
第21回南信陸上競技選手権大会
兼 第40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（修正版）
※男子、走幅跳修正 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
07/16 男子  -3.2岡田 英希(2) 11.41 松下 優太(3) 11.58 松下 潤也(2) 11.68 丸岡 精二 11.70 山下 桂 11.75 住吉 隼斗(1) 11.94 小林 雄二(2) 12.11 福與 雅聡(2) 12.26

100m 飯伊･松川高 飯伊･高森中 上伊那･上伊那農業高 上伊那･駒ヶ根AC 上伊那･ﾄｰﾊﾂ 飯伊･松川高 諏訪･下諏訪向陽高 上伊那･伊那北高
07/16 濱 裕哉(3) 49.32 小林 英和(2) 49.43 仲谷 龍貴(2) 49.67 塩沢 直樹(2) 50.46 奥垣内 将晴(2) 51.53 横田 祥一(2) 52.17 北澤 孝憲(3) 52.73 米山 涼(3) 53.03

400m 諏訪･東海大三高 上伊那･高遠高 諏訪･諏訪二葉高 飯伊･松川高 諏訪･東海大三高 飯伊･飯田高 諏訪･東海大三高 飯伊･松川高
07/16 白鳥 敦(2) 1,58.04 手塚 将弥(1) 2,00.14 小林 大輔(3) 2,03.85 松澤 拓弥(3) 2,05.51 北野 達也(3) 2,07.33 宮下 竣(1) 2,07.35 溝呂木 一毅(2) 2,08.99

800m 上伊那･信大 諏訪･東海大三高 上伊那･上伊那農業高 飯伊･松川JAC 飯伊･阿南高 上伊那･上伊那農業高 飯伊･飯田風越高
07/16 北原 崇志 4,09.55 田中 仁悟(2) 4,13.48 宮脇 拓海(2) 4,13.76 原 謙二郎(2) 4,17.45 池上 幸助 4,18.80 田畑 雅伸(3) 4,20.98 北原 英一 4,22.74 高梨 良介(1) 4,23.08

1500m 上伊那･上伊那郡陸協 諏訪･諏訪二葉高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 飯伊･松川高 上伊那･ﾄｰﾊﾂ 飯伊･松川高 上伊那･ﾄｰﾊﾂ 諏訪･東海大三高
07/16 牛山 純一 15,10.74 原 武司 15,42.43 西澤 洋務 15,55.24 小木曽 静波(2) 16,00.32 吉川 昇吾(2) 16,09.92 平澤 宏幸 16,11.64 西中山 宏 16,11.75 湯澤 舜(1) 16,12.87

5000m 諏訪･茅野市陸協 飯伊･下伊那郡陸協 諏訪･茅野市陸協 上伊那･上伊那農業高 飯伊･飯田高 飯伊･下伊那郡陸協 諏訪･下諏訪町体協 諏訪･東海大三高
07/16  -5.1中島 瑞樹(2) 16.47 岡田 英希(2) 17.05 平澤 慎(3) 17.08 清水 泰志(3) 17.23 竹内 一弘 18.96 大野 聡士(1) 19.82 川口 純(1) 19.90 鮎澤 一輝(1) 19.93

110mH(1.067m) 飯伊･飯田高 飯伊･松川高 飯伊･飯田風越高 上伊那･上伊那農業高 飯伊･Dream.A.C 飯伊･松川高 飯伊･飯田高 諏訪･諏訪実業高
07/16 清水 成海(2) 27,56.98 飯塚 義博 28,18.44 加藤 航(1) 32,01.14 上島 哲也(1) 32,49.17 牛山 祐人(1) 33,37.36 古島 玄平(1) 35,50.22

5000mW 諏訪･諏訪二葉高 上伊那･上伊那陸協 上伊那･上伊那農業高 上伊那･上伊那農業高 諏訪･諏訪二葉高 飯伊･松川高
07/16 松澤 和也(3) 1.80 吉川 涼平(1) 1.75 本多 俊平 1.75 尾畑 元佳(2) 1.70 高橋 智哉(1) 1.70 藤澤 将人(2) 1.70 松下 凌大(1) 1.65 本山 翔(1) 1.65

走高跳 諏訪･茅野東部中 飯伊･松川高 上伊那･上伊那郡陸協 飯伊･飯田工業高 諏訪･諏訪実業高 上伊那･高遠高 飯伊･阿南高 諏訪･諏訪実業高
07/16 加賀見 一輝(2) 4.10 酒井 弘心(2) 4.10 倉橋 由宇(2) 4.10 両角 優介(3) 3.70 中村 智哉(3) 諏訪･茅野東部中 3.60 木村 浩樹(3) 3.60 池田 圭吾 3.40

棒高跳 諏訪･諏訪二葉高 上伊那･高遠高 諏訪･諏訪清陵高 諏訪･諏訪二葉高 伊藤 大起(2) 諏訪･永明中 諏訪･茅野北部中 飯伊･信大AC
07/16 宮澤 拓人(3) 6.82(+4.9) 窪田 章吾(1) 6.81(+3.9) 伯耆原 桂(3) 6.57(+4.0) 所河 右京(3) 6.10(+2.7) 椚谷 和久(2) 6.02(+3.2) 米久保 一樹(2)6.00(+2.4) 山岸 琳汰(1) 6.00(+5.0) 松澤 快哉(1) 5.88(+4.0)

走幅跳 上伊那･伊那北高 諏訪･諏訪清陵高 上伊那･上伊那農業高 上伊那･高遠高 飯伊･高森中 諏訪･諏訪清陵高 飯伊･飯田工業高 上伊那･赤穂高
07/16 遠藤 邦彦 11.68 清水 拓也 11.03 安藤 純(1) 10.38 中島 公徳 9.87 片桐 秀美 8.24 松尾 崇文 7.59 山口 裕 7.04

砲丸投 上伊那･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 諏訪･TOKAI.AC 上伊那･福祉大 諏訪･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 飯伊･Dream.A.C 飯伊･Dream.A.C 上伊那･上伊那郡陸協
07/16 原 智也(3) 11.24 林 滉介(1) 10.22 重盛 文宏(1) 10.06 小林 勇太(2) 9.51 片倉 一穂(1) 9.24 瀬戸 竜紀(1) 8.92 岡田 稜太(1) 8.40 伊藤 真央(2) 8.20

砲丸投 上伊那･上伊那農業高 上伊那･上伊那農業高 上伊那･駒ヶ根工業高 飯伊･阿南高 上伊那･上伊那農業高 諏訪･茅野高 飯伊･松川高 諏訪･諏訪清陵高
07/16 遠藤 邦彦 28.44 中島 公徳 24.90 片桐 秀美 24.56 福島 健一 24.20 松尾 崇文 22.65 池田 圭吾 18.74

円盤投 上伊那･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 諏訪･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 飯伊･Dream.A.C 上伊那･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 飯伊･Dream.A.C 飯伊･信大AC
07/16 原 智也(3) 32.82 橋爪 彼方(2) 26.02 林 滉介(1) 24.85 落合 恒輝(1) 23.06 瀬戸 竜紀(1) 22.17 岡田 稜太(1) 21.83 山田 大稀(2) 21.34

円盤投 上伊那･上伊那農業高 上伊那･赤穂高 上伊那･上伊那農業高 上伊那･上伊那農業高 諏訪･茅野高 飯伊･松川高 諏訪･下諏訪向陽高
07/16 清水 拓也 47.12 福島 健一 44.16 竹澤 翔(1) 43.07 中島 諒(2) 43.06 早川 謙哉(2) 42.25 本多 俊平 41.87 北澤 大悟 40.71 黒河内 康介(3) 40.65

やり投 諏訪･TOKAI.AC 上伊那･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 諏訪･岡谷東高 上伊那･赤穂高 上伊那･上伊那農業高 上伊那･上伊那郡陸協 諏訪･STAS 上伊那･伊那弥生ヶ丘高
07/16 東海大三高       43.79 松川高       44.24 上伊那農業高      44.52 高遠高       44.61 諏訪清陵高       45.03 飯田工業高       45.09 飯田高       45.12 諏訪二葉高       45.45

4×100mR 北澤 孝憲(3) 米山 涼(3) 原 智也(3) 酒井 弘心(2) 米久保 一樹(2) 中平 満知留(1) 川口 純(1) 矢崎 宏一(1)
坂井 和人(1) 塩沢 直樹(2) 松下 潤也(2) 堺澤 辰弥(2) 窪田 章吾(1) 小木曽 晃介(2) 中島 瑞樹(2) 加賀見 一輝(2)
金箱 樹(2) 吉川 涼平(1) 清水 泰志(3) 所河 右京(3) 井口 大輔(1) 中平 圭(3) 橋爪 孔明(2) 小河原 智哉(1)
濱 裕哉(3) 岡田 英希(2) 伯耆原 桂(3) 小林 英和(2) 小口 直希(1) 玉置 幸汰(3) 横田 祥一(2) 小口 祐人(3)

07/16 三郡対抗男子 上伊那     3,22.90 飯伊     3,24.13
対抗4×400mR 松下 潤也(2) 橋爪 孔明(2)

白鳥 敦(2) 岡田 英希(2)
清水 泰志(3) 横田 祥一(2)
小林 英和(2) 塩沢 直樹(2)



男　　子 女　　子 男　　子 女　　子 男　　子 女　　子

１００ｍ 12 3 9 11 0 7

４００ｍ 4 8 5 4 12 0

８００ｍ 5 12 11 0 5 9

１５００ｍ 4 12 5

３０００ｍ 7 4 10

５０００ｍ 8 3 10

１００ｍＨ 3 4 14

１１０ｍＨ 18 3 0

５０００ｍＷ 1 2 12 9 8 10

４×１００ｍＲ 6 5 7 8 8 8

走　高　跳 8 2.5 5 15 8 3.5

棒　高　跳 0 0 5 15 16 6

走　幅　跳 2 0 13 20 6 1

砲　丸　投 3 5 10 9 8 7

高校砲丸投 3 17 1

円　盤　投 7 6 9 9 5 6

高校円盤投 1 18 2

や　り　投 0 2 11 10 10 9

４×４００ｍＲ 4 4 6 2 0 6

計 86 59.5 156 120 104 96.5

順　　　位 3 3 1 1 2 2

合　　　計

総合順位

145.5 276 200.5

3 1 2

 得　点　表

飯　　　　　伊 上　　伊　　那 諏　　　　　訪チーム名

種　　目



予選 7月16日  9:40
決勝 7月16日 16:10

大会新(GR)          10.76

[ 1組] 風速 -5.8 [ 2組] 風速 -3.9

 1 宮坂 崇宏 諏訪     12.10  1 坂井 和人(1) 諏訪     12.09 
ﾐﾔｻｶ ﾀｶﾋﾛ STAS ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ 東海大三高

 2 荒井 悠希(3) 上伊那     12.14  2 中平 圭(3) 飯伊     12.11 
ｱﾗｲ ﾊﾙｷ 伊那弥生ヶ丘高 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｹｲ 飯田工業高

 3 竹内 一弘 飯伊     13.29  3 小河原 智哉(1) 諏訪     13.10 
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ Dream.A.C ｶﾜﾗﾀﾞ ﾄﾓﾔ 諏訪二葉高

 4 上柳 凌平(1) 上伊那     13.30  4 宮澤 斉次 飯伊     13.11 
ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 上伊那農業高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｲｼﾞ Dream.A.C

 5 宮坂 秀星(1) 上伊那     14.05  5 加藤 巧(2) 諏訪     13.77 
ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 箕輪中 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 諏訪西中

 6 飯島 靖之(2) 上伊那     14.16  6 永平 章太(3) 諏訪     13.82 
ｲｲｼﾞﾏ ﾔｽﾕｷ 伊那中 ﾅｶﾞﾋﾗｼｮｳﾀ 諏訪南中
芹川 志出明(1) 上伊那  7 西永 佳樹(1) 飯伊     14.13 
ｾﾘｶﾜ ｼﾃﾞｱｷ 伊那東部中 ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼｷ 松川JAC
玉本 耕洋(2) 諏訪  8 五味 駿太(1) 諏訪     16.67 
ﾀﾏﾓﾄ ｺｳﾖｳ 岡谷南高 ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ 長峰中

[ 3組] 風速 -2.5 [ 4組] 風速 -3.5

 1 岡田 英希(2) 飯伊     11.46  1 平田 友和(2) 飯伊     12.25 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 松川高 ﾋﾗﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 阿南高

 2 丸山 徹 上伊那     12.25  2 丸山 玲央(1) 飯伊     12.38 
ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 辰野高 ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松川高

 3 松田 尚希(3) 諏訪     12.79  3 藤澤 祐哉(2) 諏訪     13.03 
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｷ 岡谷北部中 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾔ 富士見中

 4 竹内 基裕(1) 上伊那     12.81  4 園原悠平(2) 飯伊     13.22 
ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾋﾛ 上伊那農業高 ｿﾉﾊﾗ ﾕｳﾍｲ 阿智村RC

 5 向山 涼太(1) 上伊那     13.76  5 宮坂 智史(2) 諏訪     13.28 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 赤穂高 ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 上諏訪中

 6 牛山 陽太(1) 上伊那     13.80  6 佐藤 翔太(3) 飯伊     13.46 
ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ 辰野中 ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 高森中

 7 茅野 拓輝(1) 諏訪     16.65  7 見並 龍佑(1) 上伊那     14.86 
ﾁﾉﾋﾛｷ 諏訪南中 ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ 赤穂中
両川 光流(2) 諏訪  8 登内 啓一郎(1) 上伊那     15.93 
ﾓﾛｶﾜ ﾋｶﾙ 諏訪清陵高 ﾄﾉｳﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ 伊那東部中

[ 5組] 風速 -3.8 [ 6組] 風速 -2.6

 1 小口 祐人(3) 諏訪     12.56  1 藤森 秀貴(3) 諏訪     12.46 
ｵｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 諏訪二葉高 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾃﾞﾀｶ 岡谷東高

 2 竹村 泰地(1) 上伊那     12.72  2 園原昇汰(2) 飯伊     12.73 
ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ 高遠高 ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 阿智村RC

 3 淺田 翔悟 上伊那     13.01  3 米澤 真(3) 上伊那     13.17 
ｱｻﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 辰野高 ﾖﾈｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 中川中

 4 唐澤  諒(1) 上伊那     13.61  4 勝野 裕太 飯伊     13.18 
ｶﾗｻﾜ ﾘｮｳ 春富中 ｶﾂﾉ ﾕｳﾀ Dream.A.C

 5 林 佳希(1) 飯伊     13.93  5 日下部 玄(2) 上伊那     13.70 
ﾊﾔｼ ﾖｼｷ 阿南高 ｸｻｶﾍﾞ ｹﾞﾝ 伊那北高

 6 加藤 謙伸(1) 上伊那     14.35  6 中原 渓介(1) 上伊那     15.48 
ｶﾄｳ ｹﾝｼﾝ 宮田中 ﾅｶﾊﾗ ｹｲｽｹ 宮田中
内田 恭太(2) 諏訪  7 若林 凌(1) 諏訪     15.88 
ｳﾁﾀﾞ ｷｮｳﾀ 岡谷南高 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 諏訪西中
小池 岳(2) 諏訪 原田 大輔(2) 飯伊
ｺｲｹ ｶﾞｸ 岡谷西部中 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 飯田風越高

[ 7組] 風速 -2.6 [ 8組] 風速 -1.4

 1 松下 優太(3) 飯伊     11.73  1 住吉 隼斗(1) 飯伊     11.88 
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ 高森中 ｽﾐﾖｼ ﾊﾔﾄ 松川高

 2 辛山 勇太(1) 諏訪     12.44  2 小林 雄二(2) 諏訪     12.04 
ｼﾝﾔﾏ ﾕｳﾀ 諏訪清陵高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 下諏訪向陽高

 3 一柳 虹太(3) 諏訪     13.20  3 守住 望(3) 諏訪     12.84 
ｲﾁﾔﾅｷﾞ ｺｳﾀ 茅野北部中 ﾓﾘｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ 岡谷東部中

 4 青柳 凌平(3) 上伊那     13.30  4 倉品 裕介(2) 諏訪     13.49 
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 春富中 ｸﾗｼﾅ ﾕｳｽｹ 岡谷西部中

 5 金子 英輝(2) 諏訪     13.64  5 加藤 循也(1) 飯伊     13.55 
ｶﾈｺﾋﾃﾞｷ 諏訪南中 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 阿南高

 6 小池 貫太(1) 飯伊     14.18  6 伊藤 駿(1) 諏訪     14.15 
ｺｲｹ ｶﾝﾀ 松川JAC ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 上諏訪中

 7 小池 雄大(1) 諏訪     15.83  7 春日 崚治(3) 上伊那     14.25 
ｺｲｹ ﾕｳﾀﾞｲ 原中 ｶｽｶﾞ ﾘｮｳｼﾞ 春富中
久保田 真矢 飯伊 金子 峻也(2) 諏訪
ｸﾎﾞﾀ ｼﾝﾔ Dream.A.C ｶﾈｺ  ｼｭﾝﾔ 岡谷工業高
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[ 9組] 風速 -0.9 [ 10組] 風速 -4.1

 1 堺澤 辰弥(2) 上伊那     12.12  1 金箱 樹(2) 諏訪     12.24 
ｻｶｲｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 高遠高 ｶﾈﾊﾞｺ ﾀﾂｷ 東海大三高

 2 榎本 康亮(1) 上伊那     12.13  2 玉置 幸汰(3) 飯伊     12.33 
ｴﾉﾓﾄ ｺｳｽｹ 伊那北高 ﾀﾏｵｷ ｺｳﾀ 飯田工業高

 3 宮下 晃輔(2) 飯伊     12.50  3 下平 翔也(2) 飯伊     12.65 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ 飯田風越高 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｮｳﾔ 飯田風越高

 4 日野 和真 上伊那     12.51  4 清水 賢太(2) 上伊那     13.24 
ﾋﾉ ｶｽﾞﾏ 辰野高 ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀ 伊那弥生ヶ丘高

 5 春宮 悠人(2) 上伊那     13.28  5 竹前 和輝(2) 上伊那     13.34 
ﾊﾙﾐﾔ ﾕｳﾄ 辰野中 ﾀｹﾏｴ ｶｽﾞｷ 伊那中

 6 杉山 修己(1) 上伊那     14.06  6 清水 晃司(1) 飯伊     13.72 
ｽｷﾞﾔﾏ ｵｻﾐ 赤穂中 ｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ 飯田高

 7 池田 孝司(1) 上伊那     14.95  7 唐澤 直人(1) 上伊那     14.74 
ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ 伊那東部中 ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 赤穂中
山田 晃世(1) 諏訪  8 笠原 悠生(2) 諏訪     14.91 
ﾔﾏﾀﾞ  ｺｳｾｲ 岡谷工業高 ｶｻﾊﾗ ﾕｳｷ 永明中

[ 11組] 風速 -2.4 [ 12組] 風速 -2.9

 1 福與 雅聡(2) 上伊那     12.05  1 山下 桂 上伊那     11.58 
ﾌｸﾖ ﾏｻｱｷ 伊那北高 ﾔﾏｼﾀ ｹｲ ﾄｰﾊﾂ

 2 伊藤 和輝(3) 諏訪     12.16  2 伊藤 俊平(1) 上伊那     12.25 
ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 岡谷北部中 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 赤穂高

 3 藤森 優輝(3) 諏訪     12.43  3 髙橋 瞬(2) 上伊那     12.78 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 諏訪西中 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ 高遠高

 4 川田 秋雅(3) 上伊那     12.95  4 荒道 飛翔(2) 諏訪     13.13 
ｶﾜﾀﾞ ｼｭｳｶﾞ 中川中 ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ 茅野北部中

 5 宮沢 悠斗(2) 上伊那     13.28  5 名取 河(2) 諏訪     13.23 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 箕輪中 ﾅﾄﾘ ｺｳ 富士見中

 6 福島 翔洋(2) 上伊那     13.42  6 野田 大夢(1) 諏訪     13.92 
ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾖｳ 辰野中 ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾑ 長峰中

 7 渡部 翔太(1) 諏訪     14.36  7 伊藤 力也(2) 諏訪     13.94 
ﾜﾀﾅﾍﾞｼｮｳﾀ 諏訪南中 ｲﾄｳ ﾘｷﾔ 岡谷西部中

 8 大川 和樹(2) 上伊那     14.43  8 家苗 薫(1) 飯伊     15.17 
ｵｵｶﾜ ｶｽﾞｷ 宮田中 ｶﾅｴ ｶｵﾙ 松川JAC

[ 13組] 風速 -3.6 [ 14組] 風速 -2.2

 1 松下 秀喜(3) 上伊那     12.07  1 松下 潤也(2) 上伊那     11.56 
ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高 ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 上伊那農業高

 2 矢﨑 鴻介(3) 諏訪     12.31  2 松島 竜平(3) 飯伊     12.18 
ﾔｻﾞｷｺｳｽｹ 諏訪南中 ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 高森中

 3 山岸 琳汰(1) 飯伊     12.66  3 矢崎 宏一(1) 諏訪     12.36 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾝﾀ 飯田工業高 ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 諏訪二葉高

 4 内藤 駿介(2) 諏訪     13.02  4 竹澤 翔(1) 諏訪     12.44 
ﾅｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 富士見中 ﾀｹｻﾞﾜ ｶｹﾙ 岡谷東高

 5 宮澤 研人(3) 上伊那     13.20  5 五味 滉太(3) 諏訪     13.21 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 伊那中 ｺﾞﾐ ｺｳﾀ 長峰中

 6 丸茂 幸太郎(3) 諏訪     13.75  6 鳴海 裕斗(1) 諏訪     13.53 
ﾏﾙﾓ ｺｳﾀﾛｳ 茅野北部中 ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東部中

 7 柴田 健人(1) 飯伊     14.63  7 大場 優人(3) 上伊那     14.03 
ｼﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ 旭ヶ丘中 ｵｵﾊ ﾞﾕｳﾄ 中川中

 8 山口 凌平(1) 飯伊     15.19  8 清水 俊弥(1) 飯伊     15.19 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 飯田高陵中 ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ 飯田高陵中

[ 15組] 風速 -1.3

 1 丸岡 精二 上伊那     11.51 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 2 小口 直希(1) 諏訪     12.22 
ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ 諏訪清陵高

 3 堀内 貴史(3) 諏訪     12.59 
ﾎﾘｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 岡谷東部中

 4 小島 涼(2) 上伊那     12.70 
ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳ 箕輪進修高

 5 登内 健太(1) 上伊那     13.02 
ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 箕輪中

 6 中島 舞人(3) 諏訪     13.57 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｲﾄ 上諏訪中

 7 熊倉 翼(1) 諏訪     13.68 
ｸﾏｸﾗ ﾂﾊﾞｻ 原中

 8 北原 昂希(1) 飯伊     13.70 
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 飯田高陵中
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風速 -3.2

 1 岡田 英希(2) 飯伊     11.41 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 松川高

 2 松下 優太(3) 飯伊     11.58 
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ 高森中

 3 松下 潤也(2) 上伊那     11.68 
ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 上伊那農業高

 4 丸岡 精二 上伊那     11.70 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 5 山下 桂 上伊那     11.75 
ﾔﾏｼﾀ ｹｲ ﾄｰﾊﾂ

 6 住吉 隼斗(1) 飯伊     11.94 
ｽﾐﾖｼ ﾊﾔﾄ 松川高

 7 小林 雄二(2) 諏訪     12.11 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 下諏訪向陽高

 8 福與 雅聡(2) 上伊那     12.26 
ﾌｸﾖ ﾏｻｱｷ 伊那北高

男子

100m
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予選 7月16日 11:30
決勝 7月16日 15:30

大会新(GR)          49.02

[ 1組] [ 2組]

 1 横田 祥一(2) 飯伊     51.01  1 米山 涼(3) 飯伊     52.65 
ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ 飯田高 ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ 松川高

 2 北澤 孝憲(3) 諏訪     52.16  2 中原 愼二(2) 上伊那     54.81 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 東海大三高 ﾅｶﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 伊那北高

 3 中平 満知留(1) 飯伊     55.05  3 松村 理久(1) 飯伊     57.56 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾐﾁﾙ 飯田工業高 ﾏﾂﾑﾗ ﾘｸ 飯田風越高

 4 近藤 裕哉(2) 飯伊     56.55  4 北原 拓也(2) 上伊那     58.05 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 松川JAC ｷﾀﾊﾗ ﾀｸﾔ 伊那弥生ヶ丘高

 5 田中 仁(1) 諏訪   1,07.71  5 西納 晶太(2) 上伊那   1,01.29 
ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 岡谷東部中 ﾆｼﾉｳ ｼｮｳﾀ 伊那中

 6 伊藤 雅幸(1) 上伊那   1,09.64  6 原 侑希(2) 上伊那   1,08.26 
ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 中川中 ﾊﾗ ﾕｳｷ 中川中

 7 唐澤 卓郎(1) 上伊那   1,12.76  7 瀬戸 涼太(1) 上伊那   1,10.08 
ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾛｳ 伊那東部中 ｾﾄ ﾘｮｳﾀ 辰野中
松澤 尚樹(3) 上伊那  8 登内 惇(1) 上伊那   1,18.85 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ 伊那中 ﾄﾉｳﾁ ｼﾞｭﾝ 伊那東部中

[ 3組] [ 4組]

 1 奥垣内 将晴(2) 諏訪     52.00  1 塩沢 直樹(2) 飯伊     51.82 
ｳｸｶﾞｲﾄ ﾏｻﾊﾙ 東海大三高 ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 松川高

 2 橋爪 孔明(2) 飯伊     53.06  2 保科 新一郎(3) 上伊那     55.87 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ 飯田高 ﾎｼﾅ ｼﾝｲﾁﾛｳ 宮田中

 3 吉田 優希(2) 上伊那     57.37  3 久島 光太郎(3) 諏訪     59.77 
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高 ｸｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ 長峰中

 4 五味 龍彦(3) 諏訪     58.49  4 加藤 勝斗(2) 飯伊   1,01.22 
ｺﾞﾐ ﾀﾂﾋｺ 富士見中 ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 飯田高陵中

 5 尾崎 賢人(2) 上伊那   1,07.15  5 櫻田 有夢(1) 諏訪   1,01.48 
ｵｻﾞｷ ｹﾝﾄ 中川中 ｻｸﾗﾀﾞ ｱﾘﾑ 下諏訪向陽高

 6 佐々木 勇人(1) 飯伊   1,10.20  6 藤原 渓太(2) 上伊那   1,03.45 
ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 飯田高陵中 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾀ 箕輪中

 7 唐木 浩一(1) 上伊那   1,12.26  7 北澤 達樹(1) 上伊那   1,17.96 
ｶﾗｷ ｺｳｲﾁ 伊那東部中 ｷﾀｻﾞﾜ ﾀﾂｷ 春富中
高井 雅也(2) 上伊那 小木曽 晃介(2) 飯伊
ﾀｶｲ ﾏｻﾔ 伊那中 ｵｷﾞｿ ｺｳｽｹ 飯田工業高

[ 5組] [ 6組]

 1 平田 友和(2) 飯伊     55.60  1 仲谷 龍貴(2) 諏訪     51.57 
ﾋﾗﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 阿南高 ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ 諏訪二葉高

 2 菊地 康亮(3) 上伊那     57.25  2 北原 直弥(2) 上伊那     55.81 
ｷｸﾁ ｺｳｽｹ 箕輪中 ｷﾀﾊﾗ ﾅｵﾔ 赤穂高

 3 宮澤 清悟(2) 諏訪     58.33  3 坂井  遊夢(1) 諏訪     58.11 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 諏訪二葉高 ｻｶｲ ﾕﾌﾑ 下諏訪向陽高

 4 近藤 雅哉(1) 飯伊     58.81  4 塩沢 大樹(3) 飯伊   1,00.31 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 松川JAC ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 高森中

 5 小林 幹(2) 諏訪     59.75  5 小池 光(3) 飯伊   1,03.51 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝ 富士見中 ｺｲｹ ﾋｶﾙ 松川JAC

 6 倉品 裕介(2) 諏訪   1,05.14  6 佐々木 祐太(1) 上伊那   1,07.99 
ｸﾗｼﾅ ﾕｳｽｹ 岡谷西部中 ｻｻｷ ﾕｳﾀ 箕輪中

 7 井原 彪(1) 飯伊   1,11.01  7 唐澤 巧(1) 上伊那   1,08.13 
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高陵中 ｶﾗｻﾜ ｺｳ 辰野中

 8 唐澤 卓実(1) 上伊那   1,12.63  8 佐々木 健(2) 諏訪   1,10.56 
ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾐ 春富中 ｻｻｷ ｹﾝ 長峰中

[ 7組] [ 8組]

 1 熊谷 憲 飯伊     52.81  1 濱 裕哉(3) 諏訪     50.64 
ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ﾊﾏ ﾕｳﾔ 東海大三高

 2 山口 裕 上伊那     55.82  2 服部 裕明 上伊那     54.89 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾀｶ 上伊那郡陸協 ﾊｯﾄﾘ ﾕｳﾒｲ 上伊那郡陸協

 3 伊藤 来夢(2) 諏訪     57.39  3 野澤 晃太朗(1) 諏訪     57.33 
ｲﾄｳ ﾗｲﾑ 長峰中 ﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 諏訪二葉高

 4 吉川 雅人(2) 飯伊     57.71  4 渡邉 賢人(2) 諏訪   1,04.46 
ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾄ 飯田工業高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ 富士見中

 5 宮坂 智史(2) 諏訪     59.73  5 加藤 循也(1) 飯伊   1,05.72 
ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 上諏訪中 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 阿南高

 6 伊藤 駿(2) 上伊那   1,02.58  6 勝野 真信(2) 諏訪   1,06.84 
ｲﾄｳ ｼｭﾝ 辰野中 ｶﾂﾉ ﾏｻﾉﾌﾞ 茅野北部中

 7 宮澤 颯汰(1) 上伊那   1,09.96 市川 哲平(1) 上伊那
ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳﾀ 春富中 ｲﾁｶﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 箕輪進修高
古河原 凌哉(2) 上伊那
ｺｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 伊那北高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
6   129

5   906

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

記録／備考

 1301

3    97

7    71

8   356

1   333

2   661

4

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
4    78

6   394

5   177

3   406

2   331

1   598

8   564

7   359

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
5   922

6   124

4   421

3   951

8   587

2   145

1   358

7   338
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
6    93

4   424

1   899

7   153

3   694

8  1336

2   450

5   102
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
6    20

5  1350

4   867

8    72

3   944

2   629

7   158

1   453

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   854

4   519

5   700

1    54

6    66

2  1343

7   555

8   889

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
3    11

7   482

8   901

6   108

4   777

2   581

1   473

5   398
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
4   903

6   480

5   850

7   932

2    25

8   741

3  1324
欠場



[ 9組]

 1 小林 英和(2) 上伊那     51.26 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高遠高

 2 田畑 侑希(1) 飯伊     55.44 
ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 下伊那農業高

 3 林 佳希(1) 飯伊   1,03.51 
ﾊﾔｼ ﾖｼｷ 阿南高

 4 三井 雄汰郎(2) 諏訪   1,03.96 
ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ 茅野北部中

 5 山口 皓輝(2) 諏訪   1,09.12 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 岡谷東部中
吉川 涼平(1) 飯伊
ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 松川高
椚谷 健(1) 飯伊
ｸﾆｷﾞﾀﾆ ｹﾝ 飯田高

 1 濱 裕哉(3) 諏訪     49.32 
ﾊﾏ ﾕｳﾔ 東海大三高

 2 小林 英和(2) 上伊那     49.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高遠高

 3 仲谷 龍貴(2) 諏訪     49.67 
ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ 諏訪二葉高

 4 塩沢 直樹(2) 飯伊     50.46 
ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 松川高

 5 奥垣内 将晴(2) 諏訪     51.53 
ｳｸｶﾞｲﾄ ﾏｻﾊﾙ 東海大三高

 6 横田 祥一(2) 飯伊     52.17 
ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ 飯田高

 7 北澤 孝憲(3) 諏訪     52.73 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 東海大三高

 8 米山 涼(3) 飯伊     53.03 
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ 松川高

男子

400m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   444

6    35

2    17

3   743

8   672

4    89
欠場

7   111
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   903

6   444

5   854

7    93

8   922

3   129

2   906

1    78



予選 7月16日 13:05
決勝 7月16日 16:20

大会新(GR)        1,55.44

[ 1組] [ 2組]

 1 池田 大作 上伊那   2,09.62  1 手塚 将弥(1) 諏訪   2,03.78 
ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｻｸ 上伊那陸協 ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ 東海大三高

 2 近藤 洋平(1) 諏訪   2,10.92  2 小林 大輔(3) 上伊那   2,07.97 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ 諏訪二葉高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 上伊那農業高

 3 松下 京介(1) 飯伊   2,19.12  3 金子 英輝(2) 諏訪   2,23.91 
ﾏﾂｼﾀ ｷｮｳｽｹ 松川高 ｶﾈｺﾋﾃﾞｷ 諏訪南中

 4 岩﨑 一徹(2) 飯伊   2,20.41  4 福與 翼(1) 飯伊   2,35.11 
ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 高森中 ﾌｸﾖ ﾂﾊﾞｻ 阿南高

 5 垣内 岳(2) 上伊那   2,40.90  5 渋谷 凌(2) 上伊那   2,40.24 
ｶｷｳﾁ ｶﾞｸ 箕輪中 ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳ 伊那東部中

 6 坂田 悠綺(2) 諏訪   2,51.09  6 坂井 結音(1) 諏訪   3,03.82 
ｻｶﾀ ﾕｳｷ 上諏訪中 ｻｶｲ ﾕｲﾝ 上諏訪中

 7 藤森 遥斗(1) 諏訪   2,53.09 北原 拓也(2) 上伊那
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ 長峰中 ｷﾀﾊﾗ ﾀｸﾔ 伊那弥生ヶ丘高
古賀 フェリペ(2)上伊那 下平 彬宏(1) 上伊那
ｺｶﾞ ﾌｪﾘﾍﾟ 箕輪進修高 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱｷﾋﾛ 赤穂高

[ 3組] [ 4組]

 1 白鳥 敦(2) 上伊那   2,02.55  1 北野 達也(3) 飯伊   2,06.76 
ｼﾛﾄﾘ ｱﾂｼ 信大 ｷﾀﾉ ﾀﾂﾔ 阿南高

 2 矢澤 明徳(1) 諏訪   2,03.75  2 中嶋 康晴 飯伊   2,11.65 
ﾔｻﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 諏訪二葉高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾊﾙ Dream.A.C

 3 田畑 嵩明(2) 飯伊   2,09.60  3 松下 湧登(3) 飯伊   2,14.66 
ﾀﾊﾞﾀ ﾀｶｱｷ 松川JAC ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾄ 松川JAC

 4 宮下 亮(2) 飯伊   2,21.41  4 岩崎 宙正(3) 飯伊   2,30.89 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｮｳ 飯田高 ｲﾜｻｷ ﾋﾛﾏｻ 飯田高陵中

 5 小林 啓介(2) 諏訪   2,26.62  5 渕井 大樹(1) 上伊那   2,31.21 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 富士見中 ﾌﾁｲ ﾀﾞｲｷ 箕輪中

 6 青柳 颯樹(1) 上伊那   2,47.41  6 両角 宗征(3) 諏訪   2,37.96 
ｱｵﾔｷﾞ ｻﾂｷ 春富中 ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｭｳｾｲ 茅野北部中
伊藤 真苑(2) 諏訪 今井 裕也(2) 諏訪
ｲﾄｳ ｼｵﾝ 岡谷西部中 ｲﾏｲ ﾕｳﾔ 岡谷北部中
風間 隼人(1) 諏訪 帶川 恵輔(1) 諏訪
ｶｻﾞﾏ  ﾊﾔﾄ 岡谷工業高 ｵﾋﾞｶﾜ ｹｲｽｹ 諏訪清陵高

[ 5組] [ 6組]

 1 伊東 大樹(3) 諏訪   2,08.77  1 宮尾 淳矢 上伊那   2,08.24 
ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 東海大三高 ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ 上伊那郡陸協

 2 松尾 将文 飯伊   2,11.86  2 松下 秀喜(3) 上伊那   2,10.95 
ﾏﾂｵ ﾏｻﾌﾐ Dream.A.C ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高

 3 吉田 優希(2) 上伊那   2,15.10  3 酒井 和樹(1) 諏訪   2,17.72 
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高 ｻｶｲ  ｶｽﾞｷ 岡谷工業高

 4 辛山 圭太(2) 諏訪   2,26.63  4 橋爪 颯生(2) 上伊那   2,22.97 
ｼﾝﾔﾏ ｹｲﾀ 岡谷北部中 ﾊｼﾂﾞﾒ ｻﾂｷ 伊那東部中

 5 長谷川 郁生(3) 諏訪   2,26.91  5 石山 凌雅(2) 諏訪   2,45.59 
ﾊｾｶﾞﾜ ｲｸｵ 茅野北部中 ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ 茅野北部中

 6 平澤 宏二郎(2) 上伊那   2,28.77  6 森山 泰嗣(2) 諏訪   2,48.68 
ﾋﾗｻﾜ ｺｳｼﾞﾛｳ 伊那東部中 ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｼ 富士見中

 7 小林 健太郎(1) 上伊那   2,43.42 藤井 現代(3) 飯伊
中川中 ﾌｼﾞｲ ｹﾞﾝﾀﾞｲ 飯田高陵中

 8 岩崎 元太(1) 飯伊   2,44.39 宮下 晃輔(2) 飯伊
ｲﾜｻｷ ｹﾞﾝﾀ 飯田高陵中 ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ 飯田風越高

[ 7組] [ 8組]

 1 松澤 拓弥(3) 飯伊   2,04.04  1 北原 直弥(2) 上伊那   2,17.31 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 松川JAC ｷﾀﾊﾗ ﾅｵﾔ 赤穂高

 2 溝呂木 一毅(2) 飯伊   2,06.90  2 近藤 織部(1) 飯伊   2,18.83 
ﾐｿﾞﾛｷﾞ ｶｽﾞｷ 飯田風越高 ｺﾝﾄﾞｳ ｵﾘﾍﾞ 飯田風越高

 3 真道 優人(1) 諏訪   2,20.62  3 植松 徹志(2) 諏訪   2,26.05 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ 諏訪清陵高 ｳｴﾏﾂ ﾃﾂｼ 富士見中

 4 小澤 恵太(1) 上伊那   2,22.95  4 葉桐 文哉(2) 上伊那   2,29.87 
ｵｻﾞﾜ ｹｲﾀ 上伊那農業高 ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ 箕輪中

 5 鮎澤 雅尚(2) 諏訪   2,26.60  5 立花  廉(1) 上伊那   2,35.55 
ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻﾅｵ 岡谷西部中 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾚﾝ 春富中

 6 北村 駿弥(2) 諏訪   2,28.32  6 村澤 翔太(1) 上伊那   2,43.04 
ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 岡谷北部中 ﾑﾗｻﾜ ｼｮｳﾀ 宮田中

 7 中谷 翔希(1) 上伊那   2,47.54  7 水野 健太郎(1) 上伊那   2,56.30 
ﾅｶﾔ ｼｮｳｷ 辰野中 ﾐｽﾞﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 中川中

 8 浅井 威風(1) 諏訪   2,57.46 関 悠登(2) 諏訪
ｱｻｲ ｲﾌﾞｷ 長峰中 ｾｷ ﾕｳﾄ 長峰中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
4   516

3   865

男子

800m

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

記録／備考

  773

5    82

2    52

8   873

6  1325
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失格

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
3   911

5   502

4   842

2    21

7   376

8   774

1   406
欠場

6   531
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
5   517

3   848

6    57

4   126

8   943

1   462

7   648
失格

2   616
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
3    19

4     3

5    64

1   150

8  1327

7   721

2   688
欠場

6   792
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
6   925
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1   151

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   483
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7   134
失格

5   186
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
3    62

5   182

7   802

1   501

4   649

6   681

8   557

2   878

氏  名 所属名 記録／備考
4   519

5   185

1   938
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8   449

3   428

2   594

6   900
欠場



[ 9組]

 1 宮下 竣(1) 上伊那   2,07.80 
ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝ 上伊那農業高

 2 平林 義弘 諏訪   2,10.92 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 諏訪市陸協

 3 林 孝行 上伊那   2,12.76 
ﾊﾔｼ ﾀｶﾕｷ 信大AC

 4 古島 玄平(1) 飯伊   2,20.73 
ﾌﾙｼﾏ ｹﾞﾝﾍﾟｲ 松川高

 5 片桐 巧貴(3) 上伊那   2,36.16 
ｶﾀｷﾞﾘ ｺｳｷ 中川中
市川 哲平(1) 上伊那
ｲﾁｶﾜ ﾃｯﾍﾟｲ 箕輪進修高
山崎 翔(2) 上伊那
ﾔﾏｻﾞｷ ｶｹﾙ 辰野中

 1 白鳥 敦(2) 上伊那   1,58.04 
ｼﾛﾄﾘ ｱﾂｼ 信大

 2 手塚 将弥(1) 諏訪   2,00.14 
ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ 東海大三高

 3 小林 大輔(3) 上伊那   2,03.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 上伊那農業高

 4 松澤 拓弥(3) 飯伊   2,05.51 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 松川JAC

 5 北野 達也(3) 飯伊   2,07.33 
ｷﾀﾉ ﾀﾂﾔ 阿南高

 6 宮下 竣(1) 上伊那   2,07.35 
ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝ 上伊那農業高

 7 溝呂木 一毅(2) 飯伊   2,08.99 
ﾐｿﾞﾛｷﾞ ｶｽﾞｷ 飯田風越高
矢澤 明徳(1) 諏訪
ﾔｻﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 諏訪二葉高

男子

800m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   509

5   783

4   518

8    86

2   583

3  1324
欠場

7   570
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   517

5   911

2   502

4    62

7    19

1   509

8   182

棄権
6   848



予選 7月16日  9:00
決勝 7月16日 15:20

大会新(GR)        4,01.10

[ 1組] [ 2組]

 1 北原 崇志 上伊那   4,26.71  1 田畑 雅伸(3) 飯伊   4,23.41 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 上伊那郡陸協 ﾀﾊﾞﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ 松川高

 2 松田 尚希(3) 諏訪   4,27.52  2 高梨 良介(1) 諏訪   4,23.87 
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｷ 岡谷北部中 ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ 東海大三高

 3 筒井 将斗(3) 諏訪   4,30.36  3 唐澤 祐輝(1) 上伊那   4,30.91 
ﾂﾂｲ ﾏｻﾄ 東海大三高 ｶﾗｻﾜ ﾕｳｷ 上伊那農業高

 4 北原 諒(1) 上伊那   4,47.07  4 塚田 佳生(1) 諏訪   4,36.97 
ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳ 伊那北高 ﾂｶﾀﾞ ﾖｼｷ 諏訪清陵高

 5 宮森 蒼太(3) 諏訪   4,48.04  5 田畑 圭夫(1) 飯伊   4,37.59 
ﾐﾔﾓﾘ ｿｳﾀ 諏訪西中 ﾀﾊﾞﾀ ﾖｼｵ 飯田風越高

 6 小林 大輝(3) 諏訪   4,49.25  6 荻原 湧雅(1) 上伊那   4,42.23 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 富士見中 ｵｷﾞﾊﾗ ﾖｳｶﾞ 伊那北高

 7 柳澤 優成(1) 諏訪   4,51.21  7 北原 類(2) 上伊那   4,52.72 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾕｳｾｲ 岡谷工業高 ｷﾀﾊﾗ ﾙｲ 伊那東部中

 8 矢島 佳樹(2) 飯伊   4,56.25  8 松下 哲也(1) 飯伊   4,53.11 
ﾔｼﾞﾏ ﾖｼｷ 飯田高陵中 ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾔ 松川JAC

 9 宮原 浩二郎(1) 上伊那   4,57.26  9 松倉 奎也(3) 飯伊   4,57.39 
ﾐﾔﾊﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 赤穂高 ﾏﾂｸﾗ ｹｲﾔ 緑ヶ丘中

10 林 雄一郎(2) 飯伊   5,00.72 10 齋藤 春希(2) 上伊那   5,00.39 
ﾊﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ 飯田風越高 ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ 伊那中

11 池上 優斗(2) 上伊那   5,03.47 11 中村 駿吾(1) 諏訪   5,08.05 
ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 伊那AC ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部中

12 櫻澤 マイケル(3)上伊那   5,08.75 12 藤森 悠(2) 諏訪   5,10.40 
ｻｸﾗｻﾞﾜ ﾏｲｹﾙ 箕輪進修高 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳ 諏訪西中

13 中村 新(2) 上伊那   5,21.59 13 河合 蓮(2) 飯伊   5,10.82 
ﾅｶﾑﾗ ｱﾗﾀ 辰野中 ｶﾜｲ ﾚﾝ 高森中

14 後藤 勇人(2) 諏訪   5,23.03 14 中澤 隆良(1) 諏訪   5,29.53 
ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 上諏訪中 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶﾗ 長峰中

15 伊藤 真苑(2) 諏訪   5,27.85 15 山崎 絢志郎(1) 上伊那   5,32.94 
ｲﾄｳ ｼｵﾝ 岡谷西部中 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝｼﾛｳ 辰野中

16 北原 颯也(1) 上伊那   5,33.61 16 植田 貴大(1) 上伊那   5,36.12 
ｷﾀﾊﾗ ｿｳﾔ 宮田中 ｳｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 宮田中

17 風間 央都(1) 上伊那   5,36.55 17 原 賢人(1) 諏訪   5,41.06 
ｶｻﾞﾏ ﾋﾛﾄ 箕輪中 ﾊﾗｹﾝﾄ 諏訪南中

18 小松 拓海(1) 上伊那   5,51.08 18 千見寺 恵汰(3) 諏訪   5,43.33 
ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 春富中 ﾁｹﾝｼﾞ ｹｲﾀ 上諏訪中

19 河野 明仁(1) 諏訪   6,00.06 19 平澤 太一(2) 上伊那   5,44.09 
ｶﾜﾉ ｱｷﾄ 永明中 ﾋﾗｻﾜ ﾀｲﾁ 中川中
早野 吉信 飯伊 20 宮澤 慶丞(1) 上伊那   5,44.58 
ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 下伊那郡陸協 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾖｼﾂｸﾞ 箕輪中

No. 氏  名 所属名
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[ 3組] [ 4組]

 1 原 謙二郎(2) 飯伊   4,22.43  1 池上 幸助 上伊那   4,24.88 
ﾊﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ 松川高 ｲｹｶﾞﾐ ｺｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ

 2 宮脇 拓海(2) 上伊那   4,24.11  2 日達 勇紀(3) 諏訪   4,25.39 
ﾐﾔﾜｷ ﾀｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高 ﾋﾀﾁ ﾕｳｷ 諏訪二葉高

 3 北野 達也(3) 飯伊   4,29.68  3 名取 将大(2) 諏訪   4,26.29 
ｷﾀﾉ ﾀﾂﾔ 阿南高 ﾅﾄﾘ ﾏｻﾋﾛ 東海大三高

 4 小野寺 陸(1) 諏訪   4,33.98  4 関島 将人(2) 飯伊   4,31.25 
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｸ 諏訪二葉高 ｾｷｼﾞﾏ ﾏｻﾄ 飯田高

 5 米澤 桂司(1) 上伊那   4,39.16  5 遠藤 千有(2) 上伊那   4,34.84 
ﾖﾈｻﾞﾜ ｹｲｼﾞ 高遠高 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁﾕｳ 上伊那農業高

 6 平栗 広大(3) 飯伊   4,45.80  6 安藤 有史(1) 飯伊   4,41.45 
ﾋﾗｸﾞﾘ ｺｳﾀﾞｲ 飯田高陵中 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼ 飯田風越高

 7 下井 颯太(2) 上伊那   4,48.57  7 三井 智也(3) 諏訪   4,52.32 
ｼﾓｲ ｿｳﾀ 宮田中 ﾐﾂｲ ﾄﾓﾔ 富士見中

 8 小松  優太(1) 諏訪   4,48.73  8 松﨑 健悟(1) 飯伊   4,56.74 
ｺﾏﾂ ﾕｳﾀ 下諏訪向陽高 ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 高森中

 9 大日方 友哉(1) 上伊那   4,50.32  9 米山 幸伸(2) 諏訪   5,03.24 
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾄﾓﾔ 伊那北高 ﾖﾈﾔﾏ ﾕｷﾉﾌﾞ 岡谷北部中

10 岡田 稜(2) 上伊那   5,03.00 10 田畑 篤偲(2) 飯伊   5,11.60 
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 赤穂中 ﾀﾊﾞﾀ ｱﾂｼ 旭ヶ丘中

11 宮澤 勇斗(3) 諏訪   5,05.19 11 備前 宥雅(2) 諏訪   5,12.73 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 岡谷西部中 ﾋﾞｾﾞﾝ ﾕｳｶﾞ 永明中

12 中村 智志(1) 上伊那   5,05.67 12 中原 陸(2) 上伊那   5,14.80 
ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 駒ヶ根工業高 ﾅｶﾊﾗ ﾘｸ 春富中

13 池上 芳樹(2) 上伊那   5,14.70 13 五味 拓実(2) 諏訪   5,38.78 
ｲｹｶﾞﾐ ﾖｼｷ 伊那東部中 ｺﾞﾐ ﾀｸﾐ 長峰中

14 清水 光太郎(3) 諏訪   5,19.96 14 長島 聖(2) 上伊那   5,44.40 
ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀﾛｳ 原中 ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾄﾙ 辰野中

15 池上 大貴(1) 上伊那   5,24.05 15 伊藤 佑樹(3) 諏訪   5,52.27 
ｲｹｶﾞﾐ ﾀｲｷ 伊那AC ｲﾄｳ ﾕｳｷ 上諏訪中

16 菅沼 遼平(1) 飯伊   5,27.32 16 牛山 英駿(1) 諏訪   5,58.02 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾘｮｳﾍｲ 飯田工業高 ｳｼﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 茅野東部中

17 藤森 敦也(2) 諏訪   5,42.74 下平 彬宏(1) 上伊那
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾂﾔ 諏訪西中 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱｷﾋﾛ 赤穂高

18 原 克彦(1) 上伊那   6,08.08 山本 光汰(1) 飯伊
ﾊﾗ ｶﾂﾋｺ 箕輪中 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ 松川JAC
金田 竜刻(2) 上伊那 中村 一貴(3) 飯伊
ｶﾈﾀﾞ ﾀﾂﾄｷ 伊那中 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 飯田高陵中
小池 勇也(2) 諏訪
ｺｲｹ ﾕｳﾔ 岡谷北部中

[ 5組]

 1 田中 仁悟(2) 諏訪   4,20.91 矢島 洸一(1) 諏訪
ﾀﾅｶ ｼﾞﾝｺﾞ 諏訪二葉高 ﾔｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 長峰中

 2 平澤 賢也(2) 上伊那   4,22.23 
ﾋﾗｻﾜ ｹﾝﾔ 伊那弥生ヶ丘高

 3 北原 英一 上伊那   4,24.46 
ｷﾀﾊﾗ ｴｲｲﾁ ﾄｰﾊﾂ

 4 宮坂 進(2) 諏訪   4,25.90 
ﾐﾔｻｶ ｽｽﾑ 諏訪清陵高

 5 安藤 雄真(3) 上伊那   4,42.75 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 上伊那農業高

 6 松下 京介(1) 飯伊   4,42.97 
ﾏﾂｼﾀ ｷｮｳｽｹ 松川高

 7 伊藤 大生(3) 諏訪   4,45.40 
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 富士見中

 8 宮崎 仁(3) 上伊那   4,49.14 
ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞﾝ 中川中

 9 村澤 直毅(1) 飯伊   5,04.69 
ﾑﾗｻﾜ ﾅｵｷ 飯田高

10 坂口 光祐(1) 飯伊   5,05.49 
ｻｶｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 飯田工業高

11 北原 和喜(2) 飯伊   5,06.24 
ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ 松川JAC

12 三沢 直柔(2) 飯伊   5,12.34 
ﾐｻﾜ ﾅｵﾔ 緑ヶ丘中

13 伊藤 太紀(3) 上伊那   5,15.76 
ｲﾄｳ ﾀｲｷ 春富中

14 坂下 裕紀(2) 上伊那   5,18.58 
ｻｶｼﾀ ﾕｳｷ 伊那東部中

15 吉田 渓悟(2) 諏訪   5,23.82 
ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 永明中

16 中山 侑哉(1) 諏訪   5,31.21 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾔ 岡谷西部中

17 田畑 優真(2) 上伊那   5,32.01 
ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳﾏ 伊那中

18 山中 智貴(2) 諏訪   5,40.10 
ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｷ 岡谷東部中
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 1 北原 崇志 上伊那   4,09.55 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 上伊那郡陸協

 2 田中 仁悟(2) 諏訪   4,13.48 
ﾀﾅｶ ｼﾞﾝｺﾞ 諏訪二葉高

 3 宮脇 拓海(2) 上伊那   4,13.76 
ﾐﾔﾜｷ ﾀｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 4 原 謙二郎(2) 飯伊   4,17.45 
ﾊﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ 松川高

 5 池上 幸助 上伊那   4,18.80 
ｲｹｶﾞﾐ ｺｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ

 6 田畑 雅伸(3) 飯伊   4,20.98 
ﾀﾊﾞﾀ ﾏｻﾉﾌﾞ 松川高

 7 北原 英一 上伊那   4,22.74 
ｷﾀﾊﾗ ｴｲｲﾁ ﾄｰﾊﾂ

 8 高梨 良介(1) 諏訪   4,23.08 
ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ 東海大三高

 9 宮坂 進(2) 諏訪   4,25.21 
ﾐﾔｻｶ ｽｽﾑ 諏訪清陵高

10 平澤 賢也(2) 上伊那   4,26.00 
ﾋﾗｻﾜ ｹﾝﾔ 伊那弥生ヶ丘高

11 名取 将大(2) 諏訪   4,28.76 
ﾅﾄﾘ ﾏｻﾋﾛ 東海大三高

12 北野 達也(3) 飯伊   4,30.04 
ｷﾀﾉ ﾀﾂﾔ 阿南高

13 日達 勇紀(3) 諏訪   4,31.56 
ﾋﾀﾁ ﾕｳｷ 諏訪二葉高

14 筒井 将斗(3) 諏訪   4,32.18 
ﾂﾂｲ ﾏｻﾄ 東海大三高

15 唐澤 祐輝(1) 上伊那   4,34.50 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳｷ 上伊那農業高

16 矢﨑 佑喜(2) 諏訪   4,35.07 
ﾔｻﾞｷ ﾕｳｷ 下諏訪向陽高

男子

1500m
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予選 7月16日 11:05
決勝 7月16日 15:50

大会新(GR)          15.20

[ 1組] 風速 -3.0 [ 2組] 風速 -3.3

 1 岡田 英希(2) 飯伊     16.74  1 中島 瑞樹(2) 飯伊     16.50 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 松川高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 飯田高

 2 清水 泰志(3) 上伊那     16.89  2 平澤 慎(3) 飯伊     17.97 
ｼﾐｽﾞ  ﾀｲｼ 上伊那農業高 ﾋﾗｻﾜ ｼﾝ 飯田風越高

 3 大野 聡士(1) 飯伊     19.19  3 竹内 一弘 飯伊     18.28 
ｵﾉ ｻﾄｼ 松川高 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ Dream.A.C

 4 川口 純(1) 飯伊     19.53  4 鮎澤 一輝(1) 諏訪     19.46 
ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 飯田高 ｱﾕｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 諏訪実業高

 5 重盛 文宏(1) 上伊那     19.95  5 稲村 良彦(1) 上伊那     20.66 
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 駒ヶ根工業高 ｲﾅﾑﾗ ﾖｼﾋｺ 上伊那農業高

 6 守屋 優太(1) 上伊那     20.43  6 宮原 大輔(1) 上伊那     21.73 
ﾓﾘﾔ ﾕｳﾀ 上伊那農業高 ﾐﾔﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 伊那弥生ヶ丘高

 7 吉岡 佳佑(1) 上伊那     20.60  7 福與 雅聡(2) 上伊那     21.74 
ﾖｼｵｶ ｹｲｽｹ 辰野高 ﾌｸﾖ ﾏｻｱｷ 伊那北高
井口 大輔(1) 諏訪 篠田 匡史(2) 飯伊
ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 諏訪清陵高 ｼﾉﾀﾞ ﾏｻｼﾞ 松川高

風速 -5.1

 1 中島 瑞樹(2) 飯伊     16.47 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 飯田高

 2 岡田 英希(2) 飯伊     17.05 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 松川高

 3 平澤 慎(3) 飯伊     17.08 
ﾋﾗｻﾜ ｼﾝ 飯田風越高

 4 清水 泰志(3) 上伊那     17.23 
ｼﾐｽﾞ  ﾀｲｼ 上伊那農業高

 5 竹内 一弘 飯伊     18.96 
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ Dream.A.C

 6 大野 聡士(1) 飯伊     19.82 
ｵﾉ ｻﾄｼ 松川高

 7 川口 純(1) 飯伊     19.90 
ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 飯田高

 8 鮎澤 一輝(1) 諏訪     19.93 
ｱﾕｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 諏訪実業高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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4   436

2

No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
6   113

5   171

4     4

8   791

1   513

7   420

2   391

3    84
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

6   113

5    92

3   171

4   496

8     4

7    81

1   117

2   791



決勝 7月16日 14:50

大会新(GR)       22,42.93

 1 清水 成海(2) 諏訪  27,56.98 
ｽﾐｽﾞ ﾅﾙﾐ 諏訪二葉高

 2 飯塚 義博 上伊那  28,18.44 
ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾋﾛ 上伊那陸協

 3 加藤 航(1) 上伊那  32,01.14 
ｶﾄｳ ﾜﾀﾙ 上伊那農業高

 4 上島 哲也(1) 上伊那  32,49.17 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾃﾂﾔ 上伊那農業高

 5 牛山 祐人(1) 諏訪  33,37.36 
ｳｼﾔﾏ ﾕｳﾄ 諏訪二葉高

 6 古島 玄平(1) 飯伊  35,50.22 
ﾌﾙｼﾏ ｹﾞﾝﾍﾟｲ 松川高

男子

5000mW

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   857

4   515

1   511

6   499

3   866

2    86



予選 7月16日 12:25
決勝 7月16日 16:40

大会新(GR)          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   1 東海大三高   906 北澤 孝憲(3)     44.18  1   6 上伊那農業高   508 原 智也(3)     44.51 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｻﾝｺｳ ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ ｶﾐｲﾅﾉｳ ﾊﾗ ﾄﾓﾔ
  912 坂井 和人(1)   500 松下 潤也(2)

ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ
  918 金箱 樹(2)   496 清水 泰志(3)

ｶﾈﾊﾞｺ ﾀﾂｷ ｼﾐｽﾞ  ﾀｲｼ
  903 濱 裕哉(3)   491 伯耆原 桂(3)

ﾊﾏ ﾕｳﾔ ﾎｳｷﾊﾞﾗ ｹｲ
 2   5 飯田高   117 川口 純(1)     45.02  2   2 諏訪清陵高   796 米久保 一樹(2)     45.13 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾖﾈｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ
  113 中島 瑞樹(2)   808 窪田 章吾(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ
  124 橋爪 孔明(2)   813 井口 大輔(1)

ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ
  129 横田 祥一(2)   804 小口 直希(1)

ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ
 3   4 Dream.A.C     5 松尾 崇文     46.07  3   3 伊那弥生ヶ丘高   417 黒河内 康介(3)     45.52 

ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰ ﾏﾂｵ ﾀｶﾌﾐ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｸﾛｺﾞｳﾁ ｺｳｽｹ
   10 久保田 真矢   418 荒井 悠希(3)

ｸﾎﾞﾀ ｼﾝﾔ ｱﾗｲ ﾊﾙｷ
    4 竹内 一弘   415 松下 秀喜(3)

ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ
    6 松尾 将文   406 北原 拓也(2)

ﾏﾂｵ ﾏｻﾌﾐ ｷﾀﾊﾗ ﾀｸﾔ
 4   8 赤穂高   519 北原 直弥(2)     46.30  4   1 飯田風越高   180 三石 竜哉(1)     45.73 

ｱｶﾎｺｳ ｷﾀﾊﾗ ﾅｵﾔ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳﾔ
  532 伊藤 俊平(1)   184 原田 大輔(2)

ｲﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ
  520 中島 諒(2)   186 宮下 晃輔(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ
  523 山上 大輝(2)   188 下平 翔也(2)

ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀﾞｲｷ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｮｳﾔ
 5   2 阿智村RC    15 園原悠平(2)     48.74  5   8 岡谷東部中   676 荻原 勇吹(2)     46.67 

ｱﾁﾑﾗRC ｿﾉﾊﾗ ﾕｳﾍｲ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ
   13 原 知也(3)   678 阿部 佳介(3)

ﾊﾗ ﾄﾓﾔ ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ
   12 原 和輝(3)   667 守住 望(3)

ﾊﾗ ｶｽﾞｷ ﾓﾘｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ
   16 園原昇汰(2)   660 堀内 貴史(3)

ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ ﾎﾘｳﾁ ﾀｶﾌﾐ
 6   6 茅野北部中   749 丸茂 幸太郎(3)     49.56  6   5 伊那中   331 西納 晶太(2)     48.91 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ﾏﾙﾓ ｺｳﾀﾛｳ ｲﾅﾁｭｳ ﾆｼﾉｳ ｼｮｳﾀ
  733 丹羽 南樹(2)   325 唐木 大河(2)

ﾆﾜ ﾅﾐｷ ｶﾗｷ ﾀｲｶﾞ
  743 三井 雄汰郎(2)   335 山崎 拓(2)

ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸ
  744 荒道 飛翔(2)   330 竹前 和輝(2)

ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ ﾀｹﾏｴ ｶｽﾞｷ
 7   7 長峰中   902 鮎澤 敬介(2)     50.40  7   4 上諏訪中   767 中上 正義(3)     50.26 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｱｲｻﾞﾜ ｹｲｽｹ ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ﾅｶｶﾞﾐ ﾏｻｷ
  901 伊藤 来夢(2)   766 中島 舞人(3)

ｲﾄｳ ﾗｲﾑ ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｲﾄ
  883 小平 祐貴(2)   777 宮坂 智史(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ
  885 守屋 匠真(2)   782 伊藤 駿(1)

ﾓﾘﾔ ﾀｸﾏ ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ
 8   3 伊那東部中   384 芹川 志出明(1)     55.48  8   7 飯田高陵中   132 北原 昂希(1)     54.39 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｾﾘｶﾜ ｼﾃﾞｱｷ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ
  365 池田 孝司(1)   153 加藤 勝斗(2)

ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ ｶﾄｳ ﾏｽﾄ
  381 坂下 裕紀(2)   155 横井 岳人(2)

ｻｶｼﾀ ﾕｳｷ ﾖｺｲ ﾀｹﾋﾄ
  373 松崎 勇起(1)   138 棚田 駿太(2)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ

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   8 松川高    78 米山 涼(3)     44.07  1   4 高遠高   446 酒井 弘心(2)     44.09 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ ﾀｶﾄｵｺｳ ｻｶｲ ｺｳｼﾝ
   93 塩沢 直樹(2)   447 堺澤 辰弥(2)

ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ ｻｶｲｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
   89 吉川 涼平(1)   445 所河 右京(3)

ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ ｼｮｶﾞﾜ ｳｷｮｳ
   92 岡田 英希(2)   444 小林 英和(2)

ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ
 2   6 飯田工業高   104 山岸 琳汰(1)     45.37  2   7 諏訪二葉高   849 矢崎 宏一(1)     45.39 

ｲｲﾀﾞｺｳｷﾞｮｳｺｳ ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾝﾀ ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ
  102 小木曽 晃介(2)   868 加賀見 一輝(2)

ｵｷﾞｿ ｺｳｽｹ ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ
   98 中平 圭(3)   863 小河原 智哉(1)

ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｹｲ ｶﾜﾗﾀﾞ ﾄﾓﾔ
  107 玉置 幸汰(3)   862 小口 祐人(3)

ﾀﾏｵｷ ｺｳﾀ ｵｸﾞﾁ ﾕｳﾄ
 3   2 辰野高   545 淺田 翔悟     46.76  3   2 高森中    49 佐藤 翔太(3)     45.76 

ﾀﾂﾉｺｳ ｱｻﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ
  546 日野 和真    47 松下 優太(3)

ﾋﾉ ｶｽﾞﾏ ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ
  550 井口 翔太(2)    40 椚谷 和久(2)

ｲｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ
  548 丸山 徹    46 松島 竜平(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ
 4   4 松川JAC    59 西永 佳樹(1)     50.34  4   5 諏訪南中   842 金子 英輝(2)     49.10 

ﾏﾂｶﾜJAC ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼｷ ｽﾜﾐﾅﾐﾁｭｳ ｶﾈｺﾋﾃﾞｷ
   72 近藤 雅哉(1)   833 矢﨑 鴻介(3)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ ﾔｻﾞｷｺｳｽｹ
   67 小池 貫太(1)   844 永平 章太(3)

ｺｲｹ ｶﾝﾀ ﾅｶﾞﾋﾗｼｮｳﾀ
   71 近藤 裕哉(2)   835 湯澤 亮太(3)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ ﾕｻﾞﾜﾘｮｳﾀ
 5   7 諏訪西中   828 宮森 蒼太(3)     52.93   6 富士見中   951 五味 龍彦(3)

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾐﾔﾓﾘ ｿｳﾀ ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ｺﾞﾐ ﾀﾂﾋｺ 失格
  820 藤森 優輝(3)   929 内藤 駿介(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ ﾅｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ
  824 若林 凌(1)   926 名取 河(2)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ ﾅﾄﾘ ｺｳ
  829 加藤 巧(2)   930 藤澤 祐哉(2)

ｶﾄｳ ﾀｸﾐ ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾔ
 6   3 赤穂中   534 唐澤 直人(1)     53.65   8 辰野中   554 福島 翔洋(2)

ｱｶﾎﾁｭｳ ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾖｳ 失格
  541 見並 龍佑(1)   559 中村 新(2)

ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ ﾅｶﾑﾗ ｱﾗﾀ
  536 杉山 修己(1)   581 伊藤 駿(2)

ｽｷﾞﾔﾏ ｵｻﾐ ｲﾄｳ ｼｭﾝ
  544 榎本 峻也(2)   568 春宮 悠人(2)

ｴﾉﾓﾄ ｼｭﾝﾔ ﾊﾙﾐﾔ ﾕｳﾄ
  5 箕輪中  1351 丸山 凌治(2)   3 箕輪進修高

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ 失格 ﾐﾉﾜｼﾝｼｭｳｺｳ 欠場
 1341 山崎 久樹(3)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ
 1350 菊地 康亮(3)

ｷｸﾁ ｺｳｽｹ
 1355 浦野 亜嵐(3)

ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ

男子

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 東海大三高   906 北澤 孝憲(3)     43.79 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｻﾝｺｳ ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ
  912 坂井 和人(1)

ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ
  918 金箱 樹(2)

ｶﾈﾊﾞｺ ﾀﾂｷ
  903 濱 裕哉(3)

ﾊﾏ ﾕｳﾔ
 2   4 松川高    78 米山 涼(3)     44.24 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ
   93 塩沢 直樹(2)

ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ
   89 吉川 涼平(1)

ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ
   92 岡田 英希(2)

ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ
 3   5 上伊那農業高   508 原 智也(3)     44.52 

ｶﾐｲﾅﾉｳ ﾊﾗ ﾄﾓﾔ
  500 松下 潤也(2)

ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ
  496 清水 泰志(3)

ｼﾐｽﾞ  ﾀｲｼ
  491 伯耆原 桂(3)

ﾎｳｷﾊﾞﾗ ｹｲ
 4   3 高遠高   446 酒井 弘心(2)     44.61 

ﾀｶﾄｵｺｳ ｻｶｲ ｺｳｼﾝ
  447 堺澤 辰弥(2)

ｻｶｲｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
  445 所河 右京(3)

ｼｮｶﾞﾜ ｳｷｮｳ
  444 小林 英和(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ
 5   7 諏訪清陵高   796 米久保 一樹(2)     45.03 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾖﾈｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ
  808 窪田 章吾(1)

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ
  813 井口 大輔(1)

ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ
  804 小口 直希(1)

ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ
 6   1 飯田工業高    97 中平 満知留(1)     45.09 

ｲｲﾀﾞｺｳｷﾞｮｳｺｳ ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾐﾁﾙ
  102 小木曽 晃介(2)

ｵｷﾞｿ ｺｳｽｹ
   98 中平 圭(3)

ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｹｲ
  107 玉置 幸汰(3)

ﾀﾏｵｷ ｺｳﾀ
 7   8 飯田高   117 川口 純(1)     45.12 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ
  113 中島 瑞樹(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ
  124 橋爪 孔明(2)

ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ
  129 横田 祥一(2)

ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ
 8   2 諏訪二葉高   849 矢崎 宏一(1)     45.45 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ
  868 加賀見 一輝(2)

ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ
  863 小河原 智哉(1)

ｶﾜﾗﾀﾞ ﾄﾓﾔ
  862 小口 祐人(3)

ｵｸﾞﾁ ﾕｳﾄ

4×100mR
決勝

男子



決勝 7月16日 17:15

大会新(GR)        3,21.33

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 上伊那   500 松下 潤也(2)   3,22.90 

ｶﾐｲﾅ ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ
上伊那   517 白鳥 敦(2)

ｼﾛﾄﾘ ｱﾂｼ
  496 清水 泰志(3)

ｼﾐｽﾞ  ﾀｲｼ
  444 小林 英和(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ
 2   3 飯伊   124 橋爪 孔明(2)   3,24.13 

ﾊﾝｲ ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ
飯伊    92 岡田 英希(2)

ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ
  129 横田 祥一(2)

ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ
   93 塩沢 直樹(2)

ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ
  5 諏訪   922 奥垣内 将晴(2)

ｽﾜ ｳｸｶﾞｲﾄ ﾏｻﾊﾙ 失格
諏訪   903 濱 裕哉(3)

ﾊﾏ ﾕｳﾔ
  906 北澤 孝憲(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ
  854 仲谷 龍貴(2)

ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ

三郡対抗男子

対抗4×400mR

決勝



決勝 7月16日 10:00

大会新(GR)           2.07

松澤 和也(3) 諏訪
ﾏﾂｻﾟﾜ ｶｽﾞﾔ 茅野東部中
吉川 涼平(1) 飯伊
ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 松川高
本多 俊平 上伊那
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 上伊那郡陸協
尾畑 元佳(2) 飯伊
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾄﾖｼ 飯田工業高
高橋 智哉(1) 諏訪
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 諏訪実業高
藤澤 将人(2) 上伊那
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 高遠高
松下 凌大(1) 飯伊
ﾏﾂｼﾀ ﾘｮｳﾀ 阿南高
本山 翔(1) 諏訪
ﾓﾄﾔﾏ ｼｮｳ 諏訪実業高
中島 亘(2) 上伊那
ﾅｶｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ 伊那北高
川口 純(1) 飯伊
ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 飯田高
浦野 博登(2) 諏訪
ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ 岡谷東部中
宮島 大介(2) 上伊那
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 伊那中
馬場 信介(1) 上伊那
ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ 上伊那農業高
清水 敬太(3) 諏訪
ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 富士見中
有賀 恵哉(1) 上伊那
ｱﾙｶﾞ ｹｲﾔ 箕輪中
宮坂 駿吾(2) 諏訪
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部中
原 大智(3) 上伊那
ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 箕輪中
加藤 翔馬(1) 飯伊
ｶﾄｳ ｼｮｳﾏ 飯田工業高
児玉陸太郎(3) 諏訪
ｺﾀﾞﾏ ﾘｸﾀﾛｳ 富士見中
篠田 治輝(2) 飯伊
ｼﾉﾀﾞ ﾖｼｷ 飯田高陵中
堀内 恭太(3) 上伊那
ﾎﾘｳﾁ ｷｮｳﾀ 伊那中
松崎 勇起(1) 上伊那
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 伊那東部中
岩﨑 一徹(2) 飯伊
ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 高森中
畠山 大生(1) 上伊那 記録なし
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲｾｲ 宮田中
唐木 直也(1) 上伊那 記録なし
ｶﾗｷ ﾅｵﾔ 伊那東部中
中路 星耀(1) 上伊那 記録なし
ﾅｶｼﾞ ｾｲﾖｳ 伊那東部中
加藤 勝斗(2) 飯伊 記録なし
ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 飯田高陵中
中村 麗央(2) 上伊那 記録なし
ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ 高遠高
那須野 優人(2) 上伊那 記録なし
ﾅｽﾉ ﾕｳﾄ 駒ヶ根工業高

23   434
- - - - XXX

17   441
- - XXX

8   153
XXX

3   363
XXX

2   357
XXX

1   425
XXX

 1.40

 1.40

22 10    52
XO XXX

22 4   373
XO XXX

 1.40

 1.40

20 11   321
O - XXX

20 7   141
O XXX

 1.45

 1.45

19 16   947
XXO XO XXX

18 5   109
- XO XXX

 1.45

 1.50

17 13  1345
XO O XXX

XXX
16 15   675
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 1.50
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15 6  1331
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O O O

 1.55
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12 18   345
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 1.55

 1.60
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 1.70

7 27    22
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 1.70

5 26   788
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4 30    96
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- O XXO XXX  1.75

 1.75

3 29   478
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2 28    89
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1m80 1m85
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記録1m50 1m55 備考1m40 1m45 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16日  9:30

大会新(GR)           4.70

4m00 4m10 4m20
加賀見 一輝(2) 諏訪 - - - - - - - - XO -
ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ 諏訪二葉高 O O XXX
酒井 弘心(2) 上伊那 - - - - - - - - O -
ｻｶｲ ｺｳｼﾝ 高遠高 XXO XO XXX
倉橋 由宇(2) 諏訪 - - - - - - O - O -
ｸﾗﾊｼ ﾕｳ 諏訪清陵高 O XXO XXX
両角 優介(3) 諏訪 - - - - - XO XO XO XXX
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 諏訪二葉高
中村 智哉(3) 諏訪 - - - - - - O - XXX
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 茅野東部中
伊藤 大起(2) 諏訪 - - - - - - O XXX
ｲﾄｳ ﾀｲｷ 永明中
木村 浩樹(3) 諏訪 - - - - - XO O XXX
ｷﾑﾗ ｺｳｷ 茅野北部中
池田 圭吾 飯伊 - - - - XO - XXX
ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ 信大AC
伊藤 拓也(3) 上伊那 - XO O XO XXX
ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 伊那東部中

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 3m40 3m50 3m60 3m70 3m80 3m90

1 12   868
 4.10

記録
3m00 3m20

2 10   446
 4.10

3 11   800
 4.10

4 5   846
 3.70

5 4   713
 3.60

5 9   614
 3.60

7 6   726
 3.60

8 8    94
 3.40

9 2   389
 3.20



決勝 7月16日  9:30

大会新(GR)           7.19

宮澤 拓人(3) 上伊那    X   6.67   6.72   6.71   6.82   6.65    6.82 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 伊那北高   +4.0   +3.0   +2.9   +4.9   +3.6    +4.9
窪田 章吾(1) 諏訪   6.47   6.46   6.81   6.42   6.60   6.63    6.81 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 諏訪清陵高   +2.4   +3.4   +3.9   +3.6   +3.4   +3.8    +3.9
伯耆原 桂(3) 上伊那   6.57   6.31   6.37   6.32    X   6.47    6.57 
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ｹｲ 上伊那農業高   +4.0   +2.5   +2.2   +3.5   +5.0    +4.0
所河 右京(3) 上伊那   6.10   6.02   5.03   5.96    X   5.66    6.10 
ｼｮｶﾞﾜ ｳｷｮｳ 高遠高   +2.7   +4.0   +3.1   +5.7   +4.1    +2.7
椚谷 和久(2) 飯伊   6.02   5.98   5.81   5.86    X   5.97    6.02 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ 高森中   +3.2   +1.4   +1.1   +2.3   +3.7    +3.2
米久保 一樹(2) 諏訪   5.82   5.69   6.00   5.96   5.64   5.87    6.00 
ﾖﾈｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ 諏訪清陵高   +4.2   +3.6   +2.4   +2.7   +3.6   +3.1    +2.4
山岸 琳汰(1) 飯伊    -   6.00   5.61   5.77   5.86   5.60    6.00 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾝﾀ 飯田工業高   +5.0   +2.9   +3.7   +3.9   +4.3    +5.0
松澤 快哉(1) 上伊那   5.88    X    X    X   5.82    X    5.88 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｲﾔ 赤穂高   +4.0   +2.2    +4.0
中島 諒(2) 上伊那   5.82   5.08   5.72    5.82 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 赤穂高   +2.7   +5.2   +2.4    +2.7
山上 大輝(2) 上伊那    X   5.71   5.64    5.71 
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀﾞｲｷ 赤穂高   +3.6   +4.4    +3.6
原田 大輔(2) 飯伊   5.52   5.56   5.65    5.65 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 飯田風越高   +2.6   +1.3   +0.9    +0.9
馬場 将之介(2) 諏訪   5.64   5.46   5.43    5.64 
ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾉｽｹ 富士見中   +4.4   +3.3   +3.4    +4.4
丹羽 南樹(2) 諏訪   5.54   5.45   5.33    5.54 
ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野北部中   +4.0   +1.8   +3.3    +4.0
白鳥 世紀(3) 諏訪    X    X   5.50    5.50 
ｼﾗﾄﾘ ﾋﾛｷ 原中   +3.0    +3.0
竹村 大(3) 飯伊   5.18   5.48   5.24    5.48 
ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾙ 飯田工業高   +3.1   +1.8   +2.9    +1.8
小口 直希(1) 諏訪   5.46   5.47   5.34    5.47 
ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ 諏訪清陵高   +3.8   +2.5   +1.9    +2.5
井口 翔太(2) 上伊那   5.46   5.28   5.12    5.46 
ｲｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 辰野高   +4.5   +3.8   +1.6    +4.5
小池 大勝(3) 諏訪   5.36   5.45   5.44    5.45 
ｺｲｹ ﾋﾛｶﾂ 原中   +3.4   +3.0   +1.4    +3.0
岩波 凜太郎(1) 諏訪    -   5.43    X    5.43 
ｲﾜﾅﾐ  ﾘﾝﾀﾛｳ 岡谷工業高   +2.6    +2.6
有賀 正和(2) 上伊那    X   5.37   5.39    5.39 
ｱﾙｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ 箕輪中   +3.2   +3.3    +3.3
山崎 拓(2) 上伊那   5.02   5.33   5.38    5.38 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸ 伊那中   +2.1   +1.5   +1.2    +1.2
日下部 玄(2) 上伊那   5.15    X   5.31    5.31 
ｸｻｶﾍﾞ ｹﾞﾝ 伊那北高   +4.5   +4.7    +4.7
清水 海斗(3) 諏訪    X    X   5.11    5.11 
ｼﾐｽﾞ ｶｲﾄ 茅野東部中   +2.0    +2.0
丸山 徹 上伊那   4.84   5.09   4.28    5.09 
ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 辰野高   +4.2   +3.7   +4.0    +3.7
小山 竜司(1) 諏訪    X   5.07   4.99    5.07 
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 岡谷東部中   +1.6   +3.3    +1.6
宮原 大介(1) 上伊那   4.62   4.81   4.99    4.99 
ﾐﾔﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 伊那弥生ヶ丘高   +3.7   +2.3   +2.3    +2.3
須藤 要(2) 諏訪   4.97   4.59   4.84    4.97 
ｽﾄﾞｳ ｶﾅﾒ 富士見中   +2.4   +1.0   +2.1    +2.4
中島 瑶樹(3) 上伊那   4.93   4.72    X    4.93 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 中川中   +2.9   +3.0    +2.9
那須野 優人(2) 上伊那   4.91   4.59    -    4.91 
ﾅｽﾉ ﾕｳﾄ 駒ヶ根工業高   +4.6   +2.3    +4.6
中村 亮介(2) 上伊那   4.86   4.79   4.87    4.87 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 南箕輪中   +2.9   +2.8   +2.9    +2.9
永平 章太(3) 諏訪   4.82   4.70   4.60    4.82 
ﾅｶﾞﾋﾗｼｮｳﾀ 諏訪南中   +2.9   +1.4   +2.7    +2.9
南 洸輔(3) 上伊那   4.73   4.60   4.80    4.80 
ﾐﾅﾐ ｺｳｽｹ 中川中   +2.4   +1.4   +3.5    +3.5
小平 祐貴(2) 諏訪   4.77   4.65   4.69    4.77 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 長峰中   +3.4   +3.3   +1.8    +3.4
中上 正義(3) 諏訪   4.51   3.51   4.73    4.73 
ﾅｶｶﾞﾐ ﾏｻｷ 上諏訪中   +2.6   +2.5   +3.3    +3.3
三石 竜哉(1) 飯伊   4.72    -    -    4.72 
ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳﾔ 飯田風越高   +3.9    +3.9
手塚 貴郁(2) 飯伊   4.70   4.13   4.56    4.70 
ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ 高森中   +1.8   +2.9   +2.7    +1.8
竹入 聡一郎(2) 上伊那   4.41   4.69    X    4.69 
ﾀｹｲﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ 辰野中   +2.2   +3.0    +3.0
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男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



中島 舞人(3) 諏訪   4.51    -   4.67    4.67 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｲﾄ 上諏訪中   +4.0   +2.5    +2.5
五味 凌介(2) 諏訪   4.23   4.53   4.64    4.64 
ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 富士見中   +2.5   +2.5   +3.7    +3.7
棚田 駿太(2) 飯伊   4.32   4.57   4.40    4.57 
ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 飯田高陵中   +1.3   +2.7   +4.7    +2.7
山崎 翔太(1) 上伊那   4.31   4.48   3.07    4.48 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 箕輪中   +3.0   +1.1   +3.1    +1.1
酒井 千尋(1) 上伊那   4.25   4.40    X    4.40 
ｻｶｲ ﾁﾋﾛ 春富中   +3.4   +2.4    +2.4
小林 諒也(3) 諏訪   3.77   3.83   4.40    4.40 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 原中   +3.3   +3.7   +3.1    +3.1
渡辺 堅人(2) 上伊那    X   4.37   4.25    4.37 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ 伊那中   +2.6   +4.3    +2.6
北島 翼(3) 上伊那   3.94   3.81   4.33    4.33 
ｷﾀｼﾞﾏ ﾂﾊﾞｻ 中川中   +3.1   +2.6   +1.4    +1.4
竹村 文貴(1) 諏訪   3.48   3.40   4.27    4.27 
ﾀｹﾑﾗ ﾌﾐﾀｶ 上諏訪中   +2.6   +1.6   +2.6    +2.6
唐澤  丈(1) 上伊那    X   4.24   4.11    4.24 
ｶﾗｻﾜ ｼﾞｮｳ 春富中   +3.2   +4.1    +3.2
市岡 朋弥(2) 飯伊   3.88   4.13   4.12    4.13 
ｲﾁｵｶ ﾄﾓﾔ 飯田高陵中   +4.5   +1.8   +2.9    +1.8
荒木 琉聖(1) 上伊那   3.89   4.03   4.12    4.12 
ｱﾗｷ ﾘｭｳｾｲ 辰野中   +2.4   +2.6   +3.6    +3.6
野澤 颯太(1) 諏訪   4.07   4.05   3.98    4.07 
ﾉｻﾞﾜ ｿｳﾀ 茅野北部中   +2.9   +5.3   +1.9    +2.9
横井 岳人(2) 飯伊   2.80   4.06   3.96    4.06 
ﾖｺｲ ﾀｹﾋﾄ 飯田高陵中   +2.2   +2.6   +2.3    +2.6
新海 伊織(2) 諏訪   4.04   3.87   3.95    4.04 
ｼﾝｶｲｲｵﾘ 諏訪南中   +3.4   +2.7   +3.5    +3.4
高橋 琉夏(2) 諏訪    X   3.78   4.03    4.03 
ﾀｶﾊｼ ﾙｶ 岡谷西部中   +2.1   +5.1    +5.1
酒井 亜嵐(1) 上伊那   3.86   3.40   3.71    3.86 
ｻｶｲ ｱﾗﾝ 南箕輪中   +4.2   +1.4   +3.3    +4.2
渡邊 楓士(1) 上伊那    X   3.60   3.82    3.82 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳｼ 春富中   +4.3   +5.2    +5.2
石川 颯(1) 飯伊   2.84   3.63   3.78    3.78 
ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾃ 緑ヶ丘中   +2.7   +3.1   +4.0    +4.0
宮坂 一冴(1) 諏訪    X    X   3.77    3.77 
ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ 茅野北部中   +5.9    +5.9
澁谷 拓見(1) 諏訪   3.46   3.07   3.60    3.60 
ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 岡谷東部中   +3.4   +3.0   +5.7    +5.7
唐澤 凌矢(1) 上伊那   3.43   2.89   3.48    3.48 
ｶﾗｻﾜ ﾘｮｳﾔ 伊那東部中   +3.4   +3.9   +3.3    +3.3
北原 鐘伍(1) 上伊那   3.29   3.38   3.42    3.42 
ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 伊那中   +5.9   +3.7   +3.4    +3.4
手塚 智哉(1) 諏訪    X   3.20   3.35    3.35 
ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓﾔ 岡谷西部中   +2.9   +4.2    +4.2
血脇 悠斗(1) 諏訪    X   2.34    X    2.34 
ﾁﾜｷ ﾕｳﾄ 長峰中   +4.3    +4.3
守屋 郁海(2) 諏訪 欠場
ﾓﾘﾔ ｲｸﾐ 長峰中
中村 玲於奈(1) 上伊那    / 欠場
ﾅｶﾑﾗ ﾚｵﾅ 辰野中
大野 裕哉(3) 飯伊 欠場
ｵｵﾉ ﾕｳﾔ 松川高

27   558

59    80

62 1   895

3   886

60 64   323

61 2   635

58 15   658

59 8   355

56 5   193

57 4   747

54 19  1313

55 13   455

52 10   838

53 11   637

50 6   725

51 12   155

48 21   143

49 17   572

46 16   768

47 20   454

44 65   326

45 7   582

42 25   467

43 18   758

40 24   138

41 30  1340

備考
38 29   766

-5-

39 32   950

-1- -6- 記録-2- -3- -4-

男子

走幅跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 7月16日 12:30

大会新(GR)          12.92

遠藤 邦彦 上伊那
ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾋｺ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
清水 拓也 諏訪
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ TOKAI.AC
安藤 純(1) 上伊那
ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝ 福祉大
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 Dream.A.C
松尾 崇文 飯伊
ﾏﾂｵ ﾀｶﾌﾐ Dream.A.C
山口 裕 上伊那
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕﾀｶ 上伊那郡陸協

決勝 7月16日 12:30

大会新(GR)          12.48

原 智也(3) 上伊那
ﾊﾗ ﾄﾓﾔ 上伊那農業高
林 滉介(1) 上伊那
ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 上伊那農業高
重盛 文宏(1) 上伊那
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 駒ヶ根工業高
小林 勇太(2) 飯伊
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 阿南高
片倉 一穂(1) 上伊那
ｶﾀｸﾗ ｶｽﾞﾎ 上伊那農業高
瀬戸 竜紀(1) 諏訪
ｾﾄ ﾘｭｳｷ 茅野高
岡田 稜太(1) 飯伊
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 松川高
伊藤 真央(2) 諏訪
ｲﾄｳ ﾏｵ 諏訪清陵高
井口 翔太(2) 上伊那
ｲｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 辰野高
大野 聡士(1) 飯伊
ｵﾉ ｻﾄｼ 松川高
清水 賢太(2) 上伊那
ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀ 伊那弥生ヶ丘高
脇田 マサユキ(2) 飯伊
ﾜｷﾀﾞ ﾏｻﾕｷ 飯田工業高

男子

砲丸投(6.000kg)

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 13   508

  -  9.47 10.22 10.93 11.23 11.24  11.24 

2 12   485
  X  6.17  9.14  8.75  9.61 10.22  10.22 

3 11   436
 9.87 10.06  9.71  9.90  9.42   X  10.06 

4 10    23
 8.64  8.60  9.08  8.74  9.25  9.51   9.51 

5 3   490
 9.23  9.02  9.24  8.74  8.68  8.29   9.24 

6 6   706
 8.92   X  8.65   X   X  8.84   8.92 

7 5    91
 8.40  7.99  7.71  7.99  8.15  8.03   8.40 

8 2   814
 7.92  8.17  8.20  8.18  7.55  8.09   8.20 

9 4   550
  -  7.63  8.08   8.08 

10 8    81
 7.97  7.44  8.03   8.03 

11 9   413
 7.88  8.00  7.70   8.00 

12 1    95
 7.62  7.42  7.52

 7.04  6.50  6.56   7.04 

  7.62 

 6.83  7.53  7.59   7.59 

7 1   482
 6.61  6.71  6.97

  X  7.85  8.24   8.24 

6 2     5
  -  7.45  7.55

 9.43  9.86  9.87   9.87 

5 4     1
  X  7.93  8.24

 9.34  9.62 10.08  10.38 

4 5   604
 9.40   X   X

10.94   X 11.03  11.03 

3 6  1321
 9.86 10.11 10.38

  X 11.68   X  11.68 

2 3   603
10.88   X   X

1 7   302
11.57   X   X

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 7月16日  9:30

大会新(GR)          40.02

遠藤 邦彦 上伊那
ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾋｺ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
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 Dream.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
松尾 崇文 飯伊
ﾏﾂｵ ﾀｶﾌﾐ Dream.A.C
池田 圭吾 飯伊
ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ 信大AC

決勝 7月16日  9:30

大会新(GR)          37.82

原 智也(3) 上伊那
ﾊﾗ ﾄﾓﾔ 上伊那農業高
橋爪 彼方(2) 上伊那
ﾊｼﾂﾞﾒ ｶﾅﾀ 赤穂高
林 滉介(1) 上伊那
ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 上伊那農業高
落合 恒輝(1) 上伊那
ｵﾁｱｲ ｺｳｷ 上伊那農業高
瀬戸 竜紀(1) 諏訪
ｾﾄ ﾘｭｳｷ 茅野高
岡田 稜太(1) 飯伊
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 松川高
山田 大稀(2) 諏訪
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 下諏訪向陽高

  O  21.34 

  X  21.83 

7 2   699
21.34   O   O   O   O

  X  22.17 

6 4    91
21.83   X   X   O   X

  X  23.06 

5 3   706
  O   O 22.17   O   O

  X  24.85 

4 1   486
  X   X 19.58 23.06   O

  X  26.02 

3 5   485
24.85   O   X   O   O

  X  32.82 

2 6   527
  X 26.02   O   X   O

記録 備考
1 7   508

  O   O 32.82   O   O

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 18.74   X   O   O

男子

円盤投(1.750kg)

  O   X   O  22.65 

6 1    94
  O 18.74   O

  X   O   O  24.20 

5 2     5
  O 22.65   O

  X   O   O  24.56 

4 3   301
24.20   O   O

  X   O   O  24.90 

3 4     1
24.56   O   X

  X 28.44   O  28.44 

2 5   604
  O   O 24.90

1 6   302
  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16日 14:30

大会新(GR)          57.80

清水 拓也 諏訪
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ TOKAI.AC
福島 健一 上伊那
ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
竹澤 翔(1) 諏訪
ﾀｹｻﾞﾜ ｶｹﾙ 岡谷東高
中島 諒(2) 上伊那
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 赤穂高
早川 謙哉(2) 上伊那
ﾊﾔｶﾜ ｹﾝﾔ 上伊那農業高
本多 俊平 上伊那
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ 上伊那郡陸協
北澤 大悟 諏訪
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ STAS
黒河内 康介(3) 上伊那
ｸﾛｺﾞｳﾁ ｺｳｽｹ 伊那弥生ヶ丘高
横田 祥一(2) 飯伊
ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ 飯田高
合津 伊織(1) 上伊那
ｺﾞｳﾂﾞ ｲｵﾘ 赤穂高
涌井 胤宜(1) 飯伊
ﾜｸｲ ｶｽﾞｷ 下伊那農業高
住吉 隼斗(1) 飯伊
ｽﾐﾖｼ ﾊﾔﾄ 松川高
有賀 和樹(1) 上伊那
ｱﾙｶﾞ ｶｽﾞｷ 上伊那農業高
塚田 涼太(2) 諏訪
ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 岡谷東高
金子  仁(2) 諏訪
ｶﾈｺ  ｼﾞﾝ 岡谷工業高
三浦 翔太(3) 飯伊
ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ 松川高
所澤 慎(2) 飯伊
ｼｮｻﾞﾜ ｼﾝ 飯田工業高
伊藤 真央(2) 諏訪
ｲﾄｳ ﾏｵ 諏訪清陵高
松下 聖(2) 飯伊
ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳ 飯田工業高
大内 翔平(2) 諏訪
ｵｵｳﾁ  ｼｮｳﾍｲ 岡谷工業高
原島 怜也(1) 飯伊
ﾊﾗｼﾏ ﾚｲﾔ 飯田風越高
淺田 翔悟 上伊那
ｱｻﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 辰野高
中島 亘(2) 上伊那
ﾅｶｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ 伊那北高
勝野 裕太 飯伊 記録なし
ｶﾂﾉ ﾕｳﾀ Dream.A.C

男子

やり投(0.800kg)

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 16   603

44.30   O   X   O 47.12   X  47.12 

2 18   301
  O 42.00   X   O   O 44.16  44.16 

3 10   653
  X 43.07   O   X   O   X  43.07 

4 20   520
  X   X 43.06   O   O   O  43.06 

5 21   495
40.78   O   O   O   O 42.25  42.25 

6 17   478
  O   O 41.87   X   O   O  41.87 

7 24   601
40.71   O   O   O   O   O  40.71 

8 14   417
40.65   O   X   O   O   X  40.65 

9 13   129
  O 40.22   O  40.22 

10 7   524
  O 35.61   X  35.61 

11 19    33
35.09   X   X  35.09 

12 11    83
34.60   O   O  34.60 

13 6   487
  O 32.83   O  32.83 

14 12   652
32.44   O   O  32.44 

15 9   620
32.28   O   O  32.28 

16 23    85
  O 32.10   O  32.10 

17 8   103
31.32   O   O  31.32 

18 15   814
  X 30.50   X  30.50 

19 2   101
  O   X 29.07  29.07 

20 5   617
  X   O 28.76  28.76 

21 3   183
  X   X 25.80  25.80 

22 1   545
  O 21.41   X  21.41 

23 4   393
  X 15.13   O

22     7
  X   X   X

 15.13 
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