
第46回上伊那秋季記録会　兼　第16回上伊那ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ                           
　　主催：上伊那陸上競技協会・上伊那ｽﾎﾟｰﾂ振興協議会                             

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】202030  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
09/10 男子 山下 桂 11.22 坂井 和人(3) 11.64 松下 優太(2) 12.21 伊藤 俊平(3) 12.28 木村 幸太(1) 12.38 山崎 久樹(2) 12.40 久保田 正吾(2) 中学･鉢盛中 12.54

１００ｍ 一般･ﾄｰﾊﾂ 中学･辰野中 中学･高森中 中学･伊那東部中 中学･鉢盛中 中学･箕輪中 松島 竜平(2) 中学･高森中
09/10 浦野 亜嵐(2) 56.26 松村 理久(3) 56.69 山近 拳児(2) 57.90 後藤 悠二(2) 1,00.00 北沢 駿弥(2) 1,00.08 松澤 尚樹(2) 1,00.09 河西 一星(2) 1,00.48 塩沢 大樹(2) 1,00.92

４００ｍ 中学･箕輪中 中学･旭ヶ丘中 中学･飯田高陵中 中学･飯田高陵中 中学･飯田高陵中 中学･伊那中 中学･上諏訪中 中学･高森中
09/10 山岸 雅尚(2) 2,16.87 松澤 尚樹(2) 2,17.54 蜜澤 岳(2) 2,23.09 葉桐 文哉(1) 2,24.98 小野 挙(2) 2,25.70 西納 晶太(1) 2,33.79 高井 雅也(1) 2,34.32 垣内 岳(1) 2,36.68

８００ｍ 中学･中川中 中学･伊那中 中学･北安松川中 中学･箕輪中 中学･宮田中 中学･伊那中 中学･伊那中 中学･箕輪中
09/10 関川 大悟(2) 4,32.93 酒井 和樹(3) 4,36.17 三沢 進祐(2) 4,40.95 川島 恵一(2) 4,45.22 真島 雅季(1) 4,46.19 楜沢 俊明 4,46.30 池上 優斗(1) 4,49.07 雨宮 諒河(2) 4,56.73

１５００ｍ 中学･伊那東部中 中学･辰野中 中学･鎌田中 中学･高瀬中 中学･北安松川中 一般･松川村AC 中学･伊那AC 中学･上諏訪中
09/10  -0.4 寺本 英司 15,30.39 北原 崇志 16,54.63

５０００ｍ 一般･東京陸協 一般･上伊那陸協
09/10 本多 俊平 1.75 川口 純(3) 1.65 赤羽 達也(1) 1.60 牧内 豪(2) 1.60 堀内 恭太(2) 1.50 宮島 大介(1) 1.50 小塩 悠生(1) 1.45 山岸 流唯(2) 1.40

走高跳 一般･上伊那陸協 中学･高森中 中学･辰野中 中学･飯田高陵中 中学･伊那中 中学･伊那中 中学･伊那中 中学･高森中
川手 飛夢(2)
中学･宮田中

09/10 松澤 勝治(3) 4.50 合津 伊織(3) 3.70 戸田 巧(2) 3.20 根橋 拓也(2) 2.80 前田 貴滉(1) 2.70
棒高跳 中学･春富中 中学･伊那東部中 中学･春富中 中学･伊那東部中 中学･春富中

09/10 栗林 諒(3) 6.09(-1.3) 本多 俊平 5.93(-1.0) 富井 慶太 5.44(-1.8) 中村 龍士(2) 5.31(-1.3) 椚谷 和久(1) 5.15(-1.9) 唐澤 旺生(2) 5.01(-1.2) 木下 悠也(2) 5.01(-1.6) 大野 敦祐(2) 4.83(-1.4)
走幅跳 中学･辰野中 一般･上伊那陸協 一般･松本市陸協 中学･上諏訪中 中学･高森中 中学･箕輪中 中学･駒ヶ根東中 中学･飯田高陵中

09/10 鈴木 真弘 10.55 上條 健 7.33
砲丸投(7.260kg) 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

09/10 鈴木 真弘 23.27 上條 健 23.19
円盤投(2.000kg) 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

09/10 飯田高陵中(A)      49.29 鉢盛中       49.61 箕輪中       49.62 北安松川中(A)      49.66 上諏訪中(A)       49.75 伊那中       51.00 宮田中       51.28 伊那東部中(A)      51.58
４×１００ｍＲ 齋藤 進次郎(2) 宮田 拓実(2) 浦野 亜嵐(2) 藤澤 大輔(2) 中上 正義(2) 小塩 悠生(1) 平沢 大地(2) 根橋 拓也(2)

牧内 豪(2) 久保田 正吾(2) 山崎 久樹(2) 矢口 優介(2) 石井 冬馬(1) 宮澤 研人(2) 保科 新一郎(2) 矢澤 雄太(2)
山近 拳児(2) 木村 幸太(1) 菊地 康亮(2) 中村 忠夫(2) 中村 龍士(2) 松澤 尚樹(2) 福澤 拓実(2) 唐澤 翔馬(2)
後藤 悠二(2) 木村 祐太(1) 小林 佑萬(1) 薛 玄太郎(2) 河西 一星(2) 唐木 大河 山岸 湧也(2) 越崎 尊喜(1)

09/10 中学男子 二村 航平(3) 9,18.36 村瀬 崚(3) 9,28.60 島 龍之介(2) 9,30.59 小林 隼人(3) 9,34.74 水上 優斗(2) 9,36.11 横水 颯太(3) 9,36.66 太田 賢斗(3) 9,40.69 高梨 良介(3) 9,41.25
３０００ｍ 中学･穂高西中 中学･梓川中 中学･駒ヶ根東中 中学･木祖中 中学･赤穂中 中学･鉢盛中 中学･鉢盛中 中学･駒ヶ根東中

09/10 重盛 文宏(3) 10.48 齋藤 進次郎(2) 9.09 瀬戸 竜紀(3) 8.94 池上 浩樹(2) 8.26 濱 直輝(2) 8.20 石井 冬馬(1) 8.06 御子柴 尚(2) 7.85 小林 諒太(2) 7.78
砲丸投(5.000kg) 中学･箕輪中 中学･飯田高陵中 中学･辰野中 中学･春富中 中学･梓川中 中学･上諏訪中 中学･上諏訪中 中学･飯田高陵中

09/10 重盛 文宏(3) 25.89 後藤 悠二(2) 21.32 瀬戸 竜紀(3) 20.47 齋藤 進次郎(2) 20.36 山近 拳児(2) 20.25 熊谷 駿(2) 18.01 小林 諒太(2) 15.50
円盤投(1.500kg) 中学･箕輪中 中学･飯田高陵中 中学･辰野中 中学･飯田高陵中 中学･飯田高陵中 中学･高森中 中学･飯田高陵中

09/10 大和 史明(3) 66.44 宮澤 研人(2) 51.09 松島 竜平(2) 42.51 合津 伊織(3) 40.39 熊谷 駿(2) 37.52 森川 知生(3) 34.05 大野 敦祐(2) 29.62 中村 亮介(1) 29.60
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･長野日大中 県中学新 中学･伊那中 中学･高森中 中学･伊那東部中 中学･高森中 中学･箕輪中 中学･飯田高陵中 中学･南箕輪中

09/10 小学4年男子  -0.5 三澤 遥太(4) 16.44 吉田 歩(4) 16.87 瀧澤 晃(4) 16.87 工藤 俊介(4) 16.97 原 千紘(4) 17.37 登内 俊貴(4) 17.46 田中 秀磨(4) 17.48 渡辺 遥斗(4) 18.49
１００ｍ 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･伊那AC 小学･西箕輪ＡＣ 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小

09/10 小学5年男子  -1.1 西田ガブリエル(5 14.75 野口 弓月(5) 15.07 林 涼真(5) 15.27 熊谷 康成(5) 15.32 酒井 和馬(5) 15.32 平島 歩(5) 15.43 三澤拓実(5) 15.75
１００ｍ 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･伊那AC 小学･駒ヶ根SS 小学･駒ヶ根SS 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小

09/10 小学6年男子  -3.3 曽根原 賢(6) 14.21 和田 正仕(6) 14.88 田中 大智(6) 15.06 唐澤 直人(6) 15.51 伊藤 颯(6) 15.69 山岸　寛尚(6) 15.87 渡辺拓巳(6) 16.13
１００ｍ 小学･駒ヶ根SS 小学･伊那小 小学･伊那小 小学･駒ヶ根SS 小学･南箕輪小 小学･中川東小 小学･南箕輪小

09/10 小学共通男子 満澤 辰祥(6) 3,13.83 代田 直也(6) 3,21.52 田中 優太(6) 3,21.61 白川 大地(5) 3,21.87 佐藤慶太(6) 3,24.64 石井 慎也(5) 3,32.71 清水 龍斗(5) 3,34.91 川島 翔太(5) 3,38.09
１０００ｍ 小学･駒ｹ根中沢RC 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･駒ｹ根中沢RC 小学･駒ｹ根中沢RC 小学･南箕輪小 小学･ISｼﾞｭﾆｱ 小学･南箕輪小 小学･会染小

09/10 伊藤諒(6) 4.40(0.0) 代田寛稀(6) 4.16(0.0) 伊沢快(6) 3.88(-0.7) 松崎 勇起(6) 3.72(+0.5) 後藤 元太(5) 3.57(+0.1) 小町谷 祥司(5)3.50(-0.2) 笠川 京(5) 3.43(-0.7) 原武大(6) 3.33(+0.4)
走幅跳 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･南箕輪小 小学･伊那AC 小学･西箕輪ＡＣ 小学･駒ヶ根SS 小学･駒ヶ根AC 小学･南箕輪小

09/10 南箕輪小(A)       56.78 南箕輪小(C)       58.46 駒ヶ根SS       58.77 駒ｹ根中沢RC     1,00.97 伊那小(A)     1,01.01 南箕輪小(B)     1,03.26 南箕輪小(D)     1,06.94
４×１００ｍＲ 伊藤 颯(6) 野口 弓月(5) 熊谷 康成(5) 北原 颯也(6) 田中 大智(6) 有賀佳紀(6) 瀧澤 晃(4)

伊藤諒(6) 西田ガブリエル(5) 曽根原 賢(6) 田中 優太(6) 大野田 直弥 上田航希(6) 三澤 遥太(4)
伊沢快(6) 三澤拓実(5) 小町谷 祥司(5) 那須野 寛生(5) 小森 心 佐藤慶太(6) 吉田 歩(4)
代田寛稀(6) 平島 歩(5) 酒井 和馬(5) 満澤 辰祥(6) 和田 正仕(6) 渡辺拓巳(6) 原 拓人(4)



小学4年男子 予選 9月10日 10:05

１００ｍ 決勝 9月10日 12:50

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

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.7
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 7    74 山川 滉生(4) 小学    15.33 q 1 5    52 三澤 遥太(4) 小学    16.13 q

ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾐｻﾜ ﾊﾙﾀ 南箕輪小
 2 5    59 瀧澤 晃(4) 小学    17.06 q 2 4    76 工藤 俊介(4) 小学    16.63 q

ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷﾗ 南箕輪小 ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那AC
 3 4    66 登内 俊貴(4) 小学    17.40 q 3 6    33 原 千紘(4) 小学    17.11 q

ﾄﾉｳﾁ ﾄｼｷ 南箕輪小 ﾊﾗ ﾁﾋﾛ 西箕輪ＡＣ
 4 6    64 渡辺 遥斗(4) 小学    18.30 4 3    61 田中 秀磨(4) 小学    17.17 q

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 南箕輪小 ﾀﾅｶ ｼｭｳﾏ 南箕輪小
2    81 田中 朋之(4) 小学 5 7    45 吉田 歩(4) 小学    17.26 q

ﾀﾅｶ ﾄﾓﾕｷ 日義小 欠場 ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾑ 南箕輪小
3    38 白鳥 健介(4) 小学

ｼﾛﾄﾘ ｹﾝｽｹ 西箕輪ＡＣ 欠場

決勝

風速 -0.5
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 3    52 三澤 遥太(4) 小学    16.44 

ﾐｻﾜ ﾊﾙﾀ 南箕輪小
 2 2    45 吉田 歩(4) 小学    16.87 

ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾑ 南箕輪小
 3 5    59 瀧澤 晃(4) 小学    16.87 

ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷﾗ 南箕輪小
 4 4    76 工藤 俊介(4) 小学    16.97 

ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那AC
 5 6    33 原 千紘(4) 小学    17.37 

ﾊﾗ ﾁﾋﾛ 西箕輪ＡＣ
 6 7    66 登内 俊貴(4) 小学    17.46 

ﾄﾉｳﾁ ﾄｼｷ 南箕輪小
 7 8    61 田中 秀磨(4) 小学    17.48 

ﾀﾅｶ ｼｭｳﾏ 南箕輪小
 8 1    64 渡辺 遥斗(4) 小学    18.49 

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 南箕輪小



小学5年男子 予選 9月10日 10:25

１００ｍ 決勝 9月10日 13:00

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

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -1.6
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 8     6 米山 諒(5) 小学    14.54 q 1 2    57 西田ガブリエル(5 小学    14.73 q

ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾆｼﾀﾞｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 南箕輪小
 2 3    19 熊谷 康成(5) 小学    15.02 q 2 6    20 酒井 和馬(5) 小学    15.13 q

ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ 駒ヶ根SS ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 駒ヶ根SS
 3 4    68 平島 歩(5) 小学    15.18 q 3 3    12 林 涼真(5) 小学    15.31 q

ﾋﾗｼﾏｱﾕﾑ 南箕輪小 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 伊那AC
 4 5    39 片野 詩音(5) 小学    16.91 4 7    73 三石 隼斗(5) 小学    15.53 q

ｶﾀﾉ ｼｵﾝ 西箕輪ＡＣ ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭ
 5 7    53 小玉 駿介(5) 小学    16.92 5 4    51 三澤拓実(5) 小学    15.73 

ｺﾀﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ 南箕輪小 ﾐｻﾜﾀｸﾐ 南箕輪小
 6 6     8 塩崎 快彦(5) 小学    18.58 6 8    78 水川 竣介(5) 小学    16.02 

ｼｵｻﾞｷ ﾖｼﾋｺ 伊那AC ﾐｽﾞｶﾜ ｼｭﾝｽｹ 日義小
2    69 野口 弓月(5) 小学     q 7 5    36 小松 楽(5) 小学    16.52 

ﾉｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ 南箕輪小 失格 ｺﾏﾂ ｶﾞｸ 西箕輪ＡＣ

決勝

風速 -1.1
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 3    57 西田ガブリエル(5 小学    14.75 

ﾆｼﾀﾞｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 南箕輪小
 2 8    69 野口 弓月(5) 小学    15.07 

ﾉｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ 南箕輪小
 3 4    12 林 涼真(5) 小学    15.27 

ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 伊那AC
 4 6    19 熊谷 康成(5) 小学    15.32 

ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ 駒ヶ根SS
 5 5    20 酒井 和馬(5) 小学    15.32 

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 駒ヶ根SS
 6 7    68 平島 歩(5) 小学    15.43 

ﾋﾗｼﾏｱﾕﾑ 南箕輪小
 7 1    51 三澤拓実(5) 小学    15.75 

ﾐｻﾜﾀｸﾐ 南箕輪小
2    36 小松 楽(5) 小学

ｺﾏﾂ ｶﾞｸ 西箕輪ＡＣ 欠場



小学6年男子 予選 9月10日 10:45

１００ｍ 決勝 9月10日 13:10

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

[ 1組] 風速 -1.4 [ 2組] 風速 -0.5
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 4    16 和田 正仕(6) 小学    14.65 q 1 2    75 木下 博貴(6) 小学    13.43 q

ﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 伊那小 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭ
 2 7    84 唐澤 直人(6) 小学    15.32 q 2 6    22 曽根原 賢(6) 小学    13.95 q

ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 駒ヶ根SS ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ 駒ヶ根SS
 3 6    44 伊藤 颯(6) 小学    15.46 q 3 7    15 田中 大智(6) 小学    15.05 q

ｲﾄｳﾊﾔﾃ 南箕輪小 ﾀﾅｶ  ﾀﾞｲﾁ 伊那小
 4 8    87 山岸　寛尚(6) 小学    15.60 q 4 3    63 渡辺拓巳(6) 小学    15.64 q

ﾔﾏｷﾞｼ ﾋﾛﾅｵ 中川東小 ﾜﾀﾅﾍﾞﾀｸﾐ 南箕輪小
 5 2    80 中澤 貴廣(5) 小学    15.65 5 5    55 上田航希(6) 小学    15.88 

ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 日義小 ｳｴﾀﾞｺｳｷ 南箕輪小
 6 5    40 木平 尚(6) 小学    15.74 6 4    34 原 亘輝(6) 小学    15.90 

ｺﾉﾋﾗ ｼｮｳ 西箕輪ＡＣ ﾊﾗ ｺｳｷ 西箕輪ＡＣ
 7 3    70 有賀佳紀(6) 小学    17.87 

ｱﾙｶﾞﾖｼｷ 南箕輪小

決勝

風速 -3.3
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 6    22 曽根原 賢(6) 小学    14.21 

ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ 駒ヶ根SS
 2 5    16 和田 正仕(6) 小学    14.88 

ﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ 伊那小
 3 4    15 田中 大智(6) 小学    15.06 

ﾀﾅｶ  ﾀﾞｲﾁ 伊那小
 4 8    84 唐澤 直人(6) 小学    15.51 

ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 駒ヶ根SS
 5 7    44 伊藤 颯(6) 小学    15.69 

ｲﾄｳﾊﾔﾃ 南箕輪小
 6 3    87 山岸　寛尚(6) 小学    15.87 

ﾔﾏｷﾞｼ ﾋﾛﾅｵ 中川東小
 7 2    63 渡辺拓巳(6) 小学    16.13 

ﾜﾀﾅﾍﾞﾀｸﾐ 南箕輪小
1    40 木平 尚(6) 小学

ｺﾉﾋﾗ ｼｮｳ 西箕輪ＡＣ 欠場



小学共通男子 決勝 9月10日 13:20

１０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 17    28 満澤 辰祥(6) 小学  3,13.83 

ﾐﾂｻﾞﾜ ﾀﾂﾖｼ 駒ｹ根中沢RC
 2 22     3 代田 直也(6) 小学  3,21.52 

ｼﾛﾀ ﾅｵﾔ ISｼﾞｭﾆｱ
 3 8    85 田中 優太(6) 小学  3,21.61 

ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 駒ｹ根中沢RC
 4 10    26 白川 大地(5) 小学  3,21.87 

ｼﾗｶｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 駒ｹ根中沢RC
 5 18    49 佐藤慶太(6) 小学  3,24.64 

ｻﾄｳｹｲﾀ 南箕輪小
 6 19     2 石井 慎也(5) 小学  3,32.71 

ｲｼｲ ｼﾝﾔ ISｼﾞｭﾆｱ
 7 9    56 清水 龍斗(5) 小学  3,34.91 

ｼﾐｽﾞﾘｭｳﾄ 南箕輪小
 8 21    17 川島 翔太(5) 小学  3,38.09 

ｶﾜｼﾏ ｼｮｳﾀ 会染小
 9 23    86 大野田　和弥(6) 小学  3,39.89 

ｵｵﾉﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 伊那小
10 15    25 那須野 寛生(5) 小学  3,39.95 

ﾅｽﾉ ﾋﾛｷ 駒ｹ根中沢RC
11 20     1 松下 純也(4) 小学  3,40.32 

ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ISｼﾞｭﾆｱ
12 7    46 宮崎 佑真(4) 小学  3,40.94 

ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳﾏ 南箕輪小
13 4    83 大野田 直弥 小学  3,41.49 

ｵｵﾉﾀ ﾅｵﾔ 伊那小
14 12    54 小林雅斗(5) 小学  3,46.27 

ｺﾊﾞﾔｼﾏｻﾄ 南箕輪小
15 13    27 北原 颯也(6) 小学  3,47.69 

ｷﾀﾊﾗ ｿｳﾔ 駒ｹ根中沢RC
16 1    65 登内 健太(4) 小学  3,48.18 

ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 南箕輪小
17 5    60 中島 涼(4) 小学  3,53.50 

ﾅｶｼﾏ ﾘｮｳ 南箕輪小
18 2    13 小森 心 小学  3,55.01 

ｺﾓﾘ ｼﾝ 伊那小
19 11    31 岩村 勇弥(5) 小学  3,55.10 

ｲﾜﾑﾗ ﾕｳﾔ 西春近南小
20 16    72 髙木 駿(4) 小学  3,59.49 

ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝ 南箕輪小
21 3    47 原 拓人(4) 小学  3,59.50 

ﾊﾗ ﾀｸﾄ 南箕輪小
22 14    67 武村 芽郁(4) 小学  4,04.28 

ﾀｹﾑﾗ ﾒｲﾔ 南箕輪小
6    77 大杉 啓(5) 小学

ｵｵｽｷﾞ ﾋﾛﾑ 伊那AC 欠場



小学共通男子 予選 9月10日 9:30

４×１００ｍＲ 決勝 9月10日 14:25

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

[ 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   7 南箕輪小(A)    44 伊藤 颯(6)    56.71 q 1  4 南箕輪小(C)   69 野口 弓月(5)    58.19 q

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ｲﾄｳﾊﾔﾃ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳC ﾉｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ
   43 伊藤諒(6)   57 西田ガブリエル(5)

ｲﾄｳﾘｮｳ ﾆｼﾀﾞｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ
   42 伊沢快(6)   51 三澤拓実(5)

ｲｻﾜｶｲ ﾐｻﾜﾀｸﾐ
   58 代田寛稀(6)   68 平島 歩(5)

ｼﾛﾀﾄﾓｷ ﾋﾗｼﾏｱﾕﾑ
 2   2 ｲｲﾀﾞｯｼｭ    73 三石 隼斗(5)    57.04 q 2  6 伊那小(A)   15 田中 大智(6)  1,00.27 q

ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ ｲﾅｼｮｳA ﾀﾅｶ  ﾀﾞｲﾁ
    6 米山 諒(5)   83 大野田 直弥

ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ ｵｵﾉﾀ ﾅｵﾔ
   74 山川 滉生(4)   13 小森 心

ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛｷ ｺﾓﾘ ｼﾝ
   75 木下 博貴(6)   16 和田 正仕(6)

ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ ﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ
 3   5 駒ヶ根SS    19 熊谷 康成(5)    57.28 q 3  3 駒ｹ根中沢RC   27 北原 颯也(6)  1,02.11 q

ｺﾏｶﾞﾈSS ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ ｺﾏｶﾞﾈﾅｶｻﾞﾜｱｰﾙｼｰ ｷﾀﾊﾗ ｿｳﾔ
   22 曽根原 賢(6)   85 田中 優太(6)

ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ
   21 小町谷 祥司(5)   25 那須野 寛生(5)

ｺﾏﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ ﾅｽﾉ ﾋﾛｷ
   20 酒井 和馬(5)   28 満澤 辰祥(6)

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ ﾐﾂｻﾞﾜ ﾀﾂﾖｼ
 4   3 西箕輪ＡＣ(D)    39 片野 詩音(5)  1,02.63 q 4  5 南箕輪小(D)   59 瀧澤 晃(4)  1,05.46 

ﾆｼﾐﾉﾜｴｰｼｰD ｶﾀﾉ ｼｵﾝ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳD ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷﾗ
   34 原 亘輝(6)   52 三澤 遥太(4)

ﾊﾗ ｺｳｷ ﾐｻﾜ ﾊﾙﾀ
   35 後藤 元太(5)   45 吉田 歩(4)

ｺﾞﾄｳ ｹﾞﾝﾀ ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾑ
   36 小松 楽(5)   47 原 拓人(4)

ｺﾏﾂ ｶﾞｸ ﾊﾗ ﾀｸﾄ
 5   4 南箕輪小(B)    70 有賀佳紀(6)  1,03.24 q  7 日義小(A)

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳB ｱﾙｶﾞﾖｼｷ ﾋﾖｼｼｮｳA 欠場
   55 上田航希(6)

ｳｴﾀﾞｺｳｷ
   49 佐藤慶太(6)

ｻﾄｳｹｲﾀ
   63 渡辺拓巳(6)

ﾜﾀﾅﾍﾞﾀｸﾐ
 6   6 南箕輪小(E)    72 髙木 駿(4)  1,07.64 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳE ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝ
   50 佐藤 智哉(4)

ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ
   61 田中 秀磨(4)

ﾀﾅｶ ｼｭｳﾏ
   67 武村 芽郁(4)

ﾀｹﾑﾗ ﾒｲﾔ



小学共通男子

４×１００ｍＲ
決勝

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 南箕輪小(A)    44 伊藤 颯(6)    56.78 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳA ｲﾄｳﾊﾔﾃ
   43 伊藤諒(6)

ｲﾄｳﾘｮｳ
   42 伊沢快(6)

ｲｻﾜｶｲ
   58 代田寛稀(6)

ｼﾛﾀﾄﾓｷ
 2   3 南箕輪小(C)    69 野口 弓月(5)    58.46 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳC ﾉｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ
   57 西田ガブリエル(5)

ﾆｼﾀﾞｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ
   51 三澤拓実(5)

ﾐｻﾜﾀｸﾐ
   68 平島 歩(5)

ﾋﾗｼﾏｱﾕﾑ
 3   5 駒ヶ根SS    19 熊谷 康成(5)    58.77 

ｺﾏｶﾞﾈSS ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ
   22 曽根原 賢(6)

ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ
   21 小町谷 祥司(5)

ｺﾏﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ
   20 酒井 和馬(5)

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ
 4   7 駒ｹ根中沢RC    27 北原 颯也(6)  1,00.97 

ｺﾏｶﾞﾈﾅｶｻﾞﾜｱｰﾙｼｰ ｷﾀﾊﾗ ｿｳﾔ
   85 田中 優太(6)

ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ
   25 那須野 寛生(5)

ﾅｽﾉ ﾋﾛｷ
   28 満澤 辰祥(6)

ﾐﾂｻﾞﾜ ﾀﾂﾖｼ
 5   4 伊那小(A)    15 田中 大智(6)  1,01.01 

ｲﾅｼｮｳA ﾀﾅｶ  ﾀﾞｲﾁ
   83 大野田 直弥

ｵｵﾉﾀ ﾅｵﾔ
   13 小森 心

ｺﾓﾘ ｼﾝ
   16 和田 正仕(6)

ﾜﾀﾞ ﾀﾀﾞｼ
 6   8 南箕輪小(B)    70 有賀佳紀(6)  1,03.26 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳB ｱﾙｶﾞﾖｼｷ
   55 上田航希(6)

ｳｴﾀﾞｺｳｷ
   49 佐藤慶太(6)

ｻﾄｳｹｲﾀ
   63 渡辺拓巳(6)

ﾜﾀﾅﾍﾞﾀｸﾐ
 7   1 南箕輪小(D)    59 瀧澤 晃(4)  1,06.94 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜｼｮｳD ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷﾗ
   52 三澤 遥太(4)

ﾐｻﾜ ﾊﾙﾀ
   45 吉田 歩(4)

ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾑ
   47 原 拓人(4)

ﾊﾗ ﾀｸﾄ
  2 西箕輪ＡＣ(D)    39 片野 詩音(5)

ﾆｼﾐﾉﾜｴｰｼｰD ｶﾀﾉ ｼｵﾝ 棄権
   34 原 亘輝(6)

ﾊﾗ ｺｳｷ
   35 後藤 元太(5)

ｺﾞﾄｳ ｹﾞﾝﾀ
   36 小松 楽(5)

ｺﾏﾂ ｶﾞｸ



小学共通男子 決勝 9月10日 9:00

走幅跳

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 8    43 伊藤諒(6) 小学  4.40  4.07  4.28    4.40 

ｲﾄｳﾘｮｳ 南箕輪小   0.0   0.0  +0.1     0.0
2 3    58 代田寛稀(6) 小学  4.16  3.60  3.69    4.16 

ｼﾛﾀﾄﾓｷ 南箕輪小   0.0  -0.6  +0.6     0.0
3 13    42 伊沢快(6) 小学  3.88  3.66  3.68    3.88 

ｲｻﾜｶｲ 南箕輪小  -0.7  +0.2  +0.1    -0.7
4 14    10 松崎 勇起(6) 小学   X  3.70  3.72    3.72 

ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 伊那AC  +0.6  +0.5    +0.5
5 11    35 後藤 元太(5) 小学  3.31  3.43  3.57    3.57 

ｺﾞﾄｳ ｹﾞﾝﾀ 西箕輪ＡＣ   0.0   0.0  +0.1    +0.1
6 12    21 小町谷 祥司(5) 小学  3.50   X   X    3.50 

ｺﾏﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ 駒ヶ根SS  -0.2    -0.2
7 7    18 笠川 京(5) 小学  3.43  3.32  3.34    3.43 

ｶｻｶﾞﾜ  ｹｲ 駒ヶ根AC  -0.7  +1.1  +0.5    -0.7
8 10    48 原武大(6) 小学   X   X  3.33    3.33 

ﾊﾗﾀｹﾋﾛ 南箕輪小  +0.4    +0.4
9 6    50 佐藤 智哉(4) 小学  2.69   X  3.05    3.05 

ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 南箕輪小  -0.7   0.0     0.0
10 9    32 宮下 尚汰(5) 小学  2.73  2.69  2.80    2.80 

ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳﾀ 西箕輪ＡＣ   0.0  +1.0  -0.3    -0.3
11 5    37 小林 大(4) 小学   X  2.42   X    2.42 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲ 西箕輪ＡＣ  +0.8    +0.8
12 2    62 田中 良樹(4) 小学  2.25  2.26  2.33    2.33 

ﾀﾅｶ ﾖｼｷ 南箕輪小  -0.4  -0.2  +0.8    +0.8
1    79 中村 智(6) 小学 欠場

ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 日義小
4    71 髙山 駿(5) 小学 欠場

ﾀｶﾔﾏｼｭﾝ 南箕輪小



男子 決勝 9月10日 11:05

１００ｍ

決勝

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 -1.1
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 7  1613 加藤 好太(2) 中学    14.72 1 5  1734 青柳 凌平(2) 中学    13.21 

ｶﾄｳ ｺｳﾀ 南箕輪中 ｱｵﾔｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 春富中
 2 3  1221 宮澤 拓也(1) 中学    14.73 2 2  1219 諏訪 瑛仁(1) 中学    13.82 

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 上諏訪中 ｽﾜ ｱｷﾋﾄ 上諏訪中
 3 1  1655 渡辺 堅斗(1) 中学    15.54 3 1  1620 山崎 直人(2) 中学    14.07 

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ 伊那中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾄ 南箕輪中
 4 5  1780 大川 和樹(1) 中学    15.68 4 7  1535 赤坂 直也(2) 中学    14.18 

ｵｵｶﾜ ｶｽﾞｷ 宮田中 ｱｶｻｶ ﾅｵﾔ 辰野中
 5 4  1812 廣田 剛志(3) 中学    16.95 5 3  1641 飯島 靖之(1) 中学    14.20 

ﾋﾛﾀ ﾂﾖｼ 駒ヶ根東中 ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽﾕｷ 伊那中
2  1813 竹内 謙太(1) 中学 6 8  1379 三井 雄汰郎(1) 中学    14.30 

ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾀ 駒ヶ根東中 欠場 ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ 茅野北部中
6  1816 宮下 亜綺(1) 中学 7 6  1214 中島 舞人(2) 中学    14.32 

ﾐﾔｼﾀ ｱｷ 駒ヶ根東中 欠場 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｲﾄ 上諏訪中
8  1822 仁科 渉(1) 中学 8 4  1772 奥田 崚介(2) 中学    14.79 

ﾆｼﾅ ﾜﾀﾙ 駒ヶ根東中 欠場 ｵｸﾀ ﾞ ﾘｮｳｽｹ 宮田中

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速  0.0
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 4  1208 雨宮 諒河(2) 中学    13.27 1 2  1374 荒道 飛翔(1) 中学    12.96 

ｱﾒﾐﾔ ﾘｮｳｶﾞ 上諏訪中 ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ 茅野北部中
 2 5  1637 武田 駿平(1) 中学    13.58 2 1  1639 宮澤 研人(2) 中学    13.09 

ﾀｹﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 伊那中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 伊那中
 3 2  1551 伊藤 駿(1) 中学    13.65 3 5  1220 宮坂 智史(1) 中学    13.60 

ｲﾄｳ ｼｭﾝ 辰野中 ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 上諏訪中
 4 1  1617 唐木 裕麻(2) 中学    13.69 4 3  1644 小川 明喜男(1) 中学    13.74 

ｶﾗｷ ﾕｳﾏ 南箕輪中 ｵｶﾞﾜ ｱｷｵ 伊那中
 5 6  1534 柘植 尚哉(2) 中学    14.02 5 6  1375 丹羽 南樹(1) 中学    13.79 

ﾂｹﾞ ﾅｵﾔ 辰野中 ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野北部中
 6 7  2027 後藤 航平(2) 中学    14.12 6 7  1539 中村 新(1) 中学    14.05 

ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ 高森中 ﾅｶﾑﾗ ｱﾗﾀ 辰野中
 7 8  1681 伊藤 拓也(2) 中学    14.66 7 4  1564 藤原 渓太(1) 中学    14.06 

ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 伊那東部中 ﾌｼﾞﾊﾗ ｹｲﾀ 箕輪中
 8 3  1562 木下 智裕(1) 中学    15.02 8  1563 宮沢 悠斗(1) 中学

ｷﾉｼﾀ ﾁﾋﾛ 箕輪中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 箕輪中 欠場

[ 5組] 風速 -0.7 [ 6組] 風速 -1.2
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 4  1764 山岸 湧也(2) 中学    13.16 1 8  1679 根橋 拓也(2) 中学    12.99 

ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳﾔ 宮田中 ﾈﾊﾞｼ ﾀｸﾔ 伊那東部中
 2 3  1215 中村 龍士(2) 中学    13.23 2 4  1586 小林 佑萬(1) 中学    13.05 

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 上諏訪中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 箕輪中
 3 2  1663 唐澤 翔馬(2) 中学    13.35 3 6  6352 鎌倉 渉(1) 中学    13.13 

ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾏ 伊那東部中 ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ 飯田高陵中
 4 8  2063 大内 健瑠(1) 中学    13.35 4 3  1210 河西 一星(2) 中学    13.18 

ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高陵中 ｶｻｲ ｲｯｾｲ 上諏訪中
 5 5  1619 谷口 雅弥(2) 中学    13.43 5 2  1576 原 大智(2) 中学    13.38 

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 南箕輪中 ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 箕輪中
 6 6  1776 平沢 大地(2) 中学    13.50 6 7  1771 浦野 諄(2) 中学    13.57 

ﾋﾗｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 宮田中 ｳﾗﾉ ｱﾂｼ 宮田中
 7 1  1213 中上 正義(2) 中学    13.52 7 5  1538 春宮 悠人(1) 中学    13.58 

ﾅｶｶﾞﾐ ﾏｻｷ 上諏訪中 ﾊﾙﾐﾔ ﾕｳﾄ 辰野中
 8 7  1216 御子柴 尚(2) 中学    13.77 

ﾐｺｼﾊﾞ ｼｮｳ 上諏訪中

[ 7組] 風速 -0.5 [ 8組] 風速  0.0
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 6  1676 伊藤 俊平(3) 中学    12.28 1 7  6072 久保田 正吾(2) 中学    12.54 

ｲﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 伊那東部中 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 鉢盛中
 2 8  1665 越崎 尊喜(1) 中学    12.79 2 6  1684 吉岡 佳佑(3) 中学    12.56 

ｺｼｻﾞｷ ﾀﾂｷ 伊那東部中 ﾖｼｵｶ ｹｲｽｹ 伊那東部中
 3 4  3767 中村 忠夫(2) 中学    13.12 3 2  1207 石井 冬馬(1) 中学    12.67 

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｵ 北安松川中 ｲｼｲ ﾄｳﾏ 上諏訪中
 4 5  6073 宮田 拓実(2) 中学    13.26 4 3  3761 薛 玄太郎(2) 中学    12.78 

ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 鉢盛中 ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 北安松川中
 5 3  1574 菊地 康亮(2) 中学    13.45 5 4  1687 上柳 凌平(3) 中学    12.81 

ｷｸﾁ ｺｳｽｹ 箕輪中 ｳﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 伊那東部中
 6 2  2028 佐藤 翔太(2) 中学    13.46 6 5  1839 木下 悠也(2) 中学    12.86 

ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 高森中 ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾔ 駒ヶ根東中
 7 7  9867 赤瀬 崇 一般    14.06 7 8  2006 椚谷 和久(1) 中学    13.01 

ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ 高森中



男子

１００ｍ
[ 9組] 風速  0.0
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 8  8706 山下 桂 一般    11.22 

ﾔﾏｼﾀ ｹｲ ﾄｰﾊﾂ
 2 5  1554 坂井 和人(3) 中学    11.64 

ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ 辰野中
 3 2  2032 松下 優太(2) 中学    12.21 

ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ 高森中
 4 7  6076 木村 幸太(1) 中学    12.38 

ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 鉢盛中
 5 3  1573 山崎 久樹(2) 中学    12.40 

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ 箕輪中
 6 6  2026 松島 竜平(2) 中学    12.54 

ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 高森中
 7 4  2020 川口 純(3) 中学    12.68 

ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 高森中



男子

１００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
   1  8706 山下 桂 一般 ﾄｰﾊﾂ    11.22 (0.0)  9  1
   2  1554 坂井 和人(3) 中学 辰野中    11.64 (0.0)  9  2
   3  2032 松下 優太(2) 中学 高森中    12.21 (0.0)  9  3
   4  1676 伊藤 俊平(3) 中学 伊那東部中    12.28 (-0.5)  7  1
   5  6076 木村 幸太(1) 中学 鉢盛中    12.38 (0.0)  9  4
   6  1573 山崎 久樹(2) 中学 箕輪中    12.40 (0.0)  9  5
   7  6072 久保田 正吾(2) 中学 鉢盛中    12.54 (0.0)  8  1
   7  2026 松島 竜平(2) 中学 高森中    12.54 (0.0)  9  6
   9  1684 吉岡 佳佑(3) 中学 伊那東部中    12.56 (0.0)  8  2
  10  1207 石井 冬馬(1) 中学 上諏訪中    12.67 (0.0)  8  3
  11  2020 川口 純(3) 中学 高森中    12.68 (0.0)  9  7
  12  3761 薛 玄太郎(2) 中学 北安松川中    12.78 (0.0)  8  4
  13  1665 越崎 尊喜(1) 中学 伊那東部中    12.79 (-0.5)  7  2
  14  1687 上柳 凌平(3) 中学 伊那東部中    12.81 (0.0)  8  5
  15  1839 木下 悠也(2) 中学 駒ヶ根東中    12.86 (0.0)  8  6
  16  1374 荒道 飛翔(1) 中学 茅野北部中    12.96 (0.0)  4  1
  17  1679 根橋 拓也(2) 中学 伊那東部中    12.99 (-1.2)  6  1
  18  2006 椚谷 和久(1) 中学 高森中    13.01 (0.0)  8  7
  19  1586 小林 佑萬(1) 中学 箕輪中    13.05 (-1.2)  6  2
  20  1639 宮澤 研人(2) 中学 伊那中    13.09 (0.0)  4  2
  21  3767 中村 忠夫(2) 中学 北安松川中    13.12 (-0.5)  7  3
  22  6352 鎌倉 渉(1) 中学 飯田高陵中    13.13 (-1.2)  6  3
  23  1764 山岸 湧也(2) 中学 宮田中    13.16 (-0.7)  5  1
  24  1210 河西 一星(2) 中学 上諏訪中    13.18 (-1.2)  6  4
  25  1734 青柳 凌平(2) 中学 春富中    13.21 (-1.1)  2  1
  26  1215 中村 龍士(2) 中学 上諏訪中    13.23 (-0.7)  5  2
  27  6073 宮田 拓実(2) 中学 鉢盛中    13.26 (-0.5)  7  4
  28  1208 雨宮 諒河(2) 中学 上諏訪中    13.27 (0.0)  3  1
  29  1663 唐澤 翔馬(2) 中学 伊那東部中    13.35 (-0.7)  5  3
  29  2063 大内 健瑠(1) 中学 飯田高陵中    13.35 (-0.7)  5  4
  31  1576 原 大智(2) 中学 箕輪中    13.38 (-1.2)  6  5
  32  1619 谷口 雅弥(2) 中学 南箕輪中    13.43 (-0.7)  5  5
  33  1574 菊地 康亮(2) 中学 箕輪中    13.45 (-0.5)  7  5
  34  2028 佐藤 翔太(2) 中学 高森中    13.46 (-0.5)  7  6
  35  1776 平沢 大地(2) 中学 宮田中    13.50 (-0.7)  5  6
  36  1213 中上 正義(2) 中学 上諏訪中    13.52 (-0.7)  5  7
  37  1771 浦野 諄(2) 中学 宮田中    13.57 (-1.2)  6  6
  38  1637 武田 駿平(1) 中学 伊那中    13.58 (0.0)  3  2
  38  1538 春宮 悠人(1) 中学 辰野中    13.58 (-1.2)  6  7
  40  1220 宮坂 智史(1) 中学 上諏訪中    13.60 (0.0)  4  3
  41  1551 伊藤 駿(1) 中学 辰野中    13.65 (0.0)  3  3
  42  1617 唐木 裕麻(2) 中学 南箕輪中    13.69 (0.0)  3  4
  43  1644 小川 明喜男(1) 中学 伊那中    13.74 (0.0)  4  4
  44  1216 御子柴 尚(2) 中学 上諏訪中    13.77 (-0.7)  5  8
  45  1375 丹羽 南樹(1) 中学 茅野北部中    13.79 (0.0)  4  5
  46  1219 諏訪 瑛仁(1) 中学 上諏訪中    13.82 (-1.1)  2  2
  47  1534 柘植 尚哉(2) 中学 辰野中    14.02 (0.0)  3  5
  48  1539 中村 新(1) 中学 辰野中    14.05 (0.0)  4  6
  49  1564 藤原 渓太(1) 中学 箕輪中    14.06 (0.0)  4  7
  49  9867 赤瀬 崇 一般 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ    14.06 (-0.5)  7  7
  51  1620 山崎 直人(2) 中学 南箕輪中    14.07 (-1.1)  2  3
  52  2027 後藤 航平(2) 中学 高森中    14.12 (0.0)  3  6
  53  1535 赤坂 直也(2) 中学 辰野中    14.18 (-1.1)  2  4
  54  1641 飯島 靖之(1) 中学 伊那中    14.20 (-1.1)  2  5
  55  1379 三井 雄汰郎(1) 中学 茅野北部中    14.30 (-1.1)  2  6
  56  1214 中島 舞人(2) 中学 上諏訪中    14.32 (-1.1)  2  7
  57  1681 伊藤 拓也(2) 中学 伊那東部中    14.66 (0.0)  3  7
  58  1613 加藤 好太(2) 中学 南箕輪中    14.72 (-0.4)  1  1
  59  1221 宮澤 拓也(1) 中学 上諏訪中    14.73 (-0.4)  1  2
  60  1772 奥田 崚介(2) 中学 宮田中    14.79 (-1.1)  2  8
  61  1562 木下 智裕(1) 中学 箕輪中    15.02 (0.0)  3  8
  62  1655 渡辺 堅斗(1) 中学 伊那中    15.54 (-0.4)  1  3
  63  1780 大川 和樹(1) 中学 宮田中    15.68 (-0.4)  1  4
  64  1812 廣田 剛志(3) 中学 駒ヶ根東中    16.95 (-0.4)  1  5



男子 決勝 9月10日 12:05

４００ｍ

決勝

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 7  2045 松澤 貴文(2) 中学  1,01.29 1 2  2052 山近 拳児(2) 中学    57.90 

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ 飯田高陵中 ﾔﾏﾁｶ ｹﾝｼﾞ 飯田高陵中
 2 4  1220 宮坂 智史(1) 中学  1,02.49 2 8  2048 後藤 悠二(2) 中学  1,00.00 

ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 上諏訪中 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾞ 飯田高陵中
 3 5  1645 西納 晶太(1) 中学  1,06.37 3 6  2049 北沢 駿弥(2) 中学  1,00.08 

ﾆｼﾉｳ ｼｮｳﾀ 伊那中 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 飯田高陵中
 4 3  1379 三井 雄汰郎(1) 中学  1,09.08 4 3  1636 松澤 尚樹(2) 中学  1,00.09 

ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ 茅野北部中 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ 伊那中
 5 6  1214 中島 舞人(2) 中学  1,09.15 5 7  1210 河西 一星(2) 中学  1,00.48 

ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｲﾄ 上諏訪中 ｶｻｲ ｲｯｾｲ 上諏訪中
 6 2  1209 伊藤 佑樹(2) 中学  1,11.28 4  2051 平栗 広大(2) 中学

ｲﾄｳ ﾕｳｷ 上諏訪中 ﾋﾗｸﾞﾘ ｺｳﾀﾞｲ 飯田高陵中 欠場
 7 8  1217 後藤 勇人(1) 中学  1,13.68 5  1211 田中 建伍(2) 中学

ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾄ 上諏訪中 ﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ 上諏訪中 欠場

[ 3組]
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 3  1578 浦野 亜嵐(2) 中学    56.26 

ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ 箕輪中
 2 8  2567 松村 理久(3) 中学    56.69 

ﾏﾂﾑﾗ ﾘｸ 旭ヶ丘中
 3 6  2035 塩沢 大樹(2) 中学  1,00.92 

ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 高森中
 4 5  1914 中島 瑶樹(2) 中学  1,01.71 

ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 中川中
 5 7  7518 池上 優斗(1) 中学  1,02.02 

ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 伊那AC
 6 4  1789 竹村 智也(2) 中学  1,03.33 

ﾀｹﾑﾗ ﾄﾓﾔ 赤穂中
 7 2  1800 榎本 峻也(1) 中学  1,09.77 

ｴﾉﾓﾄ ｼｭﾝﾔ 赤穂中

男子

４００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
   1  1578 浦野 亜嵐(2) 中学 箕輪中      56.26  3  1
   2  2567 松村 理久(3) 中学 旭ヶ丘中      56.69  3  2
   3  2052 山近 拳児(2) 中学 飯田高陵中      57.90  2  1
   4  2048 後藤 悠二(2) 中学 飯田高陵中    1,00.00  2  2
   5  2049 北沢 駿弥(2) 中学 飯田高陵中    1,00.08  2  3
   6  1636 松澤 尚樹(2) 中学 伊那中    1,00.09  2  4
   7  1210 河西 一星(2) 中学 上諏訪中    1,00.48  2  5
   8  2035 塩沢 大樹(2) 中学 高森中    1,00.92  3  3
   9  2045 松澤 貴文(2) 中学 飯田高陵中    1,01.29  1  1
  10  1914 中島 瑶樹(2) 中学 中川中    1,01.71  3  4
  11  7518 池上 優斗(1) 中学 伊那AC    1,02.02  3  5
  12  1220 宮坂 智史(1) 中学 上諏訪中    1,02.49  1  2
  13  1789 竹村 智也(2) 中学 赤穂中    1,03.33  3  6
  14  1645 西納 晶太(1) 中学 伊那中    1,06.37  1  3
  15  1379 三井 雄汰郎(1) 中学 茅野北部中    1,09.08  1  4
  16  1214 中島 舞人(2) 中学 上諏訪中    1,09.15  1  5
  17  1800 榎本 峻也(1) 中学 赤穂中    1,09.77  3  7
  18  1209 伊藤 佑樹(2) 中学 上諏訪中    1,11.28  1  6
  19  1217 後藤 勇人(1) 中学 上諏訪中    1,13.68  1  7



男子 決勝 9月10日 9:40

８００ｍ

決勝

[ 1組] [ 2組]
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 4  1645 西納 晶太(1) 中学  2,33.79 1 3  1911 山岸 雅尚(2) 中学  2,16.87 

ﾆｼﾉｳ ｼｮｳﾀ 伊那中 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾅｵ 中川中
 2 2  1649 高井 雅也(1) 中学  2,34.32 2 6  1636 松澤 尚樹(2) 中学  2,17.54 

ﾀｶｲ ﾏｻﾔ 伊那中 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ 伊那中
 3 5  1585 垣内 岳(1) 中学  2,36.68 3 4  3763 蜜澤 岳(2) 中学  2,23.09 

ｶｷｳﾁ ｶﾞｸ 箕輪中 ﾐﾂｻﾞﾜ ｶﾞｸ 北安松川中
 4 6  1893 片桐 巧貴(2) 中学  2,42.70 4 2  1582 葉桐 文哉(1) 中学  2,24.98 

ｶﾀｷﾞﾘ ｺｳｷ 中川中 ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ 箕輪中
 5 3  6074 海川 和哉(1) 中学  2,46.66 5 5  1770 小野 挙(2) 中学  2,25.70 

ｳﾐｶﾜ ｶｽﾞﾔ 鉢盛中 ｵﾉ ｱｸﾞﾙ 宮田中

男子

８００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
   1  1911 山岸 雅尚(2) 中学 中川中    2,16.87  2  1
   2  1636 松澤 尚樹(2) 中学 伊那中    2,17.54  2  2
   3  3763 蜜澤 岳(2) 中学 北安松川中    2,23.09  2  3
   4  1582 葉桐 文哉(1) 中学 箕輪中    2,24.98  2  4
   5  1770 小野 挙(2) 中学 宮田中    2,25.70  2  5
   6  1645 西納 晶太(1) 中学 伊那中    2,33.79  1  1
   7  1649 高井 雅也(1) 中学 伊那中    2,34.32  1  2
   8  1585 垣内 岳(1) 中学 箕輪中    2,36.68  1  3
   9  1893 片桐 巧貴(2) 中学 中川中    2,42.70  1  4
  10  6074 海川 和哉(1) 中学 鉢盛中    2,46.66  1  5



男子 決勝 9月10日 12:25

１５００ｍ

決勝

[ 1組] [ 2組]
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 11  1575 北原 辰吉(2) 中学  5,14.56 1 14  3764 大和田 雅人(2) 中学  4,57.71 

ｷﾀﾊﾗ ﾀﾂﾖｼ 箕輪中 ｵｵﾜﾀﾞ ﾏｻﾄ 北安松川中
 2 13  1646 齋藤 春希(1) 中学  5,17.19 2 10  2051 平栗 広大(2) 中学  5,06.23 

ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ 伊那中 ﾋﾗｸﾞﾘ ｺｳﾀﾞｲ 飯田高陵中
 3 14  1668 池上 芳樹(1) 中学  5,17.34 3 3  1774 鈴木 哲(2) 中学  5,07.24 

ｲｹｶﾞﾐ ﾖｼｷ 伊那東部中 ｽｽﾞｷ ﾃﾂ 宮田中
 4 10  3759 一瀬 拓郎(2) 中学  5,17.95 4 1  1779 下井 颯太(1) 中学  5,07.33 

ｶｽﾞｾ ﾀｸﾛｳ 北安松川中 ｼﾓｲ ｿｳﾀ 宮田中
 5 2  2053 桑原 勇人(2) 中学  5,22.21 5 7  1680 坂下 裕紀(1) 中学  5,09.46 

ｸﾜﾊﾞﾗ ﾊﾔﾄ 飯田高陵中 ｻｶｼﾀ ﾕｳｷ 伊那東部中
 6 16  2040 岩崎 宙正(2) 中学  5,23.76 6 13  1669 平澤 宏二郎(1) 中学  5,14.53 

ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾏｻ 飯田高陵中 ﾋﾗｻﾜ ｺｳｼﾞﾛｳ 伊那東部中
 7 5  1588 春日 聖悟(1) 中学  5,27.68 7 5  1619 谷口 雅弥(2) 中学  5,14.87 

ｶｽｶﾞ ｾｲｺﾞ 箕輪中 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 南箕輪中
 8 3  1741 中原 陸(1) 中学  5,33.93 8 8  1583 丸田 健悟(1) 中学  5,17.55 

ﾅｶﾊﾗ ﾘｸ 春富中 ﾏﾙﾀ ｹﾝｺﾞ 箕輪中
 9 15  1653 田畑 優真(1) 中学  5,35.07 9 6  2044 藤井 現代(2) 中学  5,18.55 

ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳﾏ 伊那中 ﾌｼﾞｲ ｹﾞﾝﾀﾞｲ 飯田高陵中
10 4  2956 牧内 純(2) 中学  5,37.39 10 12  3762 清水 岳博(2) 中学  5,19.69 

ﾏｷｳﾁ ｼﾞｭﾝ 飯田高陵中 ｼﾐｽﾞ ﾀｹﾋﾛ 北安松川中
11 12  1212 千見寺 恵汰(2) 中学  5,53.30 11 4  1733 伊藤 太紀(2) 中学  5,22.94 

ﾁｹﾝｼﾞ ｹｲﾀ 上諏訪中 ｲﾄｳ ﾀｲｷ 春富中
12 7  1651 金田 竜刻(1) 中学  6,03.36 12 15  1667 北原 類(1) 中学  5,26.75 

ｶﾈﾀﾞ ﾀﾂﾄｷ 伊那中 ｷﾀﾊﾗ ﾙｲ 伊那東部中
13 6  1217 後藤 勇人(1) 中学  6,10.00 13 9  1766 横尾 拓未(2) 中学  5,29.64 

ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾄ 上諏訪中 ﾖｺｵ ﾀｸﾐ 宮田中
14 8  1209 伊藤 佑樹(2) 中学  6,16.19 14 11  2566 吉澤 優吾(3) 中学  5,42.77 

ｲﾄｳ ﾕｳｷ 上諏訪中 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ 旭ヶ丘中
1  1540 長島 聖(1) 中学 2  2036 矢島 佳樹(1) 中学

ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾄﾙ 辰野中 欠場 ﾔｼﾞﾏ ﾖｼｷ 飯田高陵中 欠場
9  1542 山崎 翔(1) 中学

ﾔﾏｻﾞｷ ｶｹﾙ 辰野中 欠場

[ 3組]
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 3  1661 関川 大悟(2) 中学  4,32.93 

ｾｷｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 伊那東部中
 2 7  1549 酒井 和樹(3) 中学  4,36.17 

ｻｶｲ ｶｽﾞｷ 辰野中
 3 1  5705 三沢 進祐(2) 中学  4,40.95 

ﾐｻﾜ ｼﾝｽｹ 鎌田中
 4 14  3727 川島 恵一(2) 中学  4,45.22 

ｶﾜｼﾏ ｹｲｲﾁ 高瀬中
 5 4  3772 真島 雅季(1) 中学  4,46.19 

ﾏｼﾏ ﾏｻｷ 北安松川中
 6 10  9534 楜沢 俊明 一般  4,46.30 

ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾄｼｱｷ 松川村AC
 7 11  7518 池上 優斗(1) 中学  4,49.07 

ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 伊那AC
 8 6  1208 雨宮 諒河(2) 中学  4,56.73 

ｱﾒﾐﾔ ﾘｮｳｶﾞ 上諏訪中
 9 15  1664 橋爪 颯生(1) 中学  4,59.54 

ﾊｼﾂﾞﾒ ｻﾂｷ 伊那東部中
10 5  1533 吉田 慎一郎(2) 中学  5,00.83 

ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 辰野中
11 13  2586 田畑 嵩明(1) 中学  5,03.17 

ﾀﾊﾞﾀ ﾀｶｱｷ 竜峡中
12 12  2573 澤田 大希(2) 中学  5,03.51 

ｻﾜﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 旭ヶ丘中
13 8  2556 田畑 篤偲(1) 中学  5,21.80 

ﾀﾊﾞﾀ ｱﾂｼ 旭ヶ丘中
2  1211 田中 建伍(2) 中学

ﾀﾅｶ ｹﾝｺﾞ 上諏訪中 欠場
9  1683 那須野 亨(2) 中学

ﾅｽﾉ ﾄｵﾙ 伊那東部中 欠場



男子

１５００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
   1  1661 関川 大悟(2) 中学 伊那東部中    4,32.93  3  1
   2  1549 酒井 和樹(3) 中学 辰野中    4,36.17  3  2
   3  5705 三沢 進祐(2) 中学 鎌田中    4,40.95  3  3
   4  3727 川島 恵一(2) 中学 高瀬中    4,45.22  3  4
   5  3772 真島 雅季(1) 中学 北安松川中    4,46.19  3  5
   6  9534 楜沢 俊明 一般 松川村AC    4,46.30  3  6
   7  7518 池上 優斗(1) 中学 伊那AC    4,49.07  3  7
   8  1208 雨宮 諒河(2) 中学 上諏訪中    4,56.73  3  8
   9  3764 大和田 雅人(2) 中学 北安松川中    4,57.71  2  1
  10  1664 橋爪 颯生(1) 中学 伊那東部中    4,59.54  3  9
  11  1533 吉田 慎一郎(2) 中学 辰野中    5,00.83  3 10
  12  2586 田畑 嵩明(1) 中学 竜峡中    5,03.17  3 11
  13  2573 澤田 大希(2) 中学 旭ヶ丘中    5,03.51  3 12
  14  2051 平栗 広大(2) 中学 飯田高陵中    5,06.23  2  2
  15  1774 鈴木 哲(2) 中学 宮田中    5,07.24  2  3
  16  1779 下井 颯太(1) 中学 宮田中    5,07.33  2  4
  17  1680 坂下 裕紀(1) 中学 伊那東部中    5,09.46  2  5
  18  1669 平澤 宏二郎(1) 中学 伊那東部中    5,14.53  2  6
  19  1575 北原 辰吉(2) 中学 箕輪中    5,14.56  1  1
  20  1619 谷口 雅弥(2) 中学 南箕輪中    5,14.87  2  7
  21  1646 齋藤 春希(1) 中学 伊那中    5,17.19  1  2
  22  1668 池上 芳樹(1) 中学 伊那東部中    5,17.34  1  3
  23  1583 丸田 健悟(1) 中学 箕輪中    5,17.55  2  8
  24  3759 一瀬 拓郎(2) 中学 北安松川中    5,17.95  1  4
  25  2044 藤井 現代(2) 中学 飯田高陵中    5,18.55  2  9
  26  3762 清水 岳博(2) 中学 北安松川中    5,19.69  2 10
  27  2556 田畑 篤偲(1) 中学 旭ヶ丘中    5,21.80  3 13
  28  2053 桑原 勇人(2) 中学 飯田高陵中    5,22.21  1  5
  29  1733 伊藤 太紀(2) 中学 春富中    5,22.94  2 11
  30  2040 岩崎 宙正(2) 中学 飯田高陵中    5,23.76  1  6
  31  1667 北原 類(1) 中学 伊那東部中    5,26.75  2 12
  32  1588 春日 聖悟(1) 中学 箕輪中    5,27.68  1  7
  33  1766 横尾 拓未(2) 中学 宮田中    5,29.64  2 13
  34  1741 中原 陸(1) 中学 春富中    5,33.93  1  8
  35  1653 田畑 優真(1) 中学 伊那中    5,35.07  1  9
  36  2956 牧内 純(2) 中学 飯田高陵中    5,37.39  1 10
  37  2566 吉澤 優吾(3) 中学 旭ヶ丘中    5,42.77  2 14
  38  1212 千見寺 恵汰(2) 中学 上諏訪中    5,53.30  1 11
  39  1651 金田 竜刻(1) 中学 伊那中    6,03.36  1 12
  40  1217 後藤 勇人(1) 中学 上諏訪中    6,10.00  1 13
  41  1209 伊藤 佑樹(2) 中学 上諏訪中    6,16.19  1 14



中学男子 決勝 9月10日 14:00

３０００ｍ

決勝

[ 1組] [ 2組]
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 22  3472 二村 航平(3) 中学  9,18.36 1 13  2796 小林 隼人(3) 中学  9,34.74 

ﾆﾑﾗ ｺｳﾍｲ 穂高西中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 木祖中
 2 11  3618 村瀬 崚(3) 中学  9,28.60 2 11  6069 太田 賢斗(3) 中学  9,40.69 

ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 梓川中 ｵｵﾀ ｹﾝﾄ 鉢盛中
 3 12  1840 島 龍之介(2) 中学  9,30.59 3 20  1823 高梨 良介(3) 中学  9,41.25 

ｼﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 駒ヶ根東中 ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ 駒ヶ根東中
 4 5  1795 水上 優斗(2) 中学  9,36.11 4 1  1801 大澤 智樹(1) 中学  9,41.62 

ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳﾄ 赤穂中 ｵｵｻﾜ ﾄﾓｷ 赤穂中
 5 3  6066 横水 颯太(3) 中学  9,36.66 5 4  1829 福澤 弘樹(3) 中学  9,59.12 

ﾖｺﾐｽﾞ ｿｳﾀ 鉢盛中 ﾌｸｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 駒ヶ根東中
 6 15  1790 宮下 晴貴(2) 中学  9,48.53 6 2  2046 吉川 健成(2) 中学 10,07.81 

ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ 赤穂中 ﾖｼｶﾜ ｹﾝｾｲ 飯田高陵中
 7 1  6067 上田 星矢(3) 中学  9,49.29 7 7  1683 那須野 亨(2) 中学 10,08.41 

ｳｴﾀﾞ ｾｲﾔ 鉢盛中 ﾅｽﾉ ﾄｵﾙ 伊那東部中
 8 16  1572 森川 知生(3) 中学  9,50.17 8 16  1577 日野 志朗(2) 中学 10,14.50 

ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓｷ 箕輪中 ﾋﾉ ｼﾛｳ 箕輪中
 9 21  1782 米澤 桂司(3) 中学  9,52.06 9 6  1566 柳沢 優成(3) 中学 10,18.86 

ﾖﾈｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 赤穂中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｾｲ 箕輪中
10 9  1803 竹村 智哉(3) 中学  9,54.08 10 21  1662 矢澤 雄太(2) 中学 10,22.81 

ﾀｹﾑﾗ ﾄﾓﾔ 赤穂中 ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 伊那東部中
11 8  1811 所河 北斗(2) 中学 10,02.01 11 10  1825 安藤 拓真(3) 中学 10,27.37 

ｼｮｶﾞﾜ ﾎｸﾄ 駒ヶ根東中 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾏ 駒ヶ根東中
12 13  1672 宮下 拓己(3) 中学 10,06.40 12 19  1787 小澤 恵太(3) 中学 10,34.96 

ﾐﾔｼﾀ ﾀｸﾐ 伊那東部中 ｵｻﾞﾜ ｹｲﾀ 赤穂中
13 7  6071 三島 太成(2) 中学 10,12.61 13 12  1827 下平 彬宏(3) 中学 10,46.61 

ﾐｼﾏ ﾀｲｾｲ 鉢盛中 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱｷﾋﾛ 駒ヶ根東中
14 24  1836 萩原 拓海(2) 中学 10,25.44 14 5  1673 高岡 章博(3) 中学 10,56.24 

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ 駒ヶ根東中 ﾀｶｵｶ ｱｷﾋﾛ 伊那東部中
15 10  1815 馬場 隆夫(1) 中学 10,25.78 15 8  1820 藤井 直輝(3) 中学 11,05.58 

ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ 駒ヶ根東中 ﾌｼﾞｲ ﾅｵｷ 駒ヶ根東中
16 2  2565 田畑 圭夫(3) 中学 10,37.31 16 23  6079 木村 祐太(1) 中学 11,08.74 

ﾀﾊﾞﾀ ﾖｼｵ 旭ヶ丘中 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 鉢盛中
17 19  1798 春日 明日実(2) 中学 10,40.54 17 14  1837 林 友也(2) 中学 11,37.98 

ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ 赤穂中 ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 駒ヶ根東中
18 18  1826 斉藤 優(3) 中学 10,51.99 18 24  1838 湯澤 隆真(2) 中学 11,54.97 

ｻｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 駒ヶ根東中 ﾕｻﾞﾜ ﾘｭｳﾏ 駒ヶ根東中
19 6  2011 河合 蓮(1) 中学 11,25.42 3  1218 坂田 悠綺(1) 中学

ｶﾜｲ ﾚﾝ 高森中 ｻｶﾀ ﾕｳｷ 上諏訪中 欠場
20 4  1828 竹村 吉晃(1) 中学 11,30.54 9  3631 野瀬 雅史(2) 中学

ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ 駒ヶ根東中 ﾉｾ ﾏｻﾌﾐ 梓川中 欠場
21 23  1802 岡田 稜(1) 中学 11,52.94 15  1661 関川 大悟(2) 中学

ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 赤穂中 ｾｷｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 伊那東部中 欠場
20  2043 中村 一貴(2) 中学 17  1783 井口 龍輝(3) 中学

ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 飯田高陵中 途中棄権 ｲｸﾞﾁ ﾘｭｳｷ 赤穂中 欠場
14  1834 湯澤 舜(3) 中学 18  1833 馬場 信介(3) 中学

ﾕｻﾞﾜ ｼｭﾝ 駒ヶ根東中 欠場 ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ 駒ヶ根東中 欠場
17  2586 田畑 嵩明(1) 中学 22  1835 滝澤 代聖(2) 中学

ﾀﾊﾞﾀ ﾀｶｱｷ 竜峡中 欠場 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 駒ヶ根東中 欠場



中学男子

３０００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
   1  3472 二村 航平(3) 中学 穂高西中    9,18.36  1  1
   2  3618 村瀬 崚(3) 中学 梓川中    9,28.60  1  2
   3  1840 島 龍之介(2) 中学 駒ヶ根東中    9,30.59  1  3
   4  2796 小林 隼人(3) 中学 木祖中    9,34.74  2  1
   5  1795 水上 優斗(2) 中学 赤穂中    9,36.11  1  4
   6  6066 横水 颯太(3) 中学 鉢盛中    9,36.66  1  5
   7  6069 太田 賢斗(3) 中学 鉢盛中    9,40.69  2  2
   8  1823 高梨 良介(3) 中学 駒ヶ根東中    9,41.25  2  3
   9  1801 大澤 智樹(1) 中学 赤穂中    9,41.62  2  4
  10  1790 宮下 晴貴(2) 中学 赤穂中    9,48.53  1  6
  11  6067 上田 星矢(3) 中学 鉢盛中    9,49.29  1  7
  12  1572 森川 知生(3) 中学 箕輪中    9,50.17  1  8
  13  1782 米澤 桂司(3) 中学 赤穂中    9,52.06  1  9
  14  1803 竹村 智哉(3) 中学 赤穂中    9,54.08  1 10
  15  1829 福澤 弘樹(3) 中学 駒ヶ根東中    9,59.12  2  5
  16  1811 所河 北斗(2) 中学 駒ヶ根東中   10,02.01  1 11
  17  1672 宮下 拓己(3) 中学 伊那東部中   10,06.40  1 12
  18  2046 吉川 健成(2) 中学 飯田高陵中   10,07.81  2  6
  19  1683 那須野 亨(2) 中学 伊那東部中   10,08.41  2  7
  20  6071 三島 太成(2) 中学 鉢盛中   10,12.61  1 13
  21  1577 日野 志朗(2) 中学 箕輪中   10,14.50  2  8
  22  1566 柳沢 優成(3) 中学 箕輪中   10,18.86  2  9
  23  1662 矢澤 雄太(2) 中学 伊那東部中   10,22.81  2 10
  24  1836 萩原 拓海(2) 中学 駒ヶ根東中   10,25.44  1 14
  25  1815 馬場 隆夫(1) 中学 駒ヶ根東中   10,25.78  1 15
  26  1825 安藤 拓真(3) 中学 駒ヶ根東中   10,27.37  2 11
  27  1787 小澤 恵太(3) 中学 赤穂中   10,34.96  2 12
  28  2565 田畑 圭夫(3) 中学 旭ヶ丘中   10,37.31  1 16
  29  1798 春日 明日実(2) 中学 赤穂中   10,40.54  1 17
  30  1827 下平 彬宏(3) 中学 駒ヶ根東中   10,46.61  2 13
  31  1826 斉藤 優(3) 中学 駒ヶ根東中   10,51.99  1 18
  32  1673 高岡 章博(3) 中学 伊那東部中   10,56.24  2 14
  33  1820 藤井 直輝(3) 中学 駒ヶ根東中   11,05.58  2 15
  34  6079 木村 祐太(1) 中学 鉢盛中   11,08.74  2 16
  35  2011 河合 蓮(1) 中学 高森中   11,25.42  1 19
  36  1828 竹村 吉晃(1) 中学 駒ヶ根東中   11,30.54  1 20
  37  1837 林 友也(2) 中学 駒ヶ根東中   11,37.98  2 17
  38  1802 岡田 稜(1) 中学 赤穂中   11,52.94  1 21
  39  1838 湯澤 隆真(2) 中学 駒ヶ根東中   11,54.97  2 18



男子 決勝 9月10日 9:00

５０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
 1 3    41 寺本 英司 一般 15,30.39 

ﾃﾗﾓﾄ ｴｲｼﾞ 東京陸協
 2 2    29 北原 崇志 一般 16,54.63 

ｷﾀﾊﾗ  ﾀｶｼ 上伊那陸協
1  8621 滝澤 勉 一般

ﾀｷｻﾞﾜ ﾂﾄﾑ ｼﾞｪﾙﾓ 欠場



男子 決勝 9月10日 14:40

４×１００ｍＲ

決勝

[ 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 北安松川中(A)  3768 藤澤 大輔(2)    49.66 1  5 飯田高陵中(A) 2042 齋藤 進次郎(2)    49.29 

ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜﾁｭｳA ﾌｼﾞｻﾜ ﾀﾞｲｽｹ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ
 3766 矢口 優介(2) 2055 牧内 豪(2)

ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ
 3767 中村 忠夫(2) 2052 山近 拳児(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｵ ﾔﾏﾁｶ ｹﾝｼﾞ
 3761 薛 玄太郎(2) 2048 後藤 悠二(2)

ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾞ
 2   5 上諏訪中(A)  1213 中上 正義(2)    49.75 2  4 鉢盛中 6073 宮田 拓実(2)    49.61 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳA ﾅｶｶﾞﾐ ﾏｻｷ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ
 1207 石井 冬馬(1) 6072 久保田 正吾(2)

ｲｼｲ ﾄｳﾏ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ
 1215 中村 龍士(2) 6076 木村 幸太(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ ｷﾑﾗ ｺｳﾀ
 1210 河西 一星(2) 6079 木村 祐太(1)

ｶｻｲ ｲｯｾｲ ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ
 3   7 伊那中  1643 小塩 悠生(1)    51.00 3  6 箕輪中 1578 浦野 亜嵐(2)    49.62 

ｲﾅﾁｭｳ ｺｼｵ ﾊﾙｷ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ
 1639 宮澤 研人(2) 1573 山崎 久樹(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ
 1636 松澤 尚樹(2) 1574 菊地 康亮(2)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ ｷｸﾁ ｺｳｽｹ
 1656 唐木 大河 1586 小林 佑萬(1)

ｶﾗｷ ﾀｲｶﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ
 4   4 宮田中  1776 平沢 大地(2)    51.28 4  7 伊那東部中(A) 1679 根橋 拓也(2)    51.58 

ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳ ﾋﾗｻﾜ ﾀﾞｲﾁ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾈﾊﾞｼ ﾀｸﾔ
 1778 保科 新一郎(2) 1662 矢澤 雄太(2)

ﾎｼﾅ ｼﾝｲﾁﾛｳ ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ
 1777 福澤 拓実(2) 1663 唐澤 翔馬(2)

ﾌｸｻﾞﾜ ﾀｸﾐ ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾏ
 1764 山岸 湧也(2) 1665 越崎 尊喜(1)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳﾔ ｺｼｻﾞｷ ﾀﾂｷ
 5   2 赤穂中  1798 春日 明日実(2)    52.20 5  2 辰野中 1535 赤坂 直也(2)    52.67 

ｱｶﾎﾁｭｳ ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ ﾀﾂﾉﾁｭｳ ｱｶｻｶ ﾅｵﾔ
 1789 竹村 智也(2) 1534 柘植 尚哉(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾄﾓﾔ ﾂｹﾞ ﾅｵﾔ
 1800 榎本 峻也(1) 1538 春宮 悠人(1)

ｴﾉﾓﾄ ｼｭﾝﾔ ﾊﾙﾐﾔ ﾕｳﾄ
 1795 水上 優斗(2) 1551 伊藤 駿(1)

ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳﾄ ｲﾄｳ ｼｭﾝ
 6   1 飯田高陵中(B)  2049 北沢 駿弥(2)    52.24 6  3 上諏訪中(B) 1219 諏訪 瑛仁(1)    53.09 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ｷﾀｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ ｶﾐｽﾜﾁｭｳB ｽﾜ ｱｷﾋﾄ
 6352 鎌倉 渉(1) 1220 宮坂 智史(1)

ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ
 2063 大内 健瑠(1) 1214 中島 舞人(2)

ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｲﾄ
 2045 松澤 貴文(2) 1216 御子柴 尚(2)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ ﾐｺｼﾊﾞ ｼｮｳ
 7   8 春富中  1740 前田 貴滉(1)    52.93 7  8 駒ヶ根東中 1836 萩原 拓海(2)    57.87 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ
 1741 中原 陸(1) 1839 木下 悠也(2)

ﾅｶﾊﾗ ﾘｸ ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾔ
 1739 川上 翔平(2) 1815 馬場 隆夫(1)

ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾍｲ ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ
 1734 青柳 凌平(2) 1811 所河 北斗(2)

ｱｵﾔｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ ｼｮｶﾞﾜ ﾎｸﾄ
 8   3 南箕輪中  1617 唐木 裕麻(2)    53.94  1 高森中 2028 佐藤 翔太(2)

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ｶﾗｷ ﾕｳﾏ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 失格
 1619 谷口 雅弥(2) 2032 松下 優太(2)

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾔ ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ
 1618 有賀 恭介(2) 2006 椚谷 和久(1)

ｱﾙｶﾞ ｷｮｳｽｹ ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ
 1620 山崎 直人(2) 2026 松島 竜平(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾄ ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ



男子

４×１００ｍＲ
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位
   1 飯田高陵中(A)    49.29 齋藤 進次郎(2) 牧内 豪(2) 山近 拳児(2) 後藤 悠二(2)  2  1
   2 鉢盛中    49.61 宮田 拓実(2) 久保田 正吾(2) 木村 幸太(1) 木村 祐太(1)  2  2
   3 箕輪中    49.62 浦野 亜嵐(2) 山崎 久樹(2) 菊地 康亮(2) 小林 佑萬(1)  2  3
   4 北安松川中(A)    49.66 藤澤 大輔(2) 矢口 優介(2) 中村 忠夫(2) 薛 玄太郎(2)  1  1
   5 上諏訪中(A)    49.75 中上 正義(2) 石井 冬馬(1) 中村 龍士(2) 河西 一星(2)  1  2
   6 伊那中    51.00 小塩 悠生(1) 宮澤 研人(2) 松澤 尚樹(2) 唐木 大河  1  3
   7 宮田中    51.28 平沢 大地(2) 保科 新一郎(2) 福澤 拓実(2) 山岸 湧也(2)  1  4
   8 伊那東部中(A)    51.58 根橋 拓也(2) 矢澤 雄太(2) 唐澤 翔馬(2) 越崎 尊喜(1)  2  4
   9 赤穂中    52.20 春日 明日実(2) 竹村 智也(2) 榎本 峻也(1) 水上 優斗(2)  1  5
  10 飯田高陵中(B)    52.24 北沢 駿弥(2) 鎌倉 渉(1) 大内 健瑠(1) 松澤 貴文(2)  1  6
  11 辰野中    52.67 赤坂 直也(2) 柘植 尚哉(2) 春宮 悠人(1) 伊藤 駿(1)  2  5
  12 春富中    52.93 前田 貴滉(1) 中原 陸(1) 川上 翔平(2) 青柳 凌平(2)  1  7
  13 上諏訪中(B)    53.09 諏訪 瑛仁(1) 宮坂 智史(1) 中島 舞人(2) 御子柴 尚(2)  2  6
  14 南箕輪中    53.94 唐木 裕麻(2) 谷口 雅弥(2) 有賀 恭介(2) 山崎 直人(2)  1  8
  15 駒ヶ根東中    57.87 萩原 拓海(2) 木下 悠也(2) 馬場 隆夫(1) 所河 北斗(2)  2  7



男子 決勝 9月10日 12:30

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 記録 備考
1 13    30 本多 俊平 一般

- - - - - - O XXO XXX  1.75
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 上伊那陸協

2 14  2020 川口 純(3) 中学
- - - O O XXO XXX  1.65

ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 高森中
3 12  1537 赤羽 達也(1) 中学

O O O O XO XXX  1.60
ｱｶﾊﾈ ﾀﾂﾔ 辰野中

4 10  2055 牧内 豪(2) 中学
- - O O XXO XXX  1.60

ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ 飯田高陵中
5 9  1640 堀内 恭太(2) 中学

- - XO XXX  1.50
ﾎﾘｳﾁ ｷｮｳﾀ 伊那中

6 6  1652 宮島 大介(1) 中学
O O XXO XXX  1.50

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 伊那中
7 4  1643 小塩 悠生(1) 中学

XO XXO XXX  1.45
ｺｼｵ ﾊﾙｷ 伊那中

8 7  2033 山岸 流唯(2) 中学
O XXX  1.40

ﾔﾏｷﾞｼ ﾙｲ 高森中
8 11  1773 川手 飛夢(2) 中学

O XXX  1.40
ｶﾜﾃ ﾄﾑ 宮田中

10 8  2045 松澤 貴文(2) 中学
XO XXX  1.40

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ 飯田高陵中
1  2064 加藤 勝斗(1) 中学

XXX
記録なし

ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 飯田高陵中
2  1647 佐藤 杜人(1) 中学

XXX
記録なし

ｻﾄｳ ﾓﾘﾄ 伊那中
3  1618 有賀 恭介(2) 中学

XXX
記録なし

ｱﾙｶﾞ ｷｮｳｽｹ 南箕輪中
5  1768 若林 恭大(2) 中学

XXX
記録なし

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾋﾛ 宮田中



男子 決勝 9月10日 9:00

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
2m20 2m30 2m40 2m50 2m60 2m70 2m80 2m90 3m10 3m20

記録 備考
3m30 3m40 3m50 3m60 3m70 3m80 4m30 4m40 4m50 4m60

1 6  1730 松澤 勝治(3) 中学 - - - - - - - - - -
 4.50

ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂｼﾞ 春富中 - - - - - - O O XO XXX
2 3  1674 合津 伊織(3) 中学 - - - - - - - - - -

 3.70
ｺﾞｳﾂﾞ ｲｵﾘ 伊那東部中 - - O O O XXX

3 4  1736 戸田 巧(2) 中学 - - - - - - - - O O
 3.20

ﾄﾀﾞ ﾀｸﾐ 春富中 XXX
4 5  1679 根橋 拓也(2) 中学 XO O O XO O O O XXX

 2.80
ﾈﾊﾞｼ ﾀｸﾔ 伊那東部中

5 2  1740 前田 貴滉(1) 中学 - - O O O XO XXX
 2.70

ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 春富中
1  1681 伊藤 拓也(2) 中学 XXX 記録なし

ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 伊那東部中



男子 決勝 9月10日 12:30

走幅跳

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 20  1552 栗林 諒(3) 中学  5.60  5.93  6.09    6.09 

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 辰野中  -2.7  -1.4  -1.3    -1.3
2 42    30 本多 俊平 一般   X  5.78  5.93    5.93 

ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 上伊那陸協  -1.4  -1.0    -1.0
3 44  9650 富井 慶太 一般  5.44   X   X    5.44 

ﾄﾐｲ ｹｲﾀ 松本市陸協  -1.8    -1.8
4 34  1215 中村 龍士(2) 中学   X  5.31  5.20    5.31 

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 上諏訪中  -1.3  -1.8    -1.3
5 41  2006 椚谷 和久(1) 中学  4.82  5.15  5.13    5.15 

ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ 高森中  -2.1  -1.9  -0.9    -1.9
6 37  1579 唐澤 旺生(2) 中学  4.82  5.01  4.99    5.01 

ｶﾗｻﾜ ｱｷﾐ 箕輪中  -2.5  -1.2  -1.0    -1.2
7 32  1839 木下 悠也(2) 中学  4.68  5.01  4.96    5.01 

ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾔ 駒ヶ根東中  -2.4  -1.6  -1.4    -1.6
8 29  2047 大野 敦祐(2) 中学   X  4.83  4.54    4.83 

ｵｵﾉ ｼｭﾝｽｹ 飯田高陵中  -1.4  -1.1    -1.4
9 39  1906 松澤 快哉(3) 中学   X   X  4.80    4.80 

ﾏﾂｻﾞ ﾜｶｲﾔ 中川中  -1.3    -1.3
10 35  6072 久保田 正吾(2) 中学   X  4.73  4.78    4.78 

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 鉢盛中  -3.4  -1.6    -1.6
11 33  1573 山崎 久樹(2) 中学   X  4.72  4.39    4.72 

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ 箕輪中  -2.1  -2.2    -2.1
12 38  2049 北沢 駿弥(2) 中学  4.61  4.68   X    4.68 

ｷﾀｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 飯田高陵中  -2.4  -1.0    -1.0
13 36  3766 矢口 優介(2) 中学  4.65  4.38   -    4.65 

ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 北安松川中  -3.7  -0.7    -3.7
14 24  1375 丹羽 南樹(1) 中学  4.59  4.62  4.45    4.62 

ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野北部中  -2.0  -0.6  -1.8    -0.6
15 16  1642 山﨑 拓(1) 中学  4.62  4.56  4.34    4.62 

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸ 伊那中  -1.4  -1.4  -2.2    -1.4
16 2  1546 小松 勇樹(3) 中学  4.49  4.07  4.42    4.49 

ｺﾏﾂ ﾕｳｷ 辰野中  -2.3  -2.2  -0.6    -2.3
17 23  2063 大内 健瑠(1) 中学  4.31  4.04  4.47    4.47 

ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高陵中  -2.9  -0.9  -1.0    -1.0
18 28  1580 有賀 正和(1) 中学  4.46  4.20  4.21    4.46 

ｱﾙｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ 箕輪中  -2.5  -2.8  -0.9    -2.5
19 26  3768 藤澤 大輔(2) 中学  4.28  4.42   X    4.42 

ﾌｼﾞｻﾜ ﾀﾞｲｽｹ 北安松川中  -1.7  -1.2    -1.2
20 17  1612 中村 亮介(1) 中学  4.35  4.41   X    4.41 

ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 南箕輪中  -1.5  -2.2    -2.2
21 19  1617 唐木 裕麻(2) 中学  4.41  4.29  4.30    4.41 

ｶﾗｷ ﾕｳﾏ 南箕輪中  -1.2  -2.5  -1.1    -1.2
22 30  1739 川上 翔平(2) 中学  4.09  4.37  4.29    4.37 

ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾍｲ 春富中  -1.9  -2.9  -1.8    -2.9
23 25  1213 中上 正義(2) 中学  4.12  3.85  4.11    4.12 

ﾅｶｶﾞﾐ ﾏｻｷ 上諏訪中  -3.0  -1.8  -1.7    -3.0
24 18  2056 棚田 駿太(1) 中学   X   X  4.08    4.08 

ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 飯田高陵中  -1.2    -1.2
25 21  2064 加藤 勝斗(1) 中学   X  4.02  4.06    4.06 

ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 飯田高陵中  -3.0  -0.4    -0.4
26 31  2027 後藤 航平(2) 中学  4.03  4.04   X    4.04 

ｺﾞﾄｳ ｺｳﾍｲ 高森中  -2.2  -2.5    -2.5
27 6  1618 有賀 恭介(2) 中学  3.85  3.93  3.78    3.93 

ｱﾙｶﾞ ｷｮｳｽｹ 南箕輪中  -0.6  -1.4  -3.2    -1.4
28 15  2008 宮島 泰雅(1) 中学  3.70  3.76  3.92    3.92 

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 高森中  -1.2  -1.6  -1.2    -1.2
29 14  1761 田口 哲平(2) 中学   X  3.89  3.84    3.89 

ﾀｸﾞﾁ ﾃｯﾍﾟｲ 宮田中  -1.5  -1.6    -1.5
30 22  1620 山崎 直人(2) 中学  3.81  3.42  3.85    3.85 

ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾄ 南箕輪中  -1.0  -2.3  -1.2    -1.2
31 13  1737 春日 崚治(2) 中学  3.74  3.64  3.84    3.84 

ｶｽｶﾞ ﾘｮｳｼﾞ 春富中  -1.5  -1.8  -2.8    -2.8
32 12  2060 金原 諒(1) 中学  3.82   X  3.60    3.82 

ｶﾅﾊﾗ ﾏｺﾄ 飯田高陵中  -2.4  -1.4    -2.4
33 9  1541 竹入 聡一郎(1) 中学  3.81  3.49  3.61    3.81 

ﾀｹｲﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ 辰野中  -0.6  -2.3  -1.8    -0.6
34 8  6351 池田 佳希(1) 中学  3.66  3.25  3.45    3.66 

ｲｹﾀﾞ ﾖｼｷ 飯田高陵中  -1.3  -1.1  -3.9    -1.3
35 11  1685 伊藤 大輝(1) 中学  2.42  3.26  2.75    3.26 

ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 伊那東部中  -1.7  -2.5  -1.8    -2.5
36 3  6347 市岡 朋弥(1) 中学  3.15  3.07  3.21    3.21 

ｲﾁｵｶ ﾄﾓﾔ 飯田高陵中  -3.5  -3.3  -2.2    -2.2
37 1  1212 千見寺 恵汰(2) 中学  3.08  3.15   X    3.15 

ﾁｹﾝｼﾞ ｹｲﾀ 上諏訪中  -0.8  -1.3    -1.3



男子

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

43  2055 牧内 豪(2) 中学   X   X   X 記録なし
ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ 飯田高陵中

4  1218 坂田 悠綺(1) 中学 欠場
ｻｶﾀ ﾕｳｷ 上諏訪中

5  1822 仁科 渉(1) 中学 欠場
ﾆｼﾅ ﾜﾀﾙ 駒ヶ根東中

7  1813 竹内 謙太(1) 中学 欠場
ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾀ 駒ヶ根東中

10  1816 宮下 亜綺(1) 中学 欠場
ﾐﾔｼﾀ ｱｷ 駒ヶ根東中

27  1550 宮原 大介(3) 中学 欠場
ﾐﾔﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 辰野中

40  9867 赤瀬 崇 一般 欠場
ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ



男子 決勝 9月10日 9:00

砲丸投(7.260kg)

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 2  9108 鈴木 真弘 一般

  X  9.88 10.55  10.55 
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

2 1  8904 上條 健 一般
 7.22  6.83  7.33   7.33 

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野



中学男子 決勝 9月10日 9:00

砲丸投(5.000kg)

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 19  1571 重盛 文宏(3) 中学

10.48 10.37 10.26  10.48 
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 箕輪中

2 20  2042 齋藤 進次郎(2) 中学
 8.63  8.75  9.09   9.09 

ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ 飯田高陵中
3 18  1547 瀬戸 竜紀(3) 中学

 8.74  8.94  8.74   8.94 
ｾﾄ ﾘｭｳｷ 辰野中

4 15  1738 池上 浩樹(2) 中学
 7.12  7.57  8.26   8.26 

ｲｹｶﾞﾐ ｺｳｷ 春富中
5 16  3632 濱 直輝(2) 中学

 7.85  8.20  7.66   8.20 
ﾊﾏ ﾅｵｷ 梓川中

6 12  1207 石井 冬馬(1) 中学
 7.97  7.92  8.06   8.06 

ｲｼｲ ﾄｳﾏ 上諏訪中
7 17  1216 御子柴 尚(2) 中学

  X   X  7.85   7.85 
ﾐｺｼﾊﾞ ｼｮｳ 上諏訪中

8 14  2041 小林 諒太(2) 中学
 7.08  7.38  7.78   7.78 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 飯田高陵中
9 3  1656 唐木 大河 中学

 7.41  7.40  6.72   7.41 
ｶﾗｷ ﾀｲｶﾞ 伊那中

10 8  1682 前澤 凌(2) 中学
 6.48  6.23  7.01   7.01 

ﾏｴｻﾞﾜ ﾘｮｳ 伊那東部中
11 11  1643 小塩 悠生(1) 中学

 6.22  6.22  6.34   6.34 
ｺｼｵ ﾊﾙｷ 伊那中

12 10  1763 松崎 隆二(2) 中学
 5.60  6.14  6.22   6.22 

ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ 宮田中
13 13  1775 原 望巳(2) 中学

 5.78  5.67  5.94   5.94 
ﾊﾗ ﾉｿﾞﾐ 宮田中

14 1  1649 高井 雅也(1) 中学
 5.63  5.70   X   5.70 

ﾀｶｲ ﾏｻﾔ 伊那中
15 7  1219 諏訪 瑛仁(1) 中学

 5.60  5.08  5.60   5.60 
ｽﾜ ｱｷﾋﾄ 上諏訪中

16 4  6355 切石 拓也(1) 中学
 5.40  5.03  5.18   5.40 

ｷﾘｲｼ ﾀｸﾔ 飯田高陵中
17 6  6353 齋藤 天(1) 中学

 5.02  5.05  4.55   5.05 
ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 飯田高陵中

18 2  6347 市岡 朋弥(1) 中学
 4.48  4.58  4.52   4.58 

ｲﾁｵｶ ﾄﾓﾔ 飯田高陵中
19 5  1221 宮澤 拓也(1) 中学

 4.41  4.45  4.47   4.47 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 上諏訪中

20 9  1812 廣田 剛志(3) 中学
 4.21  3.95  4.25   4.25 

ﾋﾛﾀ ﾂﾖｼ 駒ヶ根東中



男子 決勝 9月10日 12:30

円盤投(2.000kg)

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 2  9108 鈴木 真弘 一般

  X 23.27   O  23.27 
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

2 1  8904 上條 健 一般
  O 23.19   O  23.19 

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

中学男子 決勝 9月10日 12:30

円盤投(1.500kg)

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 7  1571 重盛 文宏(3) 中学

  O 25.89   X  25.89 
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 箕輪中

2 5  2048 後藤 悠二(2) 中学
21.32   X   O  21.32 

ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾞ 飯田高陵中
3 6  1547 瀬戸 竜紀(3) 中学

  X   O 20.47  20.47 
ｾﾄ ﾘｭｳｷ 辰野中

4 1  2042 齋藤 進次郎(2) 中学
  O   O 20.36  20.36 

ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ 飯田高陵中
5 3  2052 山近 拳児(2) 中学

  O   O 20.25  20.25 
ﾔﾏﾁｶ ｹﾝｼﾞ 飯田高陵中

6 4  2031 熊谷 駿(2) 中学
  X 18.01   O  18.01 

ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝ 高森中
7 2  2041 小林 諒太(2) 中学

15.50   X   X
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 飯田高陵中

 15.50 



中学男子 決勝 9月10日 11:00

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ
県中学新            64.52

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 17  6206 大和 史明(3) 中学

  O 66.44   O  66.44 
県中学新

ﾔﾏﾄ ﾌﾐｱｷ 長野日大中
2 12  1639 宮澤 研人(2) 中学

  O 51.09   O  51.09 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 伊那中

3 18  2026 松島 竜平(2) 中学
  O   O 42.51  42.51 

ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 高森中
4 9  1674 合津 伊織(3) 中学

40.39   O   O  40.39 
ｺﾞｳﾂﾞ ｲｵﾘ 伊那東部中

5 14  2031 熊谷 駿(2) 中学
  O   O 37.52  37.52 

ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝ 高森中
6 15  1572 森川 知生(3) 中学

  O   O 34.05  34.05 
ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓｷ 箕輪中

7 16  2047 大野 敦祐(2) 中学
  O   O 29.62  29.62 

ｵｵﾉ ｼｭﾝｽｹ 飯田高陵中
8 8  1612 中村 亮介(1) 中学

29.60   O   O  29.60 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 南箕輪中

9 13  2956 牧内 純(2) 中学
29.20   O   O  29.20 

ﾏｷｳﾁ ｼﾞｭﾝ 飯田高陵中
10 4  1580 有賀 正和(1) 中学

  O   O 26.23  26.23 
ｱﾙｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ 箕輪中

11 6  1581 白鳥 照人(1) 中学
  O 23.93   O  23.93 

ｼﾛﾄﾘ ﾃﾙﾄ 箕輪中
12 2  6348 木下 翼(1) 中学

  O   O 23.16  23.16 
ｷﾉｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 飯田高陵中

13 10  1562 木下 智裕(1) 中学
22.05   O   O  22.05 

ｷﾉｼﾀ ﾁﾋﾛ 箕輪中
14 1  2056 棚田 駿太(1) 中学

  X 21.32   X  21.32 
ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 飯田高陵中

15 11  1613 加藤 好太(2) 中学
  O 20.55   X  20.55 

ｶﾄｳ ｺｳﾀ 南箕輪中
16 5  6355 切石 拓也(1) 中学

  O 19.14   X  19.14 
ｷﾘｲｼ ﾀｸﾔ 飯田高陵中

17 7  6353 齋藤 天(1) 中学
  O 17.21   X  17.21 

ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 飯田高陵中
18 3  6351 池田 佳希(1) 中学

14.47   O   O  14.47 
ｲｹﾀﾞ ﾖｼｷ 飯田高陵中


