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主 催 南信陸上競技協会 

共 催 長野日報社 

共 催 伊那市・伊那市教育委員会・長野陸上競技協会 

南信高等学校体育連盟・南信中学校体育連盟 

 

 

期 日 平成 22 年７月 19 日（月） 

 会 場 伊那市陸上競技場（201030） 

■この大会で樹立した記録 

月日 種目 男女 氏名 所属 記録 従来の記録 備考 

７／１９ 
高校円盤投 

(1.750kg) 
男子 高見澤 和希 阿南高 ３ 36m31 30m86 大会新 

７／１９ 
高校円盤投 

(1.750kg) 
男子 伊藤 和輝 阿南高 ２ 32m07 30m86 大会新 

７／１９ 棒高跳 女子 伊澤 楓 高遠高 ２ 3m31 3m30 大会新 

７／１９ 走幅跳 女子 宮坂 楓 東海大三高 ３ 
6m06 

（+0．6） 

6m02 

5m78 

県高校新

大会新 

７／１９ 4×400mＲ 女子 

深谷里佳 

小池 望 

根橋 美希 

梅村 映美 

諏訪 4 分 05 秒 44 4 分 05 秒 67 大会新 

 

■グラウンドコンディション 

月    日 時  刻 天  候 風  向 
風速 

m/s 
気温 ℃ 湿度 ％ 計測場所 

７／１９ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

９：００ 晴 南南東 ２．０ ２８．０ ５７．０ 

  

１０：００ 晴 南 １．９ ３０．０ ５０．０ 

１１：００ 晴 南東 １．８ ３１．５ ４８．０ 

１２：００ 晴 東南東 ２．０ ３２．０ ４９．０ 

１３：００ 晴 南南東 １．８ ３２．５ ４９．０ 

１４：００ 晴 南 ２，１ ３２．０ ４９．０ 

１５：００ 晴 南南西 ２．５ ３２．０ ４９．０ 

１６：００ 晴 南南西 １．５ ３２．０ ４９．０ 

 



第19回南信陸上競技選手権大会                                                    
兼第38回南信三郡対抗陸上競技大会                                                
主催：南信陸上競技協会　共催：長野日報社                                        
主管：南信陸上競技協会　後援：伊那市,伊那市教育委員会,長野陸上競技協会　他      

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】202030  伊那市営陸上競技場

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
07/19 男子  -3.5 原 翔太(3) 10.94 加藤 一樹(3) 11.31 松尾 駿輝(3) 11.53 宮坂 崇宏 11.53 金田 龍太朗(1) 11.55 山下 桂 11.62 平川 和章(3) 11.68 濱 裕哉(1) 11.70

100m 上伊那･高遠高 上伊那･赤穂高 諏訪･東海大三高 諏訪･STAS 飯伊･飯田風越高 諏訪･ﾄｰﾊﾂ㈱ 諏訪･諏訪二葉高 諏訪･東海大三高
07/19 大野 裕紀(3) 50.49 白鳥 敦(3) 50.92 酒井 聖矢(2) 51.12 松尾 駿輝(3) 51.48 宮澤 斉次(3) 52.16 仲谷 龍貴(3) 52.55 高橋 佑太(3) 53.54

400m 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 上伊那･伊那北高 飯伊･飯田高 諏訪･東海大三高 飯伊･松川高 諏訪･諏訪南中 飯伊･松川高
07/19 カラム イムラン 1,58.17 笠原 祥多(2) 2,01.10 服部 裕明(2) 2,01.36 中平 弘(2) 2,02.53 北原 魁人(1) 2,03.44 伊東 大樹(1) 2,05.33 川俣 隼也(1) 2,09.77 土屋 雄大(2) 2,16.48

800m 諏訪･東海大三高 諏訪･諏訪二葉高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 飯伊･飯田高 上伊那･伊那北高 諏訪･東海大三高 諏訪･諏訪二葉高 飯伊･飯田高
07/19 笠原 祥多(2) 4,07.36 勾田達也 4,11.48 原 広野(3) 4,14.55 早野 吉信(4) 4,16.74 福澤 一樹(4) 4,24.07 宮沢 留以(1) 4,25.26 笹木 和也(2) 4,25.46 雨宮 慎一郎(1) 4,27.81

1500m 諏訪･諏訪二葉高 飯伊･飯田市陸協 上伊那･伊那北高 飯伊･松本大 上伊那･松本大 飯伊･飯田高 飯伊･飯田風越高 諏訪･諏訪実業高
07/19 原 武司 15,38.77 小林 巧(2) 15,44.33 松山 克敏 15,56.19 鈴木 昌幸 16,08.07 滝沢 勉 16,14.77 平澤 宏幸 16,30.66 小口 秀哉 16,37.75 日達 勇紀(1) 16,45.75

5000m 飯伊･下伊那陸協 諏訪･下諏訪向陽高 飯伊･下伊那陸協 上伊那･ｼﾞｪﾙﾓ 上伊那･ｼﾞｪﾙﾓ 飯伊･下伊那陸協 諏訪･下諏訪町体協 諏訪･諏訪二葉高
07/19  -2.0 竹内 一弘 16.73 平澤 慎(1) 17.92 沓掛 祐樹(1) 18.18 赤羽 悟(2) 18.30 有賀 信清(1) 19.30 中島 駿太朗(1) 20.21 明田 壮司(1) 20.31 唐澤 玄(1) 25.47

110mH 飯伊･ﾄﾞﾘｰﾑA.C 飯伊･飯田風越高 上伊那･伊那北高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 諏訪･富士見高 上伊那･伊那北高 諏訪･諏訪実業高 上伊那･箕輪進修高
07/19 矢ヶ崎 雄也(3) 25,01.02 越高 幸規(2) 28,31.94 飯塚 義博 29,40.34 錫木 翼(1) 31,12.65 宮坂 彰吾(1) 33,42.13 笠松 浩行(1) 33,56.59

5000mW 飯伊･松川高 飯伊･松川高 上伊那･上伊那陸協 飯伊･松川高 諏訪･諏訪二葉高 飯伊･飯田風越高
07/19 四ツ橋 和生(2) 1.75 那須野 優人(3) 1.70 磯崎 祐聡(2) 諏訪･岡谷南高 1.65 本多 俊平 1.65 沓掛 祐樹(1) 1.65 高橋 智哉(2) 1.55 澁谷 優我(3) 1.50

走高跳 飯伊･下伊那農業高 上伊那･春富中 小澤 亮(1) 飯伊･飯田風越高 上伊那･上伊那陸協 上伊那･伊那北高 諏訪･岡谷北部中 上伊那･南箕輪中
07/19 竹村 昴浩(2) 4.50 中嶋　慎也(3) 4.20 宮澤 惇也(3) 4.00 倉橋 由宇(3) 3.90 酒井 弘心(3) 3.80 松澤 勝治(2) 3.80 加賀見 一輝(3) 3.70 両角 優介(1) 3.60

棒高跳 諏訪･諏訪二葉高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 上伊那･春富中 諏訪･永明中 上伊那･春富中 上伊那･春富中 諏訪･永明中 諏訪･諏訪二葉高
07/19 男子 宮澤 拓人(1) 6.55(+1.5) 成田 正崇(1) 6.47(+1.6) 磯崎 祐聡(2) 6.11(+2.6) 福沢 弘貴(2) 6.11(+1.3) 渡邊 泰樹(2) 6.02(+1.6) 池田 圭吾 5.67(-0.2) 所河 右京(1) 5.66(+1.0) 大野 裕哉(1) 5.61(+0.7)

走幅跳 上伊那･伊那北高 飯伊･至学館大 諏訪･岡谷南高 飯伊･下伊那農業高 諏訪･諏訪清陵高 飯伊･飯伊陸協 上伊那･高遠高 飯伊･松川高
07/19 清水 拓也 10.85 中島 公徳 10.34 片桐 秀美 8.52 福島 健一 7.47

砲丸投 諏訪･TOKAI AC 諏訪･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 飯伊･ﾄﾞﾘｰﾑA.C 上伊那･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
07/19 高見澤 和希(3) 11.53 安藤 純(2) 11.46 西尾 和己(1) 9.15 宮﨑 王貴(2) 8.32 米山 裕馬(2) 8.27 宮下 亮人(1) 8.26 佐藤 一樹(1) 7.53 山元 裕啓(3) 7.46

高校砲丸投 飯伊･阿南高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 飯伊･飯田風越高 飯伊･飯田工業高 飯伊･飯田工業高 飯伊･松川高 諏訪･諏訪清陵高 飯伊･松川高
07/19 勝野 英貴(2) 33.10 小笠原 拓人 27.25 中島 公徳 25.68 片桐 秀美 24.37 福島 健一 22.55 山口 裕 16.01

円盤投 飯伊･松本大 飯伊･ﾄﾞﾘｰﾑA.C 諏訪･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 飯伊･ﾄﾞﾘｰﾑA.C 上伊那･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 上伊那･上伊那陸協
07/19 高見澤 和希(3) 36.31 伊藤 和輝(2) 32.07 宮島 卓也(2) 飯伊･阿南高 26.24 宮﨑 王貴(2) 24.45 鈴木 涼太(2) 22.79 宮下 亮人(1) 22.60 小林 渡(1) 21.89

高校円盤投 飯伊･阿南高 大会新 飯伊･阿南高 大会新 安藤 純(2) 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 飯伊･飯田工業高 飯伊･飯田工業高 飯伊･松川高 上伊那･駒ヶ根工業高
07/19 坂田 健訓(3) 57.37 小笠原 拓人 51.86 小林 尚登(2) 49.77 清水 拓也 44.59 鈴木 涼太(2) 36.53 宮下 快(2) 36.15 吉沢 成康(2) 35.62 渡邊 泰樹(2) 33.18

やり投 飯伊･阿南高 飯伊･ﾄﾞﾘｰﾑA.C 飯伊･阿南高 諏訪･TOKAI AC 飯伊･飯田工業高 上伊那･赤穂高 飯伊･飯田風越高 諏訪･諏訪清陵高
07/19 飯田風越高       44.76 飯田高       45.07 伊那松川中       45.28 東海大三高       45.33 諏訪南中       46.70 春富中       47.17 岡谷東部中       47.38 伊那弥生ヶ丘高      48.15

4×100mR 清水 勇希(2) 酒井 聖矢(2) 高橋 瞬(3) 北澤 孝徳(1) 矢﨑 鴻介(1) 高畑 康平(3) 阿部 佳介(1) 中原 祐吾(2)
平澤 慎(1) 中平 弘(2) 小木曽 晃介(3) 山室 嵩眞(1) 金箱 樹(3) 酒井 弘心(3) 三村 和久(2) 松下 秀喜(1)
伊藤 惇気(1) 牧内 章浩(2) 橋爪 孔明(3) 濱 裕哉(1) 仲谷 龍貴(3) 細田 耕太(2) 山田 大稀(3) 蟹澤 勇斗(2)
金田 龍太朗(1) 下平 美成(2) 松下 潤也(3) 松尾 駿輝(3) 長巾 真也(3) 橋爪 彼方(3) 川島 創士(3) 荒井 悠希(1)

07/19 三郡対抗男子 飯伊     3,25.12 上伊那     3,26.55 諏訪     3,29.70
対抗4×400mR 酒井 聖矢(2) 福澤 大輔(2) 大槻 駿介(2)

土屋 雄大(2) 白鳥 敦(3) 松尾 駿輝(3)
中平 弘(2) 服部 裕明(2) 平川 和章(3)
宮澤 斉次(3) 大野 裕紀(3) 岩波 柾也(2)

三郡対抗 諏訪 215 飯伊 213.5 上伊那 180.5
男子83　女子132 男子164.5　女子49 男子97.5　女子83



予選 7月19日 9:40
決勝 7月19日 15:40

大会新        10.76

[ 1組] 風速 -2.6 [ 2組] 風速 -0.8

 1 岩波 柾也(2) 諏訪    11.89 1 宮坂 崇宏 諏訪    11.40 q
ｲﾜﾅﾐ ﾏｻﾔ 下諏訪向陽高 ﾐﾔｻｶ ﾀｶﾋﾛ STAS

 2 下平 美成(2) 飯伊    12.63 2 清水 勇希(2) 飯伊    12.31 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾖｼﾅﾘ 飯田高 ｼﾐｽﾞ  ﾕｳｷ 飯田風越高

 3 米山 涼(1) 飯伊    12.70 3 三沢 正明(1) 飯伊    12.77 
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ 松川高 ｻﾝｻﾜ ﾏｻｱｷ 松川高

 4 山田 大稀(3) 諏訪    12.82 4 矢﨑 鴻介(1) 諏訪    13.41 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 岡谷東部中 ﾔｻﾞｷ ｺｳｽｹ 諏訪南中

 5 宮下 快(2) 上伊那    12.83 5 守屋 優太(2) 上伊那    13.53 
ﾐﾔｼﾀ ｶｲ 赤穂高 ﾓﾘﾔ ﾕｳﾀ 箕輪中

 6 伊藤 俊平(2) 上伊那    13.66 6 小林 諒也(1) 諏訪    17.28 
ｲﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 伊那東部中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 原中

 7 武田 諒(2) 諏訪    13.72 内藤 圭吾(2) 諏訪
ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳ 岡谷北部中 ﾅｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 茅野北部中

加藤 直樹(1) 上伊那
ｶﾄｳ ﾅｵｷ 駒ヶ根工業高

[ 3組] 風速 -2.0 [ 4組] 風速 -1.0

 1 山本 純也(3) 諏訪    11.97 1 金田 龍太朗(1) 飯伊    11.51 q
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ 下諏訪向陽高 ｶﾈﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 飯田風越高

 2 小口 祐人(1) 諏訪    12.76 2 池上 慶祐(2) 上伊那    12.79 
ｵｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 諏訪二葉高 ｲｹｶﾞﾐ ｹｲｽｹ 宮田中

 3 大蔵 孝明(1) 上伊那    12.95 3 加々見 武(2) 諏訪    13.43 
ｵｵｸﾗ ﾉﾘｱｷ 駒ヶ根工業高 ｶｶﾞﾐ ﾀｹﾙ 富士見中

 4 井口 明(2) 飯伊    12.98 4 松田 尚希(1) 諏訪    13.50 
ｲｸﾞﾁ ｱｷﾗ 下伊那農業高 ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｷ 岡谷北部中

 5 白鳥 世紀(1) 諏訪    13.69 5 渡内 大樹(1) 飯伊    14.04 
ｼﾗﾄﾘ ﾋﾛｷ 原中 ﾜﾀｳﾁ ﾋﾛｷ 下伊那農業高

 6 上柳 凌平(2) 上伊那    14.01 菅沼 和樹(1) 諏訪
ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 伊那東部中 ｽｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞｷ 諏訪清陵高

 7 中上 正義(1) 諏訪    15.50 松尾 光(3) 上伊那
ﾅｶｶﾞﾐ ﾏｻｷ 上諏訪中 ﾏﾂｵ ﾋｶﾙ 中川中

[ 5組] 風速 -1.6 [ 6組] 風速 -0.7

 1 池田 圭吾 飯伊    12.33 1 加藤 一樹(3) 上伊那    11.27 q
ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ 飯伊陸協 ｶﾄｳ ｶｽﾞｷ 赤穂高

 2 中原 祐吾(2) 上伊那    12.37 2 福田 一貴(3) 上伊那    12.73 
ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｺﾞ 伊那弥生ヶ丘高 ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞｷ 南箕輪中

 3 荒井 悠希(1) 上伊那    12.67 3 辛山 勇太(2) 諏訪    13.01 
ｱﾗｲ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高 ｼﾝﾔﾏ ﾕｳﾀ 岡谷北部中

 4 丸山 玲央(2) 飯伊    12.73 4 浦野 亜嵐(1) 上伊那    13.94 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 高森中 ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ 箕輪中

 5 北澤 孝徳(1) 諏訪    12.79 5 中島 隼斗(1) 諏訪    14.32 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 東海大三高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 長峰中

 6 五味 龍彦(1) 諏訪    13.85 6 児玉陸太郎(1) 諏訪    15.87 
ｺﾞﾐ ﾀﾂﾋｺ 富士見中 ｺﾀﾞﾏ ﾘｸﾀﾛｳ 富士見中

 7 森本 基(3) 上伊那    14.79 竹内 一弘 飯伊
ﾓﾘﾓﾄ ﾓﾄｷ 中川中 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ ﾄﾞﾘｰﾑA.C

 8 北原 教平(1) 諏訪    15.48 松尾 優樹(1) 諏訪
ｷﾀﾊﾗ ｷｮｳﾍｲ 諏訪西中 ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 諏訪清陵高

[ 7組] 風速 -0.3 [ 8組] 風速 -1.0

 1 松尾 駿輝(3) 諏訪    11.48 q 1 原 翔太(3) 上伊那    11.03 q
ﾏﾂｵ ｼｭﾝｷ 東海大三高 ﾊﾗ ｼｮｳﾀ 高遠高

 2 三石 竜哉(2) 飯伊    12.37 2 金箱 樹(3) 諏訪    12.14 
ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳﾔ 竜東中 ｶﾈﾊﾞｺ ﾀﾂｷ 諏訪南中

 3 宮澤 清悟(3) 諏訪    12.69 3 堀内 悠樹(3) 上伊那    12.59 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 岡谷西部中 ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｷ 伊那中

 4 藤澤 真人(2) 上伊那    12.81 4 高橋 瞬(3) 飯伊    12.67 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 伊那北高 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ 伊那松川中

 5 立石 航雅(1) 諏訪    13.83 5 羽根 循也(2) 飯伊    13.27 
ﾀﾃｲｼ ｺｳｶﾞ 富士見高 ﾊﾈ ｼﾞｭﾝﾔ 緑ヶ丘中

 6 小池 光(1) 飯伊    14.60 6 阿部 佳介(1) 諏訪    13.31 
ｺｲｹ ﾋｶﾙ 伊那松川中 ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ 岡谷東部中

 7 柘植 尚哉(1) 上伊那    14.80 7 福澤 拓実(1) 上伊那    14.22 
ﾂｹﾞ ﾅｵﾔ 辰野中 ﾌｸｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 宮田中

8 滝沢 聖成(1) 諏訪    16.53 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾅﾘ 長峰中
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[ 9組] 風速 -2.6 [ 10組] 風速 -1.3

 1 酒井 聖矢(2) 飯伊    11.82 1 成田 正崇(1) 飯伊    11.74 
ｻｶｲ ｾｲﾔ 飯田高 ﾅﾘﾀ ﾏｻﾀｶ 至学館大

 2 渡邊 真也(1) 諏訪    12.56 2 小林 渡(1) 上伊那    12.09 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ 諏訪清陵高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 駒ヶ根工業高

 3 玉置 幸汰(1) 飯伊    12.72 3 青沼 義朗(2) 諏訪    12.16 
ﾀﾏｵｷ ｺｳﾀ 飯田工業高 ｱｵﾇﾏ ﾖｼｱｷ 諏訪二葉高

 4 伯耆原 桂(1) 上伊那    12.87 4 大野 裕哉(1) 飯伊    12.46 
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ｹｲ 上伊那農業高 ｵｵﾉ ﾕｳﾔ 松川高

 5 丸山 徹(2) 上伊那    13.08 5 松下 秀喜(1) 上伊那    12.65 
ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 辰野中 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高

 6 後藤 大輝(1) 諏訪    13.81 6 堀内 貴史(1) 諏訪    13.09 
ｺﾞﾄｳ ﾀｲｷ 長峰中 ﾎﾘｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 岡谷東部中

 7 堺澤 諒(3) 上伊那    14.73 7 遠藤 直登(2) 上伊那    14.08 
ｻｶｲｻﾞﾜ ﾘｮｳ 中川中 ｴﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾄ 伊那中

8 藤森 優輝(1) 諏訪    14.34 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 諏訪西中

[ 11組] 風速 +0.8 [ 12組] 風速 -1.6

 1 宮澤 拓人(1) 上伊那    11.89 1 濱 裕哉(1) 諏訪    11.47 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 伊那北高 ﾊﾏ ﾕｳﾔ 東海大三高

 2 後藤 開(1) 飯伊    12.60 2 細田 耕太(2) 上伊那    12.35 
ｺﾞﾄｳ ｶｲ 下伊那農業高 ﾎｿﾀﾞ ｺｳﾀ 春富中

 3 佐藤 崇弘(3) 上伊那    12.80 3 藤森 秀貴(1) 諏訪    12.42 
ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 南箕輪中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾃﾞﾀｶ 岡谷東高

 4 内田 恭太(3) 諏訪    13.25 4 小澤 亮(1) 飯伊    12.52 
ｳﾁﾀﾞ ｷｮｳﾀ 永明中 ｺｻﾞﾜ  ﾘｮｳ 飯田風越高

 5 石井 冬馬(1) 諏訪    13.49 5 守屋 暁太(2) 諏訪    13.35 
ｲｼｲ ﾄｳﾏ 上諏訪中 ﾓﾘﾔ ｱｷﾋﾛ 岡谷西部中

 6 伊藤 裕竜(3) 諏訪    14.14 6 高畑 康平(3) 上伊那    13.43 
ｲﾄｳ ﾋﾛﾀﾂ 原中 ﾀｶﾊﾀ ｺｳﾍｲ 春富中

 7 赤坂 直也 上伊那    15.01 7 河西 一星(1) 諏訪    14.01 
ｱｶｻｶ ﾅｵﾔ 辰野中 ｶｻｲ ｲｯｾｲ 上諏訪中

8 山岸 湧也(1) 上伊那    14.05 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳﾔ 宮田中

[ 13組] 風速 -2.0 [ 14組] 風速 -0.7

 1 平川 和章(3) 諏訪    11.59 q 1 山下 桂 諏訪    11.46 q
ﾋﾗｶﾜ ｶｽﾞｱｷ 諏訪二葉高 ﾔﾏｼﾀ ｹｲ ﾄｰﾊﾂ㈱

 2 平澤 竜也(2) 上伊那    12.37 2 長巾 真也(3) 諏訪    12.28 
ﾋﾗｻﾜ ﾀﾂﾔ 伊那中 ﾅｶﾞﾊﾊﾞ ｼﾝﾔ 諏訪南中

 3 熊谷 洸佑(2) 飯伊    12.57 3 櫛笥 大夢(2) 上伊那    12.78 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｽｹ 飯田高 ｸｼｹ ﾋﾛﾑ 赤穂高

 4 矢崎 宏一(2) 諏訪    12.62 4 宮下 晃輔(3) 飯伊    12.89 
ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 諏訪西中 ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ 伊那松川中

 5 椚谷 健(2) 飯伊    13.02 5 両角 涼太(1) 諏訪    13.05 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ｹﾝ 高森中 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｮｳﾀ 下諏訪向陽高

 6 早川 謙哉(3) 上伊那    13.19 橋爪 司(1) 上伊那
ﾊﾔｶﾜ ｹﾝﾔ 南箕輪中 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾂｶｻ 春富中

 7 小林 聖也(2) 諏訪    13.59 小林 孝典(1) 上伊那
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ 岡谷西部中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ 伊那北高

 8 伊藤 拓也(1) 上伊那    16.00 
ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 伊那東部中

風速 -3.5

 1 原 翔太(3) 上伊那    10.94 
ﾊﾗ ｼｮｳﾀ 高遠高

 2 加藤 一樹(3) 上伊那    11.31 
ｶﾄｳ ｶｽﾞｷ 赤穂高

 3 松尾 駿輝(3) 諏訪    11.53 
ﾏﾂｵ ｼｭﾝｷ 東海大三高

 4 宮坂 崇宏 諏訪    11.53 
ﾐﾔｻｶ ﾀｶﾋﾛ STAS

 5 金田 龍太朗(1) 飯伊    11.55 
ｶﾈﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 飯田風越高

 6 山下 桂 諏訪    11.62 
ﾔﾏｼﾀ ｹｲ ﾄｰﾊﾂ㈱

 7 平川 和章(3) 諏訪    11.68 
ﾋﾗｶﾜ ｶｽﾞｱｷ 諏訪二葉高

 8 濱 裕哉(1) 諏訪    11.70 
ﾊﾏ ﾕｳﾔ 東海大三高
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予選 7月19日 11:45
決勝 7月19日 14:50

大会新        49.11

[ 1組] [ 2組]

 1 北野 達也(1) 飯伊    54.53 1 高橋 佑太(3) 飯伊    52.58 q
ｷﾀﾉﾀﾂﾔ 阿南高 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 松川高

 2 加藤 大樹(1) 上伊那    55.34 2 福澤 大輔(2) 上伊那    53.20 
ｶﾄｳ ﾋﾛｷ 駒ヶ根工業高 ﾌｸｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 赤穂高

 3 藤森 崇美(3) 諏訪    55.65 3 近藤 洋平(2) 諏訪    57.92 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｶﾐ 岡谷西部中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ 富士見中

 4 代田 祥啓(1) 飯伊  1,02.06 4 山下 佳樹(1) 上伊那    58.54 
ｼﾛﾀ ﾖｼﾋﾛ 飯田工業高 ﾔﾏｼﾀ ﾖｼｷ 駒ヶ根工業高

 5 上島 誠史(2) 上伊那  1,05.97 5 伊東 慎介(2) 諏訪  1,01.13 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾄﾓﾌﾐ 辰野中 ｲﾄｳ ｼﾝｽｹ 長峰中

 6 北嶋 悠貴(3) 諏訪  1,10.81 6 中島 舞人(1) 諏訪  1,22.60 
ｷﾀｼﾞﾏ ﾕｳｷ 諏訪南中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｲﾄ 上諏訪中
古河原 凌哉(3) 上伊那 松尾 将文 飯伊
ｺｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 宮田中 ﾏﾂｵ ﾏｻﾌﾐ ﾄﾞﾘｰﾑA.C
千見寺 恵汰(1) 諏訪 武田 駿平(1) 上伊那
ﾁｹﾝｼﾞ ｹｲﾀ 上諏訪中 ﾀｹﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 伊那中

[ 3組] [ 4組]

 1 白鳥 敦(3) 上伊那    51.29 q 1 酒井 聖矢(2) 飯伊    51.64 q
ｼﾛﾄﾘ ｱﾂｼ 伊那北高 ｻｶｲ ｾｲﾔ 飯田高

 2 山口 裕 上伊那    55.53 2 大槻 駿介(2) 諏訪    52.87 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾀｶ 上伊那陸協 ｵｵﾂｷ ｼｭﾝｽｹ 諏訪清陵高

 3 北原 直弥(3) 上伊那    56.79 3 川口 純(2) 飯伊  1,00.31 
ｷﾀﾊﾗ ﾅｵﾔ 伊那中 ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 高森中

 4 宮坂 進(3) 諏訪    57.75 4 矢澤 明徳(2) 諏訪  1,00.33 
ﾐﾔｻｶ ｽｽﾑ 岡谷北部中 ﾔｻﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 諏訪南中

 5 蟹澤 勇斗(2) 上伊那    57.79 5 有井 稜芽(2) 諏訪  1,09.57 
ｶﾆｻﾜ ﾕｳﾄ 伊那弥生ヶ丘高 ｱﾘｲ ﾘｮｳｶﾞ 諏訪西中

 6 小松 祥太(2) 諏訪  1,00.79 6 大場 優斗(1) 上伊那  1,20.21 
ｺﾏﾂ ｼｮｳﾀ 茅野北部中 ｵｵﾊﾞ ﾕｳﾄ 中川中

 7 守住 望(1) 諏訪  1,11.63 鰍澤 将平(2) 上伊那
ﾓﾘｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ 岡谷東部中 ｶｼﾞｶｻﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 伊那弥生ヶ丘高
橋爪 孔明(3) 飯伊
ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ 伊那松川中

[ 5組] [ 6組]

 1 松尾 駿輝(3) 諏訪    51.63 q 1 笠井 健太(2) 諏訪    52.77 q
ﾏﾂｵ ｼｭﾝｷ 東海大三高 ｶｻｲ ｹﾝﾀ 下諏訪向陽高

 2 加藤 一樹(3) 上伊那    53.93 2 清水 泰志(1) 上伊那    56.80 
ｶﾄｳ ｶｽﾞｷ 赤穂高 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ 上伊那農業高

 3 牧内 章浩(2) 飯伊    56.51 3 北澤 孝徳(1) 諏訪    57.47 
ﾏｷｳﾁ ｱｷﾋﾛ 飯田高 ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 東海大三高

 4 中島 諒(3) 上伊那    58.30 4 吉岡 佳佑(2) 上伊那  1,04.66 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 南箕輪中 ﾖｼｵｶ ｹｲｽｹ 伊那東部中

 5 矢島 旦景(2) 諏訪  1,00.91 5 久島 光太郎(1) 諏訪  1,07.82 
ﾔｼﾞﾏ ｱｻﾋ 上諏訪中 ｸｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ 長峰中

 6 淺田 翔悟(2) 上伊那  1,03.42 6 後藤 佑基(1) 諏訪  1,09.67 
ｱｻﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 辰野中 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ 諏訪西中
田中 雄(2) 諏訪 小木曽 晃介(3) 飯伊
ﾀﾅｶ ﾕｳ 岡谷西部中 ｵｷﾞｿ ｺｳｽｹ 伊那松川中

[ 7組] [ 8組]

 1 大野 裕紀(3) 上伊那    51.74 q 1 宮澤 斉次(3) 飯伊    52.74 q
ｵｵﾉ ﾋﾛｷ 伊那弥生ヶ丘高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｲｼﾞ 松川高

 2 仲谷 龍貴(3) 諏訪    52.73 q 2 小林 祥史(2) 上伊那    55.29 
ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ 諏訪南中 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｼﾞ 伊那北高

 3 小松 春也(3) 諏訪    57.96 3 渡邊 真也(1) 諏訪    56.60 
ｺﾏﾂ ﾊﾙﾔ 原中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ 諏訪清陵高

 4 熊谷 佳彦(1) 上伊那    59.55 4 中平 満知留(2) 飯伊  1,06.12 
ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼﾋｺ 伊那北高 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾐﾁﾙ 高森中

 5 目黒 大輔(2) 飯伊  1,02.33 5 齋藤 実来(2) 諏訪  1,07.42 
ﾒｸﾞﾛ ﾀﾞｲｽｹ 飯田工業高 ｻｲﾄｳ ﾐﾗｲ 岡谷西部中

 6 片桐 巧貴(1) 上伊那  1,16.65 6 増澤 楓(2) 諏訪  1,11.65 
ｶﾀｷﾞﾘ ｺｳｷ 中川中 ﾏｽｻﾞﾜ ｶｴﾃﾞ 岡谷北部中
松下 潤也(3) 飯伊 7 片倉 一穂(2) 上伊那  1,15.13 
ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 伊那松川中 ｶﾀｸﾗ ｶｽﾞﾎ 伊那東部中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

男子

400m

予選 通過基準  9組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

2   314

所属名 記録／備考
3    86

6   598

5   926

8   117

  828
欠場

1   794

4   528

所属名 記録／備考
2    50

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7   723

5   313

3   418

1   829

6    17

4   748

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

欠場
8   537

欠場

欠場
7

8  1313

所属名 記録／備考
6   348

2   327

4   530

3   891

5   157
欠場

1   849

7   907
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2    96

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
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7   461

4   326
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欠場
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4   446

1   815
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7   699

3   935
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2   596
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6   556
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2   156

5   749
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順
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5   936
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[ 9組]

 1 松澤 直樹(3) 諏訪    55.00 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ 岡谷工業高

 2 大蔵 孝明(1) 上伊那    56.60 
ｵｵｸﾗ ﾉﾘｱｷ 駒ヶ根工業高

 3 遠山 晃広(2) 飯伊    56.82 
ﾄｵﾔﾏ ｱｷﾋﾛ 下伊那農業高

 4 合津 伊織(2) 上伊那  1,03.23 
ｺﾞｳﾂﾞ ｲｵﾘ 伊那東部中

 5 清水 敬太(1) 諏訪  1,10.68 
ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 富士見中
川上 淳平(1) 飯伊
ｶﾜｶﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 飯田工業高
末永 兼也(2) 諏訪
ｽｴﾅｶﾞ ｹﾝﾔ 下諏訪向陽高

 1 大野 裕紀(3) 上伊那    50.49 
ｵｵﾉ ﾋﾛｷ 伊那弥生ヶ丘高

 2 白鳥 敦(3) 上伊那    50.92 
ｼﾛﾄﾘ ｱﾂｼ 伊那北高

 3 酒井 聖矢(2) 飯伊    51.12 
ｻｶｲ ｾｲﾔ 飯田高

 4 松尾 駿輝(3) 諏訪    51.48 
ﾏﾂｵ ｼｭﾝｷ 東海大三高

 5 宮澤 斉次(3) 飯伊    52.16 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｲｼﾞ 松川高

 6 仲谷 龍貴(3) 諏訪    52.55 
ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ 諏訪南中

 7 高橋 佑太(3) 飯伊    53.54 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 松川高
笠井 健太(2) 諏訪
ｶｻｲ ｹﾝﾀ 下諏訪向陽高

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   717

2   312

男子

400m
順 ﾚｰﾝ

4   558

5   730

6    70

欠場

決勝

1   112
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7   700

3   348

所属名 記録／備考
4   324

1    49

5    96

6   623

2   699
棄権

7   795

8    50



予選 7月19日 13:20
決勝 7月19日 15:50

大会新        1,55.44

[ 1組] [ 2組]

 1 笠原 祥多(2) 諏訪  2,04.13 q 1 カラム イムラン(3諏訪  1,59.28 q
ｶｻﾊﾗ ｼｮｳﾀ 諏訪二葉高 ｶﾗﾑ ｲﾑﾗﾝ 東海大三高

 2 中村 祐紀 飯伊  2,07.67 2 中平 弘(2) 飯伊  2,01.58 q
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 飯田市陸協 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾋﾛﾑ 飯田高

 3 小口 響己(3) 諏訪  2,08.77 3 服部 裕明(2) 上伊那  2,03.68 q
ｵｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ 岡谷西部中 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾒｲ 伊那弥生ヶ丘高

 4 林 孝行 上伊那  2,11.66 4 廣田 裕貴(2) 上伊那  2,14.59 
ﾊﾔｼ ﾀｶﾕｷ 信大こまくさAC ﾋﾛﾀ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高

 5 小木曽 燦県(1) 飯伊  2,12.49 5 宮澤 孝明(3) 諏訪  2,19.59 
ｵｷﾞｿ ｻﾝｹﾝ 下伊那農業高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｱｷ 岡谷西部中

 6 小林 大輔(1) 上伊那  2,14.80 6 相原 孝佑(1) 飯伊  2,21.61 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 上伊那農業高 ｱｲﾊﾗｺｳｽｹ 阿南高

 7 中川 陽介(1) 諏訪  2,16.61 7 金成 孝司(2) 諏訪  2,25.53 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾖｳｽｹ 諏訪清陵高 ｶﾈﾅﾘ ﾀｶｼ 原中

 8 手塚 奎吾(2) 上伊那  2,22.47 8 橋爪 大貴(2) 上伊那  2,33.24 
ﾃﾂﾞｶ ｹｲｺﾞ 宮田中 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀﾞｲｷ 伊那東部中

 9 小池 大勝(1) 諏訪  2,35.45 9 戸田 成俊(3) 上伊那  2,33.83 
ｺｲｹ ﾋﾛｶﾂ 原中 ﾄﾀﾞ ﾅﾘﾄｼ 中川中

10 平林 和氣(1) 諏訪  2,46.19 10 保科 仁平(2) 上伊那  3,07.66 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 諏訪西中 ﾎｼﾅ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 宮田中

11 宮下 勇人(3) 上伊那  2,47.49 山川 悟史(1) 諏訪
ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾄ 中川中 ﾔﾏｶﾜ ｻﾄｼ 諏訪二葉高

12 池上 浩樹(1) 上伊那  2,55.86 櫻田 有夢(2) 諏訪
ｲｹｶﾞﾐ ｺｳｷ 春富中 ｻｸﾗﾀﾞ ｱﾘﾑ 長峰中

[ 3組] [ 4組]

 1 川俣 隼也(1) 諏訪  2,05.34 q 1 松尾 将文 飯伊  2,07.28 
ｶﾜﾏﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 諏訪二葉高 ﾏﾂｵ ﾏｻﾌﾐ ﾄﾞﾘｰﾑA.C

 2 藤森 崇美(3) 諏訪  2,09.90 2 武居 悠樹(2) 諏訪  2,07.54 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｶﾐ 岡谷西部中 ﾀｹｲ ﾕｳｷ 諏訪清陵高

 3 吉田 優希(3) 上伊那  2,15.91 3 桃澤 悠祐(1) 上伊那  2,07.60 
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 中川中 ﾓﾓｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 上伊那農業高

 4 山田 峻暉(2) 諏訪  2,16.37 4 中島 和希(2) 上伊那  2,13.54 
ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｱｷ 長峰中 ﾅｶｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高

 5 川上 淳平(1) 飯伊  2,17.96 5 近藤 洋平(2) 諏訪  2,17.82 
ｶﾜｶﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 飯田工業高 ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ 富士見中

 6 熊谷 佳彦(1) 上伊那  2,19.21 6 金成 武瑠(1) 諏訪  2,23.06 
ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼﾋｺ 伊那北高 ｶﾈﾅﾘ ﾀｹﾙ 富士見高

 7 牛山 祐人(2) 諏訪  2,22.64 7 小松 初(2) 上伊那  2,25.80 
ｳｼﾔﾏ ﾕｳﾄ 茅野東部中 ｺﾏﾂ ﾊｼﾞﾒ 辰野中

 8 荻原 湧雅(2) 上伊那  2,36.90 8 小野 挙(1) 上伊那  2,34.26 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾖｳｶﾞ 伊那東部中 ｵﾉ ｱｸﾞﾙ 宮田中

 9 伊藤 大生(1) 諏訪  2,45.75 9 渡邉 高史(1) 諏訪  2,35.91 
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 富士見中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾌﾐ 岡谷東部中

10 春日 崚治(1) 上伊那  2,58.78 10 根橋 拓也(1) 上伊那  2,36.80 
ｶｽｶﾞ ﾘｮｳｼﾞ 春富中 ﾈﾊﾞｼ ﾀｸﾔ 伊那東部中
田邊 正禮 飯伊 金子 雅之(2) 諏訪
ﾀﾅﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 下伊那陸協 ｶﾈｺ ﾏｻﾕｷ 岡谷南高
下平 涼(2) 飯伊 近藤 織部(2) 飯伊
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｮｳ 飯田高 ｺﾝﾄﾞｳ ｵﾘﾍﾞ 伊那松川中

[ 5組]

 1 北原 魁人(1) 上伊那  2,05.20 q 11 小平 伊織(2) 上伊那  2,55.21 
ｷﾀﾊﾗ ｶｲﾄ 伊那北高 ｺﾀﾞｲﾗ ｲｵﾘ 辰野中

 2 土屋 雄大(2) 飯伊  2,05.56 q
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀﾞｲ 飯田高

 3 伊東 大樹(1) 諏訪  2,05.64 q
ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 東海大三高

 4 松尾 崇文 飯伊  2,07.62 
ﾏﾂｵ ﾀｶﾌﾐ 下伊那陸協

 5 小口 勇輝(2) 諏訪  2,14.46 
ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ 岡谷工業高

 6 佐藤 大輔(3) 上伊那  2,15.94 
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 上伊那農業高

 7 小林 直樹(2) 諏訪  2,21.83 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 原中

 8 酒井和樹(2) 上伊那  2,23.25 
ｻｶｲ ｶｽﾞｷ 辰野中

 9 唐木 政広(1) 上伊那  2,36.33 
ｶﾗｷ ﾏｻﾋﾛ 高遠高

10 小林 諒哉(1) 諏訪  2,37.25 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 富士見中
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 1 カラム イムラン(3諏訪  1,58.17 
ｶﾗﾑ ｲﾑﾗﾝ 東海大三高

 2 笠原 祥多(2) 諏訪  2,01.10 
ｶｻﾊﾗ ｼｮｳﾀ 諏訪二葉高

 3 服部 裕明(2) 上伊那  2,01.36 
ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾒｲ 伊那弥生ヶ丘高

 4 中平 弘(2) 飯伊  2,02.53 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾋﾛﾑ 飯田高

 5 北原 魁人(1) 上伊那  2,03.44 
ｷﾀﾊﾗ ｶｲﾄ 伊那北高

 6 伊東 大樹(1) 諏訪  2,05.33 
ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 東海大三高

 7 川俣 隼也(1) 諏訪  2,09.77 
ｶﾜﾏﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 諏訪二葉高

 8 土屋 雄大(2) 飯伊  2,16.48 
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀﾞｲ 飯田高

男子

800m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   333

3   624

6   645

1   628

4    95

7   351

8   649

2    94



予選 7月19日 9:00
決勝 7月19日 14:40

大会新        4,01.10

[ 1組] [ 2組]

 1 早野 吉信(4) 飯伊  4,24.51 Q 1 福澤 一樹(4) 上伊那  4,32.67 Q
ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 松本大 ﾌｸｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 松本大

 2 笹木 和也(2) 飯伊  4,28.41 Q 2 筒井 将斗(1) 諏訪  4,36.76 Q
ｻｻｷ  ｶｽﾞﾔ 飯田風越高 ﾂﾂｲ ﾏｻﾄ 東海大三高

 3 満澤  崇央(3) 上伊那  4,32.88 q 3 湯澤 亮太(1) 諏訪  4,46.20 
ﾐﾂｻﾞﾜ ﾀｶﾋｻ 飯島中 ﾕｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 諏訪南中

 4 田中 仁悟(3) 諏訪  4,34.10 q 4 矢﨑 佑喜(3) 諏訪  4,46.27 
ﾀﾅｶ ｼﾞﾝｺﾞ 永明中 ﾔｻﾞｷ ﾕｳｷ 岡谷東部中

 5 野澤 晃太朗(2) 諏訪  4,41.66 5 小林 巧(3) 諏訪  4,52.26 
ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 茅野北部中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 原中

 6 築舘 陽介(1) 諏訪  4,44.34 6 中山 拓実(2) 上伊那  4,54.71 
ﾂｷﾀﾞﾃ ﾖｳｽｹ 富士見中 ﾅｶﾔﾏ ﾀｸﾐ 高遠高

 7 掛川 流正(2) 上伊那  4,46.97 7 飯島 伸広(1) 諏訪  4,56.14 
ｶｹｶﾞﾜ ﾘｭｳｾｲ 伊那東部中 ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 下諏訪社中

 8 高岡 章博(2) 上伊那  4,54.23 8 岩下  誠(1) 飯伊  5,00.33 
ﾀｶｵｶ ｱｷﾋﾛ 伊那東部中 ｲﾜｼﾀ ﾏｺﾄ 飯田工業高

 9 春日 翔平(2) 上伊那  4,58.09 9 伊澤 将馬(3) 上伊那  5,00.82 
ｶｽｶﾞ ｼｮｳﾍｲ 駒ヶ根工業高 ｲｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ 高遠高

10 田畑圭夫 飯伊  4,58.22 10 塩澤 耕大(1) 飯伊  5,01.48 
ﾀﾊﾞﾀ ﾖｼｵ 旭ヶ丘中 ｼｵｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 緑ヶ丘中

11 森川 知生(2) 上伊那  5,08.98 11 白鳥 倖誠(2) 諏訪  5,11.78 
ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓｷ 箕輪中 ｼﾗﾄﾘ ｺｳｾｲ 茅野東部中

12 木村 浩樹(1) 諏訪  5,10.34 12 山岸 雅尚(1) 上伊那  5,16.13 
ｷﾑﾗ ｺｳｷ 茅野北部中 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾅｵ 中川中

13 宮崎 仁(1) 上伊那  5,14.41 13 矢澤 雄太(1) 上伊那  5,20.54 
ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞﾝ 中川中 ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 伊那東部中

14 雨宮 諒河(1) 諏訪  5,16.62 14 長谷川 郁生(1) 諏訪  5,23.60 
ｱﾒﾐﾔ ﾘｮｳｶﾞ 上諏訪中 ﾊｾｶﾞﾜ ｲｸｵ 茅野北部中

15 下平隼大 飯伊  5,21.67 15 太田 英暁(2) 諏訪  5,28.02 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾄｼﾋﾛ 旭ヶ丘中 ｵｵﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 岡谷北部中

16 大野田 翔太(3) 上伊那  5,27.41 16 吉田 慎一郎(1) 上伊那  5,49.36 
ｵｵﾉﾀﾞ ｼｮｳﾀ 南箕輪中 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 辰野中

17 福與 翼(2) 飯伊  5,41.52 17 平出 翔大(1) 諏訪  5,51.97 
ﾌｸﾖ ﾂﾊﾞｻ 緑ヶ丘中 ﾋﾗｲﾃﾞ ｼｮｳﾀ 長峰中

18 宮森 蒼太(1) 諏訪  5,53.80 柴田 銀河(2) 飯伊
ﾐﾔﾓﾘ ｿｳﾀ 諏訪西中 ｼﾊﾞﾀ ｷﾞﾝｶﾞ 阿南高
小口 雅徳(2) 諏訪 松澤 尚樹(1) 上伊那
ｵｸﾞﾁ ﾏｻﾉﾘ 下諏訪向陽高 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ 伊那中
日達 勇紀(1) 諏訪 原田 草太(1) 飯伊
ﾋﾀﾁ ﾕｳｷ 諏訪二葉高 ﾊﾗﾀﾞｿｳﾀ 阿南高

順 No. 氏  名

男子

1500m

予選 通過基準  5組  2着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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6    79
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[ 3組] [ 4組]

 1 原 広野(3) 上伊那  4,22.07 Q 1 宮沢 留以(1) 飯伊  4,27.07 Q
ﾊﾗ ｺｳﾔ 伊那北高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 飯田高

 2 笠原 祥多(2) 諏訪  4,22.18 Q 2 雨宮 慎一郎(1) 諏訪  4,28.58 Q
ｶｻﾊﾗ ｼｮｳﾀ 諏訪二葉高 ｱﾒﾐﾔ ｼﾝｲﾁﾛｳ 諏訪実業高

 3 高橋 悠平(3) 諏訪  4,30.71 q 3 平山 勝重 上伊那  4,28.65 q
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾍｲ 原中 ﾋﾗﾔﾏ ｶﾂｼｹﾞ 辰野陸協

 4 遠藤 千有(3) 飯伊  4,31.10 q 4 田中 雅己(2) 諏訪  4,31.71 q
ｴﾝﾄﾞｳ ﾁﾕｳ 伊那松川中 ﾀﾅｶ ﾏｻｷ 諏訪清陵高

 5 高橋 篤実(2) 諏訪  4,36.51 5 長澤 晨哉(2) 諏訪  4,38.68 
ﾀｶﾊｼ ｱﾂﾐ 岡谷工業高 ﾅｶﾞｻﾜ ｼﾝﾔ 諏訪清陵高

 6 中村 孝樹(3) 諏訪  4,37.77 6 堀内 俊希(1) 上伊那  4,45.56 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 茅野東部中 ﾎﾘｳﾁ ﾄｼｷ 上伊那農業高

 7 下平 涼(2) 飯伊  4,38.26 7 大日方 友哉(2) 上伊那  4,50.88 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｮｳ 飯田高 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾄﾓﾔ 伊那中

 8 土田 珠羅(3) 上伊那  4,49.93 8 米澤 慎一(1) 飯伊  4,53.75 
ﾂﾁﾀﾞ ｼｭﾗ 伊那中 ﾖﾈｻﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 飯田風越高

 9 安藤 雄真(1) 上伊那  4,50.22 9 松下 湧登(1) 飯伊  4,53.92 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 上伊那農業高 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾄ 伊那松川中

10 原 海斗(2) 上伊那  4,57.72 10 牛山 時和(2) 諏訪  4,54.99 
ﾊﾗ ｶｲﾄ 宮田中 ｳｼﾔﾏ ﾄｷｶｽﾞ 諏訪西中

11 小池 隼一(3) 諏訪  4,59.37 11 田中 達也(2) 上伊那  5,06.92 
ｺｲｹ ｼｭﾝｲﾁ 富士見中 ﾀﾅｶ ﾀﾂﾔ 宮田中

12 郡司 耕平(3) 諏訪  5,07.97 12 川村 鴻太(1) 諏訪  5,06.96 
ｸﾞﾝｼﾞ ｺｳﾍｲ 岡谷西部中 ｶﾜﾑﾗ ｺｳﾀ 下諏訪中

13 馬場 涼太(1) 上伊那  5,13.05 13 松下 京介(2) 上伊那  5,10.79 
ﾊﾞﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 宮田中 ﾏﾂｼﾀ ｷｮｳｽｹ 中川中

14 中山 航大(1) 諏訪  5,15.31 14 坂井 遊夢(2) 諏訪  5,23.13 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 下諏訪中 ｻｶｲ ﾕﾌﾑ 上諏訪中

15 谷口 雅弥(1) 上伊那  5,28.60 15 赤羽 幸一(2) 上伊那  5,31.18 
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 南箕輪中 ｱｶﾊﾈ ｺｳｲﾁ 辰野中
伊藤 太紀(1) 上伊那 16 有賀 功(1) 諏訪  5,48.02 
ｲﾄｳ ﾀｲｷ 春富中 ｱﾙｶﾞ ｲｻｵ 諏訪西中
中島 明伸(1) 諏訪 17 小林 渉(1) 諏訪  6,16.06 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾉﾌﾞ 下諏訪中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 岡谷北部中
松倉 奎也(1) 飯伊 田畑 雅伸(1) 飯伊
ﾏﾂｸﾗ ｹｲﾀ 緑ヶ丘中 ﾀﾊﾞﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ 松川高
矢澤 直(1) 飯伊 川上 翔平(1) 上伊那
ﾔｻﾞﾜ ｽﾅｵ 松川高 ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾍｲ 春富中

[ 5組]

 1 勾田達也 飯伊  4,18.48 Q
ﾏｶﾞﾀﾀﾂﾔ 飯田市陸協

 2 笠原 舟(1) 上伊那  4,37.19 Q
ｶｻﾊﾗ ｼｭｳ 上伊那農業高

 3 吉沢 峻(2) 上伊那  4,39.33 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼｭﾝ 伊那弥生ヶ丘高

 4 宮下 直哉(3) 飯伊  4,42.12 
ﾐﾔｼﾀ ﾅｵﾔ 伊那松川中

 5 宮澤 清悟(3) 諏訪  4,45.46 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 岡谷西部中

 6 北原 賢人(2) 諏訪  4,45.57 
ｷﾀﾊﾗ ｹﾝﾄ 諏訪南中

 7 春日 裕貴 上伊那  4,54.81 
ｶｽｶﾞ ﾋﾛｷ 駒ヶ根工業高

 8 関 颯人(1) 諏訪  4,58.61 
ｾｷ ﾊﾔﾄ 茅野東部中

 9 藤森 歩(2) 諏訪  5,00.49 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾕﾑ 上諏訪中

10 日野 志朗(1) 上伊那  5,10.06 
ﾋﾉ ｼﾛｳ 箕輪中

11 近藤 隆博(1) 上伊那  5,18.83 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 辰野中

12 平沢 駿太(2) 飯伊  5,31.33 
ﾋﾗｻﾜ ｼｭﾝﾀ 高森中

13 清水 光太郎(1) 諏訪  5,42.79 
ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀﾛｳ 原中

14 酒井 天清(2) 上伊那  5,45.22 
ｻｶｲ ﾃﾝｾｲ 南箕輪中

15 小林 大輝(1) 諏訪  5,45.95 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 富士見中

16 大槻 聡志(2) 諏訪  5,55.18 
ｵｵﾂｷ ｻﾄｼ 岡谷北部中
坂井 駿斗(2) 飯伊
ｻｶｲ ﾊﾔﾄ 阿南高
小松 直斗(3) 諏訪
ｺﾏﾂ ﾅｵﾄ 下諏訪向陽高
稲村 良彦(2) 上伊那
ｲﾅﾑﾗ ﾖｼﾋｺ 春富中

男子

1500m
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 1 笠原 祥多(2) 諏訪  4,07.36 
ｶｻﾊﾗ ｼｮｳﾀ 諏訪二葉高

 2 勾田達也 飯伊  4,11.48 
ﾏｶﾞﾀﾀﾂﾔ 飯田市陸協

 3 原 広野(3) 上伊那  4,14.55 
ﾊﾗ ｺｳﾔ 伊那北高

 4 早野 吉信(4) 飯伊  4,16.74 
ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 松本大

 5 福澤 一樹(4) 上伊那  4,24.07 
ﾌｸｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 松本大

 6 宮沢 留以(1) 飯伊  4,25.26 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 飯田高

 7 笹木 和也(2) 飯伊  4,25.46 
ｻｻｷ  ｶｽﾞﾔ 飯田風越高

 8 雨宮 慎一郎(1) 諏訪  4,27.81 
ｱﾒﾐﾔ ｼﾝｲﾁﾛｳ 諏訪実業高

 9 笠原 舟(1) 上伊那  4,30.91 
ｶｻﾊﾗ ｼｭｳ 上伊那農業高

10 高橋 悠平(3) 諏訪  4,31.02 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾍｲ 原中

11 田中 仁悟(3) 諏訪  4,34.74 
ﾀﾅｶ ｼﾞﾝｺﾞ 永明中

12 遠藤 千有(3) 飯伊  4,36.13 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾁﾕｳ 伊那松川中

13 田中 雅己(2) 諏訪  4,37.31 
ﾀﾅｶ ﾏｻｷ 諏訪清陵高

14 筒井 将斗(1) 諏訪  4,37.45 
ﾂﾂｲ ﾏｻﾄ 東海大三高

15 満澤  崇央(3) 上伊那  4,49.63 
ﾐﾂｻﾞﾜ ﾀｶﾋｻ 飯島中
平山 勝重 上伊那
ﾋﾗﾔﾏ ｶﾂｼｹﾞ 辰野陸協

氏  名 所属名 記録／備考
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決勝 7月19日 16:15

大会新        15,02.15

 1 原 武司 飯伊 15,38.77 向井 豊 諏訪
ﾊﾗ ﾀｹｼ 下伊那陸協 ﾑｶｲ ﾕﾀｶ 富士見町体協

 2 小林 巧(2) 諏訪 15,44.33 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 下諏訪向陽高

 3 松山 克敏 飯伊 15,56.19 
ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那陸協

 4 鈴木 昌幸 上伊那 16,08.07 
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ ｼﾞｪﾙﾓ

 5 滝沢 勉 上伊那 16,14.77 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ ｼﾞｪﾙﾓ

 6 平澤 宏幸 飯伊 16,30.66 
ﾋﾗｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 下伊那陸協

 7 小口 秀哉 諏訪 16,37.75 
ｵｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾔ 下諏訪町体協

 8 日達 勇紀(1) 諏訪 16,45.75 
ﾋﾀﾁ ﾕｳｷ 諏訪二葉高

 9 宮島 智洋(1) 諏訪 16,54.40 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 諏訪二葉高

10 友井 悠人 諏訪 16,57.27 
ﾄﾓｲ ﾕｳﾄ 茅野市陸協

11 米山 修一朗(2) 諏訪 16,58.94 
ﾖﾈﾔﾏ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 諏訪清陵高

12 中嶋 佑太(2) 飯伊 17,10.65 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 阿南高

13 有賀 凌(2) 諏訪 17,11.82 
ｱﾙｶﾞ ﾘｮｳ 下諏訪向陽高

14 田畑 雅伸(1) 飯伊 17,14.06 
ﾀﾊﾞﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ 松川高

15 宮澤 修 飯伊 17,21.95 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｵｻﾑ 下伊那陸協

16 小沢 健人(1) 飯伊 17,26.93 
ｺｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾄ 飯田高

17 松下 善幸 飯伊 17,30.66 
ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾕｷ 飯田市陸協

18 木下 敏秀(1) 上伊那 17,32.10 
ｷﾉｼﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ 伊那弥生ヶ丘高

19 大沢 聖(1) 飯伊 17,40.95 
ｵｵｻﾜ  ﾋｼﾞﾘ 飯田風越高

20 伊藤 匡(1) 飯伊 17,45.47 
ｲﾄｳ ﾏｻｼ 飯田高

21 大槻 翼(3) 上伊那 17,59.31 
ｵｵﾂｷ ﾂﾊﾞｻ 上伊那農業高

22 田中 雅喜(1) 上伊那 18,18.72 
ﾀﾅｶ ﾏｻｷ 伊那弥生ヶ丘高

23 守屋 凌介(1) 諏訪 18,46.80 
ﾓﾘﾔ ﾘｮｳｽｹ 諏訪清陵高

24 小山 一徳 上伊那 20,16.55 
ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 辰野高

25 下村 佳樹 上伊那 20,56.73 
ｼﾓﾑﾗ ﾖｼｷ 駒ヶ根工業高

26 小澤 慶太郎 上伊那 21,06.41 
ｵｻﾞﾜ ｹｲﾀﾛｳ 駒ヶ根工業高

27 山口 圭亮 上伊那 22,12.16 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 駒ヶ根工業高

28 矢澤 直(1) 飯伊 22,50.56 
ﾔｻﾞﾜ ｽﾅｵ 松川高

29 有賀 将志 上伊那 25,44.27 
ｱﾙｶﾞ ﾏｻｼ 辰野高
松田 秀樹 諏訪
ﾏﾂﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ 富士見体協
前澤 利弥 飯伊
ﾏｴｻﾞﾜ ﾄｼﾔ 下伊那陸協
大槻 晋太郎(1) 諏訪
ｵｵﾂｷ ｼﾝﾀﾛｳ 岡谷南高
笹木 和也(2) 飯伊
ｻｻｷ  ｶｽﾞﾔ 飯田風越高
牛山 弘康(2) 諏訪
ｳｼﾔﾏ ﾋﾛﾔｽ 諏訪二葉高
金成 武瑠(1) 諏訪
ｶﾈﾅﾘ ﾀｹﾙ 富士見高
平山 勝重 上伊那
ﾋﾗﾔﾏ ｶﾂｼｹﾞ 辰野陸協
後沢 広大(2) 飯伊
ｺﾞｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 飯田高

36   605
欠場
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予選 7月19日 11:15
決勝 7月19日 15:15

大会新        15.20

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 -3.2

 1 唐澤 玄(1) 上伊那    18.84 q 1 竹内 一弘 飯伊    17.07 q
ｶﾗｻﾜ ｹﾞﾝ 箕輪進修高 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ ﾄﾞﾘｰﾑA.C

 2 平澤 慎(1) 飯伊    19.15 q 2 赤羽 悟(2) 上伊那    18.82 q
ﾋﾗｻﾜ  ｼﾝ 飯田風越高 ｱｶﾊﾈ ｻﾄﾙ 伊那弥生ヶ丘高

 3 沓掛 祐樹(1) 上伊那    19.19 q 3 中島 駿太朗(1) 上伊那    20.25 q
ｸﾂｶｹ ﾕｳｷ 伊那北高 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝﾀﾛｳ 伊那北高

 4 有賀 信清(1) 諏訪    20.51 q 4 鮎澤 和樹(1) 諏訪    22.79 
ｱﾙｶﾞ ﾉﾌﾞｷﾖ 富士見高 ｱｲｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 下諏訪向陽高

 5 明田 壮司(1) 諏訪    20.71 q 大日向 光暉(2) 飯伊
ﾒｲﾀﾞ ｿｳｼ 諏訪実業高 ｵｵﾋﾅﾀ ｺｳｷ 飯田高

風速 -2.0

 1 竹内 一弘 飯伊    16.73 
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ ﾄﾞﾘｰﾑA.C

 2 平澤 慎(1) 飯伊    17.92 
ﾋﾗｻﾜ  ｼﾝ 飯田風越高

 3 沓掛 祐樹(1) 上伊那    18.18 
ｸﾂｶｹ ﾕｳｷ 伊那北高

 4 赤羽 悟(2) 上伊那    18.30 
ｱｶﾊﾈ ｻﾄﾙ 伊那弥生ヶ丘高

 5 有賀 信清(1) 諏訪    19.30 
ｱﾙｶﾞ ﾉﾌﾞｷﾖ 富士見高

 6 中島 駿太朗(1) 上伊那    20.21 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝﾀﾛｳ 伊那北高

 7 明田 壮司(1) 諏訪    20.31 
ﾒｲﾀﾞ ｿｳｼ 諏訪実業高

 8 唐澤 玄(1) 上伊那    25.47 
ｶﾗｻﾜ ｹﾞﾝ 箕輪進修高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

男子

110mH

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

6    29

所属名 記録／備考
7   391

4   692

5   357

8   711

所属名 記録／備考
6    15

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5   353

4   703

7   330

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

8   100
欠場

4    29

所属名 記録／備考
5    15

2   711

8   357

6   330

3   391

7   353

1   692



決勝 7月19日 14:00

大会新        22,42.93

 1 矢ヶ崎 雄也(3) 飯伊 25,01.02 
ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳﾔ 松川高

 2 越高 幸規(2) 飯伊 28,31.94 
ｺｼｶﾀ ﾕｷﾉﾘ 松川高

 3 飯塚 義博 上伊那 29,40.34 
ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾋﾛ 上伊那陸協

 4 錫木 翼(1) 飯伊 31,12.65 
ｽｽﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 松川高

 5 宮坂 彰吾(1) 諏訪 33,42.13 
ﾐﾔｻｶ ｼｮｳｺﾞ 諏訪二葉高

 6 笠松 浩行(1) 飯伊 33,56.59 
ｶｻﾏﾂ  ﾋﾛﾕｷ 飯田風越高

男子

5000mW

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   301

4    53

1    54

6    27

2    55

5   651



予選 7月19日 12:40
決勝 7月19日 16:05

大会新        42.16

[ 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 伊那弥生ヶ丘高   329 中原 祐吾(2)    47.57 q 1  2 飯田高   96 酒井 聖矢(2)    45.39 q

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｺﾞ ｲｲﾀﾞｺｳ ｻｶｲ ｾｲﾔ
  335 松下 秀喜(1)   95 中平 弘(2)

ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾋﾛﾑ
  327 蟹澤 勇斗(2)   97 牧内 章浩(2)

ｶﾆｻﾜ ﾕｳﾄ ﾏｷｳﾁ ｱｷﾋﾛ
  337 荒井 悠希(1)   98 下平 美成(2)

ｱﾗｲ ﾕｳｷ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾖｼﾅﾘ
 2   7 岡谷東部中   906 阿部 佳介(1)    47.72 q 2  4 東海大三高  629 北澤 孝徳(1)    46.04 q

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｻﾝｺｳ ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ
  642 三村 和久(2)  626 山室 嵩眞(1)

ﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ ﾔﾏﾑﾛ ｼｭｳﾏ
  920 山田 大稀(3)  625 濱 裕哉(1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ ﾊﾏ ﾕｳﾔ
  643 川島 創士(3)  623 松尾 駿輝(3)

ｶﾜｼﾏ ｿｳｼ ﾏﾂｵ ｼｭﾝｷ
 3   3 下伊那農業高    67 井口 明(2)    47.88 3  7 高森中  141 丸山 玲央(2)    49.03 

ｼﾓｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ｲｸﾞﾁ ｱｷﾗ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ
   70 遠山 晃広(2)  140 椚谷 健(2)

ﾄｵﾔﾏ ｱｷﾋﾛ ｸﾇｷﾞﾀﾆ ｹﾝ
   69 四ツ橋 和生(2)  145 加藤 翔馬(2)

ﾖﾂﾊｼ ｶｽﾞｷ ｶﾄｳ ｼｮｳﾏ
   68 福沢 弘貴(2)  144 上原 諒(2)

ﾌｸｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ｳｴﾊﾗ ﾘｮｳ
 4   8 飯田工業高   113 中平  圭(1)    48.75 4  3 箕輪中  434 中村 友哉(2)    49.97 

ｲｲﾀﾞｺｳｷﾞｮｳｺｳ ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｹｲ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ
  112 川上 淳平(1)  435 登内 大地(2)

ｶﾜｶﾐ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾄﾉｳﾁ ﾀﾞｲﾁ
  115 林  大稀(1)  425 守屋 優太(2)

ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｷ ﾓﾘﾔ ﾕｳﾀ
  118 玉置 幸汰(1)  426 重盛 文宏(2)

ﾀﾏｵｷ ｺｳﾀ ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ
 5   4 伊那中   530 北原 直弥(3)    48.92 5  8 原中  844 小松 春也(3)    50.17 

ｲﾅﾁｭｳ ｷﾀﾊﾗ ﾅｵﾔ ﾊﾗﾁｭｳ ｺﾏﾂ ﾊﾙﾔ
  532 堀内 悠樹(3)  847 石川 尚(2)

ﾎﾘｳﾁ ﾕｳｷ ｲｼｶﾜ ﾅｵ
  531 土田 珠羅(3)  834 白鳥 世紀(1)

ﾂﾁﾀﾞ ｼｭﾗ ｼﾗﾄﾘ ﾋﾛｷ
  536 平澤 竜也(2)  830 伊藤 真央(3)

ﾋﾗｻﾜ ﾀﾂﾔ ｲﾄｳ ﾏｵ
 6   5 上諏訪中   820 河西 一星(1)    53.16 6  6 富士見中  722 加々見 武(2)    51.94 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ｶｻｲ ｲｯｾｲ ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ｶｶﾞﾐ ﾀｹﾙ
  824 中村 龍士(1)  724 小林 幸也(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾔ
  817 石井 冬馬(1)  732 五味 龍彦(1)

ｲｼｲ ﾄｳﾏ ｺﾞﾐ ﾀﾂﾋｺ
  815 矢島 旦景(2)  723 近藤 洋平(2)

ﾔｼﾞﾏ ｱｻﾋ ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ
  2 駒ヶ根工業高  5 上伊那農業高

ｺﾏｶﾞﾈｺｳｷﾞｮｳｺｳ 欠場 ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ 欠場

男子

4×100mR

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4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   7 飯田風越高    26 清水 勇希(2)    45.11 q 1  4 伊那松川中  155 松下 潤也(3)    45.61 q

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｼﾐｽﾞ  ﾕｳｷ ｲﾅﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ
   29 平澤 慎(1)  156 小木曽 晃介(3)

ﾋﾗｻﾜ  ｼﾝ ｵｷﾞｿ ｺｳｽｹ
   38 伊藤 惇気(1)  157 橋爪 孔明(3)

ｲﾄｳ  ｱﾂｷ ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ
   35 金田 龍太朗(1)  159 宮下 晃輔(3)

ｶﾈﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ
 2   8 中川中   464 宮下 勇人(3)    48.74 2  2 諏訪南中  792 矢﨑 鴻介(1)    46.99 q

ﾅｶｶﾞﾜﾁｭｳ ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾄ ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ﾔｻﾞｷ ｺｳｽｹ
  465 吉田 優希(3)  791 金箱 樹(3)

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ ｶﾈﾊﾞｺ ﾀﾂｷ
  481 中島 瑞樹(3)  795 仲谷 龍貴(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ
  482 山上 大輝(3)  793 長巾 真也(3)

ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀﾞｲｷ ﾅｶﾞﾊﾊﾞ ｼﾝﾔ
 3   4 岡谷西部中   927 宮澤 清悟(3)    49.24 3  3 春富中  487 高畑 康平(3)    47.33 q

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾀｶﾊﾀ ｺｳﾍｲ
  930 小口 響己(3)  494 酒井 弘心(3)

ｵｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ ｻｶｲ ｺｳｼﾝ
  928 宮澤 孝明(3)  496 細田 耕太(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｱｷ ﾎｿﾀﾞ ｺｳﾀ
  926 藤森 崇美(3)  489 橋爪 彼方(3)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｶﾐ ﾊｼﾂﾞﾒ ｶﾅﾀ
 4   6 辰野中   595 酒井和樹(2)    50.97 4  7 南箕輪中  439 佐藤 崇弘(3)    48.53 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ｻｶｲ ｶｽﾞｷ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ
  599 丸山 徹(2)  438 福田 一貴(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ ﾌｸﾀﾞ ｶｽﾞｷ
  598 上島 誠史(2)  445 池田 拓也(3)

ｶﾐｼﾞﾏ ﾄﾓﾌﾐ ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ
 1307 坂井 和人  446 中島 諒(3)

ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ
  2 諏訪清陵高 5  5 伊那東部中  558 合津 伊織(2)    50.74 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ 欠場 ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｺﾞｳﾂﾞ ｲｵﾘ
 578 守谷 渉(2)

ﾓﾘﾔ ﾜﾀﾙ
 555 上柳 凌平(2)

ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ
 554 伊藤 俊平(2)

ｲﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ
  3 高遠高 6  8 岡谷北部中  889 辛山 勇太(2)    50.91 

ﾀｶﾄｵｺｳ 欠場 ｵｶﾔﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｼﾝﾔﾏ ﾕｳﾀ
 890 松田 尚希(1)

ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｷ
 902 伊藤 和輝(1)

ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ
 888 武田 諒(2)

ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳ
  5 松川高  6 諏訪西中  771 後藤 佑基(1)

ﾏﾂｶﾜｺｳ 欠場 ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ 失格
 772 藤森 優輝(1)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ
 768 有井 稜芽(2)

ｱﾘｲ ﾘｮｳｶﾞ
 769 矢崎 宏一(2)

ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ

男子

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 飯田風越高    26 清水 勇希(2)    44.76 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｼﾐｽﾞ  ﾕｳｷ
   29 平澤 慎(1)

ﾋﾗｻﾜ  ｼﾝ
   38 伊藤 惇気(1)

ｲﾄｳ  ｱﾂｷ
   35 金田 龍太朗(1)

ｶﾈﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ
 2   5 飯田高    96 酒井 聖矢(2)    45.07 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｻｶｲ ｾｲﾔ
   95 中平 弘(2)

ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾋﾛﾑ
   97 牧内 章浩(2)

ﾏｷｳﾁ ｱｷﾋﾛ
   98 下平 美成(2)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾖｼﾅﾘ
 3   4 伊那松川中   158 高橋 瞬(3)    45.28 

ｲﾅﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ
  156 小木曽 晃介(3)

ｵｷﾞｿ ｺｳｽｹ
  157 橋爪 孔明(3)

ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ
  155 松下 潤也(3)

ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ
 4   6 東海大三高   629 北澤 孝徳(1)    45.33 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｻﾝｺｳ ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ
  626 山室 嵩眞(1)

ﾔﾏﾑﾛ ｼｭｳﾏ
  625 濱 裕哉(1)

ﾊﾏ ﾕｳﾔ
  623 松尾 駿輝(3)

ﾏﾂｵ ｼｭﾝｷ
 5   7 諏訪南中   792 矢﨑 鴻介(1)    46.70 

ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ﾔｻﾞｷ ｺｳｽｹ
  791 金箱 樹(3)

ｶﾈﾊﾞｺ ﾀﾂｷ
  795 仲谷 龍貴(3)

ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ
  793 長巾 真也(3)

ﾅｶﾞﾊﾊﾞ ｼﾝﾔ
 6   8 春富中   487 高畑 康平(3)    47.17 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾀｶﾊﾀ ｺｳﾍｲ
  494 酒井 弘心(3)

ｻｶｲ ｺｳｼﾝ
  496 細田 耕太(2)

ﾎｿﾀﾞ ｺｳﾀ
  489 橋爪 彼方(3)

ﾊｼﾂﾞﾒ ｶﾅﾀ
 7   2 岡谷東部中   906 阿部 佳介(1)    47.38 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ
  642 三村 和久(2)

ﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ
  920 山田 大稀(3)

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ
  643 川島 創士(3)

ｶﾜｼﾏ ｿｳｼ
 8   1 伊那弥生ヶ丘高   329 中原 祐吾(2)    48.15 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｺﾞ
  335 松下 秀喜(1)

ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ
  327 蟹澤 勇斗(2)

ｶﾆｻﾜ ﾕｳﾄ
  337 荒井 悠希(1)

ｱﾗｲ ﾕｳｷ

決勝

男子

4×100mR



決勝 7月19日 10:00

大会新        2.07

四ツ橋 和生(2) 飯伊
ﾖﾂﾊｼ ｶｽﾞｷ 下伊那農業高
那須野 優人(3) 上伊那
ﾅｽﾉ ﾕｳﾄ 春富中
磯崎 祐聡(2) 諏訪
ｲｿｻﾞｷ ﾕｳﾄ 岡谷南高
小澤 亮(1) 飯伊
ｺｻﾞﾜ  ﾘｮｳ 飯田風越高
本多 俊平 上伊那
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 上伊那陸協
沓掛 祐樹(1) 上伊那
ｸﾂｶｹ ﾕｳｷ 伊那北高
高橋 智哉(2) 諏訪
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 岡谷北部中
澁谷 優我(3) 上伊那
ｼﾌﾞﾔ ﾕｳｶﾞ 南箕輪中
池田 拓也(3) 上伊那
ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 南箕輪中
西澤 嵩(3) 諏訪
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶｼ 永明中
重盛 文宏(2) 上伊那
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 箕輪中
高坂 亮介(2) 諏訪
ｺｳｻｶ ﾘｮｳｽｹ 岡谷東部中
小林 瑞稀(2) 諏訪
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 富士見中
上原 諒(2) 飯伊
ｳｴﾊﾗ ﾘｮｳ 高森中
清水 智成(2) 上伊那 欠場
ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾅﾘ 上伊那農業高
政岡 アキラ(3) 上伊那 欠場
ﾏｻｵｶ ｱｷﾗ 春富中
小林 幸也(2) 諏訪 記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾔ 富士見中
加藤 翔馬(2) 飯伊 記録なし
ｶﾄｳ ｼｮｳﾏ 高森中
堀内 恭太(1) 上伊那 記録なし
ﾎﾘｳﾁ ｷｮｳﾀ 伊那中
牛山 尚織(3) 諏訪 記録なし
ｳｼﾔﾏ ﾋｻｵﾘ 原中

20   846
XXX

19  1314
XXX

18   145
XXX

17   724
XXX

13   491

 1.40

5   392

13 16   144
XXO XXX

 1.40

 1.40

13 14   725
XXO XXX

12 12   910
XO XXX

 1.45

 1.45

11 15   426
XO XXO XXX

10 8   869
O O XXX

 1.50

 1.50

9 7   445
O O XXO XXX

XXX
8 9   444

O O XO

 1.55

 1.65

7 10   896
O XO XXO XXO XXX

O O XXO XXX
6 1   357

- XO O

XXO XXX  1.65

 1.65

5 3   302
- - O - O

- - O XXX
3 6    30

- - -

O XXX  1.65

 1.70

3 4   616
- - O O O

O O XXO O XXX
2 11   490

- - O

XO O O XXX  1.75

1m80
1 2    69

- - - O O

記録 備考1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75

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19日 9:30

県新          5.11
大会新        5.11

4m00 4m10 4m20 4m30 4m40 4m50 4m60 4m72
竹村 昴浩(2) 諏訪 - - - - - - - - - -
ﾀｹﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 諏訪二葉高 - - XXO - O O - XXX
中嶋　慎也(3) 上伊那 - - - - - - - - - -
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝﾔ 伊那弥生ヶ丘高 - - XO XXX
宮澤 惇也(3) 上伊那 - - - - - XO O O O XO
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 春富中 XO XXX
倉橋 由宇(3) 諏訪 - - - - - - O O XO XO
ｸﾗﾊｼ ﾕｳ 永明中 XXX
酒井 弘心(3) 上伊那 - - - - - O O O O XXX
ｻｶｲ ｺｳｼﾝ 春富中
松澤 勝治(2) 上伊那 - - - - - - - XO XXO XXX
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂｼﾞ 春富中
加賀見 一輝(3) 諏訪 - - - - - - XXO XO XXX
ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ 永明中
両角 優介(1) 諏訪 - - XO - O XO XXO XXX
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 諏訪二葉高
山室 嵩眞(1) 諏訪 - - - O O XO XXX
ﾔﾏﾑﾛ ｼｭｳﾏ 東海大三高
竹折 優太(2) 飯伊 XO XXX
ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ 緑ヶ丘中
田中 米人 諏訪 欠場
ﾀﾅｶ ﾖﾈﾄ 茅野市陸協
伊藤 達也(2) 諏訪 XXX 記録なし
ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 永明中
中村 智哉(1) 諏訪 XXX 記録なし
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 茅野東部中

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
2m60 2m80 3m00 3m20 3m40 3m50 3m60 3m70 3m80 3m90

1 1   647

記録

3 7   492
 4.00

 4.50

2 13   600
 4.20

5 8   494
 3.80

4 2   872
 3.90

7 3   871
 3.70

6 4   495
 3.80

9 6   626
 3.50

8 5   653
 3.60

10   603

10 9   120
 2.60

12   863

11   879



決勝 7月19日 9:30

大会新        7.19

宮澤 拓人(1) 上伊那  5.93  5.95  6.08  6.28  6.55   6.20    6.55 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 伊那北高  +1.2  +0.1  +0.9  +2.3  +1.5   +2.2    +1.5
成田 正崇(1) 飯伊  6.30   -   X   X  6.31   6.47    6.47 
ﾅﾘﾀ ﾏｻﾀｶ 至学館大  +1.1  +1.0   +1.6    +1.6
磯崎 祐聡(2) 諏訪  6.09  5.91   -  6.11   X    -    6.11 
ｲｿｻﾞｷ ﾕｳﾄ 岡谷南高  +1.2  +0.1  +2.6    +2.6
福沢 弘貴(2) 飯伊  5.83  5.81  5.89  5.90   X   6.11    6.11 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 下伊那農業高  +1.0  +1.8  +1.1  +0.8   +1.3    +1.3
渡邊 泰樹(2) 諏訪  5.72  6.02  5.63   X   X   5.55    6.02 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｷ 諏訪清陵高  +1.4  +1.6  +2.0   +0.9    +1.6
池田 圭吾 飯伊  5.60  5.36  5.39  5.67   X   5.38    5.67 
ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ 飯伊陸協  +1.6  +0.6  +1.1  -0.2   +1.8    -0.2
所河 右京(1) 上伊那  5.66   X   X   X   X    X    5.66 
ｼｮｶﾞﾜ ｳｷｮｳ 高遠高  +1.0    +1.0
大野 裕哉(1) 飯伊   X  5.61  5.26  5.40   X   5.61    5.61 
ｵｵﾉ ﾕｳﾔ 松川高  +0.7  +1.7  +1.1   +0.4    +0.7
三沢 正明(1) 飯伊  4.96  5.48  5.55    5.55 
ｻﾝｻﾜ ﾏｻｱｷ 松川高  -0.9  +1.1  +0.1    +0.1
岩波 柾也(2) 諏訪   -  5.54  5.29    5.54 
ｲﾜﾅﾐ ﾏｻﾔ 下諏訪向陽高  -0.2  +2.0    -0.2
小松 拓磨(3) 諏訪  5.35   X   X    5.35 
ｺﾏﾂ ﾀｸﾏ 岡谷東部中  +2.4    +2.4
竹村  大(1) 飯伊  5.32  5.16  5.23    5.32 
ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾙ 飯田工業高  +1.8  +0.8  +0.2    +1.8
吉川 泰宏(2) 飯伊  5.11   X  5.19    5.19 
ﾖｼｶﾜ  ﾔｽﾋﾛ 飯田風越高  +0.6  +1.2    +1.2
前島 凌(2) 飯伊  4.77  5.04  5.14    5.14 
ﾏｴｼﾏ ﾘｮｳ 飯田高  +0.4  +0.7  +0.5    +0.5
山岸 琳太(2) 飯伊  4.88   X  5.13    5.13 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾝﾀ 高森中  +0.2  +2.1    +2.1
中平  圭(1) 飯伊  5.07  5.12  4.73    5.12 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｹｲ 飯田工業高  +0.6  +1.3  +1.5    +1.3
牛山 大輝(1) 諏訪  4.64  4.17  5.11    5.11 
ｳｼﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 諏訪清陵高  +1.9  +0.8  +1.2    +1.2
熊谷 洸佑(2) 飯伊  4.93   -   X    4.93 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｽｹ 飯田高  +2.0    +2.0
橋爪 彼方(3) 上伊那   X  4.82   X    4.82 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｶﾅﾀ 春富中  +0.5    +0.5
梅田 怜志(2) 諏訪  4.74   X   X    4.74 
ｳﾒﾀﾞ ｻﾄｼ 岡谷東部中  +1.8    +1.8
小口 直希(2) 諏訪  4.66  4.72  4.49    4.72 
ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ 長峰中  +2.2  +0.3  +2.1    +0.3
春日 涼太(3) 上伊那  4.39  4.72   X    4.72 
ｶｽｶﾞ ﾘｮｳﾀ 春富中  +1.6  +2.5    +2.5
加々見 武(2) 諏訪   -  4.67  4.47    4.67 
ｶｶﾞﾐ ﾀｹﾙ 富士見中  +1.6  +2.0    +1.6
小林 聖也(2) 諏訪  4.61   -  4.36    4.61 
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ 岡谷西部中  +0.3  +1.8    +0.3
横山 拓弥(1) 上伊那  4.59   X  4.59    4.59 
ﾖｺﾔﾏ ﾀｸﾐ 宮田中  +2.2  +2.3    +2.2
小林 幸也(2) 諏訪  4.57  4.38  4.33    4.57 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾔ 富士見中  +1.0  +0.6  +0.1    +1.0
小泉 芳月(1) 諏訪  4.35  4.29  4.55    4.55 
ｺｲｽﾞﾐ ｶﾂｷ 富士見高  +2.1  +0.8  +1.2    +1.2
金沢 佳樹(2) 上伊那  3.80  4.42  4.52    4.52 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾖｼｷ 伊那中  +1.3  +0.3  +2.1    +2.1
宮澤 研人(1) 上伊那  4.42  4.42  4.50    4.50 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 伊那中  +0.5   0.0  +2.0    +2.0
春日 明日実(1) 上伊那  4.14  4.46  4.34    4.46 
ｶｽｶ ﾞｱｽﾐ 宮田中  +0.8  +0.8  +1.2    +0.8
小松 祥太(2) 諏訪  4.44  4.34  4.41    4.44 
ｺﾏﾂ ｼｮｳﾀ 茅野北部中  +0.6  +0.5   0.0    +0.6
唐澤 翔馬(1) 上伊那  4.44  4.36  4.25    4.44 
ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾏ 伊那東部中  +2.2  +2.4  -0.5    +2.2
小松 勇樹(2) 上伊那  4.30  4.30  4.43    4.43 
ｺﾏﾂ ﾕｳｷ 辰野中  +2.2   0.0  +2.1    +2.1
中島 諒(3) 上伊那   X   X  4.40    4.40 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 南箕輪中  +0.6    +0.6
宮原 大介(2) 上伊那   X  4.35  4.04    4.35 
ﾐﾔﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 辰野中  +0.8  +1.1    +0.8
中村 龍士(1) 諏訪  4.09  4.24  4.02    4.24 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 上諏訪中  +1.4  +2.5  -0.3    +2.5
本島 準也(2) 飯伊  4.15  4.07  4.10    4.15 
ﾓﾄｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 高森中  +1.1  +1.5  +0.9    +1.1

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考
1 6   352

-5- -6- 記録-2- -3- -4-

2 9    14

3 36   616

4 15    68

5 22   669

6 13     1

7 8   385

8 5    46

9 11    48

10 26   697

11 3   912

12 17   114

13 7    24

14 35   101

15 24   146

16 37   113

17 18   671

18 28    99

19 4   489

20 46   913

21 54   753

22 2   493

23 52   722

24 30   938

25 25   518

26 44   724

27 48   710

28 23   535

29 27   539

30 16   521

31 34   849

32 33  1312

33 55  1301

34 19   446

35 47  1302

36 32   824

37 39   147



冨永 晴希 上伊那   X   X  4.15    4.15 
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾊﾙｷ 辰野高  +2.1    +2.1
大日向 光暉(2) 飯伊  3.82  4.06  4.14    4.14 
ｵｵﾋﾅﾀ ｺｳｷ 飯田高  +1.6  +2.6  -0.9    -0.9
小林 瑞稀(2) 諏訪  4.13  3.74  4.09    4.13 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｽﾞｷ 富士見中   0.0  +0.6  +1.2     0.0
宮澤勇斗(1) 諏訪  3.88  3.63  3.84    3.88 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 岡谷西部中  +2.0   0.0  +2.0    +2.0
若林 恭大(1) 上伊那  3.85  3.58  3.86    3.86 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋﾛ 宮田中  +0.3   0.0  +1.2    +1.2
唐木 裕麻(1) 上伊那  3.40  3.71  3.49    3.71 
ｶﾗｷ ﾕｳﾏ 南箕輪中  -0.9  +0.5  +1.7    +0.5
有賀 恭介(1) 上伊那  3.60  3.54  3.61    3.61 
ｱﾙｶﾞ ｷｮｳｽｹ 南箕輪中  +2.0  -0.2  +2.0    +2.0
掛川 悠斗(2) 上伊那  3.44  2.64   X    3.44 
ｶｹｶﾞﾜ ﾕｳﾄ 伊那東部中  +1.3  +1.4    +1.3
伊藤 佑樹(1) 諏訪  3.30  2.96  3.38    3.38 
ｲﾄｳ ﾕｳｷ 上諏訪中  +0.4  +1.1  +2.2    +2.2
石倉 知貴(1) 上伊那   X   X  3.27    3.27 
ｲｼｸﾗ ﾄﾓｷ 伊那東部中  +0.2    +0.2
三浦 聖志(1) 諏訪  3.25  3.05  2.69    3.25 
ﾐｳﾗ ｾｲｼﾞ 岡谷西部中  +0.5  -0.8  +2.3    +0.5
島津 克尚(2) 諏訪  3.07   X   X    3.07 
ｼﾏﾂﾞ ｶﾂﾋｻ 上諏訪中  -0.9    -0.9
松本 大佑(1) 諏訪  2.84   X  2.65    2.84 
ﾏﾂﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 下諏訪中  +1.4  +1.2    +1.4
田中 俊平(3) 諏訪   X   X   X
ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾍﾟｲ 岡谷東部中
市川 誠(3) 上伊那   X   -   X
ｲﾁｶﾜ ﾏｺﾄ 伊那北高
伊藤 真央(3) 諏訪   X   X   X
ｲﾄｳ ﾏｵ 原中
丸山 徹(2) 上伊那   X   -   -
ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 辰野中
笠松 広基(1) 上伊那 欠場
ｶｻﾏﾂ ﾋﾛｷ 高遠高
緑川 翔太(1) 諏訪 欠場
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ｼｮｳﾀ 下諏訪向陽高
竹村 雄也(1) 上伊那 欠場
ﾀｹﾑﾗ ﾕｳﾔ 高遠高
鹿野 紘彰(2) 上伊那 欠場
ｼｶﾉ ﾋﾛｱｷ 春富中
南 洸輔(1) 上伊那   -   - 欠場
ﾐﾅﾐ ｺｳｽｹ 中川中
松澤 快哉(2) 上伊那 欠場
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｲﾔ 中川中
中島 瑶樹(1) 上伊那 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 中川中

男子

走幅跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考

38 43   415
-5- -6- 記録-2- -3- -4-

39 31   100

40 40   725

41 58   943

42 61   519

43 59   447

44 57   448

45 51   566

46 42   818

47 45   565

48 56   942

49 60   827

50 50   883

51 1   911

51 10   349

51 12   830

51 38   599

14   384

20   702

21   386

29   497

53   473

41   472

49   474



決勝 7月19日 12:30

大会新        12.92

清水 拓也 諏訪
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ TOKAI AC
中島 公徳 諏訪
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
片桐 秀美 飯伊
ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾃﾞﾐ ﾄﾞﾘｰﾑA.C
福島 健一 上伊那
ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
坂本 武志 諏訪 欠場
ｻｶﾓﾄ ﾀｹｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
藤沢 聡 諏訪 欠場
ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾄｼ STAS
羽場 誉浩 諏訪 欠場
ﾊﾊﾞ ﾀｶﾋﾛ STAS

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-

10.45 10.85

-3- -4- -5- -6-

10.34   X

記録 備考
1 1   610

  X 10.47   X

 7.96   X

10.79  10.85 

2 2   607
10.25  9.62   X

 7.35  7.32

  X  10.34 

3 5    16
 8.52   X   X   X   8.52 

4 7   307
 7.27   X  7.47  7.29   7.47 

3   608

4   613

6   611



決勝 7月19日 12:30

大会新        12.48

高見澤 和希(3) 飯伊
ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｶｽﾞｷ 阿南高
安藤 純(2) 上伊那
ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 伊那弥生ヶ丘高
西尾 和己(1) 飯伊
ﾆｼｵ  ｶｽﾞｷ 飯田風越高
宮﨑 王貴(2) 飯伊
ﾐﾔｻﾞｷ ｵｳｷ 飯田工業高
米山 裕馬(2) 飯伊
ﾖﾈﾔﾏ ﾕｳﾏ 飯田工業高
宮下 亮人(1) 飯伊
ﾐﾔｼﾀ ﾘｮｳﾄ 松川高
佐藤 一樹(1) 諏訪
ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 諏訪清陵高
山元 裕啓(3) 飯伊
ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 松川高
市川 恭平(1) 上伊那
ｲﾁｶﾜ ｷｮｳﾍｲ 駒ヶ根工業高

男子

高校砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

11.48 11.30

-3- -4- -5- -6-

11.08 11.46

記録 備考
1 2    76

11.23 11.32 11.45

 6.05  9.15

11.53  11.53 

2 1   325
 9.77 10.74 10.91

 8.10  8.32

11.07  11.46 

3 3    36
 8.18  8.13  7.36

 7.10  8.27

 8.42   9.15 

4 6   111
 8.20  8.27  8.22

 8.11  8.00

 8.01   8.32 

5 7   110
  X   X  8.11

 6.82  6.63

 7.96   8.27 

6 4    56
 8.14  8.26  7.90

 7.16  7.46

 8.05   8.26 

7 5   676
  X  7.53  7.20  6.31   7.53 

8 8    57
 6.72  7.06  7.30

  5.68 

 7.04   7.46 

9 9   317
 4.93   X  5.68



決勝 7月19日 9:30

大会新        40.02

勝野 英貴(2) 飯伊
ｶﾂﾉ ﾋﾃﾞｷ 松本大
小笠原 拓人 飯伊
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾄ ﾄﾞﾘｰﾑA.C
中島 公徳 諏訪
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
片桐 秀美 飯伊
ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾃﾞﾐ ﾄﾞﾘｰﾑA.C
福島 健一 上伊那
ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
山口 裕 上伊那
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾀｶ 上伊那陸協
松沢 大吾 諏訪 欠場
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
藤沢 聡 諏訪 欠場
ﾌｼﾞｻﾜ ｻﾄｼ STAS

6   613

  -   -   -  16.01 

1   609

  O   X   O  22.55 

6 7  1313
16.01   -   -

  O   O 24.37  24.37 

5 3   307
22.55   O   O

  O 25.68   X  25.68 

4 4    16
23.75   X   X

27.25   X   O  27.25 

3 8   607
25.13   X   O

  X   X 33.10  33.10 

2 2    18
  O   O 26.56

1 5    13
  X   X   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 7月19日 9:30

大会新        30.86

高見澤 和希(3) 飯伊 大会新
ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｶｽﾞｷ 阿南高
伊藤 和輝(2) 飯伊 大会新
ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 阿南高
宮島 卓也(2) 飯伊
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾔ 阿南高
安藤 純(2) 上伊那
ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 伊那弥生ヶ丘高
宮﨑 王貴(2) 飯伊
ﾐﾔｻﾞｷ ｵｳｷ 飯田工業高
鈴木 涼太(2) 飯伊
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 飯田工業高
宮下 亮人(1) 飯伊
ﾐﾔｼﾀ ﾘｮｳﾄ 松川高
小林 渡(1) 上伊那
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 駒ヶ根工業高
原 智也(1) 上伊那
ﾊﾗ ﾄﾓﾔ 上伊那農業高
山元 裕啓(3) 飯伊
ﾔﾏﾓﾄ ﾔｽﾋﾛ 松川高

 19.24 

10 7    57
  O  18.30 18.30   O

  X   X 21.89  21.89 

9 10   398
  X   X 19.24

  X 22.60   X  22.60 

8 1   311
  O 21.05   -

22.79   O   X  22.79 

7 3    56
  X   O 20.42

  O 24.45   O  24.45 

6 5   108
  O   O 22.20

  O   O   O  26.24 

5 8   111
  O   O 23.65

  O   O   X  26.24 

3 9   325
  X 26.24   O

  X 32.07   O  32.07 

3 6    81
  O   O 26.24

  X   X   O  36.31 

2 2    82
29.69   O   O

1 4    76
  O   O 36.31

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

高校円盤投(1.750kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 7月19日 14:30

大会新        57.80

坂田 健訓(3) 飯伊
ｻｶﾀ ﾀｹﾉﾘ 阿南高
小笠原 拓人 飯伊
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾄ ﾄﾞﾘｰﾑA.C
小林 尚登(2) 飯伊
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ 阿南高
清水 拓也 諏訪
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ TOKAI AC
鈴木 涼太(2) 飯伊
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 飯田工業高
宮下 快(2) 上伊那
ﾐﾔｼﾀ ｶｲ 赤穂高
吉沢 成康(2) 飯伊
ﾖｼｻﾞﾜ  ｼｹﾞﾔｽ 飯田風越高
渡邊 泰樹(2) 諏訪
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｷ 諏訪清陵高
林  大稀(1) 飯伊
ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｷ 飯田工業高
中川 友希(3) 諏訪
ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳｷ 岡谷工業高
三浦 翔太(1) 飯伊
ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ 松川高
唐澤 玄(1) 上伊那
ｶﾗｻﾜ ｹﾞﾝ 箕輪進修高
閏間 耀一(2) 諏訪
ｳﾙﾏ ﾖｳｲﾁ 下諏訪向陽高
代田 祥啓(1) 飯伊
ｼﾛﾀ ﾖｼﾋﾛ 飯田工業高
黒河内康介(1) 上伊那
ｸﾛｺﾞｳﾁ ｺｳｽｹ 伊那弥生ヶ丘高
平坂 涼也(1) 諏訪
ﾋﾗｻｶ ﾘｮｳﾔ 下諏訪向陽高
北澤 大悟 諏訪 欠場
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ STAS
守屋 雄太郎(2) 諏訪 欠場
ﾓﾘﾔ ﾕｳﾀﾛｳ 諏訪清陵高

男子

やり投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  O   O

-3- -4- -5- -6-

51.86   X

記録 備考
1 9    77

  O 57.73   O

  O 49.77

  O  57.73 

2 3    18
  O   O 48.21

  X   O

  X  51.86 

3 5    83
47.70   O   X

  O 36.53

  O  49.77 

4 8   610
  X 44.31   X

  O   X

44.59  44.59 

5 11   108
  X   O 34.87

  X   O

  O  36.53 

6 7   417
34.37   X   X

  O   X

36.15  36.15 

7 1    25
35.62   O   O   O  35.62 

8 2   669
33.18   O   O   X  33.18 

9 13   115
  X   X 33.13  33.13 

10 6   716
29.60   O   O  29.60 

11 17    58
  O   O 29.36  29.36 

12 14   391
29.24   -   -  29.24 

13 18   701
  O 27.10   X  27.10 

14 15   117
22.58   O   O  22.58 

15 12   338
  O   O 22.25  22.25 

16 16   708
  X   X 11.30  11.30 

4   612

10   668
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