
第６３回諏訪地方陸上競技選手権大会 

（大会コード：12200531） 

 

公 式 記 録 集 

 
主 催 諏訪地方市町村教育委員会協議会・諏訪陸上競技協会 

後 援 岡谷市・諏訪市・茅野市・下諏訪町・富士見町・原村・長野日報社･エルシーブイ株式会社 

主 管 諏訪陸上競技協会 

期 日 平成２４年 ８月１９日（日） 

場 所 茅野市運動公園陸上競技場（競技場コード：203100） 

審判長 堀 晃  記録・情報主任 葛城 光一 

 

◆この大会で樹立された記録 

項 目 ｸﾗｽ／種目 記 録 選手名(学年) 所属 従来の記録 

大会新記録 男子5000m決勝 14分57秒55 牛 山  純 一 茅野市陸協 15分20秒37 

大会新記録 中学女子100m予選 13秒29 山田 彩加(2) 岡谷東部中 13秒30 

大会新記録 中学男子1500m決勝 4分26秒38 名取 燎太(2) 富士見中 4分31秒51 

大会新記録 
中学女子 

4x100m決勝 
52秒93 岡 谷 東 部 中 

吉岡 綾子(1) 

山田 彩加(2) 

山田 花菜(2) 

中島 夏美(1) 

53秒40 

◆気象状況 

時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向
 9:00 曇り  27.0 63.00% 北北西
10:00 曇り  26.5 65 南南東
11:00 曇り  27.0 59 南東
12:00 曇り  28.5 54 北東
13:00 晴れ  29.0 52 北北東
14:00 晴れ  29.5 52 南
15:00 晴れ  28.5 51 北北西  



第６３回諏訪地方陸上競技選手権大会                                              
主催 諏訪地方市町村教育委員会協議会・諏訪陸上競技協会                           
主管 諏訪陸上競技協会                                                           
後援 岡谷市.諏訪市.茅野市.下諏訪町.富士見町.原村.長野日報社.エルシーブイ株式会社

決勝記録一覧表
(GR:大会新  ) 男  子 【競技場】203100  茅野市総合運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
08/19 男子  -1.2加賀見 一輝(2) 11.37 小口 研一郎(1) 11.72 辛山 勇太(1) 11.94 藤森 秀貴(3) 12.04 竹澤 翔(1) 12.25 小口 直希(1) 12.39 山田 大稀(2) 12.49 小口 聖太(1) 12.53

100m 高校生･諏訪二葉高 秋田大 高校生･諏訪清陵高 高校生･岡谷東高 高校生･岡谷東高 高校生･諏訪清陵高 高校生･下諏訪向陽高 高校生･岡谷東高
08/19  -0.3小林 雄二(2) 24.18 小口 直希(1) 24.73 坂井  遊夢(1) 25.84 櫻田 有夢(1) 27.55

200m 高校生･下諏訪向陽高 高校生･諏訪清陵高 高校生･下諏訪向陽高 高校生･下諏訪向陽高
08/19 山田 峻暉(1) 54.14 山田 大稀(2) 55.35 矢崎 宏一(1) 55.48 井口 大輔(1) 55.98 伊藤 真央(2) 56.61 帶川 恵輔(1) 58.11 小林 雄二(2) 59.66 坂井  遊夢(1) 59.81

400m 高校生･諏訪二葉高 高校生･下諏訪向陽高 高校生･諏訪二葉高 高校生･諏訪清陵高 高校生･諏訪清陵高 高校生･諏訪清陵高 高校生･下諏訪向陽高 高校生･下諏訪向陽高
08/19 仲谷 龍貴(2) 2,02.69 矢澤 明徳(1) 2,03.70 塚田 佳生(1) 2,08.81 平林 義弘 2,09.13 真道 優人(1) 2,10.22 牛山 祐人(1) 2,15.66

800m 高校生･諏訪二葉高 高校生･諏訪二葉高 高校生･諏訪清陵高 一般･諏訪市陸協 高校生･諏訪清陵高 高校生･諏訪二葉高
08/19 牛山 純一 4,05.51 川俣 隼也(3) 4,07.40 笠原 祥多(1) 4,08.26 中村 孝樹(2) 4,15.14 田中 仁悟(2) 4,16.75 日達 勇紀(3) 4,18.01 矢崎 佑喜(2) 4,22.76 小野寺 陸(1) 4,23.77

1500m 一般･茅野市陸協 高校生･諏訪二葉高 大学生･立教大 高校生･諏訪二葉高 高校生･諏訪二葉高 高校生･諏訪二葉高 高校生･下諏訪向陽高 高校生･諏訪二葉高
08/19 牛山 純一 14,57.55 西澤 洋務 15,56.85 西中山 宏 16,04.11 田畑 幸司 16,25.35 小口 秀哉 16,38.12 平澤 賢市 16,46.31 高橋 成也 17,07.51 料治 正和 17,15.66

5000m 一般･茅野市陸協 GR 一般･茅野市陸協 一般･下諏訪町体協 一般･岡谷市陸協 一般･下諏訪町体協 一般･茅野市陸協 一般･諏訪市陸協 一般･下諏訪町体協
08/19  +1.6鮎澤 一輝(1) 19.03

110mH(1.067m) 高校生･諏訪実業高
08/19 大沼 盛太郎(2) 1.70 本山 翔(1) 1.65 高田 宙渡(1) 1.55

走高跳 大学生･諏訪東京理科大 高校生･諏訪実業高 大学生･諏訪東京理科大
08/19 加賀見 一輝(2) 4.20 倉橋 由宇(2) 4.10 田中 米人 2.50

棒高跳 高校生･諏訪二葉高 高校生･諏訪清陵高 一般･茅野市陸協
08/19 米久保 一樹(2)5.68(-0.1)

走幅跳 高校生･諏訪清陵高
08/19 伊藤 真央(2)10.89(+0.1)

三段跳 高校生･諏訪清陵高
08/19 小林 伸広 11.43 中島　公徳 10.41 下平 勇仁(1) 8.98 石崎 暁裕(1) 8.29 堀内 翔太(1) 6.82

砲丸投 一般･茅野市陸協 一般･セイコーエプソ 大学生･諏訪東京理科大 大学生･諏訪東京理科大 大学生･諏訪東京理科大
08/19 瀬戸 竜紀(1) 8.88

砲丸投 高校生･茅野高
08/19 諏訪二葉高       46.86 岡谷東高       48.04 諏訪清陵高       50.82

4x100m 小河原 智哉(1) 竹澤 翔(1) 米久保 一樹(2)
加賀見 一輝(2) 小口 聖太(1) 小口 直希(1)
野澤 晃太朗(1) 三澤 拓未(1) 伊藤 真央(2)
矢崎 宏一(1) 藤森 秀貴(3) 辛山 勇太(1)

08/19 中学男子      0.0白鳥 世紀(3) 12.01 小池 大勝(3) 12.19 藤澤 祐哉(2) 12.33 宮坂 智史(2) 12.59 荒道 飛翔(2) 12.61 船城 聡史(1) 12.67 佐伯 宗政(2) 12.67 丹羽 南樹(2) 12.74
100m 中学生･原中 中学生･原中 中学生･富士見中 中学生･上諏訪中 中学生･茅野北部中 中学生･岡谷東部中 中学生･永明中 中学生･茅野北部中

08/19 伊藤 勇希(3) 55.90 雨宮 諒河(3) 56.58 小林 幹(2) 56.75 伊藤 来夢(2) 58.01 宮坂 智史(2) 59.25 白井 裕介(1) 1,02.61 三井 雄汰郎(2) 1,03.51 中村 謙士(1) 1,06.23
400m 中学生･岡谷南部中 中学生･上諏訪中 中学生･富士見中 中学生･長峰中 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中 中学生･茅野北部中 中学生･上諏訪中

08/19 伊藤 勇希(3) 2,08.82 平林 和氣(3) 2,11.51 雨宮 諒河(3) 2,12.92 辛山 圭太(2) 2,22.54 小口 優希(1) 2,24.33 鮎澤 雅尚(2) 2,25.42 林 祥平(2) 2,25.44 小口 魁斗(2) 2,28.49
800m 中学生･岡谷南部中 中学生･諏訪西中 中学生･上諏訪中 中学生･岡谷北部中 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷南部中 中学生･下諏訪中

08/19 名取 燎太(2) 4,26.38 矢島 洸一(1) 4,39.23 中谷 雄飛(1) 4,46.47 宮森 蒼太(3) 4,47.86 児玉 拓矢(1) 4,57.01 鮎澤 雅尚(2) 4,58.17 中村 駿吾(1) 4,59.18 北村 駿弥(2) 5,00.79
1500m 中学生･富士見中 GR 中学生･長峰中 中学生･下諏訪中 中学生･諏訪西中 中学生･上諏訪中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷北部中

08/19 築舘 陽介(3) 9,32.85 前島 陸哉(1) 10,04.14 伊藤 大生(3) 10,37.29 小林 啓介(2) 10,38.40 米山 幸伸(2) 11,04.97 小松 宗平(1) 11,49.51 林 直希(2) 11,52.66 五味 拓実(2) 12,09.48
3000m 中学生･富士見中 中学生･永明中 中学生･富士見中 中学生･富士見中 中学生･岡谷北部中 中学生･岡谷南部中 中学生･岡谷南部中 中学生･長峰中

08/19  -0.3荻原 勇吹(2) 17.14 伊藤 来夢(2) 18.52 澁谷 拓見(1) 21.32 笠原 悠生(2) 22.24 香川 朋輝(2) 24.65
110mH(0.914m) 中学生･岡谷東部中 中学生･長峰中 中学生･岡谷東部中 中学生･永明中 中学生･富士見中

08/19 宮坂 舜弥(3) 1.78 宮坂 駿吾(2) 1.50 中村 駿吾(1) 1.25
走高跳 中学生･茅野東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中

08/19 中村 智哉(3) 3.70 木村 浩樹(3) 3.60 小池 大勝(3) 2.60 清水 光太郎(3) 中学生･原中 2.00
棒高跳 中学生･茅野東部中 中学生･茅野北部中 中学生･原中 小池 雄大(1) 中学生･原中

08/19 中村 龍士(3) 5.92(+1.2) 宮坂 舜弥(3) 5.90(+0.7) 白鳥 世紀(3) 5.80(+0.9) 小林 蒼泉(2) 5.59(+0.6) 浦野 博登(2) 5.57(+0.1) 馬場 将之介(2)5.36(0.0) 丹羽 南樹(2) 5.34(-0.9) 小山 竜司(1) 5.30(+0.6)
走幅跳 中学生･上諏訪中 中学生･茅野東部中 中学生･原中 中学生･茅野東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･富士見中 中学生･茅野北部中 中学生･岡谷東部中

08/19 御子柴 尚(3) 8.62 松田 剛司(1) 6.88 近藤 大地(1) 6.58 鮎澤 雅人(2) 5.96 山中 智貴(2) 5.90 宮澤 拓也(2) 5.81 澁谷 拓見(1) 5.72 竹村 真実(2) 5.59
砲丸投 中学生･上諏訪中 中学生･永明中 中学生･富士見中 中学生･茅野北部中 中学生･岡谷東部中 中学生･上諏訪中 中学生･岡谷東部中 中学生･茅野北部中

08/19 岡谷東部中       49.23 富士見中       49.69 上諏訪中       50.57 原中       50.78 長峰中       51.62 茅野北部中       52.56 茅野東部中       52.85
4x100m 浦野 博登(2) 馬場 将之介(2) 伊藤 駿(1) 小池 大勝(3) 中澤 隆良(1) 宮坂 一冴(1) 熊谷 佳晃(3)

荻原 勇吹(2) 渡邉 賢人(2) 白井 裕介(1) 小林 諒也(3) 伊藤 来夢(2) 丹羽 南樹(2) 小林 蒼泉(2)
花岡 英一(2) 名取 河(2) 宮坂 智史(2) 清水 光太郎(3) 小平 祐貴(2) 三井 雄汰郎(2) 中村 智哉(3)
船城 聡史(1) 藤澤 祐哉(2) 中村 謙士(1) 白鳥 世紀(3) 鮎澤 敬介(2) 荒道 飛翔(2) 宮坂 舜弥(3)

08/19 オープン男子 渡辺 泰樹(1) 6.04(0.0)
走幅跳 東京･中央大



予選 8月19日 11:25
決勝 8月19日 13:30

諏訪新  (SR )       10.15
大会新  (GR )       10.80

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.3

 1 加賀見 一輝(2) 高校生     11.46 q  1 小口 研一郎(1)     11.64 q
ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ 諏訪二葉高 ｵｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁﾛｳ 秋田大

 2 辛山 勇太(1) 高校生     11.79 q  2 藤森 秀貴(3) 高校生     11.92 q
ｼﾝﾔﾏ ﾕｳﾀ 諏訪清陵高 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾃﾞﾀｶ 岡谷東高

 3 竹澤 翔(1) 高校生     12.08 q  3 山田 大稀(2) 高校生     12.20 q
ﾀｹｻﾞﾜ ｶｹﾙ 岡谷東高 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 下諏訪向陽高

 4 清水 隆弘(2) 大学生     12.74  4 小口 直希(1) 高校生     12.39 q
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 諏訪東京理科大 ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ 諏訪清陵高

 5 塚田 涼太(2) 高校生     14.76  5 小口 聖太(1) 高校生     12.50 q
ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 岡谷東高 ｵｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 岡谷東高
窪田 章吾(1) 高校生  6 井口 大輔(1) 高校生     12.57 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 諏訪清陵高 ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 諏訪清陵高
宮坂 崇宏 一般  7 平野 幸規 一般     12.68 
ﾐﾔｻｶ ﾀｶﾋﾛ STAS ﾋﾗﾉ ﾕｷﾉﾘ 茅野市陸協

風速 -1.2

 1 加賀見 一輝(2) 高校生     11.37 
ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ 諏訪二葉高

 2 小口 研一郎(1)     11.72 
ｵｸﾞﾁ ｹﾝｲﾁﾛｳ 秋田大

 3 辛山 勇太(1) 高校生     11.94 
ｼﾝﾔﾏ ﾕｳﾀ 諏訪清陵高

 4 藤森 秀貴(3) 高校生     12.04 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾃﾞﾀｶ 岡谷東高

 5 竹澤 翔(1) 高校生     12.25 
ﾀｹｻﾞﾜ ｶｹﾙ 岡谷東高

 6 小口 直希(1) 高校生     12.39 
ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ 諏訪清陵高

 7 山田 大稀(2) 高校生     12.49 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 下諏訪向陽高

 8 小口 聖太(1) 高校生     12.53 
ｵｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 岡谷東高

8   111

2    47

7    45

1   219

4   216

3    43

6   278

5   371

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   228

6   141

5   219

7    47

3    43

4   111

No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   371

欠場
6     1

欠場

順 ﾚｰﾝ

2    44

5   222

4    45

8   249

記録／備考
3   278

7   216

男子

100m                

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 8月19日 12:05
決勝 8月19日 13:25

諏訪新  (SR )       10.85
大会新  (GR )       11.50

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 -1.6

 1 小池 大勝(3) 中学生     12.32 q  1 荒道 飛翔(2) 中学生     12.78 q
ｺｲｹ ﾋﾛｶﾂ 原中 ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ 茅野北部中

 2 丹羽 南樹(2) 中学生     12.91 q  2 佐伯 宗政(2) 中学生     12.91 q
ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野北部中 ｻｴｷ ﾀｶﾏｻ 永明中

 3 五味 凌介(2) 中学生     13.20  3 小池 岳(2) 中学生     13.52 
ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 富士見中 ｺｲｹ ｶﾞｸ 岡谷西部中

 4 中村 謙士(1) 中学生     13.65  4 鮎澤 敬介(2) 中学生     13.65 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 上諏訪中 ｱｲｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 長峰中

 5 田中 仁(1) 中学生     13.68  5 三井 洪太(1) 中学生     14.43 
ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 岡谷東部中 ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 富士見中

 6 小口 優希(1) 中学生     13.78  6 川口 翔太(1) 中学生     16.96 
ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ 岡谷南部中 ｶﾜｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 下諏訪中

 7 若林 凌(1) 中学生     15.61 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 諏訪西中

 8 五味 駿太(1) 中学生     16.00 
ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ 長峰中

[ 3組] 風速 -1.6 [ 4組] 風速 -0.2

 1 船城 聡史(1) 中学生     12.92 q  1 白鳥 世紀(3) 中学生     12.15 q
ﾌﾅｷ ｻﾄｼ 岡谷東部中 ｼﾗﾄﾘ ﾋﾛｷ 原中

 2 熊谷 佳晃(3) 中学生     13.10  2 中村 龍士(3) 中学生     12.95 
ｸﾏｶﾞｲ ﾖｼｱｷ 茅野東部中 ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 上諏訪中

 3 名取 河(2) 中学生     13.25  3 渡邉 賢人(2) 中学生     13.25 
ﾅﾄﾘ ｺｳ 富士見中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ 富士見中

 4 白井 裕介(1) 中学生     13.26  4 大澤 涼(1) 中学生     13.62 
ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ 上諏訪中 ｵｵｻﾜ ﾘｮｳ 下諏訪中

 5 三井 雄汰郎(2) 中学生     13.52  5 山口 皓輝(2) 中学生     14.15 
ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ 茅野北部中 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 岡谷東部中

 6 伊藤 力也(2) 中学生     13.82  6 両角 伊吹(1) 中学生     15.65 
ｲﾄｳ ﾘｷﾔ 岡谷西部中 ﾓﾛｽﾞﾐ ｲﾌﾞｷ 永明中

 7 小林 諒也(3) 中学生     14.59  7 竹村 文貴(1) 中学生     15.67 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 原中 ﾀｹﾑﾗ ﾌﾐﾀｶ 上諏訪中

 8 坂井 結音(1) 中学生     17.85 
ｻｶｲ ﾕｲﾝ 上諏訪中

[ 5組] 風速 -0.1 [ 6組] 風速 -0.5

 1 宮坂 智史(2) 中学生     12.71 q  1 藤澤 祐哉(2) 中学生     12.57 q
ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 上諏訪中 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾔ 富士見中

 2 花岡 英一(2) 中学生     13.06  2 外川 太一(1) 中学生     12.96 
ﾊﾅｵｶ ｴｲｲﾁ 岡谷東部中 ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 諏訪中

 3 加藤 巧(2) 中学生     13.48  3 小松 勇羽(2) 中学生     13.49 
ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 諏訪西中 ｺﾏﾂ ﾕｳ 下諏訪中

 4 濵 健留(2) 中学生     14.28  4 守屋 匠真(2) 中学生     13.54 
ﾊﾏ ﾀｹﾙ 岡谷北部中 ﾓﾘﾔ ﾀｸﾏ 長峰中

 5 宮澤 拓也(2) 中学生     14.38  5 伊藤 駿(1) 中学生     13.68 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 上諏訪中 ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 上諏訪中

 6 浅井 威風(1) 中学生     14.39  6 安蒜 和樹(1) 中学生     14.18 
ｱｻｲ ｲﾌﾞｷ 長峰中 ｱﾝﾋﾞﾙ ｶｽﾞｷ 永明中

 7 小池 雄大(1) 中学生     15.29  7 植松 崚(1) 中学生     14.39 
ｺｲｹ ﾕｳﾀﾞｲ 原中 ｳｴﾏﾂ ﾘｮｳ 富士見中

風速  0.0

 1 白鳥 世紀(3) 中学生     12.01 
ｼﾗﾄﾘ ﾋﾛｷ 原中

 2 小池 大勝(3) 中学生     12.19 
ｺｲｹ ﾋﾛｶﾂ 原中

 3 藤澤 祐哉(2) 中学生     12.33 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾔ 富士見中

 4 宮坂 智史(2) 中学生     12.59 
ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 上諏訪中

 5 荒道 飛翔(2) 中学生     12.61 
ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ 茅野北部中

 6 船城 聡史(1) 中学生     12.67 
ﾌﾅｷ ｻﾄｼ 岡谷東部中

 7 佐伯 宗政(2) 中学生     12.67 
ｻｴｷ ﾀｶﾏｻ 永明中

 8 丹羽 南樹(2) 中学生     12.74 
ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野北部中

中学男子      
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決勝 8月19日 14:45

諏訪新  (SR )       20.35
大会新  (GR )       22.66

風速 -0.3

 1 小林 雄二(2) 高校生     24.18 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 下諏訪向陽高

 2 小口 直希(1) 高校生     24.73 
ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ 諏訪清陵高

 3 坂井  遊夢(1) 高校生     25.84 
ｻｶｲ ﾕﾌﾑ 下諏訪向陽高

 4 櫻田 有夢(1) 高校生     27.55 
ｻｸﾗﾀﾞ ｱﾘﾑ 下諏訪向陽高
竹澤 翔(1) 高校生
ﾀｹｻﾞﾜ ｶｹﾙ 岡谷東高
両川 光流(2) 高校生
ﾓﾛｶﾜ ﾋｶﾙ 諏訪清陵高

男子
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予選 8月19日 11:05
決勝 8月19日 13:10

諏訪新  (SR )       47.08
大会新  (GR )       50.50

[ 1組] [ 2組]

 1 小林 雄二(2) 高校生     54.94 q  1 山田 峻暉(1) 高校生     54.90 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 下諏訪向陽高 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｱｷ 諏訪二葉高

 2 矢崎 宏一(1) 高校生     55.20 q  2 山田 大稀(2) 高校生     55.97 q
ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 諏訪二葉高 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 下諏訪向陽高

 3 帶川 恵輔(1) 高校生     58.58 q  3 伊藤 真央(2) 高校生     56.21 q
ｵﾋﾞｶﾜ ｹｲｽｹ 諏訪清陵高 ｲﾄｳ ﾏｵ 諏訪清陵高

 4 小河原 智哉(1) 高校生   1,00.09  4 井口 大輔(1) 高校生     57.06 q
ｵｶﾞﾜﾗ ﾄﾓﾔ 諏訪二葉高 ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 諏訪清陵高

 5 櫻田 有夢(1) 高校生   1,02.08  5 坂井  遊夢(1) 高校生     58.97 q
ｻｸﾗﾀﾞ ｱﾘﾑ 下諏訪向陽高 ｻｶｲ ﾕﾌﾑ 下諏訪向陽高

 1 山田 峻暉(1) 高校生     54.14 
ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｱｷ 諏訪二葉高

 2 山田 大稀(2) 高校生     55.35 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 下諏訪向陽高

 3 矢崎 宏一(1) 高校生     55.48 
ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 諏訪二葉高

 4 井口 大輔(1) 高校生     55.98 
ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 諏訪清陵高

 5 伊藤 真央(2) 高校生     56.61 
ｲﾄｳ ﾏｵ 諏訪清陵高

 6 帶川 恵輔(1) 高校生     58.11 
ｵﾋﾞｶﾜ ｹｲｽｹ 諏訪清陵高

 7 小林 雄二(2) 高校生     59.66 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 下諏訪向陽高

 8 坂井  遊夢(1) 高校生     59.81 
ｻｶｲ ﾕﾌﾑ 下諏訪向陽高

予選 8月19日 11:15
決勝 8月19日 13:05

諏訪新  (SR )       50.53
大会新  (GR )       52.60

[ 1組] [ 2組]

 1 伊藤 勇希(3) 中学生     57.90 q  1 小林 幹(2) 中学生     57.32 q
ｲﾄｳ ﾕｳｷ 岡谷南部中 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝ 富士見中

 2 雨宮 諒河(3) 中学生   1,00.21 q  2 伊藤 来夢(2) 中学生     59.29 q
ｱﾒﾐﾔ ﾘｮｳｶﾞ 上諏訪中 ｲﾄｳ ﾗｲﾑ 長峰中

 3 中村 謙士(1) 中学生   1,03.54 q  3 宮坂 智史(2) 中学生     59.69 q
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 上諏訪中 ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 上諏訪中

 4 三井 雄汰郎(2) 中学生   1,03.83 q  4 白井 裕介(1) 中学生   1,02.73 q
ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ 茅野北部中 ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ 上諏訪中

 5 佐々木 健(2) 中学生   1,05.59  5 児玉 拓矢(1) 中学生   1,04.32 
ｻｻｷ ｹﾝ 長峰中 ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾔ 上諏訪中

 6 田中 仁(1) 中学生   1,08.32  6 伊藤 駿(1) 中学生   1,06.48 
ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 岡谷東部中 ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 上諏訪中

 7 後藤 勇人(2) 中学生   1,10.10  7 山口 皓輝(2) 中学生   1,08.08 
ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 上諏訪中 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 岡谷東部中

 8 牛山 英駿(1) 中学生   1,14.62 
ｳｼﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 茅野東部中

 1 伊藤 勇希(3) 中学生     55.90 
ｲﾄｳ ﾕｳｷ 岡谷南部中

 2 雨宮 諒河(3) 中学生     56.58 
ｱﾒﾐﾔ ﾘｮｳｶﾞ 上諏訪中

 3 小林 幹(2) 中学生     56.75 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝ 富士見中

 4 伊藤 来夢(2) 中学生     58.01 
ｲﾄｳ ﾗｲﾑ 長峰中

 5 宮坂 智史(2) 中学生     59.25 
ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 上諏訪中

 6 白井 裕介(1) 中学生   1,02.61 
ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ 上諏訪中

 7 三井 雄汰郎(2) 中学生   1,03.51 
ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ 茅野北部中

 8 中村 謙士(1) 中学生   1,06.23 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 上諏訪中
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決勝 8月19日 10:15

諏訪新  (SR )     1,50.78
大会新  (GR )     1,58.55

 1 仲谷 龍貴(2) 高校生   2,02.69 
ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ 諏訪二葉高

 2 矢澤 明徳(1) 高校生   2,03.70 
ﾔｻﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 諏訪二葉高

 3 塚田 佳生(1) 高校生   2,08.81 
ﾂｶﾀﾞ ﾖｼｷ 諏訪清陵高

 4 平林 義弘 一般   2,09.13 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 諏訪市陸協

 5 真道 優人(1) 高校生   2,10.22 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾄ 諏訪清陵高

 6 牛山 祐人(1) 高校生   2,15.66 
ｳｼﾔﾏ ﾕｳﾄ 諏訪二葉高

決勝 8月19日 10:30

[ 1組] [ 2組]

 1 伊藤 勇希(3) 中学生   2,08.82  1 平林 和氣(3) 中学生   2,11.51 
ｲﾄｳ ﾕｳｷ 岡谷南部中 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 諏訪西中

 2 雨宮 諒河(3) 中学生   2,12.92  2 辛山 圭太(2) 中学生   2,22.54 
ｱﾒﾐﾔ ﾘｮｳｶﾞ 上諏訪中 ｼﾝﾔﾏ ｹｲﾀ 岡谷北部中

 3 林 祥平(2) 中学生   2,25.44  3 小口 優希(1) 中学生   2,24.33 
ﾊﾔｼ ｼｮｳﾍｲ 岡谷南部中 ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ 岡谷南部中

 4 小口 魁斗(2) 中学生   2,28.49  4 鮎澤 雅尚(2) 中学生   2,25.42 
ｵｸﾞﾁ ｶｲﾄ 下諏訪中 ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻﾅｵ 岡谷西部中

 5 伊藤 真苑(2) 中学生   2,30.14  5 中山 侑哉(1) 中学生   2,37.46 
ｲﾄｳ ｼｵﾝ 岡谷西部中 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾔ 岡谷西部中

 6 山中 智貴(2) 中学生   2,34.48  6 間瀬 智祐(2) 中学生   2,50.03 
ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｷ 岡谷東部中 ﾏｾ ﾁﾋﾛ 岡谷東部中

 7 関 悠登(2) 中学生   2,42.32  7 坂井 結音(1) 中学生   3,06.72 
ｾｷ ﾕｳﾄ 長峰中 ｻｶｲ ﾕｲﾝ 上諏訪中

 8 石山 凌雅(2) 中学生   2,45.89 植松 徹志(2) 中学生
ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ 茅野北部中 ｳｴﾏﾂ ﾃﾂｼ 富士見中

 9 三井 健太郎(1) 中学生   2,47.67 巻渕 優也(3) 中学生
ﾐﾂｲ ｹﾝﾀﾛｳ 富士見中 ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ 岡谷南部中

   1 伊藤 勇希(3) 中学生 岡谷南部中     2,08.82   1   1
   2 平林 和氣(3) 中学生 諏訪西中     2,11.51   2   1
   3 雨宮 諒河(3) 中学生 上諏訪中     2,12.92   1   2
   4 辛山 圭太(2) 中学生 岡谷北部中     2,22.54   2   2
   5 小口 優希(1) 中学生 岡谷南部中     2,24.33   2   3
   6 鮎澤 雅尚(2) 中学生 岡谷西部中     2,25.42   2   4
   7 林 祥平(2) 中学生 岡谷南部中     2,25.44   1   3
   8 小口 魁斗(2) 中学生 下諏訪中     2,28.49   1   4
   9 伊藤 真苑(2) 中学生 岡谷西部中     2,30.14   1   5
  10 山中 智貴(2) 中学生 岡谷東部中     2,34.48   1   6
  11 中山 侑哉(1) 中学生 岡谷西部中     2,37.46   2   5
  12 関 悠登(2) 中学生 長峰中     2,42.32   1   7
  13 石山 凌雅(2) 中学生 茅野北部中     2,45.89   1   8
  14 三井 健太郎(1) 中学生 富士見中     2,47.67   1   9
  15 間瀬 智祐(2) 中学生 岡谷東部中     2,50.03   2   6
  16 坂井 結音(1) 中学生 上諏訪中     3,06.72   2   7

中学男子      

800m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
5    97

6   199

7    90

3   130

  156

1    40

4    73

9   341

順 ﾚｰﾝ No.

8   310

2

所属名 記録／備考
5   233

9   103

1    94

4    41

  333

2    27

6    84

欠場
7    96

欠場

8   192

3

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
   97
  233
  199
  103
   94
   41
   90
  130
   40
   73
   27
  310

  192

  156
  341
   84

男子

800m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   261

7   255

6   213

4   202

2   217

3   275



決勝 8月19日 14:15

諏訪新  (SR )     3,52.36
大会新  (GR )     4,03.18

[ 1組] [ 2組]

 1 中村 孝樹(2) 高校生   4,15.14  1 牛山 純一 一般   4,05.51 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 諏訪二葉高 ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茅野市陸協

 2 近藤 洋平(1) 高校生   4,29.75  2 川俣 隼也(3) 高校生   4,07.40 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ 諏訪二葉高 ｶﾜﾏﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 諏訪二葉高

 3 井上 博文(2) 高校生   4,32.75  3 笠原 祥多(1) 大学生   4,08.26 
ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾌﾐ 諏訪二葉高 ｶｻﾊﾗ ｼｮｳﾀ 立教大

 4 宮澤 清悟(2) 高校生   4,40.51  4 田中 仁悟(2) 高校生   4,16.75 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 諏訪二葉高 ﾀﾅｶ ｼﾞﾝｺﾞ 諏訪二葉高

 5 小林 直樹(1) 高校生   4,47.54  5 日達 勇紀(3) 高校生   4,18.01 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 諏訪二葉高 ﾋﾀﾁ ﾕｳｷ 諏訪二葉高

 6 郡司 耕平(2) 高校生   4,51.47  6 矢崎 佑喜(2) 高校生   4,22.76 
ｸﾞﾝｼﾞ ｺｳﾍｲ 諏訪清陵高 ﾔｻﾞｷ ﾕｳｷ 下諏訪向陽高

 7 矢島 義大(3) 大学生   5,05.03  7 小野寺 陸(1) 高校生   4,23.77 
ﾔｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 諏訪東京理科大 ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｸ 諏訪二葉高

 8 三澤 拓未(1) 高校生   5,34.99  8 友井 悠人 一般   4,27.87 
ﾐｻﾜ ﾀｸﾐ 岡谷東高 ﾄﾓｲ ﾕｳﾄ 茅野市陸協

 9 塚田 佳生(1) 高校生   4,39.93 
ﾂｶﾀﾞ ﾖｼｷ 諏訪清陵高

10 小松  優太(1) 高校生   4,50.00 
ｺﾏﾂ ﾕｳﾀ 下諏訪向陽高

11 米山 修一朗(1) 大学生   5,12.31 
ﾖﾈﾔﾏ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 東北大

   1 牛山 純一 一般 茅野市陸協     4,05.51   2   1
   2 川俣 隼也(3) 高校生 諏訪二葉高     4,07.40   2   2
   3 笠原 祥多(1) 大学生 立教大     4,08.26   2   3
   4 中村 孝樹(2) 高校生 諏訪二葉高     4,15.14   1   1
   5 田中 仁悟(2) 高校生 諏訪二葉高     4,16.75   2   4
   6 日達 勇紀(3) 高校生 諏訪二葉高     4,18.01   2   5
   7 矢崎 佑喜(2) 高校生 下諏訪向陽高     4,22.76   2   6
   8 小野寺 陸(1) 高校生 諏訪二葉高     4,23.77   2   7
   9 友井 悠人 一般 茅野市陸協     4,27.87   2   8
  10 近藤 洋平(1) 高校生 諏訪二葉高     4,29.75   1   2
  11 井上 博文(2) 高校生 諏訪二葉高     4,32.75   1   3
  12 塚田 佳生(1) 高校生 諏訪清陵高     4,39.93   2   9
  13 宮澤 清悟(2) 高校生 諏訪二葉高     4,40.51   1   4
  14 小林 直樹(1) 高校生 諏訪二葉高     4,47.54   1   5
  15 小松  優太(1) 高校生 下諏訪向陽高     4,50.00   2  10
  16 郡司 耕平(2) 高校生 諏訪清陵高     4,51.47   1   6
  17 矢島 義大(3) 大学生 諏訪東京理科大     5,05.03   1   7
  18 米山 修一朗(1) 大学生 東北大     5,12.31   2  11
  19 三澤 拓未(1) 高校生 岡谷東高     5,34.99   1   8

男子

1500m               

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
12   262

7   274

5   279

9   276

11   269

6   221

8   245

10    48

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   145

2   264

9   355

10   260

6   258

3   107

4   270

1   139

11   213

7   110

12   313

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
  145
  264

  269

  355
  262
  260
  258
  107
  270

  110

   48

  221
  245
  313

  139
  274
  279
  213
  276



決勝 8月19日 13:45

諏訪新  (SR )     4,06.11
大会新  (GR )     4,31.51

[ 1組] [ 2組]

 1 清水 敬太(3) 中学生   5,13.82  1 名取 燎太(2) 中学生   4,26.38 
ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 富士見中 ﾅﾄﾘ ﾘｮｳﾀ 富士見中

 2 後藤 勇人(2) 中学生   5,19.92  2 矢島 洸一(1) 中学生   4,39.23 
ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 上諏訪中 ﾔｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 長峰中

 3 中澤 隆良(1) 中学生   5,22.27  3 中谷 雄飛(1) 中学生   4,46.47 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶﾗ 長峰中 ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ 下諏訪中

 4 大滝 一輝(1) 中学生   5,23.81  4 宮森 蒼太(3) 中学生   4,47.86 
ｵｵﾀｷ ｶｽﾞｷ 下諏訪中 ﾐﾔﾓﾘ ｿｳﾀ 諏訪西中

 5 近藤 大地(1) 中学生   5,27.86  5 児玉 拓矢(1) 中学生   4,57.01 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 富士見中 ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾔ 上諏訪中

 6 清水 光太郎(3) 中学生   5,32.85  6 鮎澤 雅尚(2) 中学生   4,58.17 
ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀﾛｳ 原中 ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻﾅｵ 岡谷西部中

 7 水上 健介(1) 中学生   5,34.78  7 中村 駿吾(1) 中学生   4,59.18 
ﾐｽﾞｶﾐ ｹﾝｽｹ 下諏訪中 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部中

 8 林 直希(2) 中学生   5,36.66  8 北村 駿弥(2) 中学生   5,00.79 
ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 岡谷南部中 ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 岡谷北部中

 9 森山 泰嗣(2) 中学生   5,40.51  9 宮坂 翔太(2) 中学生   5,00.82 
ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｼ 富士見中 ﾐﾔｻｶ ｼｮｳﾀ 長峰中

10 小口 拓哉(2) 中学生   5,46.69 10 矢島 稜梧(2) 中学生   5,00.87 
ｵｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 下諏訪中 ﾔｼﾞﾏ ﾘｮｳｺﾞ 長峰中

11 曽原 隼太郎(1) 中学生   5,52.32 11 清水 大希(1) 中学生   5,04.67 
ｿﾊﾗ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岡谷南部中 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ 富士見中

12 河野 明仁(1) 中学生   5,53.97 12 牛山 勇(2) 中学生   5,09.10 
ｶﾜﾉ ｱｷﾄ 永明中 ｳｼﾔﾏ ｲｻﾑ 下諏訪中

13 血脇 悠斗(1) 中学生   6,59.02 13 備前 宥雅(2) 中学生   5,13.81 
ﾁﾜｷ ﾕｳﾄ 長峰中 ﾋﾞｾﾞﾝ ﾕｳｶﾞ 永明中

14 吉田 渓悟(2) 中学生   5,18.91 
ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 永明中

15 藤森 敦也(2) 中学生   5,22.60 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾂﾔ 諏訪西中

   1 名取 燎太(2) 中学生 富士見中     4,26.38 大会新   2   1
   2 矢島 洸一(1) 中学生 長峰中     4,39.23   2   2
   3 中谷 雄飛(1) 中学生 下諏訪中     4,46.47   2   3
   4 宮森 蒼太(3) 中学生 諏訪西中     4,47.86   2   4
   5 児玉 拓矢(1) 中学生 上諏訪中     4,57.01   2   5
   6 鮎澤 雅尚(2) 中学生 岡谷西部中     4,58.17   2   6
   7 中村 駿吾(1) 中学生 岡谷東部中     4,59.18   2   7
   8 北村 駿弥(2) 中学生 岡谷北部中     5,00.79   2   8
   9 宮坂 翔太(2) 中学生 長峰中     5,00.82   2   9
  10 矢島 稜梧(2) 中学生 長峰中     5,00.87   2  10
  11 清水 大希(1) 中学生 富士見中     5,04.67   2  11
  12 牛山 勇(2) 中学生 下諏訪中     5,09.10   2  12
  13 備前 宥雅(2) 中学生 永明中     5,13.81   2  13
  14 清水 敬太(3) 中学生 富士見中     5,13.82   1   1
  15 吉田 渓悟(2) 中学生 永明中     5,18.91   2  14
  16 後藤 勇人(2) 中学生 上諏訪中     5,19.92   1   2
  17 中澤 隆良(1) 中学生 長峰中     5,22.27   1   3
  18 藤森 敦也(2) 中学生 諏訪西中     5,22.60   2  15
  19 大滝 一輝(1) 中学生 下諏訪中     5,23.81   1   4
  20 近藤 大地(1) 中学生 富士見中     5,27.86   1   5
  21 清水 光太郎(3) 中学生 原中     5,32.85   1   6
  22 水上 健介(1) 中学生 下諏訪中     5,34.78   1   7
  23 林 直希(2) 中学生 岡谷南部中     5,36.66   1   8
  24 森山 泰嗣(2) 中学生 富士見中     5,40.51   1   9
  25 小口 拓哉(2) 中学生 下諏訪中     5,46.69   1  10
  26 曽原 隼太郎(1) 中学生 岡谷南部中     5,52.32   1  11
  27 河野 明仁(1) 中学生 永明中     5,53.97   1  12
  28 血脇 悠斗(1) 中学生 長峰中     6,59.02   1  13

中学男子      

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
16   327

4   194

11   285

9   122

12   346

15   171

13   124

8    89

14   331

7   127

2    92

17    16

順 No.

3   305

所属名 記録／備考
8   315

大会新
15   280

16   117

1   241

10   189

11    41

5    60

4   100

13   307

9   281

   14

12   326

6   132

17   235

3     7

7

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
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決勝 8月19日 12:35

諏訪新  (SR )     8,56.57
大会新  (GR )     9,31.33

 1 築舘 陽介(3) 中学生   9,32.85 
ﾂｷﾀﾞﾃ ﾖｳｽｹ 富士見中

 2 前島 陸哉(1) 中学生  10,04.14 
ﾏｴｼﾏ ﾘｸﾔ 永明中

 3 伊藤 大生(3) 中学生  10,37.29 
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 富士見中

 4 小林 啓介(2) 中学生  10,38.40 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 富士見中

 5 米山 幸伸(2) 中学生  11,04.97 
ﾖﾈﾔﾏ ﾕｷﾉﾌﾞ 岡谷北部中

 6 小松 宗平(1) 中学生  11,49.51 
ｺﾏﾂ ｼｭｳﾍｲ 岡谷南部中

 7 林 直希(2) 中学生  11,52.66 
ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 岡谷南部中

 8 五味 拓実(2) 中学生  12,09.48 
ｺﾞﾐ ﾀｸﾐ 長峰中

 9 佐々 光一朗(2) 中学生  12,26.11 
ｻｻ ｺｳｲﾁﾛｳ 岡谷南部中

10 竹村 太一(1) 中学生  12,48.77 
ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ 岡谷南部中
名取 燎太(2) 中学生
ﾅﾄﾘ ﾘｮｳﾀ 富士見中

中学男子      

3000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   325

10     9

6   350

4   336

11   101

9    93

3    89

7   302

8   315
欠場

5    95

1    91



決勝 8月19日  9:30

諏訪新  (SR )    13,59.41
大会新  (GR )    15,20.37

 1 牛山 純一 一般  14,57.55 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茅野市陸協

 2 西澤 洋務 一般  15,56.85 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 茅野市陸協

 3 西中山 宏 一般  16,04.11 
ﾆｼﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｼ 下諏訪町体協

 4 田畑 幸司 一般  16,25.35 
ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 岡谷市陸協

 5 小口 秀哉 一般  16,38.12 
ｵｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾔ 下諏訪町体協

 6 平澤 賢市 一般  16,46.31 
ﾋﾗｻﾜ ｹﾝｲﾁ 茅野市陸協

 7 高橋 成也 一般  17,07.51 
ﾀｶﾊｼ ﾅﾘﾔ 諏訪市陸協

 8 料治 正和 一般  17,15.66 
ﾘｮｳｼﾞ ﾏｻｶｽﾞ 下諏訪町体協

 9 友井 悠人 一般  17,26.45 
ﾄﾓｲ ﾕｳﾄ 茅野市陸協

10 平林 義弘 一般  17,27.97 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 諏訪市陸協

11 下山 雅也 一般  17,32.47 
ｼﾓﾔﾏ ﾏｻﾔ 岡谷市陸協

12 岩下 哲也 一般  17,48.16 
ｲﾜｼﾀ ﾃﾂﾔ TOKAI_AC

13 松田 秀樹 一般  17,48.73 
ﾏﾂﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 富士見町体協

14 酒井 和樹(1) 高校生  18,06.47 
ｻｶｲ ｶｽﾞｷ 岡谷工業高

15 雨宮 寛 一般  18,06.85 
ｱﾒﾐﾔ ﾋﾛｼ 富士見町体協

16 伊藤 航平(2) 高校生  18,17.90 
ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 諏訪清陵高

17 郡司 耕平(2) 高校生  18,44.96 
ｸﾞﾝｼﾞ ｺｳﾍｲ 諏訪清陵高

18 柳澤 優成(1) 高校生  18,58.08 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｾｲ 岡谷工業高

2   221

1    20

18   354

20   230

6   353

21    21

3    23

16     2

9   139

17   202

5   203

8   135

14   137

7   140

12   136

15    22

11   145
大会新

13   143

男子

5000m               

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月19日  9:05

諏訪新  (SR )       14.70
大会新  (GR )       15.30

風速 -0.3

 1 荻原 勇吹(2) 中学生     17.14 
ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部中

 2 伊藤 来夢(2) 中学生     18.52 
ｲﾄｳ ﾗｲﾑ 長峰中

 3 澁谷 拓見(1) 中学生     21.32 
ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 岡谷東部中

 4 笠原 悠生(2) 中学生     22.24 
ｶｻﾊﾗ ﾕｳｷ 永明中

 5 香川 朋輝(2) 中学生     24.65 
ｶｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 富士見中

決勝 8月19日  9:00

諏訪新  (SR )       14.83
大会新  (GR )       16.40

風速 +1.6

 1 鮎澤 一輝(1) 高校生     19.03 
ｱﾕｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 諏訪実業高

男子

110mH(1.067m)       

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

順順

所属名 記録／備考
3   207

No.No. 氏  名氏  名

中学男子      

110mH(0.914m)       110mH(0.914m)       

決勝決勝決勝

所属名所属名 記録／備考記録／備考
66    86   86

ﾚｰﾝﾚｰﾝ

55   311  311

22    51   51

33    15   15

44   343  343



決勝 8月19日 15:10

諏訪新  (SR )       41.70
大会新  (GR )       45.50

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 諏訪二葉高   271 小河原 智哉(1)     46.86 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ｵｶﾞﾜﾗ ﾄﾓﾔ
  278 加賀見 一輝(2)

ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ
  257 野澤 晃太朗(1)

ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ
  256 矢崎 宏一(1)

ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ
 2   5 岡谷東高    45 竹澤 翔(1)     48.04 

ｵｶﾔﾋｶﾞｼｺｳ ﾀｹｻﾞﾜ ｶｹﾙ
   47 小口 聖太(1)

ｵｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ
   48 三澤 拓未(1)

ﾐｻﾜ ﾀｸﾐ
   43 藤森 秀貴(3)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾃﾞﾀｶ
 3   4 諏訪清陵高   211 米久保 一樹(2)     50.82 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾖﾈｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ
  219 小口 直希(1)

ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ
  229 伊藤 真央(2)

ｲﾄｳ ﾏｵ
  216 辛山 勇太(1)

ｼﾝﾔﾏ ﾕｳﾀ

男子

4x100m              

決勝



決勝 8月19日 10:30

諏訪新  (SR )        2.15
大会新  (GR )        2.00

大沼 盛太郎(2) 大学生
ｵｵﾇﾏ ｾｲﾀﾛｳ 諏訪東京理科大
本山 翔(1) 高校生
ﾓﾄﾔﾏ ｼｮｳ 諏訪実業高
高田 宙渡(1) 大学生
ﾀｶﾀ ﾋﾛﾄ 諏訪東京理科大

決勝 8月19日 10:30

諏訪新  (SR )        1.89
大会新  (GR )        1.80

1m65 1m70 1m75 1m78 1m81
宮坂 舜弥(3) 中学生 - - - - - - - O O O
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝﾔ 茅野東部中 O XO O XO XXX
宮坂 駿吾(2) 中学生 - - - - - O O O XXX
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部中
中村 駿吾(1) 中学生 O O O O X/
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部中

中学男子      

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m10 1m15 1m30 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60

1 5   356
 1.78

記録
1m20 1m25

2 3    82
 1.50

3 2    60
 1.25

 1.55

 1.65

3 1   250
O XXO XXX

XO XXX
2 2   204

- - O

XXX  1.70
1 3   247

O O O O XXO

記録1m60 1m65 備考1m50 1m55 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 8月19日 10:00

諏訪新  (SR )        4.55
大会新  (GR )        4.40

4m30
加賀見 一輝(2) 高校生 - - - - - - - O XO O
ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ 諏訪二葉高 XXX
倉橋 由宇(2) 高校生 - - - O - O - O O XXX
ｸﾗﾊｼ ﾕｳ 諏訪清陵高
田中 米人 一般 XO XO X/
ﾀﾅｶ ﾖﾈﾄ 茅野市陸協

決勝 8月19日 10:00

諏訪新  (SR )        4.10
大会新  (GR )        4.10

3m10 3m20 3m30 3m40 3m50 3m60 3m70 3m80
中村 智哉(3) 中学生 - - - - - - - - - -
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 茅野東部中 - - - - XXO O O XXX
木村 浩樹(3) 中学生 - - - - - - - - - -
ｷﾑﾗ ｺｳｷ 茅野北部中 - - - XXO O O XXX
小池 大勝(3) 中学生 - O O O O O XO XXX
ｺｲｹ ﾋﾛｶﾂ 原中
清水 光太郎(3) 中学生 O O XXX
ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀﾛｳ 原中
小池 雄大(1) 中学生 O O XXX
ｺｲｹ ﾕｳﾀﾞｲ 原中
伊藤 大起(2) 中学生 - - - - - - - - - - 記録なし
ｲﾄｳ ﾀｲｷ 永明中 - - - - XXX
熊倉 翼(1) 中学生 欠場
ｸﾏｸﾗ ﾂﾊﾞｻ 原中

男子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
2m40 2m50 3m70 3m80 3m90 4m00 4m10 4m20

1 2   278
 4.20

記録
2m60 3m60

2 3   215
 4.10

 2.50
3 1   142

中学男子      

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m80 2m00 2m40 2m50 2m60 2m80 2m90 3m00

1 7   364
 3.70

記録
2m20 2m30

2 5   148
 3.60

3 4   174
 2.60

4 2   171
 2.00

4 3   173
 2.00

6    18

1   175



決勝 8月19日 13:00

諏訪新  (SR )        7.57
大会新  (GR )        7.10

米久保 一樹(2) 高校生   4.43   5.40    X   5.50   5.68   5.60    5.68 
ﾖﾈｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ 諏訪清陵高   +0.9   +0.5   -0.6   -0.1   +0.3    -0.1

決勝 8月19日 13:00

渡辺 泰樹(1) 東京   5.37   5.44    X   5.40   4.00   6.04    6.04 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｷ 中央大   +0.3   +0.2   -1.2   -1.2    0.0     0.0

備考

男子

走幅跳              

決勝

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

1 1   370
-5-

1 2   211

オープン男子  

走幅跳              

決勝

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



決勝 8月19日 13:00

諏訪新  (SR )        6.47
大会新  (GR )        6.47

中村 龍士(3) 中学生   5.40    X   5.69   5.68   5.82   5.92    5.92 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 上諏訪中   +1.0   -0.2   -0.4    0.0   +1.2    +1.2
宮坂 舜弥(3) 中学生   5.84   5.63   5.77   5.66   5.76   5.90    5.90 
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝﾔ 茅野東部中   -0.9   +0.4   +0.3   -1.7   +0.1   +0.7    +0.7
白鳥 世紀(3) 中学生    -   5.49   5.72   5.48   4.90   5.80    5.80 
ｼﾗﾄﾘ ﾋﾛｷ 原中    0.0    0.0   -0.4   +0.6   +0.9    +0.9
小林 蒼泉(2) 中学生   5.42   5.47   5.35    X   5.59   5.59    5.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 茅野東部中   +0.4   +0.1   +0.6   +0.6   +0.2    +0.6
浦野 博登(2) 中学生   5.40   5.53   5.38   5.41   5.57   5.20    5.57 
ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ 岡谷東部中   +1.4   +1.8   -0.3   -0.5   +0.1    0.0    +0.1
馬場 将之介(2) 中学生    X   5.26   5.18    X   5.36   5.23    5.36 
ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾉｽｹ 富士見中   +1.0   +0.1    0.0   +0.5     0.0
丹羽 南樹(2) 中学生   5.34    X    X    X   5.18   5.27    5.34 
ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野北部中   -0.9   -1.2    0.0    -0.9
小山 竜司(1) 中学生   5.17   5.30    X    X   5.02   5.23    5.30 
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 岡谷東部中   -2.4   +0.6   -0.1    0.0    +0.6
外川 太一(1) 中学生   4.71   4.91    X    4.91 
ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 諏訪中   +0.5    0.0     0.0
須藤 要(2) 中学生   4.66   4.82   4.81    4.82 
ｽﾄﾞｳ ｶﾅﾒ 富士見中   -2.0    0.0   +0.8     0.0
五味 凌介(2) 中学生   4.76   4.41    X    4.76 
ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 富士見中   +0.7    0.0    +0.7
小平 祐貴(2) 中学生    X   4.75    X    4.75 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 長峰中   -0.6    -0.6
井口 晃輔(1) 中学生   4.42   4.28   4.20    4.42 
ｲｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 下諏訪中   -0.8   +1.3   -0.5    -0.8
小林 諒也(3) 中学生   3.96   4.42    X    4.42 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 原中   -0.5   -0.4    -0.4
桐生 仁司(2) 中学生    X   3.99   4.19    4.19 
ｷﾘｭｳ ﾋﾄｼ 下諏訪中   -0.1   -1.3    -1.3
倉品 裕介(2) 中学生   3.81   4.07   3.98    4.07 
ｸﾗｼﾅ ﾕｳｽｹ 岡谷西部中   -0.3   -0.1   +0.2    -0.1
三井 洪太(1) 中学生   3.89   3.90   3.95    3.95 
ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 富士見中   -0.7   +0.5   -0.5    -0.5
竹村 文貴(1) 中学生   3.73   3.49   3.92    3.92 
ﾀｹﾑﾗ ﾌﾐﾀｶ 上諏訪中    0.0   +0.1   -1.2    -1.2
高部 三成(2) 中学生   3.41   3.60   3.35    3.60 
ﾀｶﾍﾞ ﾐﾂﾅﾘ 茅野東部中   -1.9   +1.4   +1.2    +1.4
高橋 琉夏(2) 中学生   3.60   3.35    X    3.60 
ﾀｶﾊｼ ﾙｶ 岡谷西部中   -0.7   +0.1    -0.7
手塚 智哉(1) 中学生   3.43    X   3.27    3.43 
ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓﾔ 岡谷西部中   +0.3    0.0    +0.3
中野 颯己(1) 中学生   3.42   3.33    X    3.42 
ﾅｶﾉ ｿｳｷ 富士見中   +0.9   +0.9    +0.9
植松 崚(1) 中学生   3.35   3.14   3.37    3.37 
ｳｴﾏﾂ ﾘｮｳ 富士見中   +0.3   +0.3   +0.2    +0.2
宮坂 一冴(1) 中学生    X    X    X 記録なし
ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ 茅野北部中

23 8   332

5   164

21 1    33

22 7   324

19 29   358

20 11    35

17 12   340

18 13   186

15 15   131

16 9    28

13 21   134

14 14   172

11 19   344

12 17   294

9 18   244

10 20   328

7 23   154

8 22    67

5 25    87

6 24   318

3 26   169

4 30   359

1 27   184
-5-

2 28   356

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

中学男子      

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 8月19日 11:30

諏訪新  (SR )       15.69
大会新  (GR )       15.20

伊藤 真央(2) 高校生  10.18    X  10.28    X  10.89  10.67   10.89 
ｲﾄｳ ﾏｵ 諏訪清陵高   -0.6   +0.8   +0.1   +0.7    +0.1

備考

男子

三段跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-
1 1   229

-5- -6- 記録-2- -3- -4-



決勝 8月19日 13:00

諏訪新  (SR )       12.69
大会新  (GR )       12.69

小林 伸広 一般
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋﾛ 茅野市陸協
中島　公徳 一般
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ セイコーエプソ
下平 勇仁(1) 大学生
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾊﾔﾄ 諏訪東京理科大
石崎 暁裕(1) 大学生
ｲｼｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ 諏訪東京理科大
堀内 翔太(1) 大学生
ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳﾀ 諏訪東京理科大

決勝 8月19日 13:00

諏訪新  (SR )       13.28
大会新  (GR )        9.45

瀬戸 竜紀(1) 高校生
ｾﾄ ﾘｭｳｷ 茅野高

決勝 8月19日 13:00

諏訪新  (SR )       11.84
大会新  (GR )       10.94

御子柴 尚(3) 中学生
ﾐｺｼﾊﾞ ｼｮｳ 上諏訪中
松田 剛司(1) 中学生
ﾏﾂﾀﾞ ﾂﾖｼ 永明中
近藤 大地(1) 中学生
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 富士見中
鮎澤 雅人(2) 中学生
ｱﾕｻﾜ ﾏｻﾄ 茅野北部中
山中 智貴(2) 中学生
ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｷ 岡谷東部中
宮澤 拓也(2) 中学生
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 上諏訪中
澁谷 拓見(1) 中学生
ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 岡谷東部中
竹村 真実(2) 中学生
ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾐ 茅野北部中

-1- -2-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 1   138

 8.88  8.81  8.12

 6.57  6.82  6.45   6.82 

 8.50  8.45  8.87   8.88 

男子

砲丸投(6.000kg)     

 8.29  8.07  7.82   8.29 

5 2   246
 6.58   X  6.72

 8.88  8.98   X   8.98 

4 1   248
 7.57  7.96  7.90

10.25 10.08 10.41  10.41 

3 3   251
 8.64   X   X

11.18   X 11.43  11.43 

2 5   369
 9.31  9.75  9.80

1 4   144
10.36   X 10.13

-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-

 5.26  5.34  5.17   5.59 

 5.72  5.44  5.54   5.72 

8 5   153
 5.59  5.36  5.47

 5.39  5.64  5.81   5.81 

7 4    51
 5.36  5.25  4.81

 5.88  5.90  5.64   5.90 

6 3   195
 5.80  5.67  5.45

 5.63  5.70  5.45   5.96 

5 1    73
 4.97  5.86  5.36

 6.51  6.41  6.58   6.58 

4 6   167
 5.96  5.36  5.92

 6.78  6.62  6.72   6.88 

3 7   346
 5.89  6.32  5.74

 8.59   X  8.62   8.62 

2 8    12
 6.88  6.68  6.44

1 9   193
 7.46   X  7.74

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子      

砲丸投(5.000kg)     

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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