
平成21年度第1回茅野市強化記録会
主催・主管：茅野市陸上競技協会

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】203100  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
05/09 男子  -1.2 松澤 直樹(2) 12.33 磯崎 祐聡(1) 12.83 中川 友希(2) 13.30

100m 岡谷工業高 岡谷南高 岡谷工業高
05/09 森田　洋 4,30.70 河西　勇輝 4,38.03 岩下　哲也 4,43.34 芳賀 喜隆(2) 5,00.13 金子 雅之(1) 5,07.61 西山 直輝(1) 5,14.73

1500m 茅野市陸協 TOKAIAC TOKAIAC 岡谷工業高 岡谷南高 長野工高
05/09 伊藤 雅恭(3) 2.80

棒高跳 岡谷工業高
05/09 磯崎 祐聡(1) 5.67(+0.3)

走幅跳 岡谷南高
05/09 中島 公徳 9.78 上條 健 8.29 松田　卓也(3) 8.28 宮澤 翼 8.18 宮澤 憲二 8.14 福島 健一 7.81

砲丸投 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 岡谷工業高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
05/09 中島 公徳 27.34 宮澤 翼 26.77 百瀬 晶文 26.41 宮澤 憲二 25.47 上條 健 24.00 福島 健一 23.33

円盤投 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
05/09 小学生男子  -0.3 石井 冬馬(6) 15.19 宮坂 智史(5) 15.54 中村 龍士(6) 15.67 小林 蒼泉(5) 15.69 加賀見 大成(5) 16.05 御子柴 尚(6) 16.07 品川 直輝(4) 16.33 平島 昌太(6) 16.41

100m 諏訪ジュニア 諏訪ジュニア 諏訪ジュニア 茅野陸上クラブ 永明小 諏訪ジュニア 茅野陸上クラブ 諏訪ジュニア
05/09 関 颯人(6) 3,24.59 湯澤 亮太(6) 3,26.30 板橋 皓海(6) 3,33.41 関 凱斗(4) 3,45.86 小泉 泰斗(5) 3,47.78 長谷川 郁生(6) 3,49.57 前島 陸哉(4) 3,52.32 木村 浩樹(6) 3,54.51

1000m 泉野小 諏訪ＦＡ 玉川小 泉野小 諏訪ＦＡ 茅野陸上クラブ 米沢小 茅野陸上クラブ
05/09 小林 蒼泉(5) 3.57(-0.7) 加賀見 大成(5)3.34(+0.1) 三井 雄汰郎(5)3.29(-0.3) 湯田坂 透(4) 3.01(-1.2) 湯田坂 渉(4) 2.97(+0.5) 品川 直輝(4) 2.97(+1.9) 高部 三成(5) 2.72(0.0) 宮澤 優斗(4) 2.69(-1.4)

走幅跳 茅野陸上クラブ 永明小 茅野陸上クラブ 茅野陸上クラブ 茅野陸上クラブ 茅野陸上クラブ 茅野陸上クラブ 本城小
05/09 中学生男子  -0.7 市川 侑(3) 12.16 金箱 樹(2) 12.49 藤森 秀貴(3) 12.76 田中 慎太郎(3) 12.84 今井 裕之(2) 13.10 川島 創士(2) 13.19 両角 優介(3) 永明中 13.24

100m 諏訪南中 諏訪南中 諏訪西中 岡谷北部中 茅野北部 岡谷東部中 加賀見 一輝(2) 永明中
05/09 川俣 隼也(3) 4,35.61 日達 勇紀(3) 4,45.43 中村 孝樹(2) 4,59.26 宮坂 進(2) 5,00.17 宮坂 彰吾(3) 5,00.83 河原 徹弥(2) 5,04.01 矢﨑 佑喜(2) 5,06.14 伊藤 航平(2) 5,06.42

1500m 原中 原中 茅野東部中 岡谷北部中 諏訪西中 上諏訪中 岡谷東部中 長峰中
05/09 両角 優介(3) 3.40 倉橋　由宇(2) 3.30 山室 嵩眞(3) 3.20 安藤 直哉(3) 2.80

棒高跳 永明中 永明中 茅野東部中 筑摩野中
05/09 中山 昂平(3) 1.80 山田 大稀(2) 岡谷東部中 1.40 西澤 嵩(2) 1.30 牛山 尚織(2) 1.25 藤森 大地(3) 1.15

走高跳 望月中 矢﨑 佑喜(2) 岡谷東部中 永明中 原中 永明中
05/09 小松 春也(2) 4.89(+0.4) 倉橋　由宇(2) 4.70(+0.6) 今井 裕之(2) 4.70(+1.3) 平澤 佳樹(2) 4.46(+0.9) 柳沢 智史(2) 4.42(+1.2) 三浦 大知(3) 4.37(+0.9) 栁澤 耕晴(3) 4.32(+0.7) 緑川 翔太(3) 4.31(+0.4)

走幅跳 原中 永明中 茅野北部 茅野東部中 茅野東部中 茅野東部中 茅野北部 茅野東部中
05/09 竹島 康介(3) 8.61 佐藤 一樹(3) 8.53 河西 秀作(2) 8.23 武居  弘晃(3) 7.99 伊藤 喜広(3) 7.28 山田 大稀(2) 6.25 藤森 大地(3) 6.17 原田 慎太郎(3) 6.06

砲丸投 茅野東部中 茅野東部中 永明中 岡谷北部中 長峰中 岡谷東部中 永明中 長峰中
05/09 河西 秀作(2) 20.78 寺島 陵太郎(1) 11.90

円盤投 永明中 永明中



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野 [20] 競技会名 平成21年度第1回茅野市強化記録会 ｺｰﾄﾞ  [9200720]

競技場名 茅野市運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203100]

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 05/09 -1.2  1 松澤 直樹(2)    12.33  2 磯崎 祐聡(1)    12.83  3 中川 友希(2)    13.30

岡谷工業高 岡谷南高 岡谷工業高
男子 05/09  1 森田　洋  4,30.70  2 河西　勇輝  4,38.03  3 岩下　哲也  4,43.34  4 芳賀 喜隆(2)  5,00.13

茅野市陸協 TOKAIAC TOKAIAC 岡谷工業高
 5 金子 雅之(1)  5,07.61  6 西山 直輝(1)  5,14.73

岡谷南高 長野工高
小学生男子 05/09  1組 -0.3  1 中村 龍士(6)    15.67  2 雨宮 諒河(6)    16.51  3 小口 貴也(6)    17.50  4 土橋 玲王(4)    17.74

諏訪ジュニア 諏訪ジュニア 諏訪ジュニア 茅野陸上クラブ
 5 宮澤 優斗(4)    18.37  6 湯田坂 渉(4)    18.85  7 榊谷 隼也(5)    18.94  8 小池 佳輝(3)    19.97

本城小 茅野陸上クラブ 茅野陸上クラブ 永明小
 2組 -0.3  1 宮坂 智史(5)    15.54  2 品川 直輝(4)    16.33  3 河西 一星(6)    16.82  4 田中 僚(4)    17.35

諏訪ジュニア 茅野陸上クラブ 諏訪ジュニア 永明小
 5 宮坂 一冴(4)    17.98  6 湯田坂 透(4)    18.00 宮坂 翔太(5) 欠場 小松 泰河(3) 欠場

茅野陸上クラブ 茅野陸上クラブ 茅野陸上クラブ 諏訪ジュニア
 3組 +0.3  1 小林 蒼泉(5)    15.69  2 平島 昌太(6)    16.41  3 若尾 悠大(6)    17.00  4 関谷 和真(5)    17.12

茅野陸上クラブ 諏訪ジュニア 諏訪ジュニア 諏訪ジュニア
 5 小平 祐貴(5)    18.27  6 武田 一哉(6)    18.63  7 品川 和輝(3)    18.68  8 高部 三成(5)    18.73

茅野陸上クラブ 茅野陸上クラブ 豊平小学校 茅野陸上クラブ
 4組 +0.7  1 石井 冬馬(6)    15.19  2 加賀見 大成(5)    16.05  3 御子柴 尚(6)    16.07  4 三井 雄汰郎(5)    16.59

諏訪ジュニア 永明小 諏訪ジュニア 茅野陸上クラブ
 5 中村 謙士(4)    17.07  6 斉藤 陽斗(4)    18.80  7 武田 義之(3)    20.02

諏訪ジュニア 茅野陸上クラブ 茅野陸上クラブ
小学生男子 05/09  1組  1 湯澤 亮太(6)  3,26.30  2 長谷川 郁生(6)  3,49.57  3 木村 浩樹(6)  3,54.51  4 湯澤 俊輔(4)  3,56.97

諏訪ＦＡ 茅野陸上クラブ 茅野陸上クラブ 諏訪ＦＡ
 5 伊藤 輝(3)  4,11.90  6 武田 義之(3)  4,14.53  7 長田 大明(6)  4,19.88 三村 峻(3) 欠場

玉川小 茅野陸上クラブ 茅野陸上クラブ 豊平小学校
中村 智哉(6) 欠場

茅野陸上クラブ
 2組  1 関 颯人(6)  3,24.59  2 板橋 皓海(6)  3,33.41  3 関 凱斗(4)  3,45.86  4 小泉 泰斗(5)  3,47.78

泉野小 玉川小 泉野小 諏訪ＦＡ
 5 前島 陸哉(4)  3,52.32  6 関 悠登(5)  4,02.33  7 武田 一哉(6)  4,08.86  8 清水 海斗(6)  4,12.40

米沢小 茅野陸上クラブ 茅野陸上クラブ 茅野陸上クラブ
 9 高部 三成(5)  4,17.26 10 宮坂 翔太(5)  4,17.33 原田 佳祐(5) 欠場

茅野陸上クラブ 茅野陸上クラブ 宮川小
中学生男子 05/09  1組 -0.7  1 加々見 武(1)    14.56  2 川島 尚己(3)    14.58  3 内田 恭太(2)    15.16  4 小池 真生(2)    15.35

富士見南中 長峰中 永明中 原中
 5 北嶋 悠貴(2)    15.53  6 伊藤 裕竜(2)    15.81  7 牛山 尚織(2)    16.17  8 小林 東(2)    16.20

諏訪南中 原中 原中 長峰中
今井 悠介(1) 欠場

長峰中
 2組 -0.7  1 柿澤 優太(3)    13.39  2 山田 大稀(2)    13.54  3 長巾 真也(2)    13.69  4 倉橋　由宇(2)    13.85

長峰中 岡谷東部中 諏訪南中 永明中
 5 雨宮 慎一郎(3)    13.89  6 名和 航(2)    14.05  7 両川 光流(2)    14.61  8 芝田 直樹(2)    14.70

長峰中 長峰中 長峰中 岡谷北部中
下平 浩輝(2) 欠場

諏訪西中
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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 長野 [20] 競技会名 平成21年度第1回茅野市強化記録会 ｺｰﾄﾞ  [9200720]

競技場名 茅野市運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203100]

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

 3組 -1.0  1 田中 慎太郎(3)    12.84  2 両角 優介(3)    13.24  3 加賀見 一輝(2)    13.24  4 河西 優作(3)    13.51
岡谷北部中 永明中 永明中 諏訪南中

 5 小松 拓磨(2)    13.52  6 両角 涼太(3)    13.97  7 宮坂 和宏(3)    14.02  8 藤森 大地(3)    14.13
岡谷東部中 茅野北部 長峰中 永明中

 4組 -0.1  1 市川 侑(3)    12.16  2 金箱 樹(2)    12.49  3 藤森 秀貴(3)    12.76  4 今井 裕之(2)    13.10
諏訪南中 諏訪南中 諏訪西中 茅野北部

 5 川島 創士(2)    13.19  6 山室 嵩眞(3)    13.34  7 松田 啓暉(3)    13.51  8 平澤 佳樹(2)    13.96
岡谷東部中 茅野東部中 長峰中 茅野東部中

 5組 -1.7  1 伊藤 喜広(3)    14.18  2 鮎澤　一輝(1)    15.19  3 小口　直希(1)    15.26
長峰中 長峰中 長峰中

中学生男子 05/09  1組  1 河原 徹弥(2)  5,04.01  2 矢﨑 佑喜(2)  5,06.14  3 上原 拓斗(3)  5,18.69  4 小池 隼一(2)  5,23.97
上諏訪中 岡谷東部中 永明中 富士見南中

 5 藤沢 清広(3)  5,24.04  6 小林 巧(2)  5,25.55  7 北原 賢人(1)  5,25.83  8 小平瑞樹(3)  5,36.90
茅野北部 原中 諏訪南中 茅野北部

 9 牛山 拓成(2)  6,01.95 10 山田 峻暉(1)  6,02.66 11 縣 雅美(1)  6,39.88 12 高木 瑶介(3)  7,02.66
永明中 長峰中 長峰中 上諏訪中

13 櫻田 有夢(1)  7,02.95 小林 大希(2) 欠場 伊東 慎介(1) 欠場 谷川 龍一郎(2) 欠場
長峰中 富士見南中 長峰中 上諏訪中

 2組  1 川俣 隼也(3)  4,35.61  2 日達 勇紀(3)  4,45.43  3 中村 孝樹(2)  4,59.26  4 宮坂 進(2)  5,00.17
原中 原中 茅野東部中 岡谷北部中

 5 宮坂 彰吾(3)  5,00.83  6 伊藤 航平(2)  5,06.42  7 諏訪 一輝(3)  5,09.03  8 高橋 悠平(2)  5,09.38
諏訪西中 長峰中 永明中 原中

 9 高橋 涼(3)  5,12.83 10 武笠 勇哉(2)  5,13.66 11 矢崎 信道(3)  5,21.61 12 茅野 直樹(2)  5,28.10
永明中 茅野東部中 永明中 茅野東部中

13 明田 壮司(3)  5,49.41 田中 仁悟(2) 欠場 永由 智洋(3) 欠場
長峰中 永明中 茅野東部中

1500m



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野 [20] 競技会名 平成21年度第1回茅野市強化記録会 ｺｰﾄﾞ  [9200720]

競技場名 茅野市運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203100]

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 05/09  1 伊藤 雅恭(3)    2.80 田中 米人 欠場

岡谷工業高 茅野市陸協
男子 05/09  1 磯崎 祐聡(1)    5.67

岡谷南高    +0.3
男子 05/09  1 中島 公徳    9.78  2 上條 健    8.29  3 松田　卓也(3)    8.28  4 宮澤 翼    8.18

ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 岡谷工業高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
 5 宮澤 憲二    8.14  6 福島 健一    7.81

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
男子 05/09  1 中島 公徳   27.34  2 宮澤 翼   26.77  3 百瀬 晶文   26.41  4 宮澤 憲二   25.47

ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
 5 上條 健   24.00  6 福島 健一   23.33

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
小学生男子 05/09  1 小林 蒼泉(5)    3.57  2 加賀見 大成(5)    3.34  3 三井 雄汰郎(5)    3.29  4 湯田坂 透(4)    3.01

茅野陸上クラブ    -0.7 永明小    +0.1 茅野陸上クラブ    -0.3 茅野陸上クラブ    -1.2
 5 湯田坂 渉(4)    2.97  6 品川 直輝(4)    2.97  7 高部 三成(5)    2.72  8 宮澤 優斗(4)    2.69

茅野陸上クラブ    +0.5 茅野陸上クラブ    +1.9 茅野陸上クラブ     0.0 本城小    -1.4
 9 武田 一哉(6)    2.47 10 斉藤 陽斗(4)    2.37 11 小池 佳輝(3)    2.24 12 武田 義之(3)    2.02

茅野陸上クラブ    -1.7 茅野陸上クラブ    -0.2 永明小    -0.8 茅野陸上クラブ    -1.1
助川 京輔(5) 欠場 助川 虹輔(5) 欠場

永明小 永明小
中学生男子 05/09  1 両角 優介(3)    3.40  2 倉橋　由宇(2)    3.30  3 山室 嵩眞(3)    3.20  4 安藤 直哉(3)    2.80

永明中 永明中 茅野東部中 筑摩野中
加賀見 一輝(2) 欠場

永明中
中学生男子 05/09  1 中山 昂平(3)    1.80  2 山田 大稀(2)    1.40  2 矢﨑 佑喜(2)    1.40  4 西澤 嵩(2)    1.30

望月中 岡谷東部中 岡谷東部中 永明中
 5 牛山 尚織(2)    1.25  6 藤森 大地(3)    1.15 秋山 秀明(2) 欠場 市川 侑(3) 欠場

原中 永明中 岡谷東部中 諏訪南中
中学生男子 05/09  1 小松 春也(2)    4.89  2 倉橋　由宇(2)    4.70  3 今井 裕之(2)    4.70  4 平澤 佳樹(2)    4.46

原中    +0.4 永明中    +0.6 茅野北部    +1.3 茅野東部中    +0.9
 5 柳沢 智史(2)    4.42  6 三浦 大知(3)    4.37  7 栁澤 耕晴(3)    4.32  8 緑川 翔太(3)    4.31

茅野東部中    +1.2 茅野東部中    +0.9 茅野北部    +0.7 茅野東部中    +0.4
 9 宮坂 祐太(2)    4.26 10 伊藤 真央(2)    4.22 11 栁澤 暢宏(2)    4.15 12 内田 恭太(2)    3.77

茅野東部中     0.0 原中    +1.1 茅野北部    +0.6 永明中     0.0
小松 拓磨(2) 坂本和雅(3) 欠場 加賀見 一輝(2) 欠場 江田徳仁(3) 欠場

岡谷東部中 茅野北部 永明中 茅野北部
下平 浩輝(2) 欠場 井出 弘太郎(3) 欠場

諏訪西中 茅野北部
中学生男子 05/09  1 竹島 康介(3)    8.61  2 佐藤 一樹(3)    8.53  3 河西 秀作(2)    8.23  4 武居  弘晃(3)    7.99

茅野東部中 茅野東部中 永明中 岡谷北部中
 5 伊藤 喜広(3)    7.28  6 山田 大稀(2)    6.25  7 藤森 大地(3)    6.17  8 原田 慎太郎(3)    6.06

長峰中 岡谷東部中 永明中 長峰中
 9 寺島 陵太郎(1)    5.56

永明中
中学生男子 05/09  1 河西 秀作(2)   20.78  2 寺島 陵太郎(1)   11.90

永明中 永明中
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