
第49回南信中学校総合体育大会陸上競技大会                                        

　主催：南信地区中学校体育連盟                                                  
　主管：南信地区中体連陸上競技専門委員会・上伊那陸上競技協会                    

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
05/29 男子  -3.5 福士和真(3) 24.61 伊原　瑞貴(3) 24.99 平澤竜也(2) 25.18 小林　雄二(3) 25.61 藤澤　拓馬(3) 26.00 髙橋　瞬(3) 26.22 竹村　泰地(2) 26.50  両角　哲太朗(3) 26.58

200m 天龍 緑ヶ丘 伊那 上諏訪 岡谷北部 伊那松川 駒ヶ根東 茅野北部
05/29 塩沢　直樹(3) 53.41 仲谷　龍貴(3) 53.71 中原　愼二(3) 53.98 古河原　凌哉(3) 54.01 川島 創士(3) 55.69 酒井　弘心(3) 58.07 吉川　雅人(3) 59.23 両川 光流(3) 1,00.49

400m 高森 諏訪南 赤穂 宮田 岡谷東部 春富 飯田高陵 長峰
05/29 藤森　崇美(3) 2,11.97 伊藤 航平(3) 2,13.08 中村　孝樹(3) 2,13.25 北原直弥(3) 2,13.42 宮脇　拓海(3) 2,15.43 小林　巧(3) 2,17.01 吉田　優希(3) 2,17.02 山田 峻暉(2) 2,21.76

800m 岡谷西部 長峰 茅野東部 伊那 駒ヶ根東 原 中川 長峰
05/29 丸山　修平(3) 9,10.78 蟹澤　淳平(3) 9,22.80 藤木　悠太(3) 9,24.63 原　謙二郎(3) 9,28.45 湯澤　舜(2) 9,28.89 小木曽　静波(3) 9,32.40 中村 和明(3) 9,33.46 河原　徹弥(3) 9,47.13

3000m 赤穂 駒ヶ根東 飯島 飯田高陵 駒ヶ根東 伊那東部 岡谷東部 上諏訪
05/29  -2.7 中島　瑞樹(3) 16.08 篠田　匡史(3) 16.80 橋爪　孔明(3) 17.28 大野　聡士(2) 17.52 鮎澤 一輝(2) 19.47 宮下　晃輔(3) 19.72 守屋　優太(2) 19.81 山岸　琳汰(2) 20.29

110mH 中川 飯田高陵 伊那松川 飯田高陵 長峰 伊那松川 箕輪 高森
05/29 福島　大輝(3) 1.65 中島　亘(3) 1.60 尾畑　元佳(3) 飯田高陵 1.55 高橋　智哉(2) 1.50 守谷　渉(2) 1.50 池田　拓也(3) 南箕輪 1.45

走高跳 赤穂 赤穂 那須野　優人(3) 春富 岡谷北部 伊那東部 澁谷　優我(3) 南箕輪
大槻　遼太(2) 辰野
北原　文宏(3) 飯田高陵

05/29 倉橋　由宇(3) 4.01 加賀見　一輝(3) 3.70 松澤　勝治(2) 3.70 宮澤　惇也(3) 3.40 中山　景介(3) 3.00 竹折　優太(2) 2.60 中村　智哉(1) 2.30
棒高跳 永明 永明 春富 春富 伊那東部 緑ヶ丘 茅野東部

05/29 河西　秀作(3) 10.49 吉澤　健太(3) 9.40 中谷　昭太郎(3) 9.07 小林　祐(2) 8.58 脇田　マサユキ( 8.45 早川　謙哉(3) 8.28 小林勇太(3) 8.23 仁科　貴晶(3) 8.10
砲丸投 永明 岡谷北部 箕輪 宮田 緑ヶ丘 南箕輪 天龍 飯田高陵

05/29 伊那松川       45.92 飯田高陵       47.19 赤穂       47.26 諏訪南       47.72 春富       47.74 高森       48.09 岡谷東部       48.14 駒ヶ根東       48.70
4×100mR 宮下　晃輔(3) 大野　聡士(2) 横沢　優太(3) 矢﨑　鴻介(1) 高畑　康平(3) 丸山　玲央(2) 小松 拓磨(3) 竹内　基裕(2)

小木曽　晃介(3) 岡田　英希(3) 中原　愼二(3) 金箱　樹(3) 酒井　弘心(3) 塩沢　直樹(3) 三村　和久(2) 馬場　信介(2)
橋爪　孔明(3) 吉川　雅人(3) 榎本　康亮(2) 仲谷　龍貴(3) 細田　耕太(2) 椚谷　健(2) 中村 和明(3) 清水　賢太(3)
松下　潤也(3) 篠田　匡史(3) 堺澤　辰弥(3) 長巾　真也(3) 橋爪　彼方(3) 久力　祐太(3) 川島 創士(3) 竹村　泰地(2)

05/29 岡田　英希(3) 2126 所澤　慎(3) 1597 重盛　文宏(2) 1412 川口　純(2) 1319 山田 大稀(3) 1312 伊藤　真央(3) 1285 馬場　信介(2) 1282 西澤　嵩(3) 1258
四種競技 飯田高陵 飯田高陵 箕輪 高森 岡谷東部 原 駒ヶ根東 永明

05/29 1年男子  -4.1 熊谷諒平(1) 13.19 松村慶大(1) 13.31 巻渕　優也(1) 13.48 堀内　貴史(1) 13.57 所河　北斗(1) 13.67 矢﨑　鴻介(1) 13.80 原　和輝(1) 13.84 齊藤　進次郎(1) 14.20
100m 旭ヶ丘 旭ヶ丘 岡谷南部 岡谷東部 駒ヶ根東 諏訪南 阿智 飯田高陵

05/29 関川　大悟(1) 4,37.34 水上　優斗(1) 4,39.17 吉川　健成(1) 4,44.04 湯澤　亮太(1) 4,45.33 築舘　陽介(1) 4,48.02 飯島　伸広(1) 4,51.21 松澤　拓弥(1) 4,54.63 関　颯人(1) 5,00.36
1500m 伊那東部 赤穂 飯田高陵 諏訪南 富士見 下諏訪社 喬木 茅野東部

05/29 吉澤　魁(1) 4.73(+3.6) 宮澤研人(1) 4.62(+2.3) 春日　明日実(1)4.56(+2.6) 矢澤　佑斗(1) 4.46(+2.7) 宮坂　舜弥(1) 4.34(+4.2) 米澤　真(1) 4.26(+4.0) 中村　龍士(1) 4.26(+4.1) 萩原　拓海(1) 4.15(+1.7)
走幅跳 下諏訪 伊那 宮田 喬木 茅野東部 中川 上諏訪 駒ヶ根東

05/29 2年男子  -1.6 三村　和久(2) 12.16 坂井　和人(2) 12.38 笠井　聡太(2) 12.49 望月　秀樹(2) 12.50 細田　耕太(2) 12.52 三石　竜哉(2) 12.59 丸山　玲央(2) 12.63 矢崎　宏一(2) 12.69
100m 岡谷東部 辰野 上諏訪 赤穂 春富 竜東 高森 諏訪西

05/29 3年男子  -0.9 松下　潤也(3) 11.74 金箱　樹(3) 12.03 小木曽　晃介(3) 12.05 長巾　真也(3) 12.21 堺澤　辰弥(3) 12.38 久力　祐太(3) 12.47  今井　裕之(3) 12.67 堀内悠樹(3) 12.69
100m 伊那松川 諏訪南 伊那松川 諏訪南 赤穂 高森 茅野北部 伊那

05/29 2.3年男子 熊谷　皐(3) 4,25.26 春日　千速(3) 4,27.41 吉川　健真(3) 4,27.69 井上　和己(3) 4,29.46 小口　響己(3) 4,29.92 宮坂　進(3) 4,30.96 高橋　悠平(3) 4,37.31 井口　龍輝(2) 4,37.68
1500m 伊那松川 駒ヶ根東 飯田高陵 岡谷東部 岡谷西部 岡谷北部 原 赤穂

05/29 窪田　章吾(2) 5.72(+0.3) 山上　大輝(3) 5.43(-2.7) 田中俊平(3) 5.32(-0.8) 橋爪　彼方(3) 5.28(-1.9) 中島　諒(3) 5.14(-2.2) 小松 拓磨(3) 5.10(-3.0) 春日　涼太(3) 5.03(-2.3) 鈴木　湧太(3) 4.95(-0.1)
走幅跳 岡谷北部 中川 岡谷東部 春富 南箕輪 岡谷東部 春富 緑ヶ丘

05/29 低学年男子  上諏訪       51.74 旭ヶ丘       51.98 伊那松川       52.36 箕輪       53.58 飯田高陵       54.21 茅野東部       54.63 伊那       54.72 辰野       56.66
4×100mR 河西　一星(1) 松村理久(2) 山田　蓮(1) 浦野　亜嵐(1) 牧内　豪(1) 岩波　優太(2) 松澤尚樹(1) 赤坂　直也(1)

笠井　聡太(2) 松村慶大(1) 後藤　匡晴(1) 菊地　康亮(1) 山近　拳児(1) 宮坂　舜弥(1) 宮澤研人(1) 柘植　尚哉(1)
伊藤　望(2) 野中優太(1) 松下　湧登(1) 沓掛　大輔(2) 平栗　広大(1) 長谷川　勝(1) 堀内恭太(1) 大槻　遼太(2)
石井　冬馬(1) 熊谷諒平(1) 河野　友希(2) 重盛　文宏(2) 吉川　涼平(2) 五味　俊幸(2) 金沢佳樹(2) 上島　誠史(2)

05/29 男子四種 馬場　信介(2) 57.08 岡田　英希(3) 57.12 重盛　文宏(2) 1,00.56 伊藤　真央(3) 1,00.73 西澤　嵩(3) 1,01.15 川口　純(2) 1,01.46 本山　翔(2) 1,02.52 所澤　慎(3) 1,03.19
四種400m 駒ヶ根東 飯田高陵 箕輪 原 永明 高森 岡谷北部 飯田高陵

05/29 岡田　英希(3) 1.60 所澤　慎(3) 1.60 馬場　信介(2) 1.50 西澤　嵩(3) 1.45 本山　翔(2) 1.40 山田 大稀(3) 1.40 沓掛　大輔(2) 箕輪 1.35
四種走高跳 飯田高陵 飯田高陵 駒ヶ根東 永明 岡谷北部 岡谷東部 川口　純(2) 高森

05/29 重盛　文宏(2) 10.48 岡田　英希(3) 10.24 所澤　慎(3) 9.58 伊藤　真央(3) 8.25 馬場　信介(2) 8.15 山田 大稀(3) 7.91 川口　純(2) 7.82 沓掛　大輔(2) 7.70
四種砲丸投 箕輪 飯田高陵 飯田高陵 原 駒ヶ根東 岡谷東部 高森 箕輪



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 第49回南信中学校総合体育大会陸上競技大会                                        ｺｰﾄﾞ  [10204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

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 05/29 -3.5  1 福士和真(3)    24.61  2 伊原　瑞貴(3)    24.99  3 平澤竜也(2)    25.18  4 小林　雄二(3)    25.61

天龍 緑ヶ丘 伊那 上諏訪
 5 藤澤　拓馬(3)    26.00  6 髙橋　瞬(3)    26.22  7 竹村　泰地(2)    26.50  8  両角　哲太朗(3)    26.58

岡谷北部 伊那松川 駒ヶ根東 茅野北部
男子 05/29  1 塩沢　直樹(3)    53.41  2 仲谷　龍貴(3)    53.71  3 中原　愼二(3)    53.98  4 古河原　凌哉(3)    54.01

高森 諏訪南 赤穂 宮田
 5 川島 創士(3)    55.69  6 酒井　弘心(3)    58.07  7 吉川　雅人(3)    59.23  8 両川 光流(3)  1,00.49

岡谷東部 春富 飯田高陵 長峰
男子 05/29  1組  1 新井　高廣  2,25.32  2 橋爪大貴(2)  2,30.52  3 神原　亮太(2)  2,35.29  4 田中　雄(2)  2,40.23

下條 伊那東部 岡谷北部 岡谷西部
 5 宮原　大介(2)  2,45.21  6 赤羽　幸一(2)  2,45.22  7 大槻　聡志(2)  2,45.82  8 三井　智也(1)  2,47.08

辰野 辰野 岡谷北部 富士見
 9 松倉　奎也(1)  2,48.79 10 平林　和氣(1)  2,48.87 11 酒井　天晴(2)  2,52.22 12 小林　大輝(1)  2,52.36

緑ヶ丘 諏訪西 南箕輪 富士見
13 小山　渓太(1)  2,53.53 14 保科　仁平(2)  3,00.99 15 宮森　蒼太(1)  3,06.29 16 白澤　吉来(2)  3,21.40

緑ヶ丘 宮田 諏訪西 中川
 2組  1 藤森　崇美(3)  2,11.97  2 伊藤 航平(3)  2,13.08  3 中村　孝樹(3)  2,13.25  4 北原直弥(3)  2,13.42

岡谷西部 長峰 茅野東部 伊那
 5 宮脇　拓海(3)  2,15.43  6 小林　巧(3)  2,17.01  7 吉田　優希(3)  2,17.02  8 山田 峻暉(2)  2,21.76

駒ヶ根東 原 中川 長峰
 9 金成　孝司(2)  2,26.08 10 手塚　奎吾(2)  2,27.41 11 牛山　祐人(2)  2,27.63 12 坂口　光祐(2)  2,35.47

原 宮田 茅野東部 飯田高陵
13 白鳥　克哉(3)  2,38.14 14 浦野　亜嵐(1)  2,43.81 河野　友希(2) 欠場    

駒ヶ根東 箕輪 伊那松川
男子 05/29  1 丸山　修平(3)  9,10.78  2 蟹澤　淳平(3)  9,22.80  3 藤木　悠太(3)  9,24.63  4 原　謙二郎(3)  9,28.45

赤穂 駒ヶ根東 飯島 飯田高陵
 5 湯澤　舜(2)  9,28.89  6 小木曽　静波(3)  9,32.40  7 中村 和明(3)  9,33.46  8 河原　徹弥(3)  9,47.13

駒ヶ根東 伊那東部 岡谷東部 上諏訪
 9 遠藤　千有(3)  9,49.59 10 田中　仁悟(3)  9,52.43 11 宮下　直哉(3) 10,05.13 12 山田誉史輝(3) 10,12.41

伊那松川 永明 伊那松川 岡谷東部
13 後沢　将文(3) 10,14.19 14 宮澤　孝明(3) 10,18.96 15 大日方友哉(2) 10,23.17 16 小澤　恵太(2) 10,23.53

高森 岡谷西部 伊那 赤穂
17 小林　寛和(2) 10,26.98 18 荻原　湧雅(2) 10,27.17 19 小池　隼一(3) 10,32.91 20 位高秀明(2) 10,38.29

下諏訪社 伊那東部 富士見 旭ヶ丘
21 郡司　耕平(3) 10,43.21 22 日野　志朗(1) 10,47.03 23 熊谷　悠(2) 10,47.43 24 小野寺　陸(2) 11,10.05

岡谷西部 箕輪 阿智 原
25 堤誉稀(2) 11,16.39 26 下平隼大(2) 11,18.37 27 平沢　駿太(2) 11,22.69 28 柳澤　優成(2) 11,23.29

天龍 旭ヶ丘 高森 箕輪
29 小松 優太(2) 11,38.28 30 小平　伊織(2) 11,54.39 31 太田　英暁(2) 11,54.85 32 加藤　航(2) 11,57.56

長峰 辰野 岡谷北部 宮田
33 伊藤　楓馬(2) 12,22.68 34 安藤　佑介(1) 12,33.08 35 片桐　弘貴(1) 12,33.17 稲村　良彦(2) 欠場

宮田 茅野東部 中川 春富
男子 05/29 -2.7  1 中島　瑞樹(3)    16.08  2 篠田　匡史(3)    16.80  3 橋爪　孔明(3)    17.28  4 大野　聡士(2)    17.52

中川 飯田高陵 伊那松川 飯田高陵
 5 鮎澤 一輝(2)    19.47  6 宮下　晃輔(3)    19.72  7 守屋　優太(2)    19.81  8 山岸　琳汰(2)    20.29

長峰 伊那松川 箕輪 高森
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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 第49回南信中学校総合体育大会陸上競技大会                                        ｺｰﾄﾞ  [10204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

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

1年男子 05/29 -4.1  1 熊谷諒平(1)    13.19  2 松村慶大(1)    13.31  3 巻渕　優也(1)    13.48  4 堀内　貴史(1)    13.57
旭ヶ丘 旭ヶ丘 岡谷南部 岡谷東部

 5 所河　北斗(1)    13.67  6 矢﨑　鴻介(1)    13.80  7 原　和輝(1)    13.84  8 齊藤　進次郎(1)    14.20
駒ヶ根東 諏訪南 阿智 飯田高陵

1年男子 05/29  1組  1 遠山　輝(1)  5,03.39  2 山岸　雅尚(1)  5,12.00  3 田中　建俉(1)  5,12.15  4 澤田大希(1)  5,14.14
阿智 中川 上諏訪 旭ヶ丘

 5 中山　航大(1)  5,16.19  6  長谷川　郁生(1)  5,18.75  7 近藤　隆浩(1)  5,19.53  8 位高光明(1)  5,19.97
下諏訪 茅野北部 辰野 旭ヶ丘

 9 武田　一哉(1)  5,20.01 10 中島　明伸(1)  5,20.38 11 山口健斗(1)  5,23.66 12 久島　光太郎(1)  5,24.29
永明 下諏訪 西箕輪 長峰

13 雨宮　諒河(1)  5,24.72 14  木村　浩樹(1)  5,25.21 15 谷口　雅弥(1)  5,27.19 16 三浦　聖志(1)  5,32.73
上諏訪 茅野北部 南箕輪 岡谷西部

17 宮崎　仁(1)  5,33.32 18 井原　巧(1)  5,33.47 19 伊藤　太紀(1)  5,39.32 20 平出　翔大(1)  5,46.72
中川 阿智 春富 長峰

21 有賀　功(1)  6,02.13 22 長田　大明(1)  6,06.71 23 宮澤　勇斗(1)  6,11.92
諏訪西 永明 岡谷西部

 2組  1 関川　大悟(1)  4,37.34  2 水上　優斗(1)  4,39.17  3 吉川　健成(1)  4,44.04  4 湯澤　亮太(1)  4,45.33
伊那東部 赤穂 飯田高陵 諏訪南

 5 築舘　陽介(1)  4,48.02  6 飯島　伸広(1)  4,51.21  7 松澤　拓弥(1)  4,54.63  8 関　颯人(1)  5,00.36
富士見 下諏訪社 喬木 茅野東部

 9 宮下　晴貴(1)  5,03.43 10 塩澤　耕太(1)  5,05.07 11 松下　湧登(1)  5,05.27 12 松澤尚樹(1)  5,08.07
赤穂 緑ヶ丘 伊那松川 伊那

13 伊藤　勇希(1)  5,14.95 14 村松康平(1)  5,15.31 15 馬場　涼太(1)  5,16.39 16 山田　将輝(1)  5,23.61
岡谷南部 天龍 宮田 岡谷東部

17 滝澤　代聖(1)  5,23.64 18 那須野　亨(1)  5,25.90 19 小池　大勝(1)  5,25.90 20 小林　諒哉(1)  5,43.35
駒ヶ根東 伊那東部 原 富士見

21 橋都　敬(1)  5,45.62 22 清水　光太郎(1)  5,45.64 23 原　大智(1)  6,09.92
高森 原 箕輪

2年男子 05/29 -1.6  1 三村　和久(2)    12.16  2 坂井　和人(2)    12.38  3 笠井　聡太(2)    12.49  4 望月　秀樹(2)    12.50
岡谷東部 辰野 上諏訪 赤穂

 5 細田　耕太(2)    12.52  6 三石　竜哉(2)    12.59  7 丸山　玲央(2)    12.63  8 矢崎　宏一(2)    12.69
春富 竜東 高森 諏訪西

3年男子 05/29 -0.9  1 松下　潤也(3)    11.74  2 金箱　樹(3)    12.03  3 小木曽　晃介(3)    12.05  4 長巾　真也(3)    12.21
伊那松川 諏訪南 伊那松川 諏訪南

 5 堺澤　辰弥(3)    12.38  6 久力　祐太(3)    12.47  7  今井　裕之(3)    12.67  8 堀内悠樹(3)    12.69
赤穂 高森 茅野北部 伊那

2.3年男子 05/29  1組  1 金高　孝紀(3)  4,41.19  2 土田珠羅(3)  4,48.38  3 西川　正悟(3)  4,52.52  4 小松　初(2)  4,52.83
下諏訪 伊那 高森 辰野

 5 近藤　織部(2)  4,54.36  6 藤森　歩(2)  4,54.84  7 高岡　章博(2)  4,54.92  8 牛山　時和(2)  4,56.12
伊那松川 上諏訪 伊那東部 諏訪西

 9 田中　達也(2)  5,04.21 10 白鳥　倖誠(2)  5,05.67 11 伊東 慎介(2)  5,05.81 12 早坂　圭介(3)  5,12.89
宮田 茅野東部 長峰 岡谷北部

13 松下　京介(2)  5,12.90 14 櫻田 有夢(2)  5,17.88 15 森川　知生(2)  5,17.90 16  帯川　恵輔(2)  5,20.99
中川 長峰 箕輪 茅野北部

17 坂井　遊夢(2)  5,22.84 18 大野田翔太(3)  5,24.35 19 福与　翼(2)  5,35.95 20 有賀　裕光(3)  5,38.38
上諏訪 南箕輪 緑ヶ丘 南箕輪

酒井　広樹(3) 欠場 鹿野　紘彰(2) 欠場
豊丘 春富

100m

1500m

100m
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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 第49回南信中学校総合体育大会陸上競技大会                                        ｺｰﾄﾞ  [10204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

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

 2組  1 熊谷　皐(3)  4,25.26  2 春日　千速(3)  4,27.41  3 吉川　健真(3)  4,27.69  4 井上　和己(3)  4,29.46
伊那松川 駒ヶ根東 飯田高陵 岡谷東部

 5 小口　響己(3)  4,29.92  6 宮坂　進(3)  4,30.96  7 高橋　悠平(3)  4,37.31  8 井口　龍輝(2)  4,37.68
岡谷西部 岡谷北部 原 赤穂

 9 近藤　洋平(2)  4,38.65 10 満澤　崇央(3)  4,46.21 11 武笠　勇哉(3)  4,47.07 12 北原　賢人(2)  4,47.50
富士見 飯島 茅野東部 諏訪南

13 宮澤　清悟(3)  4,47.68 14 福澤　弘樹(2)  4,48.87 15 小林　直樹(2)  4,51.51 16 矢﨑 佑喜(3)  4,55.34
岡谷西部 駒ヶ根東 原 岡谷東部

17 酒井　和樹(2)  4,56.13 18 原　海斗(2)  4,58.41 19 斉藤　弘樹(3)  4,59.81 20 掛川　流正(2)  4,59.88
辰野 宮田 箕輪 伊那東部

21 田畑圭夫(2)  5,05.36 22 村松裕政(3)  5,40.98
旭ヶ丘 天龍

男子四種 05/29  1組  1 馬場　信介(2)    57.08  2 西澤　嵩(3)  1,01.15  3 本山　翔(2)  1,02.52  4 沓掛　大輔(2)  1,04.33
駒ヶ根東 永明 岡谷北部 箕輪

 5 今井 悠介(2)  1,06.61  6 大矢　涼二(3)  1,14.43
長峰 宮田

 2組  1 岡田　英希(3)    57.12  2 重盛　文宏(2)  1,00.56  3 伊藤　真央(3)  1,00.73  4 川口　純(2)  1,01.46
飯田高陵 箕輪 原 高森

 5 所澤　慎(3)  1,03.19  6 山田 大稀(3)  1,03.20
飯田高陵 岡谷東部

男子四種 05/29  1組 -1.3  1 所澤　慎(3)    19.84  2 川口　純(2)    20.44  3 西澤　嵩(3)    20.64  4 今井 悠介(2)    23.05
飯田高陵 高森 永明 長峰

 5 大矢　涼二(3)    26.06 馬場　信介(2) 失格 井口　翔太(3) 欠場
宮田 駒ヶ根東 伊那東部

 2組 -0.9  1 岡田　英希(3)    16.79  2 山田 大稀(3)    20.34  3 伊藤　真央(3)    21.62  4 沓掛　大輔(2)    21.67
飯田高陵 岡谷東部 原 箕輪

 5 重盛　文宏(2)    21.82  6 本山　翔(2)    22.26
箕輪 岡谷北部

四種400m

四種110mH



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 第49回南信中学校総合体育大会陸上競技大会                                        ｺｰﾄﾞ  [10204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

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 05/29  1組 -2.4  1 伊原　瑞貴(3)    25.12  2 池上　慶祐(2)    26.22  3 小島　涼(3)    26.35  4 伊藤　空也(2)    27.31

緑ヶ丘 宮田 箕輪 岡谷西部
 5 横沢　優太(3)    27.53  6 山近　拳児(1)    28.60  7 三浦　征大(2)    30.85  8 松尾　光(3)    31.19

赤穂 飯田高陵 茅野東部 中川
 2組 -2.0  1 小林　雄二(3)    25.57  2 竹村　泰地(2)    25.89  3  両角　哲太朗(3)    26.09  4 神谷　篤弥(3)    26.47

上諏訪 駒ヶ根東 茅野北部 岡谷北部
 5 矢野　孝典(2)    26.49  6 掛川　悠斗(2)    29.55  7 赤坂　直也(1)    31.36  8 北原　教平(1)    31.91

長峰 伊那東部 辰野 諏訪西
 3組 -0.3  1 福士和真(3)    24.95  2 平澤竜也(2)    25.15  3 髙橋　瞬(3)    25.91  4 藤澤　拓馬(3)    26.15

天龍 伊那 伊那松川 岡谷北部
 5  小松　祥太(2)    27.67  6 中村　友哉(2)    28.01  7 伊藤　大生(1)    33.50  8 春日　崚治(1)    33.67

茅野北部 箕輪 富士見 春富
男子 05/29  1組  1 仲谷　龍貴(3)    54.61  2 酒井　弘心(3)    58.58  3 両川 光流(3)    58.92  4 矢島　旦景(2)  1,02.20

諏訪南 春富 長峰 上諏訪
 5 武田駿平(1)  1,05.67  6 佐藤　直樹(2)  1,08.73 北原　諒(2) 欠場

伊那 茅野東部 伊那東部
 2組  1 中原　愼二(3)    54.00  2 川島 創士(3)    56.44  3 吉川　雅人(3)    59.20  4 下平　彬宏(2)  1,05.01

赤穂 岡谷東部 飯田高陵 駒ヶ根東
 5 伊藤　裕竜(3)  1,05.89  6 北嶋　悠貴(3)  1,07.33  7 北原　辰吉(1)  1,15.00

原 諏訪南 箕輪
 3組  1 塩沢　直樹(3)    54.14  2 古河原　凌哉(3)    55.07  3 小松　春也(3)    59.66  4 佐藤　泰規(3)  1,00.55

高森 宮田 原 岡谷東部
 5 淺田　翔悟(2)  1,01.82  6 平井　一輝(3)  1,02.47  7 石田優太(3)  1,02.56

辰野 岡谷北部 天龍
男子 05/29  1組 -1.9  1 中島　瑞樹(3)    16.26  2 大野　聡士(2)    17.63  3 橋爪　孔明(3)    17.93  4 宮下　晃輔(3)    21.15

中川 飯田高陵 伊那松川 伊那松川
 5 小林　将輝(3)    21.80  6 和田　賢人(3)    23.08  7 清水　敬太(1)    24.40

赤穂 高森 富士見
 2組 -0.1  1 篠田　匡史(3)    17.70  2 鮎澤 一輝(2)    19.70  3 山岸　琳汰(2)    20.11  4 守屋　優太(2)    20.67

飯田高陵 長峰 高森 箕輪
 5 岩波　凜太郎(2)    21.65  6 宮下　卓也(3)    21.67  7 後藤　佑基(1)    23.56

岡谷東部 駒ヶ根東 諏訪西
1年男子 05/29  1組 -2.0  1 橋爪　司(1)    14.13  2 後藤　大輝(1)    14.18  3 遠山　春樹(1)    14.40  4 唐澤　翔馬(1)    14.41

春富 長峰 喬木 伊那東部
 5 藤森　優輝(1)    14.60  6 有賀　恭介(1)    16.33  7  五味　尚也(1)    17.18 永平　章太(1) 欠場

諏訪西 南箕輪 茅野北部 諏訪南
 2組 -1.2  1 巻渕　優也(1)    13.23  2 堀内　貴史(1)    13.57  3 石井　冬馬(1)    14.04  4 竹村　智哉(1)    14.38

岡谷南部 岡谷東部 上諏訪 赤穂
 5 横山　拓弥(1)    14.50  6 中島　隼斗(1)    14.81  7 小林　諒也(1)    17.86 後藤　悠二(1) 欠場

宮田 長峰 原 飯田高陵
 3組 -1.5  1 熊谷諒平(1)    13.05  2 原　和輝(1)    13.73  3 五味　龍彦(1)    13.78  4 白鳥　世紀(1)    13.94

旭ヶ丘 阿智 富士見 原
 5 川田　秋雅(1)    13.95  6 山崎　久樹(1)    14.16  7 唐木　裕麻(1)    15.71  8 四ッ橋　知暉(1)    16.50

中川 箕輪 南箕輪 緑ヶ丘
 4組 -1.8  1 所河　北斗(1)    13.65  2 青柳　凌平(1)    14.70  3 河西　一星(1)    14.80  4 原　知也(1)    14.87

駒ヶ根東 春富 上諏訪 阿智
 5 石井涼太(1)    15.11  6 小池　光(1)    15.17  7 松澤　和也(1)    15.22  8 児玉陸太郎(1)    16.32

天龍 伊那松川 茅野東部 富士見
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順
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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 第49回南信中学校総合体育大会陸上競技大会                                        ｺｰﾄﾞ  [10204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

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

 5組 -2.2  1 松村慶大(1)    13.03  2 矢﨑　鴻介(1)    13.49  3 齊藤　進次郎(1)    13.68  4 松尾　陸(1)    14.23
旭ヶ丘 諏訪南 飯田高陵 緑ヶ丘

 5 泉　省吾(1)    14.94  6 唐澤　旺生(1)    15.35  7 吉田　慎一郎(1)    15.98
岡谷北部 箕輪 辰野

2年男子 05/29  1組 -3.3  1 望月　秀樹(2)    12.47  2 丸山　玲央(2)    12.68  3  野澤　晃太朗(2)    12.87  4 小口 直希(2)    13.05
赤穂 高森 茅野北部 長峰

 5 伊藤　望(2)    13.40  6 今村　和真(2)    14.19 久保田　隼介(2) 欠場
上諏訪 緑ヶ丘 伊那東部

 2組 -1.7  1 三石　竜哉(2)    12.22  2 坂井　和人(2)    12.27  3 矢崎　宏一(2)    12.67  4 松村理久(2)    13.13
竜東 辰野 諏訪西 旭ヶ丘

 5 伊藤　達也(2)    13.87  6 斉藤　実来(2)    14.62  7 小松 俊介(2)    14.76
永明 岡谷西部 長峰

 3組 -2.5  1  内藤　圭吾(2)    12.96  2 竹内　基裕(2)    13.13  3 椚谷　健(2)    13.30  4 羽根　循也(2)    13.34
茅野北部 駒ヶ根東 高森 緑ヶ丘

 5 岩波　優太(2)    13.36  6 加々見　武(2)    13.41  7 武田　諒(2)    13.81
茅野東部 富士見 岡谷北部

 4組 -3.8  1 笠井　聡太(2)    12.50  2 細田　耕太(2)    12.59  3 榎本　康亮(2)    12.69  4 守屋　暁太(2)    13.50
上諏訪 春富 赤穂 岡谷西部

 5 武藤　浩史(2)    14.61  6 原　祐也(2)    16.58
茅野東部 飯田高陵

 5組 -2.8  1 三村　和久(2)    12.26  2 登内　大地(2)    13.09  3 辛山　勇太(2)    13.12  4 片桐　壮太郎(2)    13.76
岡谷東部 箕輪 岡谷北部 宮田

 5 遠藤直登(2)    14.34  6 小林俊太(2)    15.88
伊那 天龍

3年男子 05/29  1組 -2.3  1 金箱　樹(3)    12.04  2 佐藤　崇弘(3)    13.09  3 井口　亮(3)    13.24  4 所澤　一馬(3)    13.27
諏訪南 南箕輪 箕輪 上諏訪

 5 名和 航(3)    13.40  6 芝田　直樹(3)    13.87  7 堺澤　諒(3)    15.04 細田　耕太(2) 欠場
長峰 岡谷北部 中川 春富

 2組 -0.6  1 松下　潤也(3)    11.88  2 長巾　真也(3)    12.28  3 堺澤　辰弥(3)    12.38  4 飯島　航介(3)    13.09
伊那松川 諏訪南 赤穂 宮田

 5 高畑　康平(3)    13.36  6 内田　恭太(3)    13.42  7 小澤 瑞樹(3)    13.47  8 二村　直輝(3)    13.62
春富 永明 辰野 岡谷北部

 3組 -3.7  1 小木曽　晃介(3)    12.53  2 久力　祐太(3)    12.70  3 堀内悠樹(3)    12.94  4  今井　裕之(3)    13.08
伊那松川 高森 伊那 茅野北部

 5 福田　一貴(3)    13.30  6 西村　雄治(3)    14.74  7 森本　基(3)    15.20  8  矢島　巧海(3)    15.24
南箕輪 辰野 中川 茅野北部

100m

100m



リレー種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第49回南信中学校総合体育大会陸上競技大会                                        ｺｰﾄﾞ  [10204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
男子 05/29     1伊那松川 宮下　晃輔(3) 小木曽　晃介(3) 橋爪　孔明(3) 松下　潤也(3)       45.92

    2飯田高陵 大野　聡士(2) 岡田　英希(3) 吉川　雅人(3) 篠田　匡史(3)       47.19
    3赤穂 横沢　優太(3) 中原　愼二(3) 榎本　康亮(2) 堺澤　辰弥(3)       47.26
    4諏訪南 矢﨑　鴻介(1) 金箱　樹(3) 仲谷　龍貴(3) 長巾　真也(3)       47.72
    5春富 高畑　康平(3) 酒井　弘心(3) 細田　耕太(2) 橋爪　彼方(3)       47.74
    6高森 丸山　玲央(2) 塩沢　直樹(3) 椚谷　健(2) 久力　祐太(3)       48.09
    7岡谷東部 小松 拓磨(3) 三村　和久(2) 中村 和明(3) 川島 創士(3)       48.14
    8駒ヶ根東 竹内　基裕(2) 馬場　信介(2) 清水　賢太(3) 竹村　泰地(2)       48.70

低学年男子    05/29     1上諏訪 河西　一星(1) 笠井　聡太(2) 伊藤　望(2) 石井　冬馬(1)       51.74
    2旭ヶ丘 松村理久(2) 松村慶大(1) 野中優太(1) 熊谷諒平(1)       51.98
    3伊那松川 山田　蓮(1) 後藤　匡晴(1) 松下　湧登(1) 河野　友希(2)       52.36
    4箕輪 浦野　亜嵐(1) 菊地　康亮(1) 沓掛　大輔(2) 重盛　文宏(2)       53.58
    5飯田高陵 牧内　豪(1) 山近　拳児(1) 平栗　広大(1) 吉川　涼平(2)       54.21
    6茅野東部 岩波　優太(2) 宮坂　舜弥(1) 長谷川　勝(1) 五味　俊幸(2)       54.63
    7伊那 松澤尚樹(1) 宮澤研人(1) 堀内恭太(1) 金沢佳樹(2)       54.72
    8辰野 赤坂　直也(1) 柘植　尚哉(1) 大槻　遼太(2) 上島　誠史(2)       56.66

4×100mR

チーム名 選手名１

4×100mR



リレー種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第49回南信中学校総合体育大会陸上競技大会                                        ｺｰﾄﾞ  [10204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
男子 05/29  1組     1飯田高陵 大野　聡士(2) 岡田　英希(3) 吉川　雅人(3) 篠田　匡史(3)       47.15

    2春富 宮澤　惇也(3) 酒井　弘心(3) 細田　耕太(2) 橋爪　彼方(3)       47.29
    3高森 丸山　玲央(2) 塩沢　直樹(3) 椚谷　健(2) 久力　祐太(3)       47.76
    4岡谷東部 小松 拓磨(3) 三村　和久(2) 中村 和明(3) 川島 創士(3)       47.89
    5伊那 土田珠羅(3) 堀内悠樹(3) 北原直弥(3) 平澤竜也(2)       48.54
    6永明 伊藤　達也(2) 倉橋　由宇(3) 河西　秀作(3) 加賀見　一輝(3)       48.70
    7箕輪 中村　友哉(2) 登内　大地(2) 小島　涼(3) 井口　亮(3)       50.19
    8長峰 鮎澤 一輝(2) 伊東 慎介(2) 両川 光流(3) 名和 航(3)       51.64

 2組     1伊那松川 宮下　晃輔(3) 小木曽　晃介(3) 橋爪　孔明(3) 松下　潤也(3)       46.23
    2赤穂 横沢　優太(3) 中原　愼二(3) 榎本　康亮(2) 堺澤　辰弥(3)       47.62
    3岡谷西部 宮澤　清悟(3) 小口　響己(3) 宮澤　孝明(3) 藤森　崇美(3)       49.58
    4南箕輪 佐藤　崇弘(3) 福田　一貴(3) 池田　拓也(3) 中島　諒(3)       49.65
    5原 小松　春也(3) 石川　尚(2) 白鳥　世紀(1) 伊藤　真央(3)       50.34
    6茅野東部 中村　孝樹(3) 武藤　浩史(2) 宮坂　祐太(3) 柳沢　智史(3)       52.13
    7緑ヶ丘 羽根　循也(2) 伊原　瑞貴(3) 鈴木　湧太(3) 竹折　優太(2)       53.70
    8天龍 石田優太(3) 村松康平(1) 堤誉稀(2) 福士和真(3)       53.92

 3組     1諏訪南 矢﨑　鴻介(1) 金箱　樹(3) 仲谷　龍貴(3) 長巾　真也(3)       47.05
    2駒ヶ根東 竹内　基裕(2) 馬場　信介(2) 清水　賢太(3) 竹村　泰地(2)       48.02
    3伊那東部 合津　伊織(2) 井口　翔太(3) 守谷　渉(2) 中山　景介(3)       48.74
    4中川 宮下　勇人(3) 吉田　優希(3) 中島　瑞樹(3) 山上　大輝(3)       49.54
    5辰野 西村　雄治(3) 丸山　徹(2) 小澤 瑞樹(3) 坂井　和人(2)       50.12
    6岡谷北部 芝田　直樹(3) 藤澤　拓馬(3) 二村　直輝(3) 神谷　篤弥(3)       50.28
    7上諏訪 所澤　一馬(3) 小林　雄二(3) 矢島　旦景(2) 藤森　歩(2)       52.13

諏訪西 北原　教平(1) 矢崎　宏一(2) 藤森　優輝(1) 下平　浩輝(3) 失格      
低学年男子    05/29  1組     1上諏訪 河西　一星(1) 笠井　聡太(2) 伊藤　望(2) 石井　冬馬(1)       52.13

    2緑ヶ丘 今村　和真(2) 牧ノ内　怜(2) 松尾　陸(1) 四ッ橋　知暉(1)       57.99
    3伊那東部 久保田 嶺也(2) 唐澤　翔馬(1) 根橋　拓也(1) 吉岡　佳佑(2)       58.31
    4南箕輪 唐木　裕麻(1) 谷口　雅弥(1) 有賀　恭介(1) 山﨑　直人(1)     1,03.83

駒ヶ根東 湯澤　舜(2) 斉藤　優(2) 萩原　拓海(1) 所河　北斗(1) 失格      
岡谷北部 辛山　勇太(2) 松田　尚希(1) 伊藤　和輝(1) 窪田　章吾(2) 失格      
岡谷西部 守屋　暁太(2) 三浦　聖志(1) 宮澤　勇斗(1) 伊藤　空也(2) 欠場      

 2組     1旭ヶ丘 松村理久(2) 松村慶大(1) 野中優太(1) 熊谷諒平(1)       51.95
    2飯田高陵 齊藤　進次郎(1) 小林　諒太(1) 平栗　広大(1) 吉川　涼平(2)       55.34
    3辰野 赤坂　直也(1) 柘植　尚哉(1) 大槻　遼太(2) 上島　誠史(2)       56.53
    4箕輪 浦野　亜嵐(1) 菊地　康亮(1) 沓掛　大輔(2) 重盛　文宏(2)       56.96
    5富士見 加々見　武(2) 清水　敬太(1) 五味　龍彦(1) 近藤　洋平(2)       58.02

長峰 小口 直希(2) 後藤　大輝(1) 中島　隼斗(1) 矢野　孝典(2) 失格      
中川 米澤　真(1) 松澤　快哉(2) 松下　京介(2) 川田　秋雅(1) 失格      

 3組     1伊那松川 山田　蓮(1) 後藤　匡晴(1) 松下　湧登(1) 河野　友希(2)       52.96
    2茅野東部 岩波　優太(2) 宮坂　舜弥(1) 長谷川　勝(1) 五味　俊幸(2)       54.58
    3伊那 松澤尚樹(1) 宮澤研人(1) 堀内恭太(1) 金沢佳樹(2)       54.84
    4春富 川上　翔平(1) 橋爪　司(1) 春日　崚治(1) 青柳　凌平(1)     1,01.33

岡谷東部 阿部　佳介(1) 堀内　貴史(1) 梅田　怜志(2) 高坂　亮介(2) 失格      
高森 松島　竜平(1) 上原　諒(2) 松下　優太(1) 川口　純(2) 失格      

選手名１

4×100mR

4×100mR

チーム名



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 第49回南信中学校総合体育大会陸上競技大会                                        ｺｰﾄﾞ  [10204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

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 05/29  1 福島　大輝(3)    1.65  2 中島　亘(3)    1.60  3 尾畑　元佳(3)    1.55  3 那須野　優人(3)    1.55

赤穂 赤穂 飯田高陵 春富
 5 高橋　智哉(2)    1.50  6 守谷　渉(2)    1.50  7 池田　拓也(3)    1.45  7 澁谷　優我(3)    1.45

岡谷北部 伊那東部 南箕輪 南箕輪
 7 大槻　遼太(2)    1.45  7 北原　文宏(3)    1.45 11 高坂　亮介(2)    1.45 12 橋爪　将太(3)    1.40

辰野 飯田高陵 岡谷東部 箕輪
13 上原　諒(2)    1.40 13 柳沢　智史(3)    1.40 15 北原　宗城(2)    1.35 16 堀内恭太(1)    1.35

高森 茅野東部 岡谷東部 伊那
16 五味 大輝(3)    1.35 牛山　尚織(3) 本島　準也(2)

長峰 原 高森
男子 05/29  1 倉橋　由宇(3)    4.01  2 加賀見　一輝(3)    3.70  3 松澤　勝治(2)    3.70  4 宮澤　惇也(3)    3.40

永明 永明 春富 春富
 5 中山　景介(3)    3.00  6 竹折　優太(2)    2.60  7 中村　智哉(1)    2.30

伊那東部 緑ヶ丘 茅野東部
男子 05/29  1 河西　秀作(3)   10.49  2 吉澤　健太(3)    9.40  3 中谷　昭太郎(3)    9.07  4 小林　祐(2)    8.58

永明 岡谷北部 箕輪 宮田
 5 脇田　マサユキ(3)    8.45  6 早川　謙哉(3)    8.28  7 小林勇太(3)    8.23  8 仁科　貴晶(3)    8.10

緑ヶ丘 南箕輪 天龍 飯田高陵
 9 寺島　陵太郎(2)    7.75 10 清水　賢太(3)    7.66 11 宮下　勇人(3)    7.62 12 羽生　直樹(3)    7.49

永明 駒ヶ根東 中川 高森
13 五味　俊幸(2)    7.41 14 松下　翔太(3)    7.40 15 林　滉介(2)    7.27 16 戸田　成俊(3)    7.24

茅野東部 高森 宮田 中川
17 瀬戸　竜紀(2)    7.17 18 片倉　一穂(2)    7.17 19 石川　尚(2)    6.83 20 島田　直人(2)    6.35

辰野 伊那東部 原 伊那東部
21 池上　浩樹(1)    6.19 22 枝村大地(1)    5.59 23 上島　誠史(2)    5.13 24 増木 健也(2)    5.08

春富 天龍 辰野 長峰
25 御子柴　尚(1)    5.03

上諏訪
1年男子 05/29  1 吉澤　魁(1)    4.73  2 宮澤研人(1)    4.62  3 春日　明日実(1)    4.56  4 矢澤　佑斗(1)    4.46

下諏訪    +3.6 伊那    +2.3 宮田    +2.6 喬木    +2.7
 5 宮坂　舜弥(1)    4.34  6 米澤　真(1)    4.26  7 中村　龍士(1)    4.26  8 萩原　拓海(1)    4.15

茅野東部    +4.2 中川    +4.0 上諏訪    +4.1 駒ヶ根東    +1.7
 9 長瀬　俊也(1)    4.11 10 川村　鴻太(1)    4.09 11 根橋　拓也(1)    4.04 12 牧内　豪(1)    3.97

飯田高陵    +2.0 下諏訪    +3.5 伊那東部    +2.1 飯田高陵    +2.9
13 柘植　尚哉(1)    3.95 14 長谷川　勝(1)    3.72 15 川上　翔平(1)    3.48 16 栗林　光(1)    3.21

辰野    +4.2 茅野東部    +1.8 春富    +2.7 永明    +2.8
17 原　慎太郎(1)    3.21 18 伊藤　佑樹(1)    3.18 19 山﨑　直人(1)    2.50 小笠原　隼(1) 欠場    

箕輪    +1.9 上諏訪    +0.5 南箕輪    +2.6 長峰
大庭　拓真(1) 欠場    

岡谷東部

順
位

順
位

順
位

順
位

走高跳

棒高跳

砲丸投

走幅跳



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 第49回南信中学校総合体育大会陸上競技大会                                        ｺｰﾄﾞ  [10204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

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

2.3年男子 05/29  1 窪田　章吾(2)    5.72  2 山上　大輝(3)    5.43  3 田中俊平(3)    5.32  4 橋爪　彼方(3)    5.28
岡谷北部    +0.3 中川    -2.7 岡谷東部    -0.8 春富    -1.9

 5 中島　諒(3)    5.14  6 小松 拓磨(3)    5.10  7 春日　涼太(3)    5.03  8 鈴木　湧太(3)    4.95
南箕輪    -2.2 岡谷東部    -3.0 春富    -2.3 緑ヶ丘    -0.1

 9 小林　聖也(2)    4.84 10 宮坂　祐太(3)    4.69 11 斉藤　優(2)    4.66 12 合津　伊織(2)    4.64
岡谷西部    -1.8 茅野東部    -0.6 駒ヶ根東    -2.5 伊那東部    -3.5

13 金沢佳樹(2)    4.54 14 丸山　徹(2)    4.51 15 吉川　涼平(2)    4.50 16 酒井　淳(2)    4.40
伊那    -2.7 辰野    -1.5 飯田高陵    -1.5 緑ヶ丘    -2.8

17 松澤　快哉(2)    4.37 18 小林　幸也(2)    4.36 19 樋屋　裕貴(2)    4.34 20 小松　勇樹(2)    4.32
中川    -1.0 富士見    -2.2 赤穂    -3.1 辰野    -2.9

21  小池　祐希(2)    4.24 22 下平　浩輝(3)    4.22 23 上柳　凌平(2)    4.05 24 加藤　遼太(3)    4.02
茅野北部    -0.7 諏訪西    -0.1 伊那東部    -1.0 宮田    -2.0

25 北坂　豊(2)    3.95 26 御子柴恭介(3)    3.79 27  北原　智輝(2)    3.62 28 小田切　裕仁(2)    3.26
永明    -1.9 南箕輪    -1.7 茅野北部    -2.8 宮田    -1.9

29 服部恭介(2)    3.24 30 島津　克尚(2)    2.92 大和 伸行(3) 中平　満知留(2)
天龍    -2.4 上諏訪    -2.9 長峰 高森

小林　瑞稀(2) 欠場 日下部　玄(3) 欠場 平澤　佳樹(3) 欠場
富士見 赤穂 茅野東部

男子四種 05/29  1 岡田　英希(3)    1.60  2 所澤　慎(3)    1.60  3 馬場　信介(2)    1.50  4 西澤　嵩(3)    1.45
飯田高陵 飯田高陵 駒ヶ根東 永明

 5 本山　翔(2)    1.40  6 山田 大稀(3)    1.40  7 沓掛　大輔(2)    1.35  7 川口　純(2)    1.35
岡谷北部 岡谷東部 箕輪 高森

 9 重盛　文宏(2)    1.35  9 伊藤　真央(3)    1.35 11 今井 悠介(2)    1.25 12 大矢　涼二(3)    1.20
箕輪 原 長峰 宮田

井口　翔太(3) 欠場    
伊那東部

男子四種 05/29  1 重盛　文宏(2)   10.48  2 岡田　英希(3)   10.24  3 所澤　慎(3)    9.58  4 伊藤　真央(3)    8.25
箕輪 飯田高陵 飯田高陵 原

 5 馬場　信介(2)    8.15  6 山田 大稀(3)    7.91  7 川口　純(2)    7.82  8 沓掛　大輔(2)    7.70
駒ヶ根東 岡谷東部 高森 箕輪

 9 大矢　涼二(3)    7.69 10 本山　翔(2)    6.73 11 今井 悠介(2)    6.13 12 西澤　嵩(3)    5.69
宮田 岡谷北部 長峰 永明

井口　翔太(3) 欠場
伊那東部

走幅跳

四種走高跳

四種砲丸投



混成競技記録表   得点表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第49回南信中学校総合体育大会陸上競技大会                                        ｺｰﾄﾞ  [10204002]

競技場名 伊那市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202030]

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 05/29  1 岡田　英希(3)    2126  2 所澤　慎(3)    1597  3 重盛　文宏(2)    1412  4 川口　純(2)    1319

飯田高陵 飯田高陵 箕輪 高森
 5 山田 大稀(3)    1312  6 伊藤　真央(3)    1285  7 馬場　信介(2)    1282  8 西澤　嵩(3)    1258

岡谷東部 原 駒ヶ根東 永明
 9 沓掛　大輔(2)    1139 10 本山　翔(2)    1132 11 今井 悠介(2)     838 12 大矢　涼二(3)     626

箕輪 岡谷北部 長峰 宮田
井口　翔太(3) 欠場    

伊那東部

四種競技

順
位

順
位

順
位

順
位



Ｐ　２３

コード

コード

20"44 315 26"06 31 20"64 300 23"05 148 19"84 362 99"99 0 22"26 193 21"67 229 21"62 232

-1.3 315 -1.3 31 -1.3 300 -1.3 148 -1.3 362 0 -0.9 193 -0.9 229 -0.9 232

7m82 356 7m69 348 5m69 231 6m13 256 9m58 460 8m15 375 6m73 291 7m70 349 8m25 381

671 379 531 404 822 375 484 578 613

1m35 283 1m20 188 1m45 352 1m25 218 1m60 464 1m50 389 1m40 317 1m35 283 1m35 283

954 567 883 622 1286 764 801 861 896

61"46 365 74"43 59 61"15 375 66"61 216 63"19 311 57"08 518 62"52 331 64"33 278 60"73 389

1319 626 1258 838 1597 1282 1132 1139 1285

総　得　点

順　　　位

21"82 220 20"34 323 16"79 646

-0.9 220 -0.9 323 -0.9 646

10m48 515 7m91 361 10m24 500

735 684 1146

1m35 283 1m40 317 1m60 464

1018 1001 1610

60"56 394 63"20 311 57"12 516

1412 1312 2126

総　得　点

順　　　位 3 5 1

１１０ｍＨ

砲丸投

走高跳

４００ｍ

1412 1312 2126

箕輪 2 岡谷東部 3 飯田高陵 3

重盛　文宏 山田　大稀 岡田　英希

1571 1117

宮田 3

１１０ｍＨ

走高跳

４００ｍ

2041

主催団体　南信地区中学校体育連盟 競技場名　　伊那市陸上競技場

2020

川口　純

砲丸投

西澤　嵩

永明 3高森 2

大矢　涼二 所澤　慎

伊那東部 3

2043

飯田高陵 3

陸協名　　　長野陸上競技協会　コード

井口　翔太

平成２２年　　５月　２９日　（　土　曜）

競技会名　　南信地区予選会

16681396

原 3

1567

沓掛　大輔

箕輪 2

13271765

今井　悠介

長峰　 2

馬場　信介

駒ヶ根東 2

1055

本山　翔

岡谷北部 2

1833

1285113911321282

1442

伊藤　真央

8381258

2118

6261319

69107124

1597

種 目

都
道府

県・所属

競技者名

ナンバー

属

名

混成競技(四種)記録得点表 （ 男 ・ 女 ）

記 録 員 中澤 隆一

記録主任 後藤 衛

審 判 長 遠山 正洋

２ ０ ２ ０ ３ ０

名

種 目

都
道府

県・所属

競技者名

ナンバー

属

名

名

属

名

属

名

名

属

名

属

名

属

名

属

名

名属

名

属

名

名

２ ０ ０ ９ ２ ０ ４ ０ ０ ２
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