠場    

原 飯田高陵
男子 06/13  1 秋山 智明(3)    5.30  2 田中 俊平(2)    4.91  3 小松 拓磨(2)    4.83  4 今井 裕之(2)    4.82

岡谷東部    +3.1 岡谷東部    +1.7 岡谷東部    +2.5 茅野北部    +1.2
 5 伊藤 真央(2)    4.56  6 小林 聖也(1)    4.43  7 江田 徳仁(3)    4.33  8 加々見 武(1)    4.03

原    +3.5 岡谷西部    +1.0 茅野北部    +1.1 富士見南    +2.1
 9 柳澤 智史(2)    4.02 10 宮坂 祐太(2)    3.94 11 北原 智輝(1)    3.62 12 笠井 聡太(1)    3.54

茅野東部    +1.2 茅野東部    +3.8 茅野北部    +0.7 上諏訪    +3.4
林 洸貴(1) 欠場    縣 雅美(1) 欠場    下平 浩輝(2) 欠場    吉川 涼平(1) 欠場    

茅野東部 長峰 諏訪西 飯田高陵
緑川 翔太(3) 欠場    

茅野東部
男子 06/13  1 西尾 和己(3)    8.60  2 佐藤 一樹(3)    8.15  3 小泉 龍也(3)    7.59  4 伊藤 喜広(3)    6.91

飯田高陵 茅野東部 諏訪西 長峰
 5 石川 尚(1)    6.46  6 寺島 陵太郎(1)    6.01  7 小室 誠(3)    5.25

原 永明 飯田高陵

砲丸投
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