
为 催 茅野市陸上競技協会                                                        
共 催 特定非営利活動法人茅野市体育協会                                          
後 援 茅野市、茅野市教育委員会                                                  
为 管 茅野市陸上競技協会                                                        

男子　トップ８
【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
10/28 男子 仲谷 龍貴(2) 11.18 丸岡 精二 11.40 太田  敦(1) 11.46 坂井 和人(1) 11.56 山下 桂 11.60 濱 裕哉(3) 11.66 矢崎 宏一(1) 11.73 今井 謙人(2) 11.82

100m 高校生･諏訪二葉高 一般･駒ヶ根AC 高校生･塩尻志学館 高校生･東海大三 一般･ﾄｰﾊﾂ 高校生･東海大三 高校生･諏訪二葉高 高校生･塩尻志学館
10/28 仲谷 龍貴(2) 51.08 濱 裕哉(3) 51.27 奥垣内 将晴(2) 52.83 山下 桂 54.47 坂井 和人(1) 54.93 金箱 樹(2) 55.01 三村 航輝(1) 55.31 太田  敦(1) 57.03

400m 高校生･諏訪二葉高 高校生･東海大三 高校生･東海大三 一般･ﾄｰﾊﾂ 高校生･東海大三 高校生･東海大三 高校生･塩尻志学館 高校生･塩尻志学館
10/28 碓井 智也(2) 10,52.12 市川 亮(2) 11,01.00 藤澤 亮(3) 11,11.99 林 優人(3) 11,18.31 桑原 大吾(3) 11,22.25 後藤 隼人(3) 11,22.55 堀内 正和(3) 11,23.64

3000m 高校生･創造学園高 高校生･創造学園高 高校生･創造学園高 高校生･創造学園高 高校生･創造学園高 高校生･創造学園高 高校生･創造学園高
10/28 百瀬 公則 6.01(-2.0) 土屋 春樹(1) 5.35(+2.1) 米久保 一樹(2)5.33(-1.6) 中村  健(1) 5.32(+1.1) 伊藤 敬範(2) 4.88(+0.1) 樋口 一敬 3.55(+0.2)

走幅跳 一般･塩尻市陸協 高校生･小諸商業高 高校生･諏訪清陵 高校生･塩尻志学館 高校生･創造学園高 一般･茅野市陸協
10/28 友田 利男 10.84 中島 公徳 10.16 上條 健 8.02

砲丸投 一般･松本市陸協 一般･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
10/28 東海大三高     3,32.10 諏訪二葉高     3,34.54 塩尻志学館     3,36.87 下諏訪向陽     3,58.52

4×400m 坂井 和人(1) 野澤 晃太朗(1) 三村 航輝(1) 坂井  遊夢(1)
濱 裕哉(3) 小河原 智哉(1) 中村 優希(2) 矢﨑 佑喜(2)
奥垣内 将晴(2) 矢崎 宏一(1) 今井 謙人(2) 櫻田 有夢(1)
金箱 樹(2) 仲谷 龍貴(2) 林   悠輔(2) 小松  優太(1)

10/28 中学男子 松島 竜平(3) 11.99 園原昇汰(1) 12.31 藤澤 祐哉(2) 12.37 園原悠平(1) 12.49 福田 亮生(2) 12.57 伊藤 来夢(2) 12.62 土屋 巧(2) 12.68 内藤 駿介(2) 12.81
100m 中学生･高森中 中学生･阿智村RC 中学生･富士見中 中学生･阿智村RC 中学生･松本秀峰中 中学生･長峰中 中学生･望月AC 中学生･富士見中

10/28 松島 竜平(3) 54.11 鎌倉 渉(2) 56.22 小林 幹(2) 56.47 中山 智顕(2) 57.76 中谷 雄飛(1) 59.84 北原 昂希(1) 1,00.52 松本 光平(2) 1,00.59 渡邉 賢人(2) 1,04.04
400m 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･富士見中 中学生･中込中 中学生･下諏訪中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･富士見中

10/28 築舘 陽介(3) 9,27.97 那須野 亨(3) 9,29.91 関川 大悟(3) 9,41.41 松本 郁也(3) 9,47.25 真島 雅季(2) 9,54.75 伊藤 大生(3) 10,00.14 植松 徹志(2) 10,01.10 橋爪 颯生(2) 10,01.30
3000m 中学生･富士見中 中学生･伊那東部中 中学生･伊那東部中 中学生･附属長野 中学生･北安松川中 中学生･富士見中 中学生･富士見中 中学生･伊那東部中

10/28 伊藤 来夢(2) 18.38 松崎 勇起(1) 18.51 大内 健瑠(2) 19.31 棚田 駿太(2) 20.12 宮島 泰雅(2) 20.86 加藤 勝斗(2) 21.05 澁谷 拓見(1) 21.64 笠原 悠生(2) 21.67
110mH(0.914m) 中学生･長峰中 中学生･伊那東部中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･岡谷東部 中学生･永明中

10/28 宮坂 駿吾(2) 1.50 加藤 勝斗(2) 1.50 篠田 治輝(2) 1.45 花井 有輝(2) 1.45 大内 健瑠(2) 1.40 松崎 勇起(1) 1.40 北原 耀(2) 中学生･岡谷北部 1.40
走高跳 中学生･岡谷東部 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･飯田高陵中 中学生･伊那東部中 棚田 駿太(2) 中学生･飯田高陵中

10/28 伊藤 大起(2) 3.70 小池 雄大(1) 1.90
棒高跳 中学生･永明中 中学生･原中

10/28 馬場 将之介(2)5.47(+1.9) 須藤 要(2) 5.36(0.0) 丹羽 单樹(2) 5.28(+2.3) 浦野 博登(2) 5.23(+0.2) 小林 蒼泉(2) 5.12(+0.2) 松本 光平(2) 5.08(+1.5) 五味 凌介(2) 4.96(+1.6) 土屋 巧(2) 4.93(+1.0)
走幅跳 中学生･富士見中 中学生･富士見中 中学生･茅野北部中 中学生･岡谷東部 中学生･茅野東部中 中学生･飯田高陵中 中学生･富士見中 中学生･望月AC

10/28 宮島 雅貴(2) 8.93 奥垣内 崇史(1) 8.17 勝野 真信(2) 7.98 横井 岳人(2) 7.07 鎌倉 渉(2) 6.74 花井 有輝(2) 6.52 澁谷 拓見(1) 5.78 鮎沢 雅人(2) 5.54
砲丸投 中学生･高森中 中学生･鉢盛中 中学生･茅野北部中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･高森中 中学生･岡谷東部 中学生･茅野北部中

10/28 富士見中(B)     4,09.32 富士見中(A)     4,09.46 茅野北部中     4,21.96
4×400m 植松 徹志(2) 内藤 駿介(2) 丹羽 单樹(2)

五味 凌介(2) 名取 河(2) 荒道 飛翔(2)
須藤 要(2) 藤澤 祐哉(2) 勝野 真信(2)
小林 幹(2) 渡邉 賢人(2) 竹村 真実(2)

10/28 小学男子 小宮山 達也(6) 3,24.36 小松 翔(6) 3,25.22 中村 将也(5) 3,25.23 片桐 陽和(5) 3,36.52 宮澤 薫(5) 3,43.50 田代 渉悟(5) 3,48.35 笠原 武流(4) 4,00.26 松田 臣二(3) 4,03.69
1000m 小学生･坂城JAC 小学生･茅野陸上ｸﾗﾌﾞ 小学生･坂城JAC 小学生･望月AC 小学生･川岸 小学生･明科かけっこ 小学生･諏訪FA 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

10/28 小町谷 祥司(6)4.61(+0.4) 神田 来夢(6) 4.53(-0.1) 山浦 渓斗(6) 4.04(-2.1) 小松 大和(5) 3.80(+0.6) 小池 隆也(6) 3.64(+1.1) 前田 陸(6) 3.59(-0.2) 小松 風雅(5) 3.49(-0.4) 菅沢 晴樹(6) 3.35(-0.9)
走幅跳 小学生･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学生･望月AC 小学生･望月AC 小学生･望月AC 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･望月AC 小学生･望月AC

10/28 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少      55.43 望月AC(A)       56.99 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ(A)    1,01.40 T&F佐久平     1,02.55 明科かけっこ(B)    1,06.26 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ(B)    1,07.70 望月AC(B)     1,08.05
4×100m 中平 明辰(6) 神田 来夢(6) 松本 萌甫(6) 松崎 悠弥(5) 田代 渉悟(5) 竹内 陽斗(3) 伊藤 司騎(3)

酒井 和馬(6) 菅沢 晴樹(6) 前田 陸(6) 原 惇也(4) 野本 駿介(4) 伊藤 龍生(3) 中村 洋平(3)
小町谷 祥司(6) 山浦 渓斗(6) 藤森 風河(5) 坪井 康生(4) 川上 智也(4) 松田 臣二(3) 箕輪 大翔(3)
熊谷 康成(6) 片桐 陽和(5) 小池 隆也(6) 上原 一輝(5) 生冨 遼(4) 北原 和哉(3) 林 樹生(3)

10/28 小学4-6年男 菅沢 晴樹(6) 13.94 上原 一輝(5) 14.02 小町谷 祥司(6) 14.10 酒井 和馬(6) 14.18 中平 明辰(6) 14.31 神田 来夢(6) 14.45 熊谷 康成(6) 14.57 小池 隆也(6) 15.02
100m 小学生･望月AC 小学生･T&F佐久平 小学生･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学生･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学生･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学生･望月AC 小学生･駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

10/28 小学1-3年男 竹内 陽斗(3) 9.84 藤原 想也(3) 9.85 伊藤 龍生(3) 10.02 中村 洋平(3) 10.08 伊藤 司騎(3) 10.18 箕輪 大翔(3) 10.23 百瀬 景哉(2) 10.50 宮坂 仁士(3) 10.60
60m 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･明科かけっこ 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 小学生･望月AC 小学生･望月AC 小学生･望月AC 小学生･塩尻市陸協 小学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

10/28 男子第2ﾚｰｽ  +1.2雨宮 慎一郎(3) 9,35.00 林 優人(3) 9,40.89 中村 優希(2) 9,43.31 碓井 智也(2) 9,57.95 堀内 正和(3) 10,15.20 後藤 隼人(3) 10,22.12 桑原 大吾(3) 10,25.66 上島 哲也(1) 11,08.33
3000m 諏訪実業高 高校生･創造学園高 高校生･塩尻志学館 高校生･創造学園高 高校生･創造学園高 高校生･創造学園高 高校生･創造学園高 上伊那農業高



決勝 10月28日 12:10

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 -2.2

 1 竹内 陽斗(3) 小学生      9.84  1 藤原 想也(3) 小学生      9.85 
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾄ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾔ 明科かけっこ

 2 伊藤 龍生(3) 小学生     10.02  2 中村 洋平(3) 小学生     10.08 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 望月AC

 3 伊藤 司騎(3) 小学生     10.18  3 宮坂 仁士(3) 小学生     10.60 
ｲﾄｳ ｼｷ 望月AC ﾐﾔｻｶ ｼﾝｼﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 4 箕輪 大翔(3) 小学生     10.23  4 北原 和哉(3) 小学生     10.77 
ﾐﾉﾜ ﾔﾏﾄ 望月AC ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾔ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 5 百瀬 景哉(2) 小学生     10.50  5 前山 慎之介(3) 小学生     11.15 
ﾓﾓｾ ｹｲﾔ 塩尻市陸協 ﾏｴﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ 明科かけっこ

 6 松田 臣二(3) 小学生     10.61  5 窪田 翔真(2) 小学生     11.15 
ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 7 林 亮典(3) 小学生     11.05  7 岡田 雄平(3) 小学生     11.17 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ T&F佐久平 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 明科かけっこ

 8 石川 成亜(3) 小学生     11.25  8 林 樹生(3) 小学生     11.26 
ｲｼｶﾜ ﾅﾘｱ 明科かけっこ ﾊﾔｼ ﾐｷｵ 望月AC

 9 宮坂 恵太(3) 小学生     12.75  9 金川 健登(2) 小学生     12.10 
ﾐﾔｻｶ ｹｲﾀ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝﾄ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

   1 竹内 陽斗(3) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ      9.84 (+1.4)   1   1
   2 藤原 想也(3) 小学生 明科かけっこ      9.85 (-2.2)   2   1
   3 伊藤 龍生(3) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     10.02 (+1.4)   1   2
   4 中村 洋平(3) 小学生 望月AC     10.08 (-2.2)   2   2
   5 伊藤 司騎(3) 小学生 望月AC     10.18 (+1.4)   1   3
   6 箕輪 大翔(3) 小学生 望月AC     10.23 (+1.4)   1   4
   7 百瀬 景哉(2) 小学生 塩尻市陸協     10.50 (+1.4)   1   5
   8 宮坂 仁士(3) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     10.60 (-2.2)   2   3
   9 松田 臣二(3) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     10.61 (+1.4)   1   6
  10 北原 和哉(3) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     10.77 (-2.2)   2   4
  11 林 亮典(3) 小学生 T&F佐久平     11.05 (+1.4)   1   7
  12 前山 慎之介(3) 小学生 明科かけっこ     11.15 (-2.2)   2   5
  12 窪田 翔真(2) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     11.15 (-2.2)   2   5
  14 岡田 雄平(3) 小学生 明科かけっこ     11.17 (-2.2)   2   7
  15 石川 成亜(3) 小学生 明科かけっこ     11.25 (+1.4)   1   8
  16 林 樹生(3) 小学生 望月AC     11.26 (-2.2)   2   8
  17 金川 健登(2) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     12.10 (-2.2)   2   9
  18 宮坂 恵太(3) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     12.75 (+1.4)   1   9
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[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 -0.3

 1 坪井 康生(4) 小学生     16.19  1 片桐 陽和(5) 小学生     15.17 
ﾂﾎﾞｲ  ｺｳｾｲ T&F佐久平 ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾖﾘ 望月AC

 2 小倉 快心(4) 小学生     16.69  2 矢花 竜也(4) 小学生     15.64 
ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ 望月AC

 3 鮎澤 諒(5) 小学生     16.77  3 小松 風雅(5) 小学生     15.87 
ｱﾕｻﾞﾜ ﾘｮｳ 宮川RC ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 望月AC

 4 西澤 隼翔(4) 小学生     16.87  4 飯島 悠斗(4) 小学生     15.90 
ﾆｼｻﾞﾜ  ﾊﾔﾄ T&F佐久平 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 5 白井 亮太(5) 小学生     17.05  5 小松 大和(5) 小学生     15.99 
ｼﾗｲ ﾘｮｳﾀ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ 望月AC

 6 熊谷 知樹(4) 小学生     17.06  6 松本 萌甫(6) 小学生     16.02 
ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴﾄｼ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 7 松崎 悠弥(5) 小学生     17.14  7 大塚 創太(4) 小学生     16.05 
ﾏﾂｻﾞｷ  ﾕｳﾔ T&F佐久平 ｵｵﾂｶ  ｿｳﾀ 坂城JAC

 8 冨田 浩史(6) 小学生     17.68  8 生冨 遼(4) 小学生     16.89 
ﾄﾐﾀ ﾋﾛｼ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ ｲｸﾄﾐ ﾘｮｳ 明科かけっこ

 9 小倉 心和(4) 小学生     18.84  9 川上 智也(4) 小学生     17.55 
ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ｶﾜｶﾐ ﾄﾓﾔ 明科かけっこ

[ 3組] 風速 -0.1 [ 4組] 風速 -1.3

 1 熊谷 康成(6) 小学生     14.57  1 菅沢 晴樹(6) 小学生     13.94 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 望月AC

 2 山浦 渓斗(6) 小学生     15.05  2 上原 一輝(5) 小学生     14.02 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 望月AC ｳｴﾊﾗ  ｶｽﾞｷ T&F佐久平

 3 原 惇也(4) 小学生     15.27  3 小町谷 祥司(6) 小学生     14.10 
ﾊﾗ  ｼﾞｭﾝﾔ T&F佐久平 ｺﾏﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 4 関 雄飛(5) 小学生     15.49  4 酒井 和馬(6) 小学生     14.18 
ｾｷ ﾕｳﾋ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少 ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 5 前田 陸(6) 小学生     15.70  5 中平 明辰(6) 小学生     14.31 
ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｱｷﾖｼ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少

 6 野本 駿介(4) 小学生     15.79  6 神田 来夢(6) 小学生     14.45 
ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 明科かけっこ ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 望月AC

 7 藤森 風河(5) 小学生     16.01  7 小池 隆也(6) 小学生     15.02 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾌｳｶﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｺｲｹ ﾀｶﾔ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
中山 京彌(5) 小学生 高橋 涼(6) 小学生
ﾅｶﾔﾏ  ﾐﾔﾋﾞ T&F佐久平 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 望月AC

   1 菅沢 晴樹(6) 小学生 望月AC     13.94 (-1.3)   4   1
   2 上原 一輝(5) 小学生 T&F佐久平     14.02 (-1.3)   4   2
   3 小町谷 祥司(6) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     14.10 (-1.3)   4   3
   4 酒井 和馬(6) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     14.18 (-1.3)   4   4
   5 中平 明辰(6) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     14.31 (-1.3)   4   5
   6 神田 来夢(6) 小学生 望月AC     14.45 (-1.3)   4   6
   7 熊谷 康成(6) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     14.57 (-0.1)   3   1
   8 小池 隆也(6) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     15.02 (-1.3)   4   7
   9 山浦 渓斗(6) 小学生 望月AC     15.05 (-0.1)   3   2
  10 片桐 陽和(5) 小学生 望月AC     15.17 (-0.3)   2   1
  11 原 惇也(4) 小学生 T&F佐久平     15.27 (-0.1)   3   3
  12 関 雄飛(5) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     15.49 (-0.1)   3   4
  13 矢花 竜也(4) 小学生 望月AC     15.64 (-0.3)   2   2
  14 前田 陸(6) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     15.70 (-0.1)   3   5
  15 野本 駿介(4) 小学生 明科かけっこ     15.79 (-0.1)   3   6
  16 小松 風雅(5) 小学生 望月AC     15.87 (-0.3)   2   3
  17 飯島 悠斗(4) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     15.90 (-0.3)   2   4
  18 小松 大和(5) 小学生 望月AC     15.99 (-0.3)   2   5
  19 藤森 風河(5) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     16.01 (-0.1)   3   7
  20 松本 萌甫(6) 小学生 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     16.02 (-0.3)   2   6
  21 大塚 創太(4) 小学生 坂城JAC     16.05 (-0.3)   2   7
  22 坪井 康生(4) 小学生 T&F佐久平     16.19 (+0.5)   1   1
  23 小倉 快心(4) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     16.69 (+0.5)   1   2
  24 鮎澤 諒(5) 小学生 宮川RC     16.77 (+0.5)   1   3
  25 西澤 隼翔(4) 小学生 T&F佐久平     16.87 (+0.5)   1   4
  26 生冨 遼(4) 小学生 明科かけっこ     16.89 (-0.3)   2   8
  27 白井 亮太(5) 小学生 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ     17.05 (+0.5)   1   5
  28 熊谷 知樹(4) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     17.06 (+0.5)   1   6
  29 松崎 悠弥(5) 小学生 T&F佐久平     17.14 (+0.5)   1   7
  30 川上 智也(4) 小学生 明科かけっこ     17.55 (-0.3)   2   9
  31 冨田 浩史(6) 小学生 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ     17.68 (+0.5)   1   8
  32 小倉 心和(4) 小学生 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少     18.84 (+0.5)   1   9

小学4-6年男

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
9   603

4   738

6   722

1   605

  709

3   710

8   743

2   736

順 ﾚｰﾝ No.

7   607

5

所属名 記録／備考
1   841

9   839

5   860

2   726

7   861

3   677

4   769

6   880

8   878

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   745

7   863

8   611

3   747

6   675

1   868

4   671

2   604
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   854

6   606

7   734

3   740

1   729

2   855

5   680

8   864
欠場

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
  854
  606
  734
  740
  729
  855
  745
  680
  863
  841
  611
  747
  839
  675
  868
  860
  726
  861
  671
  677
  769
  603

  736

  743
  607
  878

  738
  722
  605
  880
  710

  709



決勝 10月28日 10:50

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 -0.6

 1 佐々木 健(2) 中学生     13.84  1 美川 貴之(1) 中学生     13.67 
ｻｻｷ ｹﾝ 長峰中 ﾐｶﾜ ﾀｷﾕｷ 松本秀峰中

 2 岩崎 元太(1) 中学生     14.08  2 上野 樹(2) 中学生     14.00 
ｲﾜｻｷ ｹﾞﾝﾀ 飯田高陵中 ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 望月AC

 3 浅井 威風(1) 中学生     14.50  3 中村 郁弥(1) 中学生     14.04 
ｱｻｲ ｲﾌﾞｷ 長峰中 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 望月AC

 4 野本 真司(1) 中学生     15.12  4 安蒜 和樹(1) 中学生     14.19 
ﾉﾓﾄ ﾏｻｼ 岡谷北部 ｱﾝﾋﾞﾙ ｶｽﾞｷ 永明中

 5 田中 光(2) 中学生     15.72  5 藤森 遥斗(1) 中学生     14.44 
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 望月AC ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ 長峰中

 6 片桐 歩稀(1) 中学生     15.77  6 清水 俊弥(1) 中学生     15.00 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ 望月AC ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ 飯田高陵中

 7 澤柳 拓海(1) 中学生     17.04 澁谷 拓見(1) 中学生
ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾀｸﾐ 飯田高陵中 ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 岡谷東部
若林 凌(1) 中学生 山口 凌平(1) 中学生
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 諏訪西中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 飯田高陵中

[ 3組] 風速 +0.4 [ 4組] 風速 -0.9

 1 大澤 達(2) 中学生     13.30  1 土屋 巧(2) 中学生     12.68 
ｵｵｻﾜ ﾄｵﾙ 望月AC ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 望月AC

 2 小平 祐貴(2) 中学生     13.38  2 鳴海 裕斗(1) 中学生     13.22 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 長峰中 ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東部

 3 田中 仁(1) 中学生     13.40  3 加藤 巧(2) 中学生     13.30 
ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 岡谷東部 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 諏訪西中

 4 常田 紀幸(1) 中学生     13.69  4 伊藤 司能(1) 中学生     13.57 
ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 望月AC ｲﾄｳ ｼﾉ 望月AC

 5 三井 洪太(1) 中学生     14.00  5 植松 崚(1) 中学生     13.95 
ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 富士見中 ｳｴﾏﾂ ﾘｮｳ 富士見中

 6 濵 健留(2) 中学生     14.13 神田 優人(2) 中学生
ﾊﾏ ﾀｹﾙ 岡谷北部 ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 望月AC
野田 大夢(1) 中学生 花岡 英一(2) 中学生
ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾑ 長峰中 ﾊﾅｵｶ ｴｲｲﾁ 岡谷東部
北原 耀(2) 中学生 三井 雄汰郎(2) 中学生
ｷﾀﾊﾗ ﾋｶﾙ 岡谷北部 ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ 茅野北部中

[ 5組] 風速 +1.1 [ 6組] 風速 +1.0

 1 福田 亮生(2) 中学生     12.57  1 松島 竜平(3) 中学生     11.99 
ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳｷ 松本秀峰中 ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 高森中

 2 伊藤 来夢(2) 中学生     12.62  2 園原昇汰(1) 中学生     12.31 
ｲﾄｳ ﾗｲﾑ 長峰中 ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 阿智村RC

 3 内藤 駿介(2) 中学生     12.81  3 藤澤 祐哉(2) 中学生     12.37 
ﾅｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ 富士見中 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾔ 富士見中

 4 丹羽 单樹(2) 中学生     12.82  4 園原悠平(1) 中学生     12.49 
ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野北部中 ｿﾉﾊﾗ ﾕｳﾍｲ 阿智村RC

 5 荒道 飛翔(2) 中学生     12.91 宮田 拓実(3) 中学生
ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ 茅野北部中 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 鉢盛中

 6 光沢 佑人(2) 中学生     12.95 船城 聡史(1) 中学生
ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 高森中 ﾌﾅｷ ｻﾄｼ 岡谷東部

 7 渡邉 賢人(2) 中学生     13.01 清水 泰地(3) 中学生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ 富士見中 ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 望月AC

 8 名取 河(2) 中学生     13.06 
ﾅﾄﾘ ｺｳ 富士見中
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100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 松島 竜平(3) 中学生 高森中     11.99 (+1.0)   6   1
   2 園原昇汰(1) 中学生 阿智村RC     12.31 (+1.0)   6   2
   3 藤澤 祐哉(2) 中学生 富士見中     12.37 (+1.0)   6   3
   4 園原悠平(1) 中学生 阿智村RC     12.49 (+1.0)   6   4
   5 福田 亮生(2) 中学生 松本秀峰中     12.57 (+1.1)   5   1
   6 伊藤 来夢(2) 中学生 長峰中     12.62 (+1.1)   5   2
   7 土屋 巧(2) 中学生 望月AC     12.68 (-0.9)   4   1
   8 内藤 駿介(2) 中学生 富士見中     12.81 (+1.1)   5   3
   9 丹羽 单樹(2) 中学生 茅野北部中     12.82 (+1.1)   5   4
  10 荒道 飛翔(2) 中学生 茅野北部中     12.91 (+1.1)   5   5
  11 光沢 佑人(2) 中学生 高森中     12.95 (+1.1)   5   6
  12 渡邉 賢人(2) 中学生 富士見中     13.01 (+1.1)   5   7
  13 名取 河(2) 中学生 富士見中     13.06 (+1.1)   5   8
  14 鳴海 裕斗(1) 中学生 岡谷東部     13.22 (-0.9)   4   2
  15 大澤 達(2) 中学生 望月AC     13.30 (+0.4)   3   1
  15 加藤 巧(2) 中学生 諏訪西中     13.30 (-0.9)   4   3
  17 小平 祐貴(2) 中学生 長峰中     13.38 (+0.4)   3   2
  18 田中 仁(1) 中学生 岡谷東部     13.40 (+0.4)   3   3
  19 伊藤 司能(1) 中学生 望月AC     13.57 (-0.9)   4   4
  20 美川 貴之(1) 中学生 松本秀峰中     13.67 (-0.6)   2   1
  21 常田 紀幸(1) 中学生 望月AC     13.69 (+0.4)   3   4
  22 佐々木 健(2) 中学生 長峰中     13.84 (-0.1)   1   1
  23 植松 崚(1) 中学生 富士見中     13.95 (-0.9)   4   5
  24 上野 樹(2) 中学生 望月AC     14.00 (-0.6)   2   2
  24 三井 洪太(1) 中学生 富士見中     14.00 (+0.4)   3   5
  26 中村 郁弥(1) 中学生 望月AC     14.04 (-0.6)   2   3
  27 岩崎 元太(1) 中学生 飯田高陵中     14.08 (-0.1)   1   2
  28 濵 健留(2) 中学生 岡谷北部     14.13 (+0.4)   3   6
  29 安蒜 和樹(1) 中学生 永明中     14.19 (-0.6)   2   4
  30 藤森 遥斗(1) 中学生 長峰中     14.44 (-0.6)   2   5
  31 浅井 威風(1) 中学生 長峰中     14.50 (-0.1)   1   3
  32 清水 俊弥(1) 中学生 飯田高陵中     15.00 (-0.6)   2   6
  33 野本 真司(1) 中学生 岡谷北部     15.12 (-0.1)   1   4
  34 田中 光(2) 中学生 望月AC     15.72 (-0.1)   1   5
  35 片桐 歩稀(1) 中学生 望月AC     15.77 (-0.1)   1   6
  36 澤柳 拓海(1) 中学生 飯田高陵中     17.04 (-0.1)   1   7
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決勝 10月28日 11:25

[ 1組] 風速 -2.4 [ 2組] 風速 +0.4

 1 中村  健(1) 高校生     12.48  1 矢崎 宏一(1) 高校生     11.73 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ 塩尻志学館 ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 諏訪二葉高

 2 林   悠輔(2) 高校生     12.77  2 今井 謙人(2) 高校生     11.82 
ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 塩尻志学館 ｲﾏｲ ｹﾝﾄ 塩尻志学館

 3 富永 智(1) 高校生     12.98  3 辛山 勇太(1) 高校生     12.05 
ﾄﾐﾅｶﾞ ｻﾄｼ 小諸商業高 ｼﾝﾔﾏ ﾕｳﾀ 諏訪清陵
赤瀬 崇 一般  4 小河原 智哉(1) 高校生     12.41 
ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ｵｶﾞﾜﾗ ﾄﾓﾔ 諏訪二葉高
田鹿 直起(1) 高校生  5 百瀬 公則 一般     12.45 
ﾀｼｶ ﾅｵｷ 木曽青峰高 ﾓﾓｾ ｷﾐﾉﾘ 塩尻市陸協
上條 健 一般 三村 航輝(1) 高校生
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾐﾑﾗ ｺｳｷ 塩尻志学館
樋口 一敬 一般 中島 大智(1) 高校生
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ 茅野市陸協 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 木曽青峰高

[ 3組] 風速 +2.1

 1 仲谷 龍貴(2) 高校生     11.18 
ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ 諏訪二葉高

 2 丸岡 精二 一般     11.40 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 3 太田  敦(1) 高校生     11.46 
ｵｵﾀ ｱﾂｼ 塩尻志学館

 4 坂井 和人(1) 高校生     11.56 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ 東海大三

 5 山下 桂 一般     11.60 
ﾔﾏｼﾀ ｹｲ ﾄｰﾊﾂ

 6 濱 裕哉(3) 高校生     11.66 
ﾊﾏ ﾕｳﾔ 東海大三
木村 友紀 愛知
ｷﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ 愛知陸協
窪田 章吾(1) 高校生
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 諏訪清陵
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   1 仲谷 龍貴(2) 高校生 諏訪二葉高     11.18 (+2.1)   3   1
   2 丸岡 精二 一般 駒ヶ根AC     11.40 (+2.1)   3   2
   3 太田  敦(1) 高校生 塩尻志学館     11.46 (+2.1)   3   3
   4 坂井 和人(1) 高校生 東海大三     11.56 (+2.1)   3   4
   5 山下 桂 一般 ﾄｰﾊﾂ     11.60 (+2.1)   3   5
   6 濱 裕哉(3) 高校生 東海大三     11.66 (+2.1)   3   6
   7 矢崎 宏一(1) 高校生 諏訪二葉高     11.73 (+0.4)   2   1
   8 今井 謙人(2) 高校生 塩尻志学館     11.82 (+0.4)   2   2
   9 辛山 勇太(1) 高校生 諏訪清陵     12.05 (+0.4)   2   3
  10 小河原 智哉(1) 高校生 諏訪二葉高     12.41 (+0.4)   2   4
  11 百瀬 公則 一般 塩尻市陸協     12.45 (+0.4)   2   5
  12 中村  健(1) 高校生 塩尻志学館     12.48 (-2.4)   1   1
  13 林   悠輔(2) 高校生 塩尻志学館     12.77 (-2.4)   1   2
  14 富永 智(1) 高校生 小諸商業高     12.98 (-2.4)   1   3 1726
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決勝 10月28日 12:25

[ 1組] [ 2組]

 1 北原 昂希(1) 中学生   1,00.52  1 松島 竜平(3) 中学生     54.11 
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 飯田高陵中 ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 高森中

 2 松本 光平(2) 中学生   1,00.59  2 鎌倉 渉(2) 中学生     56.22 
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 飯田高陵中 ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ 飯田高陵中

 3 奥垣内 崇史(1) 中学生   1,04.79  3 小林 幹(2) 中学生     56.47 
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 鉢盛中 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝ 富士見中

 4 岩崎 元太(1) 中学生   1,08.44  4 中山 智顕(2) 中学生     57.76 
ｲﾜｻｷ ｹﾞﾝﾀ 飯田高陵中 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 中込中

 5 牛山 英駿(1) 中学生   1,12.69  5 中谷 雄飛(1) 中学生     59.84 
ｳｼﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 茅野東部中 ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ 下諏訪中
田中 仁(1) 中学生  6 渡邉 賢人(2) 中学生   1,04.04 
ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 岡谷東部 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ 富士見中
井原 彪(1) 中学生  7 立石 瑞生(2) 中学生   1,09.26 
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高陵中 ﾀﾃｲｼ ﾐｽﾞｷ 永明中
矢島 洸一(1) 中学生 井口 晃輔(1) 中学生
ﾔｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 長峰中 ｲｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 下諏訪中

   1 松島 竜平(3) 中学生 高森中       54.11   2   1
   2 鎌倉 渉(2) 中学生 飯田高陵中       56.22   2   2
   3 小林 幹(2) 中学生 富士見中       56.47   2   3
   4 中山 智顕(2) 中学生 中込中       57.76   2   4
   5 中谷 雄飛(1) 中学生 下諏訪中       59.84   2   5
   6 北原 昂希(1) 中学生 飯田高陵中     1,00.52   1   1
   7 松本 光平(2) 中学生 飯田高陵中     1,00.59   1   2
   8 渡邉 賢人(2) 中学生 富士見中     1,04.04   2   6
   9 奥垣内 崇史(1) 中学生 鉢盛中     1,04.79   1   3
  10 岩崎 元太(1) 中学生 飯田高陵中     1,08.44   1   4
  11 立石 瑞生(2) 中学生 永明中     1,09.26   2   7
  12 牛山 英駿(1) 中学生 茅野東部中     1,12.69   1   5
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決勝 10月28日 12:35

[ 1組] [ 2組]

 1 坂井  遊夢(1) 高校生     57.28  1 仲谷 龍貴(2) 高校生     51.08 
ｻｶｲ ﾕﾌﾑ 下諏訪向陽 ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ 諏訪二葉高

 2 矢﨑 佑喜(2) 高校生     58.45  2 三村 航輝(1) 高校生     55.31 
ﾔｻﾞｷ ﾕｳｷ 下諏訪向陽 ﾐﾑﾗ ｺｳｷ 塩尻志学館

 3 櫻田 有夢(1) 高校生   1,01.92  3 太田  敦(1) 高校生     57.03 
ｻｸﾗﾀﾞ ｱﾘﾑ 下諏訪向陽 ｵｵﾀ ｱﾂｼ 塩尻志学館

 4 小松  優太(1) 高校生   1,02.90  4 林   悠輔(2) 高校生     57.28 
ｺﾏﾂ ﾕｳﾀ 下諏訪向陽 ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 塩尻志学館
上條 健 一般 北澤 孝憲(3) 高校生
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 東海大三
赤瀬 崇 一般 山田 大稀(2) 高校生
ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 下諏訪向陽

[ 3組]

 1 濱 裕哉(3) 高校生     51.27 
ﾊﾏ ﾕｳﾔ 東海大三

 2 奥垣内 将晴(2) 高校生     52.83 
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾏｻﾊﾙ 東海大三

 3 山下 桂 一般     54.47 
ﾔﾏｼﾀ ｹｲ ﾄｰﾊﾂ

 4 坂井 和人(1) 高校生     54.93 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ 東海大三

 5 金箱 樹(2) 高校生     55.01 
ｶﾈﾊﾞｺﾞ ﾀﾂｷ 東海大三
今井 謙人(2) 高校生
ｲﾏｲ ｹﾝﾄ 塩尻志学館
中島 大智(1) 高校生
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 木曽青峰高

   1 仲谷 龍貴(2) 高校生 諏訪二葉高       51.08   2   1
   2 濱 裕哉(3) 高校生 東海大三       51.27   3   1
   3 奥垣内 将晴(2) 高校生 東海大三       52.83   3   2
   4 山下 桂 一般 ﾄｰﾊﾂ       54.47   3   3
   5 坂井 和人(1) 高校生 東海大三       54.93   3   4
   6 金箱 樹(2) 高校生 東海大三       55.01   3   5
   7 三村 航輝(1) 高校生 塩尻志学館       55.31   2   2
   8 太田  敦(1) 高校生 塩尻志学館       57.03   2   3
   9 坂井  遊夢(1) 高校生 下諏訪向陽       57.28   1   1
   9 林   悠輔(2) 高校生 塩尻志学館       57.28   2   4
  11 矢﨑 佑喜(2) 高校生 下諏訪向陽       58.45   1   2
  12 櫻田 有夢(1) 高校生 下諏訪向陽     1,01.92   1   3
  13 小松  優太(1) 高校生 下諏訪向陽     1,02.90   1   4  151
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決勝 10月28日  9:25

 1 小宮山 達也(6) 小学生   3,24.36 
ｺﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 坂城JAC

 2 小松 翔(6) 小学生   3,25.22 
ｺﾏﾂ ｶｹﾙ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 中村 将也(5) 小学生   3,25.23 
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 坂城JAC

 4 片桐 陽和(5) 小学生   3,36.52 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾖﾘ 望月AC

 5 宮澤 薫(5) 小学生   3,43.50 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｵﾙ 川岸

 6 田代 渉悟(5) 小学生   3,48.35 
ﾀｼﾛ ｼｮｳｺﾞ 明科かけっこ

 7 笠原 武流(4) 小学生   4,00.26 
ｶｻﾊﾗ ﾀｹﾙ 諏訪FA

 8 松田 臣二(3) 小学生   4,03.69 
ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝｼﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 9 長田 峻哉(4) 小学生   4,15.10 
ﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝﾔ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ
児玉 光輝(4) 小学生
ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ 諏訪FA
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決勝 10月28日  9:45

[ 1組] [ 2組]

 1 松﨑 健悟(1) 中学生  10,08.78  1 築舘 陽介(3) 中学生   9,27.97 
ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 高森中 ﾂｷﾀﾞﾃ ﾖｳｽｹ 富士見中

 2 平澤 宏二郎(2) 中学生  10,22.34  2 那須野 亨(3) 中学生   9,29.91 
ﾋﾗｻﾜ ｺｳｼﾞﾛｳ 伊那東部中 ﾅｽﾉ ﾄｵﾙ 伊那東部中

 3 米山 幸伸(2) 中学生  10,24.10  3 関川 大悟(3) 中学生   9,41.41 
ﾖﾈﾔﾏ ﾕｷﾉﾌﾞ 岡谷北部 ｾｷｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 伊那東部中

 4 岩﨑 一徹(2) 中学生  10,29.61  4 松本 郁也(3) 中学生   9,47.25 
ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 高森中 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐﾔ 附属長野

 5 中村 駿吾(1) 中学生  10,37.62  5 真島 雅季(2) 中学生   9,54.75 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部 ﾏｼﾏ ﾏｻｷ 北安松川中

 6 御子柴 元祥(2) 中学生  10,44.74  6 伊藤 大生(3) 中学生  10,00.14 
ﾐｺｼﾊﾞ ﾓﾄｱｷ 岡谷東部 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 富士見中

 7 渋谷 凌(2) 中学生  10,53.49  7 植松 徹志(2) 中学生  10,01.10 
ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳ 伊那東部中 ｳｴﾏﾂ ﾃﾂｼ 富士見中

 8 北村 駿弥(2) 中学生  11,01.28  8 橋爪 颯生(2) 中学生  10,01.30 
ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 岡谷北部 ﾊｼﾂﾞﾒ ｻﾂｷ 伊那東部中

 9 藤森 敦也(2) 中学生  11,06.86  9 前島 陸哉(1) 中学生  10,13.98 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾂﾔ 諏訪西中 ﾏｴｼﾏ ﾘｸﾔ 永明中

10 佐々木 勇人(1) 中学生  11,11.35 10 中村 祐太(2) 中学生  10,23.38 
ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 飯田高陵中 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 坂城中

11 間瀬 智祐(2) 中学生  11,21.76 11 高嶋 俊介(3) 中学生  10,27.08 
ﾏｾ ﾁﾋﾛ 岡谷東部 ﾀｶｼﾏ ｼｭﾝｽｹ 伊那東部中

12 坂下 裕紀(2) 中学生  11,27.15 12 渡邉 高史(3) 中学生  10,28.86 
ｻｶｼﾀ ﾕｳｷ 伊那東部中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾌﾐ 岡谷東部

13 森山 泰嗣(2) 中学生  11,30.61 13 池上 優斗(2) 中学生  10,40.88 
ﾓﾘﾔﾏ ﾀｲｼ 富士見中 ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 長谷中

14 大滝 一輝(1) 中学生  11,31.86 14 前田 育夢(3) 中学生  10,46.75 
ｵｵﾀｷ ｶｽﾞｷ 下諏訪中 ﾏｴﾀﾞ ｲｸﾑ 岡谷東部

15 山中 智貴(2) 中学生  11,37.25 15 篠原 太一(3) 中学生  10,47.62 
ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｷ 岡谷東部 ｼﾉﾊﾗ ﾀｲﾁ 岡谷東部

16 唐澤 卓郎(1) 中学生  11,38.85 16 関 凱人(1) 中学生  10,49.03 
ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾛｳ 伊那東部中 ｾｷ ｶｲﾄ 茅野東部中

17 水上 健介(1) 中学生  11,59.44 17 赤羽 弘政(3) 中学生  10,54.23 
ﾐｽﾞｶﾐ ｹﾝｽｹ 下諏訪中 ｱｶﾊﾈ ﾋﾛﾏｻ 岡谷東部

18 三井 健太郎(1) 中学生  12,05.30 18 小林 輝成(3) 中学生  11,01.53 
ﾐﾂｲ ｹﾝﾀﾛｳ 富士見中 ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾅﾘ 附属長野

19 唐木 浩一(1) 中学生  13,22.49 19 小泉 朊大(3) 中学生  11,59.86 
ｶﾗｷ ｺｳｲﾁ 伊那東部中 ｺｲｽﾞﾐ ﾄﾓﾋﾛ 附属長野
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   1 築舘 陽介(3) 中学生 富士見中     9,27.97   2   1
   2 那須野 亨(3) 中学生 伊那東部中     9,29.91   2   2
   3 関川 大悟(3) 中学生 伊那東部中     9,41.41   2   3
   4 松本 郁也(3) 中学生 附属長野     9,47.25   2   4
   5 真島 雅季(2) 中学生 北安松川中     9,54.75   2   5
   6 伊藤 大生(3) 中学生 富士見中    10,00.14   2   6
   7 植松 徹志(2) 中学生 富士見中    10,01.10   2   7
   8 橋爪 颯生(2) 中学生 伊那東部中    10,01.30   2   8
   9 松﨑 健悟(1) 中学生 高森中    10,08.78   1   1
  10 前島 陸哉(1) 中学生 永明中    10,13.98   2   9
  11 平澤 宏二郎(2) 中学生 伊那東部中    10,22.34   1   2
  12 中村 祐太(2) 中学生 坂城中    10,23.38   2  10
  13 米山 幸伸(2) 中学生 岡谷北部    10,24.10   1   3
  14 高嶋 俊介(3) 中学生 伊那東部中    10,27.08   2  11
  15 渡邉 高史(3) 中学生 岡谷東部    10,28.86   2  12
  16 岩﨑 一徹(2) 中学生 高森中    10,29.61   1   4
  17 中村 駿吾(1) 中学生 岡谷東部    10,37.62   1   5
  18 池上 優斗(2) 中学生 長谷中    10,40.88   2  13
  19 御子柴 元祥(2) 中学生 岡谷東部    10,44.74   1   6
  20 前田 育夢(3) 中学生 岡谷東部    10,46.75   2  14
  21 篠原 太一(3) 中学生 岡谷東部    10,47.62   2  15
  22 関 凱人(1) 中学生 茅野東部中    10,49.03   2  16
  23 渋谷 凌(2) 中学生 伊那東部中    10,53.49   1   7
  24 赤羽 弘政(3) 中学生 岡谷東部    10,54.23   2  17
  25 北村 駿弥(2) 中学生 岡谷北部    11,01.28   1   8
  26 小林 輝成(3) 中学生 附属長野    11,01.53   2  18
  27 藤森 敦也(2) 中学生 諏訪西中    11,06.86   1   9
  28 佐々木 勇人(1) 中学生 飯田高陵中    11,11.35   1  10
  29 間瀬 智祐(2) 中学生 岡谷東部    11,21.76   1  11
  30 坂下 裕紀(2) 中学生 伊那東部中    11,27.15   1  12
  31 森山 泰嗣(2) 中学生 富士見中    11,30.61   1  13
  32 大滝 一輝(1) 中学生 下諏訪中    11,31.86   1  14
  33 山中 智貴(2) 中学生 岡谷東部    11,37.25   1  15
  34 唐澤 卓郎(1) 中学生 伊那東部中    11,38.85   1  16
  35 水上 健介(1) 中学生 下諏訪中    11,59.44   1  17
  36 小泉 朊大(3) 中学生 附属長野    11,59.86   2  19
  37 三井 健太郎(1) 中学生 富士見中    12,05.30   1  18
  38 唐木 浩一(1) 中学生 伊那東部中    13,22.49   1  19
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決勝 10月28日  9:45

 1 碓井 智也(2) 高校生  10,52.12 
ｳｽｲ ﾄﾓﾔ 創造学園高

 2 市川 亮(2) 高校生  11,01.00 
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 創造学園高

 3 藤澤 亮(3) 高校生  11,11.99 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳ 創造学園高

 4 林 優人(3) 高校生  11,18.31 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 創造学園高

 5 桑原 大吾(3) 高校生  11,22.25 
ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 創造学園高

 6 後藤 隼人(3) 高校生  11,22.55 
ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 創造学園高

 7 堀内 正和(3) 高校生  11,23.64 
ﾎﾘｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ 創造学園高
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決勝 10月28日 13:50

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 -1.9

 1 宮島 泰雅(2) 中学生     20.86  1 伊藤 来夢(2) 中学生     18.38 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 高森中 ｲﾄｳ ﾗｲﾑ 長峰中

 2 加藤 勝斗(2) 中学生     21.05  2 松崎 勇起(1) 中学生     18.51 
ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 飯田高陵中 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 伊那東部中

 3 笠原 悠生(2) 中学生     21.67  3 大内 健瑠(2) 中学生     19.31 
ｶｻﾊﾗ ﾕｳｷ 永明中 ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高陵中

 4 香川 朊輝(2) 中学生     22.22  4 棚田 駿太(2) 中学生     20.12 
ｶｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 富士見中 ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 飯田高陵中

 5 田中 光(2) 中学生     25.64  5 澁谷 拓見(1) 中学生     21.64 
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 望月AC ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 岡谷東部

   1 伊藤 来夢(2) 中学生 長峰中     18.38 (-1.9)   2   1
   2 松崎 勇起(1) 中学生 伊那東部中     18.51 (-1.9)   2   2
   3 大内 健瑠(2) 中学生 飯田高陵中     19.31 (-1.9)   2   3
   4 棚田 駿太(2) 中学生 飯田高陵中     20.12 (-1.9)   2   4
   5 宮島 泰雅(2) 中学生 高森中     20.86 (+0.9)   1   1
   6 加藤 勝斗(2) 中学生 飯田高陵中     21.05 (+0.9)   1   2
   7 澁谷 拓見(1) 中学生 岡谷東部     21.64 (-1.9)   2   5
   8 笠原 悠生(2) 中学生 永明中     21.67 (+0.9)   1   3
   9 香川 朊輝(2) 中学生 富士見中     22.22 (+0.9)   1   4
  10 田中 光(2) 中学生 望月AC     25.64 (+0.9)   1   5
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決勝 10月28日 12:55

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少   729 中平 明辰(6)     55.43 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳ ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｱｷﾖｼ
  740 酒井 和馬(6)

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ
  734 小町谷 祥司(6)

ｺﾏﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ
  745 熊谷 康成(6)

ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ
 2   5 望月AC(A)   855 神田 来夢(6)     56.99 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰA ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ
  854 菅沢 晴樹(6)

ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ
  863 山浦 渓斗(6)

ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ
  841 片桐 陽和(5)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾖﾘ
 3   4 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ(A)   677 松本 萌甫(6)   1,01.40 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽA ﾏﾂﾓﾄ ﾓｴﾄｼ
  675 前田 陸(6)

ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ
  671 藤森 風河(5)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾌｳｶﾞ
  680 小池 隆也(6)

ｺｲｹ ﾀｶﾔ
 4   6 T&F佐久平   607 松崎 悠弥(5)   1,02.55 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ﾏﾂｻﾞｷ  ﾕｳﾔ
  611 原 惇也(4)

ﾊﾗ  ｼﾞｭﾝﾔ
  603 坪井 康生(4)

ﾂﾎﾞｲ  ｺｳｾｲ
  606 上原 一輝(5)

ｳｴﾊﾗ  ｶｽﾞｷ
 5   1 明科かけっこ(B)  873 田代 渉悟(5)   1,06.26 

ｱｶｼﾅｶｹｯｺB ﾀｼﾛ ｼｮｳｺﾞ
  868 野本 駿介(4)

ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ
  878 川上 智也(4)

ｶﾜｶﾐ ﾄﾓﾔ
  880 生冨 遼(4)

ｲｸﾄﾐ ﾘｮｳ
 6   2 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ(B)   673 竹内 陽斗(3)   1,07.70 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽB ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾄ
  690 伊藤 龍生(3)

ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ
  678 松田 臣二(3)

ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝｼﾞ
  669 北原 和哉(3)

ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞﾔ
 7   8 望月AC(B)   867 伊藤 司騎(3)   1,08.05 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰB ｲﾄｳ ｼｷ
  848 中村 洋平(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ
  840 箕輪 大翔(3)

ﾐﾉﾜ ﾔﾏﾄ
  838 林 樹生(3)

ﾊﾔｼ ﾐｷｵ
  7 明科かけっこ(A)  879 石川 成亜(3)

ｱｶｼﾅｶｹｯｺA ｲｼｶﾜ ﾅﾘｱ 失格
  872 藤原 想也(3)

ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾔ
  877 前山 慎之介(3)

ﾏｴﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ
  881 岡田 雄平(3)

ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾍｲ

小学男子

4×100m

決勝



決勝 10月28日 14:15

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 富士見中(B)   819 植松 徹志(2)   4,09.32 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳB ｳｴﾏﾂ ﾃﾂｼ
  830 五味 凌介(2)

ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ
  814 須藤 要(2)

ｽﾄﾞｳ ｶﾅﾒ
  823 小林 幹(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝ
 2   1 富士見中(A)   807 内藤 駿介(2)   4,09.46 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳA ﾅｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ
  804 名取 河(2)

ﾅﾄﾘ ｺｳ
  808 藤澤 祐哉(2)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾔ
  810 渡邉 賢人(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ
 3   2 茅野北部中  5352 丹羽 单樹(2)   4,21.96 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ﾆﾜ ﾅﾐｷ
 4800 荒道 飛翔(2)

ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ
  704 勝野 真信(2)

ｶﾂﾉ ﾏｻﾉﾌﾞ
  702 竹村 真実(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾐ
  4 望月AC   850 大澤 達(2)

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ｵｵｻﾜ ﾄｵﾙ 欠場
  852 清水 泰地(3)

ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ
  858 上野 樹(2)

ｳｴﾉ ﾀﾂｷ
  849 中村 郁弥(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ

中学男子

4×400m

決勝



決勝 10月28日 14:20

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 東海大三高    42 坂井 和人(1)   3,32.10 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｻﾝｺｳ ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ
   44 濱 裕哉(3)

ﾊﾏ ﾕｳﾔ
   43 奥垣内 将晴(2)

ｵｸｶﾞｲﾄ ﾏｻﾊﾙ
   41 金箱 樹(2)

ｶﾈﾊﾞｺﾞ ﾀﾂｷ
 2   5 諏訪二葉高   139 野澤 晃太朗(1)   3,34.54 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ
  140 小河原 智哉(1)

ｵｶﾞﾜﾗ ﾄﾓﾔ
  137 矢崎 宏一(1)

ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ
  133 仲谷 龍貴(2)

ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ
 3   6 塩尻志学館  1993 三村 航輝(1)   3,36.87 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ﾐﾑﾗ ｺｳｷ
 1997 中村 優希(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ
 2005 今井 謙人(2)

ｲﾏｲ ｹﾝﾄ
 2004 林   悠輔(2)

ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ
 4   7 下諏訪向陽   153 坂井  遊夢(1)   3,58.52 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳ ｻｶｲ ﾕﾌﾑ
  179 矢﨑 佑喜(2)

ﾔｻﾞｷ ﾕｳｷ
  152 櫻田 有夢(1)

ｻｸﾗﾀﾞ ｱﾘﾑ
  151 小松  優太(1)

ｺﾏﾂ ﾕｳﾀ

男子

4×400m

決勝



決勝 10月28日 10:10

宮坂 駿吾(2) 中学生
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部
加藤 勝斗(2) 中学生
ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 飯田高陵中
篠田 治輝(2) 中学生
ｼﾉﾀﾞ ﾖｼｷ 飯田高陵中
花井 有輝(2) 中学生
ﾊﾅｲ ﾕｳｷ 高森中
大内 健瑠(2) 中学生
ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高陵中
松崎 勇起(1) 中学生
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 伊那東部中
北原 耀(2) 中学生
ｷﾀﾊﾗ ﾋｶﾙ 岡谷北部
棚田 駿太(2) 中学生
ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 飯田高陵中
土屋 洸太(1) 中学生
ﾂﾁﾔ ｺｳﾀ 飯田高陵中
小林 凌(1) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 富士見中
井原 彪(1) 中学生
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高陵中
池田 佳希(2) 中学生
ｲｹﾀﾞ ﾖｼｷ 飯田高陵中

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m30 1m35 備考1m20 1m25 1m40 1m45 1m50 1m55
1 11  5473

- - - - O O O XXX  1.50

2 9  4063
- - - O O O XXO XXX  1.50

3 10   796
O O O O XO O XXX  1.45

4 7   763
- - - O XXO O XXX  1.45

5 12  4735
O O O O O XXX  1.40

6 5  4037
- - XO O O XXX  1.40

7 1   656
- - O O XXO XXX  1.40

7 8  4064
O O O O XXO XXX  1.40

9 3   792
O O O XXX  1.30

9 4   820
- - O XXX  1.30

11 6  4059
XO XXO O XXX  1.30

12 2   794
O O XXX  1.25



決勝 10月28日 10:00

伊藤 大起(2) 中学生
ｲﾄｳ ﾀｲｷ 永明中
小池 雄大(1) 中学生
ｺｲｹ ﾕｳﾀﾞｲ 原中

 1.90
2 1   752

O O XXX

O O O XXX  3.70

3m80
1 2  4806

- - - O XXO

記録2m00 3m20 備考1m80 1m90 3m40 3m50 3m60 3m70

中学男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 10月28日  9:00

小町谷 祥司(6) 小学生   4.40    X   4.61    4.61 
ｺﾏﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少   -0.4   +0.4    +0.4
神田 来夢(6) 小学生    X   4.28   4.53    4.53 
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 望月AC   -1.1   -0.1    -0.1
山浦 渓斗(6) 小学生   4.04    X   3.87    4.04 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 望月AC   -2.1   -0.6    -2.1
小松 大和(5) 小学生   3.65   3.80   3.77    3.80 
ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ 望月AC   -0.6   +0.6   +1.3    +0.6
小池 隆也(6) 小学生    X   3.64   3.52    3.64 
ｺｲｹ ﾀｶﾔ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +1.1   +0.1    +1.1
前田 陸(6) 小学生   3.59   3.41   3.36    3.59 
ﾏｴﾀﾞ ﾘｸ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   -0.2   +1.5   +0.5    -0.2
小松 風雅(5) 小学生    X   3.49   3.20    3.49 
ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 望月AC   -0.4   +3.3    -0.4
菅沢 晴樹(6) 小学生   3.35   3.00    X    3.35 
ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 望月AC   -0.9   +0.5    -0.9
矢花 竜也(4) 小学生   3.17   3.03   3.26    3.26 
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ 望月AC   -1.2    0.0   -1.3    -1.3
伊藤 龍生(3) 小学生   3.01   3.16   3.04    3.16 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   -0.4   -0.5    0.0    -0.5
西澤 隼翔(4) 小学生    X    X   2.54    2.54 
ﾆｼｻﾞﾜ  ﾊﾔﾄ T&F佐久平    0.0     0.0
宮坂 恵太(3) 小学生    X   2.06   2.32    2.32 
ﾐﾔｻｶ ｹｲﾀ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   -0.1   -0.1    -0.1

記録-2- -3- 備考

小学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-
1 13   734

2 14   855

3 12   863

4 6   861

5 9   680

6 10   675

7 5   860

8 8   854

9 3   839

12 1   686

10 4   690

11 2   605



決勝 10月28日 11:50

馬場 将之介(2) 中学生   5.40   5.22   5.47    5.47 
ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾉｽｹ 富士見中   +0.1   +0.8   +1.9    +1.9
須藤 要(2) 中学生   5.06    X   5.36    5.36 
ｽﾄﾞｳ ｶﾅﾒ 富士見中   -0.2    0.0     0.0
丹羽 单樹(2) 中学生    X   5.28   5.13    5.28 
ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野北部中   +2.3   +0.3    +2.3
浦野 博登(2) 中学生    X   5.23    X    5.23 
ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ 岡谷東部   +0.2    +0.2
小林 蒼泉(2) 中学生    X   5.05   5.12    5.12 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 茅野東部中   -1.3   +0.2    +0.2
松本 光平(2) 中学生    X   5.08   4.94    5.08 
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 飯田高陵中   +1.5   +1.5    +1.5
五味 凌介(2) 中学生   4.82   4.64   4.96    4.96 
ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 富士見中   -0.1   +1.1   +1.6    +1.6
土屋 巧(2) 中学生   4.93   3.92   3.54    4.93 
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 望月AC   +1.0   +0.6   -3.3    +1.0
大澤 達(2) 中学生    X    X   4.92    4.92 
ｵｵｻﾜ ﾄｵﾙ 望月AC   -0.2    -0.2
井口 晃輔(1) 中学生   4.64   4.86   4.63    4.86 
ｲｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 下諏訪中   +0.8   +0.2    0.0    +0.2
小平 祐貴(2) 中学生    X    X   4.75    4.75 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 長峰中   +1.8    +1.8
高田 尚樹(2) 中学生   4.31   4.00   4.54    4.54 
ﾀｶﾀﾞ ﾅｵｷ 飯田高陵中   -0.7   -0.8   -0.5    -0.5
常田 紀幸(1) 中学生    X   4.40   4.23    4.40 
ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 望月AC   -2.3   +1.0    -2.3
中村 郁弥(1) 中学生   4.29    X   4.18    4.29 
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 望月AC   -1.1   +0.6    -1.1
池田 佳希(2) 中学生   4.00   4.11   4.26    4.26 
ｲｹﾀﾞ ﾖｼｷ 飯田高陵中   -1.1    0.0   -0.3    -0.3
佐々木 健(2) 中学生   4.26   3.85   3.92    4.26 
ｻｻｷ ｹﾝ 長峰中   +1.9   +0.2   -1.0    +1.9
市岡 朊弥(2) 中学生   4.25   4.20    X    4.25 
ｲﾁｵｶ ﾄﾓﾔ 飯田高陵中   -0.8   +1.4    -0.8
三井 洪太(1) 中学生    X   4.12   4.25    4.25 
ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 富士見中   -1.4   +0.6    +0.6
上野 樹(2) 中学生   3.56    X   4.16    4.16 
ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 望月AC   -0.6   +1.2    +1.2
竹村 真実(2) 中学生    X   4.13    X    4.13 
ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾐ 茅野北部中   -2.4    -2.4
野澤 颯太(1) 中学生   4.00   3.77   4.06    4.06 
ﾉｻﾞﾜ ｿｳﾀ 茅野北部中    0.0   +1.3   +0.1    +0.1
松田 優樹(1) 中学生    X    X   4.04    4.04 
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｷ 松本秀峰中   +1.1    +1.1
荒道 飛翔(2) 中学生   4.01    X   3.90    4.01 
ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ 茅野北部中   -0.1   -0.6    -0.1
中野 颯己(1) 中学生   3.86    X   3.61    3.86 
ﾅｶﾉ ｿｳｷ 富士見中   +1.0   -0.4    +1.0
清水 俊弥(1) 中学生   3.84   3.64   3.67    3.84 
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ 飯田高陵中   +1.2   -1.4   -0.1    +1.2
高部 三成(2) 中学生   3.74   3.78   3.43    3.78 
ﾀｶﾍﾞ ﾐﾂﾅﾘ 茅野東部中   +1.2   +0.6   -1.9    +0.6
宮坂 一冴(1) 中学生    X    X   3.63    3.63 
ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ 茅野北部中   -0.5    -0.5
木下 翼(2) 中学生   3.51   3.61    X    3.61 
ｷﾉｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 飯田高陵中   +1.6   -0.1    -0.1
櫛原 喬介(1) 中学生   3.54   3.60   3.60    3.60 
ｸｼﾊﾗ ｷｮｳｽｹ 飯田高陵中   -0.7   -1.9   +0.1    -1.9
片桐 歩稀(1) 中学生   3.20    X    X    3.20 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ 望月AC   -1.0    -1.0
山口 凌平(1) 中学生 欠場
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 飯田高陵中
伊藤 司能(1) 中学生 欠場
ｲﾄｳ ｼﾉ 望月AC
宮田 拓実(3) 中学生 欠場
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 鉢盛中
神田 優人(2) 中学生 欠場
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 望月AC
清水 泰地(3) 中学生 欠場
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 望月AC

32   856

18   866

35   852

29  5015

30 2   843

9  4060

28 4   791

29 6   798

26 1   696

27 5   706

24 13   811

25 14  4058

22 23   778

23 28  4800

20 3   702

21 7   699

18 19   826

19 10   858

16 8  4076

17 17  4065

14 12   849

15 15   794

12 16   797

13 11   857

10 34   665

11 22  4803

8 20   845

9 25   850

6 21   795

7 27   830

4 33  5475

5 26   695

2 24   814

3 30  5352

氏  名 所属名 -1-
1 31   806

記録-2- -3- 備考

中学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 10月28日 10:50

百瀬 公則 一般   5.58   5.65   6.01    6.01 
ﾓﾓｾ ｷﾐﾉﾘ 塩尻市陸協    0.0   -0.1   -2.0    -2.0
土屋 春樹(1) 高校生   5.35   4.61   4.85    5.35 
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ 小諸商業高   +2.1   -1.1   +0.6    +2.1
米久保 一樹(2) 高校生   5.33   5.10   5.27    5.33 
ﾖﾈｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ 諏訪清陵   -1.6   -0.2   -0.3    -1.6
中村  健(1) 高校生   5.32   5.13   5.11    5.32 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ 塩尻志学館   +1.1   -0.7   -0.4    +1.1
伊藤 敬範(2) 高校生   4.61   4.63   4.88    4.88 
ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 創造学園高   +0.9   -0.9   +0.1    +0.1
樋口 一敬 一般   3.34   3.55   2.73    3.55 
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾕｷ 茅野市陸協    0.0   +0.2   -0.9    +0.2
伊藤 真央(2) 高校生 欠場
ｲﾄｳ ﾏｵ 諏訪清陵
上條 健 一般 欠場
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
窪田 章吾(1) 高校生 欠場
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 諏訪清陵
木村 友紀 愛知 欠場
ｷﾑﾗ ﾄﾓﾉﾘ 愛知陸協

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 8   637

-5-

2 3  1727

3 7   128

4 5  2001

5 2  2521

6 1   691

4   124

6   618

9   106

10   622



決勝 10月28日 10:00

友田 利男 一般
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 松本市陸協
中島 公徳 一般

ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
上條 健 一般
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

決勝 10月28日 10:00

宮島 雅貴(2) 中学生
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾏｻｷ 高森中
奥垣内 崇史(1) 中学生
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 鉢盛中
勝野 真信(2) 中学生
ｶﾂﾉ ﾏｻﾉﾌﾞ 茅野北部中
横井 岳人(2) 中学生
ﾖｺｲ ﾀｹﾋﾄ 飯田高陵中
鎌倉 渉(2) 中学生
ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ 飯田高陵中
花井 有輝(2) 中学生
ﾊﾅｲ ﾕｳｷ 高森中
澁谷 拓見(1) 中学生
ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 岡谷東部
鮎沢 雅人(2) 中学生
ｱﾕｻﾜ ﾏｻﾄ 茅野北部中
北原 大聖(1) 中学生
ｷﾀﾊﾗ ﾋﾛﾏｻ 下諏訪中
松田 剛司(1) 中学生 欠場
ﾏﾂﾀﾞ ﾂﾖｼ 永明中

  5.41 

8   633

 5.22   X  5.10   5.54 

9 2   662
 5.09  5.41  5.20

 5.67  5.78  5.67   5.78 

8 1   708
 5.35  5.20  5.54

  -   -   -   6.52 

7 3   641
 5.73  5.73  5.64

 6.19  6.62  6.74   6.74 

6 4   763
  -  6.12  6.52

 6.75  6.68  7.07   7.07 

5 6   800
 6.20  6.54  6.40

 7.98  7.67  7.69   7.98 

4 5   802
 6.38  6.79  6.65

 7.93  8.17  7.73   8.17 

3 7   704
 7.46  7.15  7.52

 7.35  7.60  8.93   8.93 

2 9  4845
 7.67  7.96  6.75

1 10   761
 8.79  8.33  8.60

-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-

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 3   774

 9.69 10.00 10.08   X 10.84   X  10.84 

2 2   616
 9.99   X  9.96

3 1   618
 7.52  7.92   X  8.02   X   X   8.02 

10.00 10.08 10.16  10.16 


