
第６６回長野県陸上競技伊那大会                                                  
主催　長野陸上競技協会、伊那市、伊那市教育委員会                                
　　　伊那市体育協会、上伊那陸上競技協会                                        

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】202030  伊那市陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
05/03 男子  -1.2岡田 英希(3) 11.30 太田  敦(2) 11.47 松下 潤也(3) 11.62 中畑 恭介 11.66 福與 雅聡(3) 11.78 丸岡 精二 11.81 辛山 勇太(2) 11.82 今井 謙人(3) 11.86

１００ｍ 高校･松川高 高校･塩尻志学館高 高校･上伊那農業高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校･伊那北高 一般･駒ｹ根AC 高校･諏訪清陵高 高校･塩尻志学館高
05/03 小林 英和(3) 49.67 塩澤 直樹(3) 49.68 仲谷 龍貴(3) 50.80 横田 祥一(3) 52.32 中平 満知留(2) 52.72 田畑 勇貴(3) 52.82 中原 愼二(3) 53.46

４００ｍ 高校･高遠高 高校･松川高 高校･諏訪二葉高 高校･飯田高 高校･OIDE長姫高 一般･横浜国大 高校･伊那北高
05/03 北原 崇志 4,09.50 吉川 昇吾(3) 4,10.92 樋口 正晃 4,11.59 唐澤 祐輝(2) 4,16.96 矢崎 佑喜(3) 4,18.55 原 謙二郎(3) 4,20.70 池上 幸助 4,21.46 米山 裕貴 4,23.87

１５００ｍ 一般･上伊那郡陸協 高校･飯田高 一般･上伊那郡陸協 高校･上伊那農業高 高校･下諏訪向陽高 高校･松川高 一般･ﾄｰﾊﾂ 一般･信州大
05/03 仁科 利弥 15,24.35 早野 吉信 15,33.84 原 武司 15,42.77 松村 健一 15,44.11 米山 裕貴 15,51.26 松山 克敏 15,56.05 原 謙二郎(3) 16,02.14 中村 優希(3) 16,06.05

５０００ｍ 一般･飯田市陸協 一般･下伊那郡陸協 一般･下伊那郡陸協 一般･下伊那陸協 一般･信州大 一般･下伊那陸協 高校･松川高 高校･塩尻志学館高
05/03 竹内一弘 17.02 篠田 匡史(3) 17.32 中嶋 友也 17.34 馬場 信介(2) 17.86 鮎澤 一輝(2) 18.43 川口 純(2) 19.63 吉岡佳佑(2) 20.58 稲村 良彦(2) 20.62

110mH(1.067m) 一般･DreamAC 高校･松川高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校･上伊那農業高 高校･諏訪実業高 高校･飯田高 高校･辰野高 高校･上伊那農業高
05/03 内藤 健生 1.90 丸山 貴倫(1) 1.87 尾畑 元佳(3) 1.81 松澤 和也(1) 1.78 本多 俊平 1.78 藤澤 将人(3) 1.70 那須野 優人(3) 1.70 川口 純(2) 1.65

走高跳 一般･安曇野陸協 大学･諏訪東京理科大 高校･OIDE長姫高 高校･諏訪実業高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校･高遠高 高校･駒ヶ根工業高 高校･飯田高
05/03 加賀見 一輝(3) 4.30 酒井 弘心(3) 4.30 倉橋 由宇(3) 3.80 池田圭吾 3.40 伊藤 拓也(1) 3.00 松澤 快哉(2) 2.80

棒高跳 高校･諏訪二葉高 高校･高遠高 高校･諏訪清陵高 一般･DreamAC 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･赤穂高
05/03 樽沢 佑弥(2) 6.27(-0.3) 田畑 勇貴(3) 6.14(+0.5) 米久保 一樹(3)5.98(-1.1) 原田 大輔(3) 5.91(-1.8) 丸山 徹(2) 5.77(-1.0) 中村 龍士(1) 5.74(+1.9) 山岸 琳汰(2) 5.72(-0.8) 池田圭吾 5.72(-0.4)

走幅跳 大学･松本大 一般･横浜国大 高校･諏訪清陵高 高校･飯田風越高 高校･辰野高 高校･諏訪清陵高 高校･OIDE長姫高 一般･DreamAC
05/03 成田 正崇(4) 14.54(0.0) 中島 諒(3) 13.23(+0.8) 日馬 正貴 12.50(+0.1) 中島 亘(3) 12.46(+0.9) 尾畑 元佳(3)12.31(+0.6) 山上 大輝(3)12.14(-0.4) 辛山 勇太(2)12.10(-1.1) 日下部 玄(3)11.51(+1.4)

三段跳 大学･至学館大 高校･赤穂高 一般･安曇野陸協 高校･伊那北高 高校･OIDE長姫高 高校･赤穂高 高校･諏訪清陵高 高校･伊那北高
05/03 上原 隆伸 11.83 中谷 俊貴(4) 11.60 遠藤 邦彦 11.58 中島 公徳 10.16

砲丸投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 大学･松本大 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 一般･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
05/03 中谷 俊貴(4) 35.69 上原 隆伸 34.28 村松 克磨(2) 26.18 本多 俊平 25.83 中島 公徳 24.96

円盤投 大学･松本大 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 大学･松本大 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 一般･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
05/03 友田 利男 55.39 矢ヶ崎 奨(3) 54.53 橋詰 幸孝(3) 48.82 安藤 弥(2) 44.20 早川 謙哉(3) 43.69 小川 健太(2) 43.46 涌井 胤宜(2) 41.61 大内 翔平(3) 41.15

やり投 一般･下伊那陸協 高校･上田東高 高校･丸子修学館高 高校･坂城高 高校･上伊那農業高 高校･木曽青峰高 高校･下伊那農業高 高校･岡谷工業高
05/03 諏訪二葉高     3,27.80 伊那北高     3,31.59 高遠高     3,34.36 塩尻志学館高    3,36.52 OIDE長姫高     3,37.40 上伊那農業高    3,37.60 飯田風越高     3,39.72 飯田高     3,45.33

４×４００ｍＲ 矢﨑 宏一(2) 古河原 凌哉(3) 堺澤 辰弥(3) 林   悠輔(3) 小木曽 晃介(3) 登内 大地(2) 宮下 晃輔(3) 椚谷 健(2)
仲谷 龍貴(3) 中原 愼二(3) 中村 麗央(3) 今井 謙人(3) 中平 満知留(2) 馬場 信介(2) 松村 理久(2) 関島 将人(3)
野澤 晃太朗(2) 池上 慶祐(2) 竹村 泰地(2) 三村 航輝(2) 山岸 琳汰(2) 稲村 良彦(2) 溝呂木 一毅(3) 横田 祥一(3)
加賀見 一輝(3) 福與 雅聡(3) 小林 英和(3) 中村  健(2) 吉川 雅人(3) 竹内 基裕(2) 下平 翔也(3) 吉川 昇吾(3)

05/03 中学男子  -1.6松﨑 文弥(3) 11.72 木下 博貴(2) 11.76 近藤 裕哉(3) 11.78 長﨑 祐介(3) 12.16 小林 佑萬(3) 12.28 近藤 雅哉(2) 12.33 登内 健太(2) 12.34
１００ｍ 中学･浅間中 中学･緑ヶ丘中 中学･伊那松川中 中学･豊科北中 中学･箕輪中 中学･伊那松川中 中学･箕輪中

05/03 名取 燎太(3) 9,02.48 大澤 智樹(3) 9,10.78 田畑 嵩明(3) 9,22.64 髙木 航志(2) 9,26.14 馬場 隆夫(3) 9,38.67 大月 海世(3) 9,41.89 前島 陸哉(2) 9,48.83 宮脇 大輝(3) 9,48.93
３０００ｍ 中学･富士見中 GR 中学･赤穂中 中学･竜峡中 中学･上田第五中 中学･駒ヶ根東中 中学･明科中 中学･永明中 中学･駒ヶ根東中

05/03 荻原 勇吹(3) 16.21 伊藤 来夢(3) 16.89 坂田 涼輔(3) 16.90 野原 尚貴(3) 17.23 丸山 凌治(3) 17.67 花形 駿介(3) 18.48 松崎 勇起(2) 18.74 渡部翔太(2) 18.84
110mH(0.914m) 中学･岡谷東部中 中学･長峰中 中学･丸子中 中学･丸子北中 中学･箕輪中 中学･豊科北中 中学･伊那東部中 中学･諏訪南中

05/03 赤羽 達也(3) 1.83 松田 敦樹(3) 1.68 宮坂 駿吾(3) 1.65 加藤 勝斗(3) 1.60 棚田 駿太(3) 1.50 花井 有輝(3) 1.50 有賀 恵哉(2) 1.45 井原 彪(2) 1.45
走高跳 中学･辰野中 GR 中学･仁科台中 中学･岡谷東部中 中学･飯田高陵中 中学･飯田高陵中 中学･高森中 中学･箕輪中 中学･飯田高陵中

05/03 伊藤 大起(3) 3.60
棒高跳 中学･永明中

05/03 小山 竜司(2) 6.10(+2.5) 椚谷 和久(3) 6.07(+2.3) 浦野 博登(3) 6.05(+3.0) 有賀 正和(3) 5.75(+3.0) 馬場 将之介(3)5.74(+1.4) 梅田 隼人(2) 5.64(+1.7) 神田 優人(3) 5.46(-0.5) 松本 光平(3) 5.44(+4.0)
走幅跳 中学･岡谷東部中 中学･高森中 中学･岡谷東部中 中学･箕輪中 中学･富士見中 中学･浅間中 中学･望月AC 中学･飯田高陵中

05/03 田中 逸樹(3) 9.34 横井 岳人(3) 7.96 吉澤 翼(3) 7.81 近藤 大地(2) 7.55 井原 彪(2) 7.25 神津 悠輔(2) 7.11 小坂 正海 7.07 渡辺 大晴(3) 6.75
砲丸投 中学･丸子中 中学･飯田高陵中 中学･佐久東中 中学･富士見中 中学･飯田高陵中 中学･佐久東中 中学･福島中 中学･高森中

05/03 豊科北中       45.86 緑ヶ丘中       46.19 大町第一中       46.29 伊那松川中       46.39 浅間中       46.97 岡谷東部中       47.02 箕輪中       47.19
４×１００ｍＲ 髙木 涼太(3) 下平 竜太(3) 宮坂 秀(3) 小池 貫太(2) 山口 智也(3) 小山 竜司(2) 宮澤 悠斗(3)

長﨑 祐介(3) 下平 和輝(3) 中村 宗弘(3) 近藤 裕哉(3) 松﨑 文弥(3) 荻原 勇吹(3) 丸山 凌治(3)
花形 駿介(3) 堀越 匡(3) 成澤 稜(3) 西永 佳樹(2) 須藤 謙太(2) 浦野 博登(3) 登内 健太(2)
飯島 拓海(3) 木下 博貴(2) 遠藤 幹也(3) 近藤 雅哉(2) 梅田 隼人(2) 船城 聡史(2) 小林 佑萬(3)

05/03 高校男子 上條 哲矢(3) 12.10 林 滉介(2) 11.74 橋詰 幸孝(3) 10.61 重盛 文宏(2) 10.44 金子  仁(3) 9.93 落合 恒輝(2) 9.71 齋藤 進次郎(1) 9.57 安藤 弥(2) 9.34
砲丸投 高校･木曽青峰高 高校･上伊那農業高 高校･丸子修学館高 高校･駒ヶ根工業高 高校･岡谷工業高 高校･上伊那農業高 高校･松川高 高校･坂城高

05/03 矢ヶ崎 奨(3) 32.16 山田 大稀(3) 28.51 上條 哲矢(3) 28.22 今井 宣浩(3) 27.60 橋爪 彼方(3) 26.98 片倉 一穂(2) 26.97 細田  歩(1) 26.72 寺澤 亮祐(2) 25.13
円盤投 高校･上田東高 高校･下諏訪向陽高 高校･木曽青峰高 高校･丸子修学館高 高校･赤穂高 高校･上伊那農業高 高校･塩尻志学館高 高校･上田染谷丘高



予選 5月3日 10:30
決勝 5月3日 13:45

長野県新            10.15
大会新(GR)          10.84

[ 1組] 風速 -2.4 [ 2組] 風速 -1.1

 1 松下 潤也(3) 高校     11.66 q  1 太田  敦(2) 高校     11.64 q
ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 上伊那農業高 ｵｵﾀ ｱﾂｼ 塩尻志学館高

 2 田口 恭平(3) 高校     11.84  2 横田 祥一(3) 高校     11.94 
ﾀｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 木曽青峰高 ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ 飯田高

 3 矢﨑 宏一(2) 高校     12.00  3 早川 謙哉(3) 高校     12.07 
ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 諏訪二葉高 ﾊﾔｶﾜ ｹﾝﾔ 上伊那農業高

 4 山岸 琳汰(2) 高校     12.39  4 細田 昌宏(2) 高校     12.28 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾝﾀ OIDE長姫高 ﾎｿﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 上田染谷丘高

 5 髙橋 瞬(3) 高校     12.92  5 深澤 駿也(1) 高校     12.53 
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ 高遠高 ﾌｶｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 下諏訪向陽高

 6 安藤 純也(1) 高校     13.89  6 吉田 優希(3) 高校     12.57 
ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾔ 伊那北高 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高
一柳 虹太(1) 高校  7 両川 光流(3) 高校     12.84 
ｲﾁﾔﾅｷ ﾞｺｳﾀ 諏訪実業高 ﾓﾛｶﾜ ﾋｶﾙ 諏訪清陵高
加々見 武(2) 高校  8 加藤 循也(2) 高校     13.37 
ｶｶﾞﾐ  ﾀｹﾙ 岡谷南高 ｶﾄｳ ｼﾞｭﾝﾔ 阿南高

[ 3組] 風速 -1.8 [ 4組] 風速 -1.3

 1 丸岡 精二 一般     11.75 q  1 中畑 恭介 一般     11.58 q
ﾏﾙｵｶ  ｾｲｼﾞ 駒ｹ根AC ﾅｶﾊﾀ ｷｮｳｽｹ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ

 2 福與 雅聡(3) 高校     11.81  2 今井 謙人(3) 高校     11.77 q
ﾌｸﾖ ﾏｻｱｷ 伊那北高 ｲﾏｲ ｹﾝﾄ 塩尻志学館高

 3 日野 和真(2) 高校     12.10  3 淺田 翔悟(2) 高校     12.25 
ﾋﾉ ｶｽﾞﾏ 辰野高 ｱｻﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 辰野高

 4 北原 拓也(3) 高校     12.34  4 牧村 直樹(2) 高校     12.48 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｸﾔ 伊那弥生ヶ丘高 ﾏｷﾑﾗ ﾅｵｷ 上田染谷丘高

 5 小口 直希(2) 高校     12.36  5 宮原 大介(2) 高校     12.56 
ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ 諏訪清陵高 ﾐﾔﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 伊那弥生ヶ丘高

 6 武重 俊樹(3) 高校     12.50  6 藤森 優輝(1) 高校     12.76 
ﾀｹｼｹﾞ ﾄｼｷ 上田染谷丘高 ﾌｼﾞﾓﾘ  ﾕｳｷ 岡谷南高

 7 林 佳希(2) 高校     13.06  7 清水 晃司(2) 高校     13.16 
ﾊﾔｼ ﾖｼｷ 阿南高 ｼﾐｽﾞ ｺｳｼﾞ 飯田高

 8 高林 啓太(1) 高校     13.54 伊藤 俊平(2) 高校
ﾀｶﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 下諏訪向陽高 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 赤穂高

[ 5組] 風速 -1.3 [ 6組] 風速 -2.5

 1 辛山 勇太(2) 高校     11.79 q  1 岡田 英希(3) 高校     11.36 q
ｼﾝﾔﾏ ﾕｳﾀ 諏訪清陵高 ｵｶﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ 松川高

 2 川井 渓太(1) 高校     11.82  2 三石 竜哉(2) 高校     11.91 
ｶﾜｲ ｹｲﾀ 木曽青峰高 ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳﾔ 飯田風越高

 3 小河原 智哉(2) 高校     12.10  3 松村 慶大(1) 高校     12.25 
ｵｶﾞﾜﾗ ﾄﾓﾔ 諏訪二葉高 ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾀﾞｲ 飯田高

 4 重盛 文宏(2) 高校     12.15  4 竹内 基裕(2) 高校     12.33 
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 駒ヶ根工業高 ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾋﾛ 上伊那農業高

 5 木下翔太 一般     12.49  5 田鹿 直起(2) 高校     12.38 
ｷﾉｼﾀｼｮｳﾀ DreamAC ﾀｼｶ ﾅｵｷ 木曽青峰高

 6 向山 凉太(2) 高校     12.75  6 玉置 凌真(2) 高校     12.59 
ﾑｶｲﾔ ﾘｮｳﾀ 赤穂高 ﾀﾏｵｷ ﾘｮｳﾏ OIDE長姫高

 7 小池 智也(1) 高校     12.90 松田 尚希(1) 高校
ｺｲｹ ﾄﾓﾔ 諏訪実業高 ﾏﾂﾀﾞ  ﾅｵｷ 岡谷工業高
松下 優太(1) 高校
ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ 松川高

[ 7組] 風速 -2.7 [ 8組] 風速 -3.3

 1 小林 雄二(3) 高校     11.81  1 平田 友和(3) 高校     12.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 下諏訪向陽高 ﾋﾗﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 阿南高

 2 山下 桂 一般     12.02  2 原   大 智(1) 高校     12.72 
ﾔﾏｼﾀ ｹｲ ﾄｰﾊﾂ ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 辰野高

 3 堺澤 辰弥(3) 高校     12.05  3 竹村 泰地(2) 高校     12.74 
ｻｶｲｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 高遠高 ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ 高遠高

 4 島津 英明 一般     12.26  4 白鳥 徹也 一般     12.75 
ｼﾏﾂﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ ｼﾛﾄﾘ  ﾃﾂﾔ 駒ｹ根AC

 5 木下 悠也(1) 高校     12.55  5 高橋 宏至(1) 高校     14.23 
ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾔ 赤穂高 ﾀｶﾊｼ 丸子修学館高

 6 古 林 泰 紀(1) 高校     12.61 高橋佑太 一般
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 塩尻志学館高 ﾀｶﾊｼﾕｳﾀ DreamAC

 7 勝野裕太 一般     12.95 丸山 玲央(2) 高校
ｶﾂﾉﾕｳﾀ DreamAC ﾏﾙﾔﾏ  ﾚｵ 松川高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
7   275

5   539

男子

１００ｍ

予選 通過基準  8組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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風速 -1.2

 1 岡田 英希(3) 高校     11.30 
ｵｶﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ 松川高

 2 太田  敦(2) 高校     11.47 
ｵｵﾀ ｱﾂｼ 塩尻志学館高

 3 松下 潤也(3) 高校     11.62 
ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 上伊那農業高

 4 中畑 恭介 一般     11.66 
ﾅｶﾊﾀ ｷｮｳｽｹ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ

 5 福與 雅聡(3) 高校     11.78 
ﾌｸﾖ ﾏｻｱｷ 伊那北高

 6 丸岡 精二 一般     11.81 
ﾏﾙｵｶ  ｾｲｼﾞ 駒ｹ根AC

 7 辛山 勇太(2) 高校     11.82 
ｼﾝﾔﾏ ﾕｳﾀ 諏訪清陵高

 8 今井 謙人(3) 高校     11.86 
ｲﾏｲ ｹﾝﾄ 塩尻志学館高

男子

１００ｍ
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   250

3   100

4   275

5    32

1    81

7   196

2   326

8    97



予選 5月3日 11:30
決勝 5月3日 14:10

長野県新            46.54
大会新(GR)          49.09

[ 1組] [ 2組]

 1 横田 祥一(3) 高校     51.48 q  1 今井 謙人(3) 高校     51.77 q
ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ 飯田高 ｲﾏｲ ｹﾝﾄ 塩尻志学館高

 2 浦野 亜嵐(1) 高校     53.12  2 溝呂木 一毅(3) 高校     53.40 
ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ 赤穂高 ﾐｿﾞﾛｷﾞ ｶｽﾞｷ 飯田風越高

 3 古河原 凌哉(3) 高校     54.04  3 北原 直弥(3) 高校     53.93 
ｺｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 伊那北高 ｷﾀﾊﾗ ﾅｵﾔ 赤穂高

 4 松村 理久(2) 高校     54.79  4 野澤 晃太朗(2) 高校     54.20 
ﾏﾂﾑﾗ ﾘｸ 飯田風越高 ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 諏訪二葉高

 5 伊藤 真央(2) 高校     55.58  5 北原 拓也(3) 高校     55.33 
ｲﾄｳ ﾏｵ 諏訪清陵高 ｷﾀﾊﾗ ﾀｸﾔ 伊那弥生ヶ丘高

 6 古畑 翼(2) 高校     57.83  6 塩澤 大樹(1) 高校   1,01.54 
ﾌﾙﾊﾀ ﾂﾊﾞｻ 木曽青峰高 ｼｵｻﾞﾜ  ﾋﾛｷ 松川高

 7 風間 隼人(2) 高校     59.71  7 伊藤 白(1) 高校   1,03.94 
ｶｻﾞﾏ  ﾊﾔﾄ 岡谷工業高 ｲﾄｳ ｼﾛ 上伊那農業高
白川 大智(2) 高校 橋爪 孔明(3) 高校
ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 丸子修学館高 ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ 飯田高

[ 3組] [ 4組]

 1 仲谷 龍貴(3) 高校     51.02 q  1 塩澤 直樹(3) 高校     51.09 q
ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ 諏訪二葉高 ｼｵｻﾞﾜ  ﾅｵｷ 松川高

 2 平田 友和(3) 高校     53.44  2 田畑 勇貴(3) 一般     52.39 q
ﾋﾗﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 阿南高 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 横浜国大

 3 林   悠輔(3) 高校     54.86  3 池上 慶祐(2) 高校     55.07 
ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 塩尻志学館高 ｲｹｶﾞﾐ ｹｲｽｹ 伊那北高

 4 小木曽 晃介(3) 高校     55.13  4 竹内 凱斗(2) 高校     56.50 
ｵｷﾞｿ ｺｳｽｹ OIDE長姫高 ﾀｹｳﾁ ｶｲﾄ 上田染谷丘高

 5 吉田 優希(3) 高校     55.55  5 谷口 雅弥(1) 高校   1,03.15 
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 上伊那農業高

 6 川上 翔平(1) 高校   1,03.29 井口 大輔(2) 高校
ｶﾜｶﾐ ｼｮｳﾍｲ 上伊那農業高 ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 諏訪清陵高
宮下 和也(2) 高校 島津 英明 一般
ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾔ 丸子修学館高 ｼﾏﾂﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ

[ 5組] [ 6組]

 1 中平 満知留(2) 高校     52.79 q  1 小林 英和(3) 高校     49.49 q
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾐﾁﾙ OIDE長姫高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高遠高

 2 巻渕 優也(1) 高校     55.25  2 中原 愼二(3) 高校     52.99 q
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ 諏訪清陵高 ﾅｶﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 伊那北高

 3 椚谷 健(2) 高校     55.70  3 三村 航輝(2) 高校     53.91 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ｹﾝ 飯田高 ﾐﾑﾗ ｺｳｷ 塩尻志学館高

 4 近藤 織部(2) 高校     56.22  4 内藤 圭吾(2) 高校     54.49 
ｺﾝﾄﾞｳ ｵﾘﾍﾞ 飯田風越高 ﾅｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 諏訪二葉高

 5 松下 凌大(2) 高校     57.36  5 吉川 雅人(3) 高校     55.37 
ﾏﾂｼﾀ ﾘｮｳﾀ 阿南高 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾄ OIDE長姫高
吉川 涼平(2) 高校  6 宮坂 響(2) 高校     56.41 
ﾖｼｶﾜ  ﾘｮｳﾍｲ 松川高 ﾐﾔｻｶ ﾋﾋﾞｷ 上田染谷丘高
脇坂 拓馬(3) 高校  7 宮原 大介(2) 高校     56.68 
ﾜｷｻｶ ﾀｸﾏ 丸子修学館高 ﾐﾔﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ 伊那弥生ヶ丘高

 1 小林 英和(3) 高校     49.67 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高遠高

 2 塩澤 直樹(3) 高校     49.68 
ｼｵｻﾞﾜ  ﾅｵｷ 松川高

 3 仲谷 龍貴(3) 高校     50.80 
ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ 諏訪二葉高

 4 横田 祥一(3) 高校     52.32 
ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ 飯田高

 5 中平 満知留(2) 高校     52.72 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾐﾁﾙ OIDE長姫高

 6 田畑 勇貴(3) 一般     52.82 
ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 横浜国大

 7 中原 愼二(3) 高校     53.46 
ﾅｶﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 伊那北高
今井 謙人(3) 高校
ｲﾏｲ ｹﾝﾄ 塩尻志学館高
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予選 5月3日  9:00
決勝 5月3日 13:40

長県県新          3,38.49
大会新(GR)        4,03.00

[ 1組] [ 2組]

 1 北原 崇志 一般   4,29.67 Q  1 吉川 昇吾(3) 高校   4,18.92 Q
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 上伊那郡陸協 ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 飯田高

 2 山田 峻暉(2) 高校   4,29.79 Q  2 樋口 正晃 一般   4,19.07 Q
ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｱｷ 諏訪二葉高 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協

 3 池上 幸助 一般   4,30.66 Q  3 萩原 拓海(1) 高校   4,27.87 Q
ｲｹｶﾞﾐ ｺｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ 上伊那農業高

 4 那須野 亨(1) 高校   4,31.07 Q  4 荻原 宏崇(1) 高校   4,29.25 Q
ﾅｽﾉ ﾄｵﾙ 伊那北高 ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ 上田東高

 5 米山 裕貴 一般   4,31.31 Q  5 塚田 佳生(2) 高校   4,29.52 Q
ﾖﾈﾔﾏ ﾕｳｷ 信州大 ﾂｶﾀﾞ ﾖｼｷ 諏訪清陵高

 6 近藤 隆博(1) 高校   4,35.64  6 酒井 和樹(2) 高校   4,34.69 q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 上伊那農業高 ｻｶｲ  ｶｽﾞｷ 岡谷工業高

 7 村澤 直毅(2) 高校   4,40.01  7 松下 京介(2) 高校   4,35.00 
ﾑﾗｻﾜ ﾅｵｷ 飯田高 ﾏﾂｼﾀ  ｷｮｳｽｹ 松川高

 8 帶川 恵輔(2) 高校   4,41.15  8 宮原 浩二郎(2) 高校   4,48.43 
ｵﾋﾞｶﾜ ｹｲｽｹ 諏訪清陵高 ﾐﾔﾊﾗ ｺｳｼﾞﾛｳ 赤穂高

 9 竹重 柊作(3) 高校   4,41.32  9 宮下 晃輔(3) 高校   4,49.27 
ﾀｹｼｹﾞ ｼｭｳｻｸ 上田染谷丘高 ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ 飯田風越高

10 野口 佐介(1) 高校   4,43.78 10 大野 結雅(1) 高校   4,52.94 
ﾉｸﾞﾁ ｻｽｹ 塩尻志学館高 ｵｵﾉ ﾕｳｶﾞ 塩尻志学館高

11 中村 智志(2) 高校   4,44.37 11 福與 翼(2) 高校   4,56.73 
ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 駒ヶ根工業高 ﾌｸﾖ ﾂﾊﾞｻ 阿南高

12 原島 怜也(2) 高校   4,44.82 12 上原 光太(2) 高校   5,02.76 
ﾊﾗｼﾏ ﾚｲﾔ 飯田風越高 ｳｴﾊﾗ ｺｳﾀ 北佐久農業高

13 平栗 広大(1) 高校   4,59.94 13 安藤 活樹(1) 高校   5,18.90 
ﾋﾗｸﾘ  ｺｳﾀﾞｲ 松川高 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾂｷ 上田染谷丘高

14 井出 龍岳(3) 高校   5,06.58 14 赤羽 幸一(2) 高校   5,24.58 
ｲﾃﾞ ﾀﾂﾀｶ 北佐久農業高 ｱｶﾊﾈ  ｺｳｲﾁ 岡谷南高

15 飯島 綾人(2) 高校   5,17.88 宮澤 清悟(3) 高校
ｲｲｼﾞﾏ ｱﾔﾄ 下伊那農業高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 諏訪二葉高

16 里見 心(1) 高校   5,19.98 田中 秀一 一般
ｻﾄﾐ  ｺｺﾛ 岡谷南高 ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ ﾄｰﾊﾂ

[ 3組]

 1 原 謙二郎(3) 高校   4,16.45 Q
ﾊﾗ  ｹﾝｼﾞﾛｳ 松川高

 2 唐澤 祐輝(2) 高校   4,20.28 Q
ｶﾗｻﾜ ﾕｳｷ 上伊那農業高

 3 矢崎 佑喜(3) 高校   4,24.49 Q
ﾔｻﾞｷ ﾕｳｷ 下諏訪向陽高

 4 関島 将人(3) 高校   4,30.70 Q
ｾｷｼﾞﾏ ﾏｻﾄ 飯田高

 5 山口 紘佑(2) 高校   4,32.90 Q
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 上田染谷丘高

 6 北原 賢人(2) 高校   4,35.97 
ｷﾀﾊﾗ ｹﾝﾄ 諏訪清陵高

 7 小林 大輝(1) 高校   4,41.68 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 諏訪二葉高

 8 林 雄一郎(3) 高校   4,42.52 
ﾊﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ 飯田風越高

 9 矢澤 雄太(1) 高校   4,49.66 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 伊那北高

10 下平 彬宏(2) 高校   4,51.25 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｱｷﾋﾛ 赤穂高

11 柳澤 優成(2) 高校   5,02.90 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾕｳｾｲ 岡谷工業高

12 奥原 稲穂(2) 高校   5,06.28 
ｵｸﾊﾗ ｲﾅﾎ 塩尻志学館高

13 宮森 蒼太(1) 高校   5,18.34 
ﾐﾔﾓﾘ  ｿｳﾀ 岡谷南高
木村 和也 一般
ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾔ ﾄｰﾊﾂ
萩原 英雄 一般
ﾊｷﾞﾜﾗ   ﾋﾃﾞｵ 上伊那郡陸協

所属名

  341

男子

１５００ｍ

予選 通過基準  3組  5着 + 1 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名

3    37

10    79

記録／備考
5   269

11

  333

9   308

6   273

8   296

14   104

12   434

15

  512

4   199

16   461

13   148

2   140

7   258

1

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
12   426

11   268

16   284

6   306

2   329

8   111

3   256

13   353

7   457

1   101

15    45

4   515

10   289

14   138

5   340
欠場

9    38
欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
11   253

4   282

10   160

5   425

8   292

3   331

14   343

1   467

13    82

7   352

9   115

12    95

15   137

2    39
欠場

6   267
欠場



 1 北原 崇志 一般   4,09.50 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 上伊那郡陸協

 2 吉川 昇吾(3) 高校   4,10.92 
ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 飯田高

 3 樋口 正晃 一般   4,11.59 
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協

 4 唐澤 祐輝(2) 高校   4,16.96 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳｷ 上伊那農業高

 5 矢崎 佑喜(3) 高校   4,18.55 
ﾔｻﾞｷ ﾕｳｷ 下諏訪向陽高

 6 原 謙二郎(3) 高校   4,20.70 
ﾊﾗ  ｹﾝｼﾞﾛｳ 松川高

 7 池上 幸助 一般   4,21.46 
ｲｹｶﾞﾐ ｺｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ

 8 米山 裕貴 一般   4,23.87 
ﾖﾈﾔﾏ ﾕｳｷ 信州大

 9 那須野 亨(1) 高校   4,25.28 
ﾅｽﾉ ﾄｵﾙ 伊那北高

10 関島 将人(3) 高校   4,26.31 
ｾｷｼﾞﾏ ﾏｻﾄ 飯田高

11 荻原 宏崇(1) 高校   4,27.96 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ 上田東高

12 塚田 佳生(2) 高校   4,28.64 
ﾂｶﾀﾞ ﾖｼｷ 諏訪清陵高

13 萩原 拓海(1) 高校   4,28.84 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ 上伊那農業高

14 山口 紘佑(2) 高校   4,38.52 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 上田染谷丘高

15 酒井 和樹(2) 高校   4,42.82 
ｻｶｲ  ｶｽﾞｷ 岡谷工業高

16 山田 峻暉(2) 高校   4,49.15 
ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｱｷ 諏訪二葉高

男子

１５００ｍ
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
16   269

13   426

15   268

9   282

14   160

3   253

7    37

10   308

11    79

1   425

2   306

6   329

5   284

4   292

12   111

8   341



決勝 5月3日 15:05

長県県新         13,21.49
大会新(GR)       15,08.39

 1 仁科 利弥 一般  15,24.35 
ﾆｼﾅ ﾄｼﾔ 飯田市陸協

 2 早野 吉信 一般  15,33.84 
ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 下伊那郡陸協

 3 原 武司 一般  15,42.77 
ﾊﾗ ﾀｹｼ 下伊那郡陸協

 4 松村 健一 一般  15,44.11 
ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 下伊那陸協

 5 米山 裕貴 一般  15,51.26 
ﾖﾈﾔﾏ ﾕｳｷ 信州大

 6 松山 克敏 一般  15,56.05 
ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那陸協

 7 原 謙二郎(3) 高校  16,02.14 
ﾊﾗ  ｹﾝｼﾞﾛｳ 松川高

 8 中村 優希(3) 高校  16,06.05 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 塩尻志学館高

 9 細田 勇一 一般  16,11.80 
ﾎｿﾀﾞ  ﾕｳｲﾁ 上伊那郡陸協

10 秋山 祥汰(2) 高校  16,21.64 
ｱｷﾔﾏ ｼｮｳﾀ 上田染谷丘高

11 野崎 智希(2) 高校  16,34.43 
ﾉｻﾞｷ ﾄﾓｷ 上田染谷丘高

12 伊藤 航平(3) 高校  16,39.56 
ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 諏訪清陵高

13 安藤 有史(2) 高校  16,47.29 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼ 飯田風越高

14 松下 京介(2) 高校  16,48.35 
ﾏﾂｼﾀ  ｷｮｳｽｹ 松川高

15 宮下 直哉(3) 高校  16,55.09 
ﾐﾔｼﾀ ﾅｵﾔ 飯田風越高

16 勾田 達也 一般  17,00.11 
ﾏｶﾞﾀ ﾀﾂﾔ 飯田市陸協

17 手塚 寿利 一般  17,09.30 
ﾃﾂﾞｶ ﾋｻﾄｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ

18 田畑 圭夫(2) 高校  17,19.81 
ﾀﾊﾞﾀ ﾖｼｵ 飯田風越高

19 清水 泰誠(2) 高校  17,23.46 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｾｲ OIDE長姫高

20 坂口 光祐(2) 高校  17,23.77 
ｻｶｸﾞﾁ ｺｳｽｹ OIDE長姫高

21 近藤 大知(3) 高校  17,27.80 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 飯田高

22 郡司 耕平(3) 高校  17,36.09 
ｸﾞﾝｼﾞ ｺｳﾍｲ 諏訪清陵高

23 宮澤 修 一般  18,02.42 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｵｻﾑ 下伊那陸協

24 平栗 広大(1) 高校  18,37.67 
ﾋﾗｸﾘ  ｺｳﾀﾞｲ 松川高

19   150

17   258

1   430

25   323

13    18

3    12

22    29

18   466

14   458

8   453

30   455

23   256

24   300

27   318

2   265

6   295

21   253

11   103

12   308

5   151

16   145

7   152

20   454

28   147

男子

５０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月3日 12:00

長野県新            13.85
大会新(GR)          15.74

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -0.6

 1 鮎澤 一輝(2) 高校     18.43  1 竹内一弘 一般     17.02 
ｱｲｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 諏訪実業高 ﾀｹｳﾁｶｽﾞﾋﾛ DreamAC

 2 川口 純(2) 高校     19.63  2 篠田 匡史(3) 高校     17.32 
ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 飯田高 ｼﾉﾀﾞ  ﾀﾀﾞｼ 松川高

 3 吉岡佳佑(2) 高校     20.58  3 中嶋 友也 一般     17.34 
ﾖｼｵｶ ｹｲｽｹ 辰野高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ

 4 稲村 良彦(2) 高校     20.62  4 馬場 信介(2) 高校     17.86 
ｲﾅﾑﾗ ﾖｼﾋｺ 上伊那農業高 ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ 上伊那農業高

 5 山崎 久樹(1) 高校     22.99 中島 瑞樹(3) 高校
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ 上伊那農業高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 飯田高

   1 竹内一弘 一般 DreamAC     17.02 (-0.6)   2   1
   2 篠田 匡史(3) 高校 松川高     17.32 (-0.6)   2   2
   3 中嶋 友也 一般 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ     17.34 (-0.6)   2   3
   4 馬場 信介(2) 高校 上伊那農業高     17.86 (-0.6)   2   4
   5 鮎澤 一輝(2) 高校 諏訪実業高     18.43 (-1.1)   1   1
   6 川口 純(2) 高校 飯田高     19.63 (-1.1)   1   2
   7 吉岡佳佑(2) 高校 辰野高     20.58 (-1.1)   1   3
   8 稲村 良彦(2) 高校 上伊那農業高     20.62 (-1.1)   1   4
   9 山崎 久樹(1) 高校 上伊那農業高     22.99 (-1.1)   1   5

  384  384
  271  271
  274  274

  283  283
  312  312
  433  433

    6    6
  254  254
   31   31

備考備考 組組 順位順位都道府県都道府県 所属名所属名 記録（風）記録（風）順位順位 No.No. 氏  名氏  名

男子男子

１１０ｍＨ(1.067m)１１０ｍＨ(1.067m)
タイムレースタイムレースタイムレース

66   436  436
欠場欠場

55   283  283

33    31   31

44   254  254

77     6    6
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

33   274  274

55   271  271

44   384  384

77   433  433

66   312  312
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

男子

１１０ｍＨ(1.067m)１１０ｍＨ(1.067m)

決勝決勝決勝



決勝 5月3日 16:35

長野県新          3,15.32
大会新(GR)        3,22.47

[ 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   5 OIDE長姫高    16 小木曽 晃介(3)   3,37.40  1   1 諏訪二葉高   349 矢﨑 宏一(2)   3,27.80 

ｵｰｱｲﾃﾞｨｰｲｰｵｻﾋﾒｺｳ ｵｷﾞｿ ｺｳｽｹ ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ
   19 中平 満知留(2)   345 仲谷 龍貴(3)

ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾐﾁﾙ ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ
   14 山岸 琳汰(2)   347 野澤 晃太朗(2)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾝﾀ ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ
   10 吉川 雅人(3)   339 加賀見 一輝(3)

ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾄ ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ
 2   4 飯田風越高   457 宮下 晃輔(3)   3,39.72  2   2 伊那北高    74 古河原 凌哉(3)   3,31.59 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ ｲﾅｷﾀｺｳ ｺｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ
  464 松村 理久(2)    76 中原 愼二(3)

ﾏﾂﾑﾗ ﾘｸ ﾅｶﾊﾗ ｼﾝｼﾞ
  462 溝呂木 一毅(3)    75 池上 慶祐(2)

ﾐｿﾞﾛｷﾞ ｶｽﾞｷ ｲｹｶﾞﾐ ｹｲｽｹ
  456 下平 翔也(3)    81 福與 雅聡(3)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｮｳﾔ ﾌｸﾖ ﾏｻｱｷ
 3   1 DreamAC     5 池田圭吾   3,45.81  3   3 高遠高   208 堺澤 辰弥(3)   3,34.36 

ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰ ｲｹﾀﾞｹｲｺﾞ ﾀｶﾄｵｺｳ ｻｶｲｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
    9 木下翔太   212 中村 麗央(3)

ｷﾉｼﾀｼｮｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ
    8 山本　純也   211 竹村 泰地(2)

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ
    6 竹内一弘   210 小林 英和(3)

ﾀｹｳﾁｶｽﾞﾋﾛ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ
 4   3 北佐久農業高   518 木内 寛人(1)   3,46.86  4   4 塩尻志学館高   105 林   悠輔(3)   3,36.52 

ｷﾀｻｸﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ｷｳﾁ ﾋﾛﾄ ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ
  517 内堀 連(1)    97 今井 謙人(3)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾚﾝ ｲﾏｲ ｹﾝﾄ
  514 小林 達哉(1)    99 三村 航輝(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ ﾐﾑﾗ ｺｳｷ
  516 大井 友尋(2)   102 中村  健(2)

ｵｵｲ ﾄﾓﾋﾛ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ
 5   2 上田染谷丘高   297 竹内 凱斗(2)   3,52.05  5   6 上伊那農業高   281 登内 大地(2)   3,37.60 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾀｹｳﾁ ｶｲﾄ ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ﾄﾉｳﾁ ﾀﾞｲﾁ
  291 細田 昌宏(2)   283 馬場 信介(2)

ﾎｿﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ
  298 武重 俊樹(3)   271 稲村 良彦(2)

ﾀｹｼｹﾞ ﾄｼｷ ｲﾅﾑﾗ ﾖｼﾋｺ
  299 牧村 直樹(2)   280 竹内 基裕(2)

ﾏｷﾑﾗ ﾅｵｷ ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾋﾛ
 6   7 伊那弥生ヶ丘高    86 北原 拓也(3)   3,52.70  6   5 飯田高   438 椚谷 健(2)   3,45.33 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｷﾀﾊﾗ ﾀｸﾔ ｲｲﾀﾞｺｳ ｸﾇｷﾞﾀﾆ ｹﾝ
   84 吉田 優希(3)   425 関島 将人(3)

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ ｾｷｼﾞﾏ ﾏｻﾄ
   85 宮原 大介(2)   424 横田 祥一(3)

ﾐﾔﾊﾗ ﾀﾞｲｽｹ ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ
   83 伊藤 拓也(1)   426 吉川 昇吾(3)

ｲﾄｳ ﾀｸﾔ ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ
  6 諏訪清陵高   326 辛山 勇太(2)  7   8 丸子修学館高   173 橋詰 幸孝(3)   4,02.67 

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ｼﾝﾔﾏ ﾕｳﾀ 欠場 ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｷﾀｶ
  325 小口 直希(2)   172 宮下 和也(2)

ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾔ
  333 帶川 恵輔(2)   174 高橋 宏至(1)

ｵﾋﾞｶﾜ ｹｲｽｹ ﾀｶﾊｼ
  320 井口 大輔(2)   177 長﨑 大悟(1)

ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ
  8 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ   7 松川高

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ 欠場 ﾏﾂｶﾜｺｳ 欠場

男子
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決勝



   1 諏訪二葉高   3,27.80 矢﨑 宏一(2) 仲谷 龍貴(3) 野澤 晃太朗(2) 加賀見 一輝(3)   2   1
   2 伊那北高   3,31.59 古河原 凌哉(3) 中原 愼二(3) 池上 慶祐(2) 福與 雅聡(3)   2   2
   3 高遠高   3,34.36 堺澤 辰弥(3) 中村 麗央(3) 竹村 泰地(2) 小林 英和(3)   2   3
   4 塩尻志学館高   3,36.52 林   悠輔(3) 今井 謙人(3) 三村 航輝(2) 中村  健(2)   2   4
   5 OIDE長姫高   3,37.40 小木曽 晃介(3) 中平 満知留(2) 山岸 琳汰(2) 吉川 雅人(3)   1   1
   6 上伊那農業高   3,37.60 登内 大地(2) 馬場 信介(2) 稲村 良彦(2) 竹内 基裕(2)   2   5
   7 飯田風越高   3,39.72 宮下 晃輔(3) 松村 理久(2) 溝呂木 一毅(3) 下平 翔也(3)   1   2
   8 飯田高   3,45.33 椚谷 健(2) 関島 将人(3) 横田 祥一(3) 吉川 昇吾(3)   2   6
   9 DreamAC   3,45.81 池田圭吾 木下翔太 山本　純也 竹内一弘   1   3
  10 北佐久農業高   3,46.86 木内 寛人(1) 内堀 連(1) 小林 達哉(1) 大井 友尋(2)   1   4
  11 上田染谷丘高   3,52.05 竹内 凱斗(2) 細田 昌宏(2) 武重 俊樹(3) 牧村 直樹(2)   1   5
  12 伊那弥生ヶ丘高   3,52.70 北原 拓也(3) 吉田 優希(3) 宮原 大介(2) 伊藤 拓也(1)   1   6
  13 丸子修学館高   4,02.67 橋詰 幸孝(3) 宮下 和也(2) 高橋 宏至(1) 長﨑 大悟(1)   2   7

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

男子

４×４００ｍＲ
タイムレース



予選 5月3日  9:50
決勝 5月3日 14:00

県中学新            10.85
大会新(GR)          11.35

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 -1.0

 1 長﨑 祐介(3) 中学     12.04 q  1 近藤 雅哉(2) 中学     12.15 q
ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 豊科北中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 伊那松川中

 2 荒道 飛翔(3) 中学     12.33  2 登内 健太(2) 中学     12.19 q
ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 箕輪中

 3 内藤 駿介(3) 中学     12.39  3 藤澤 祐哉(3) 中学     12.22 
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 小池 貫太(2) 中学     12.81  4 野原 尚貴(3) 中学     12.88 
ｺｲｹ ｶﾝﾀ 伊那松川中 ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 丸子北中

 5 工藤 誉(3) 中学     13.26  5 菅沢 晴樹(1) 中学     13.52 
ｸﾄﾞｳ ﾎﾏﾚ 丸子北中 ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 望月中

 6 山口 皓輝(3) 中学     13.70  6 林 涼真(1) 中学     14.15 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 岡谷東部中 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 伊那AC

 7 片桐 歩稀(2) 中学     15.25  7 中嶋 利輝(3) 中学     14.41 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ 望月AC ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼｷ 佐久東中
藤森 遥斗(3) 中学 榎本 峻也(3) 中学
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾊﾙﾄ 長峰中 ｴﾉﾓﾄ ｼｭﾝﾔ 赤穂中

[ 3組] 風速 -1.1 [ 4組] 風速 +1.0

 1 青田 龍輝(3) 中学     12.62  1 伊藤 来夢(3) 中学     12.22 
ｱｵﾀ ﾘｭｳｷ 仁科台中 ｲﾄｳ ﾗｲﾑ 長峰中

 2 小池 直樹(2) 中学     12.90  2 園原 昇汰(2) 中学     12.52 
ｺｲｹ ﾅｵｷ 駒ヶ根東中 ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 阿智中

 3 知沢 和輝(3) 中学     12.93  3 宮澤 悠斗(3) 中学     12.61 
ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 高森中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 箕輪中

 4 山口 智也(3) 中学     13.11  4 中村 新(3) 中学     12.68 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 浅間中 ﾅｶﾑﾗ ｱﾗﾀ 辰野中

 5 加藤 謙伸(2) 中学     13.13  5 常田 紀幸(2) 中学     13.36 
ｶﾄｳ ｹﾝｼﾝ 宮田中 ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 望月中

 6 宮﨑 利紀(2) 中学     14.52  6 坂口 直弥(2) 中学     13.61 
ﾐﾔｻﾞｷ  ﾘｷ 中川中 ｻｶｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 上田第五中

 7 丸橋 佑二(2) 中学     14.84  7 大川 和樹(3) 中学     13.65 
ﾏﾙﾊｼ ﾕｳｼﾞ 佐久東中 ｵｵｶﾜ ｶｽﾞｷ 宮田中
大橋 昌矢 中学 池田 佳希(3) 中学
ｵｵﾊｼ ｼｮｳﾔ 福島中 ｲｹﾀﾞ ﾖｼｷ 飯田高陵中

[ 5組] 風速 +0.9 [ 6組] 風速 -3.1

 1 中村 宗弘(3) 中学     12.19 q  1 宮澤 崇(3) 中学     12.24 
ﾅｶﾑﾗ ﾑﾈﾋﾛ 大町第一中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ 駒ヶ根東中

 2 鎌倉 渉(3) 中学     12.24  2 光沢 佑人(3) 中学     12.86 
ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ 飯田高陵中 ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 高森中

 3 春宮 悠人(3) 中学     12.69  3 土屋 巧(3) 中学     12.95 
ﾊﾙﾐﾔ ﾕｳﾄ 辰野中 ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 望月AC

 4 白井 裕介(2) 中学     12.97  4 小口 魁斗(3) 中学     13.13 
ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ 上諏訪中 ｵｸﾞﾁ ｶｲﾄ 下諏訪中

 5 米山 諒(1) 中学     13.41  5 小平 祐貴(3) 中学     13.16 
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ ｲｲﾀﾞｼｭAC ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 長峰中

 6 藤本 僚太(2) 中学     13.61  6 渡邊 楓士(2) 中学     13.46 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 佐久東中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌｳｼ 春富中

 7 小林 隼(2) 中学     13.69  7 高橋 琉夏(3) 中学     14.50 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 塩尻広陵中 ﾀｶﾊｼ ﾙｶ 岡谷西部中

 8 南 勇輝(2) 中学     14.78 野本 真司(2) 中学
ﾐﾅﾐ  ﾕｳｷ 中川中 ﾉﾓﾄ ﾏｻｼ 岡谷北部中

[ 7組] 風速 -1.5 [ 8組] 風速 -0.6

 1 下平 和輝(3) 中学     12.22  1 小林 佑萬(3) 中学     12.11 q
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞｷ 緑ヶ丘中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 箕輪中

 2 宮坂 智史(3) 中学     12.73  2 船城 聡史(2) 中学     12.50 
ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 上諏訪中 ﾌﾅｷ ｻﾄｼ 岡谷東部中

 3 西村 武登(2) 中学     12.89  3 髙木 涼太(3) 中学     12.50 
ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 高森中 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 豊科北中

 4 曽根原 賢(2) 中学     13.13  4 唐澤 直人(2) 中学     13.37 
ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ 赤穂中 ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 赤穂中

 5 尾﨑 賢人(3) 中学     13.61  5 小町谷 祥司(1) 中学     13.46 
ｵｻﾞｷ  ｹﾝﾄ 中川中 ｺﾏﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ 伊那AC

 6 片桐 碧尉(1) 中学     14.43  6 中村　郁弥(2) 中学     13.70 
ｶﾀｷﾞﾘ ｱｵｲ ｲｲﾀﾞｼｭAC ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 望月AC
花岡 英一(3) 中学  7 長尾 飛呂(2) 中学     13.76 
ﾊﾅｵｶ ｴｲｲﾁ 岡谷東部中 ﾅｶﾞｵ ﾋﾛ 塩尻広陵中
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[ 9組] 風速  0.0 [ 10組] 風速 -0.8

 1 木下 博貴(2) 中学     11.66 q  1 近藤 裕哉(3) 中学     11.74 q
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 緑ヶ丘中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 伊那松川中

 2 唐澤  諒(2) 中学     12.64  2 小谷 渓太 中学     12.48 
ｶﾗｻﾜ ﾘｮｳ 春富中 ｺﾀﾆ ｹｲﾀ 福島中

 3 駒沢 遼大(2) 中学     12.80  3 梅田 隼人(2) 中学     12.53 
ｺﾏｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 大町第一中 ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ 浅間中

 4 瀬戸 涼太(2) 中学     12.86  4 下平 竜太(3) 中学     12.73 
ｾﾄ ﾘｮｳﾀ 辰野中 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｭｳﾀ 緑ヶ丘中

 5 名取 河(3) 中学     13.00  5 赤尾 理玖(2) 中学     12.90 
ﾅﾄﾘ ｺｳ 富士見中 ｱｶｵ ﾘｸ 上田第五中

 6 高山 聖人(3) 中学     13.99  6 今井 裕也(3) 中学     13.15 
ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾄ 塩尻広陵中 ｲﾏｲ ﾕｳﾔ 岡谷北部中
竹村 吉晃(3) 中学  7 宮澤 颯汰(2) 中学     13.66 
ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ 駒ヶ根東中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳﾀ 春富中

[ 11組] 風速 -1.5 [ 12組] 風速 -1.0

 1 松﨑 文弥(3) 中学     11.84 q  1 飯島 拓海(3) 中学     12.21 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 浅間中 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 豊科北中

 2 成澤 稜(3) 中学     12.21  2 園原 悠平(2) 中学     12.46 
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 大町第一中 ｿﾉﾊﾗ ﾕｳﾍｲ 阿智中

 3 小池 岳(3) 中学     12.96  3 西澤 昂樹(3) 中学     12.66 
ｺｲｹ ｶﾞｸ 岡谷西部中 ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｷ 丸子中

 4 三井 雄汰郎(3) 中学     12.98  4 倉品 裕介(3) 中学     13.18 
ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｸﾗｼﾅ ﾕｳｽｹ 岡谷西部中

 5 金子 英輝(3) 中学     13.18  5 三石 隼斗(1) 中学     13.73 
ｶﾈｺﾋﾃﾞｷ 諏訪南中 ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ ｲｲﾀﾞｼｭAC

 6 上野 樹(3) 中学     13.90  6 宮澤 拓也(3) 中学     14.15 
ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 望月中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 上諏訪中
山岸 雅弥(3) 中学 北原 昂希(2) 中学
ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾔ 丸子北中 ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 飯田高陵中

風速 -1.6

 1 松﨑 文弥(3) 中学     11.72 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 浅間中

 2 木下 博貴(2) 中学     11.76 
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 緑ヶ丘中

 3 近藤 裕哉(3) 中学     11.78 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 伊那松川中

 4 長﨑 祐介(3) 中学     12.16 
ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 豊科北中

 5 小林 佑萬(3) 中学     12.28 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 箕輪中

 6 近藤 雅哉(2) 中学     12.33 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 伊那松川中

 7 登内 健太(2) 中学     12.34 
ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 箕輪中
中村 宗弘(3) 中学
ﾅｶﾑﾗ ﾑﾈﾋﾛ 大町第一中
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決勝 5月3日 15:30

県中学新          8,31.86
大会新(GR)        9,03.74

[ 1組] [ 2組]

 1 小口 貴也(2) 中学  10,42.97  1 北原 類(3) 中学  10,12.22 
ｵｸﾞﾁ ﾀｶﾔ 両小野中 ｷﾀﾊﾗ ﾙｲ 伊那東部中

 2 山中 伸晃(2) 中学  10,42.98  2 矢島 佳樹(3) 中学  10,13.51 
ﾔﾏﾅｶ ﾉﾌﾞｱｷ 宮田中 ﾔｼﾞﾏ ﾖｼｷ 飯田高陵中

 3 油井 宏喜(2) 中学  10,55.66  3 垣内 岳(3) 中学  10,13.92 
ﾕｲ ｺｳｷ 佐久東中 ｶｷｳﾁ ｶﾞｸ 箕輪中

 4 荒井 優佑(2) 中学  10,57.20  4 中村 駿吾(2) 中学  10,15.00 
ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 辰野中 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部中

 5 村澤 翔太(2) 中学  11,02.68  5 米山 幸伸(3) 中学  10,15.55 
ﾑﾗｻﾜ ｼｮｳﾀ 宮田中 ﾖﾈﾔﾏ ﾕｷﾉﾌﾞ 岡谷北部中

 6 山口 将史(2) 中学  11,04.80  6 春日 聖悟(3) 中学  10,25.45 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 豊科北中 ｶｽｶﾞ ｾｲｺﾞ 箕輪中

 7 長島 聖(3) 中学  11,06.35  7 吉野 元貴(3) 中学  10,25.48 
ﾅｶﾞｼﾏ ｻﾄﾙ 辰野中 ﾖｼﾉ ｹﾞﾝｷ 穂高西中

 8 中谷 翔希(2) 中学  11,16.86  8 伊藤 輝(1) 中学  10,27.36 
ﾅｶﾔ ｼｮｳｷ 辰野中 ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 茅野東部中

 9 中原 陸(3) 中学  11,17.73  9 岡田 稜(3) 中学  10,31.19 
ﾅｶﾊﾗ ﾘｸ 春富中 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 赤穂中

10 立花  廉(2) 中学  11,18.12 10 工藤 誉(3) 中学  10,32.23 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾚﾝ 春富中 ｸﾄﾞｳ ﾎﾏﾚ 丸子北中

11 小松 拓海(2) 中学  11,23.28 11 平澤 宏二郎(3) 中学  10,32.64 
ｺﾏﾂ ﾀｸﾐ 春富中 ﾋﾗｻﾜ ｺｳｼﾞﾛｳ 伊那東部中

12 木平 尚(2) 中学  11,24.90 12 油井 麻純(2) 中学  10,34.29 
ｺﾉﾋﾗ  ｼｮｳ 伊那AC ﾕｲ ﾏｽﾐ 佐久東中

13 下出 弘輔(2) 中学  11,25.58 13 林 亮輔(3) 中学  10,38.47 
ｼﾀﾃﾞ ｺｳｽｹ 王滝中 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 大町第一中

14 安永 幸太(2) 中学  11,27.63 14 關 凱人(2) 中学  10,38.61 
ﾔｽﾅｶﾞ ｺｳﾀ 穂高西中 ｾｷ ｶｲﾄ 茅野東部中

15 五味 拓実(3) 中学  11,29.43 15 北村駿也(3) 中学  10,41.18 
ｺﾞﾐ ﾀｸﾐ 長峰中 ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 岡谷北部中

16 牛山 英駿(2) 中学  11,32.29 16 佐々木 勇人(2) 中学  10,43.98 
ｳｼﾔﾏ ﾋﾃﾞﾄｼ 茅野東部中 ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 飯田高陵中

17 木下 翼(3) 中学  11,33.03 17 三沢 直柔(3) 中学  10,51.33 
ｷﾉｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 飯田高陵中 ﾐｻﾜ ﾅｵﾔ 緑ヶ丘中

18 水野 健太郎(2) 中学  11,41.56 18 佐藤 大起(3) 中学  10,57.32 
ﾐｽﾞﾉ  ｹﾝﾀﾛｳ 中川中 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 仁科台中

19 平澤 太一(3) 中学  11,45.84 19 杉山 修己(2) 中学  11,04.18 
ﾋﾗｻﾜ  ﾀｲﾁ 中川中 ｽｷﾞﾔﾏ ｵｻﾐ 赤穂中

20 坂井 結音(2) 中学  11,48.83 20 北島 颯 中学  11,19.53 
ｻｶｲ ﾕｲﾝ 上諏訪中 ｷﾀｼﾞﾏ ﾊﾔﾃ 福島中

21 坂本 大輔(2) 中学  11,53.32 21 川島 翔太(1) 中学  11,23.04 
ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 豊科北中 ｶﾜｼﾏ ｼｮｳﾀ 高瀬中

22 中原 渓介(2) 中学  12,06.64 22 後藤 勇人(3) 中学  11,34.35 
ﾅｶﾊﾗ ｹｲｽｹ 宮田中 ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 上諏訪中

23 西田 光孝 中学  12,07.64 23 原 賢人(2) 中学  11,35.29 
ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 福島中 ﾊﾗｹﾝﾄ 諏訪南中

24 東城 杏太(2) 中学  12,12.06 24 鮎澤 雅尚 中学  11,35.87 
ﾄｳｼﾞｮｳ ｷｮｳﾀ 三岳中 ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻﾅｵ 岡谷西部中

25 服部 永意士(2) 中学  12,13.74 25 伊藤 真苑(3) 中学  12,34.15 
ﾊｯﾄﾘ  ｴｲｼ 中川中 ｲﾄｳ ｼｵﾝ 岡谷西部中

26 久保田 隼人(1) 中学  12,31.25 
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 伊那松川中

中学男子
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[ 3組]

 1 名取 燎太(3) 中学   9,02.48 
ﾅﾄﾘ ﾘｮｳﾀ 富士見中

 2 大澤 智樹(3) 中学   9,10.78 
ｵｵｻﾜ ﾄﾓｷ 赤穂中

 3 田畑 嵩明(3) 中学   9,22.64 
ﾀﾊﾞﾀ ﾀｶｱｷ 竜峡中

 4 髙木 航志(2) 中学   9,26.14 
ﾀｶｷﾞ ｺｳｼ 上田第五中

 5 馬場 隆夫(3) 中学   9,38.67 
ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ 駒ヶ根東中

 6 大月 海世(3) 中学   9,41.89 
ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 明科中

 7 前島 陸哉(2) 中学   9,48.83 
ﾏｴｼﾏ ﾘｸﾔ 永明中

 8 宮脇 大輝(3) 中学   9,48.93 
ﾐﾔﾜｷ ﾋﾛｷ 駒ヶ根東中

 9 丸田 健悟(3) 中学   9,49.00 
ﾏﾙﾀ ｹﾝｺﾞ 箕輪中

10 松﨑 健悟(2) 中学   9,50.04 
ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 高森中

11 北原 和喜(3) 中学   9,54.69 
ｷﾀﾊﾗ ｶｽﾞｷ 伊那松川中

12 小林 啓介(3) 中学   9,57.67 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 富士見中

13 滝澤 拓輝(2) 中学  10,01.42 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 駒ヶ根東中

14 髙橋 龍矢(3) 中学  10,03.36 
ﾀｶﾊｼ  ﾀﾂﾔ 大町第一中

15 真島 雅季(3) 中学  10,07.50 
ﾏｼﾏ ﾏｻｷ 北安松川中

16 児玉 拓矢(2) 中学  10,10.79 
ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾔ 上諏訪中

17 松下 哲也(2) 中学  10,14.23 
ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾔ 伊那松川中

18 折橋 翔太(3) 中学  10,18.65 
ｵﾘﾊｼ ｼｮｳﾀ 塩尻広陵中

19 植松 徹志(3) 中学  10,21.70 
ｳｴﾏﾂ ﾃﾂｼ 富士見中

20 小林 大亮(1) 中学  10,35.09 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 高森中

21 大嵩崎 黎(2) 中学  10,42.05 
ｵｵﾂｷ ﾚｲ 上田第五中

22 宮内 斗輝(1) 中学  10,43.71 
ﾐﾔｳﾁ ﾄｷ 高森中

23 橋爪 颯生(3) 中学  10,50.83 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｻﾂｷ 伊那東部中

24 大滝 一輝(2) 中学  10,58.80 
ｵｵﾀｷ ｶｽﾞｷ 下諏訪中

25 水上 健介(2) 中学  11,19.52 
ﾐｽﾞｶﾐ ｹﾝｽｹ 下諏訪中

中学男子
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   1 名取 燎太(3) 中学 富士見中     9,02.48 大会新   3   1
   2 大澤 智樹(3) 中学 赤穂中     9,10.78   3   2
   3 田畑 嵩明(3) 中学 竜峡中     9,22.64   3   3
   4 髙木 航志(2) 中学 上田第五中     9,26.14   3   4
   5 馬場 隆夫(3) 中学 駒ヶ根東中     9,38.67   3   5
   6 大月 海世(3) 中学 明科中     9,41.89   3   6
   7 前島 陸哉(2) 中学 永明中     9,48.83   3   7
   8 宮脇 大輝(3) 中学 駒ヶ根東中     9,48.93   3   8
   9 丸田 健悟(3) 中学 箕輪中     9,49.00   3   9
  10 松﨑 健悟(2) 中学 高森中     9,50.04   3  10
  11 北原 和喜(3) 中学 伊那松川中     9,54.69   3  11
  12 小林 啓介(3) 中学 富士見中     9,57.67   3  12
  13 滝澤 拓輝(2) 中学 駒ヶ根東中    10,01.42   3  13
  14 髙橋 龍矢(3) 中学 大町第一中    10,03.36   3  14
  15 真島 雅季(3) 中学 北安松川中    10,07.50   3  15
  16 児玉 拓矢(2) 中学 上諏訪中    10,10.79   3  16
  17 北原 類(3) 中学 伊那東部中    10,12.22   2   1
  18 矢島 佳樹(3) 中学 飯田高陵中    10,13.51   2   2
  19 垣内 岳(3) 中学 箕輪中    10,13.92   2   3
  20 松下 哲也(2) 中学 伊那松川中    10,14.23   3  17
  21 中村 駿吾(2) 中学 岡谷東部中    10,15.00   2   4
  22 米山 幸伸(3) 中学 岡谷北部中    10,15.55   2   5
  23 折橋 翔太(3) 中学 塩尻広陵中    10,18.65   3  18
  24 植松 徹志(3) 中学 富士見中    10,21.70   3  19
  25 春日 聖悟(3) 中学 箕輪中    10,25.45   2   6
  26 吉野 元貴(3) 中学 穂高西中    10,25.48   2   7
  27 伊藤 輝(1) 中学 茅野東部中    10,27.36   2   8
  28 岡田 稜(3) 中学 赤穂中    10,31.19   2   9
  29 工藤 誉(3) 中学 丸子北中    10,32.23   2  10
  30 平澤 宏二郎(3) 中学 伊那東部中    10,32.64   2  11
  31 油井 麻純(2) 中学 佐久東中    10,34.29   2  12
  32 小林 大亮(1) 中学 高森中    10,35.09   3  20
  33 林 亮輔(3) 中学 大町第一中    10,38.47   2  13
  34 關 凱人(2) 中学 茅野東部中    10,38.61   2  14
  35 北村駿也(3) 中学 岡谷北部中    10,41.18   2  15
  36 大嵩崎 黎(2) 中学 上田第五中    10,42.05   3  21
  37 小口 貴也(2) 中学 両小野中    10,42.97   1   1
  38 山中 伸晃(2) 中学 宮田中    10,42.98   1   2
  39 宮内 斗輝(1) 中学 高森中    10,43.71   3  22
  40 佐々木 勇人(2) 中学 飯田高陵中    10,43.98   2  16
  41 橋爪 颯生(3) 中学 伊那東部中    10,50.83   3  23
  42 三沢 直柔(3) 中学 緑ヶ丘中    10,51.33   2  17
  43 油井 宏喜(2) 中学 佐久東中    10,55.66   1   3
  44 荒井 優佑(2) 中学 辰野中    10,57.20   1   4
  45 佐藤 大起(3) 中学 仁科台中    10,57.32   2  18
  46 大滝 一輝(2) 中学 下諏訪中    10,58.80   3  24
  47 村澤 翔太(2) 中学 宮田中    11,02.68   1   5
  48 杉山 修己(2) 中学 赤穂中    11,04.18   2  19
  49 山口 将史(2) 中学 豊科北中    11,04.80   1   6
  50 長島 聖(3) 中学 辰野中    11,06.35   1   7
  51 中谷 翔希(2) 中学 辰野中    11,16.86   1   8
  52 中原 陸(3) 中学 春富中    11,17.73   1   9
  53 立花  廉(2) 中学 春富中    11,18.12   1  10
  54 水上 健介(2) 中学 下諏訪中    11,19.52   3  25
  55 北島 颯 中学 福島中    11,19.53   2  20
  56 川島 翔太(1) 中学 高瀬中    11,23.04   2  21
  57 小松 拓海(2) 中学 春富中    11,23.28   1  11
  58 木平 尚(2) 中学 伊那AC    11,24.90   1  12
  59 下出 弘輔(2) 中学 王滝中    11,25.58   1  13
  60 安永 幸太(2) 中学 穂高西中    11,27.63   1  14
  61 五味 拓実(3) 中学 長峰中    11,29.43   1  15
  62 牛山 英駿(2) 中学 茅野東部中    11,32.29   1  16
  63 木下 翼(3) 中学 飯田高陵中    11,33.03   1  17
  64 後藤 勇人(3) 中学 上諏訪中    11,34.35   2  22
  65 原 賢人(2) 中学 諏訪南中    11,35.29   2  23
  66 鮎澤 雅尚 中学 岡谷西部中    11,35.87   2  24
  67 水野 健太郎(2) 中学 中川中    11,41.56   1  18
  68 平澤 太一(3) 中学 中川中    11,45.84   1  19
  69 坂井 結音(2) 中学 上諏訪中    11,48.83   1  20
  70 坂本 大輔(2) 中学 豊科北中    11,53.32   1  21
  71 中原 渓介(2) 中学 宮田中    12,06.64   1  22
  72 西田 光孝 中学 福島中    12,07.64   1  23
  73 東城 杏太(2) 中学 三岳中    12,12.06   1  24
  74 服部 永意士(2) 中学 中川中    12,13.74   1  25
  75 久保田 隼人(1) 中学 伊那松川中    12,31.25   1  26
  76 伊藤 真苑(3) 中学 岡谷西部中    12,34.15   2  25
  77 清水 拓斗(2) 中学 上田第五中   3
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決勝 5月3日 12:10

県中学新            14.19
大会新(GR)          15.59

[ 1組] 風速 -2.9 [ 2組] 風速 +0.2

 1 渡部翔太(2) 中学     18.84  1 宮島 泰雅(3) 中学     19.26 
ﾜﾀﾅﾍﾞｼｮｳﾀ 諏訪南中 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 高森中

 2 澁谷 拓見(2) 中学     20.41  2 中村 謙士(2) 中学     20.46 
ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 岡谷東部中 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 上諏訪中

 3 原 侑希(3) 中学     20.54  3 伊藤 駿(2) 中学     20.83 
ﾊﾗ  ﾕｳｷ 中川中 ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 上諏訪中

 4 渡邊 琢磨(2) 中学     21.68  4 藤原 渓太(3) 中学     20.93 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 塩尻広陵中 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾀ 箕輪中

 5 近藤 惠哉(1) 中学     22.86  5 香川 朋輝(3) 中学     21.40 
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾄｼﾔ 伊那松川中 ｶｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 富士見中
伊藤 雅幸(2) 中学  6 東平 将孝(3) 中学     22.61 
ｲﾄｳ  ﾏｻﾕｷ 中川中 ﾄｳﾍｲ ﾏｻﾀｶ 王滝中
望月 章史(3) 中学 北原 昂希(2) 中学
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾌﾐ 豊科北中 ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 飯田高陵中

[ 3組] 風速 -0.7 [ 4組] 風速 +0.5

 1 丸山 凌治(3) 中学     17.67  1 荻原 勇吹(3) 中学     16.21 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ 箕輪中 ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部中

 2 花形 駿介(3) 中学     18.48  2 伊藤 来夢(3) 中学     16.89 
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 豊科北中 ｲﾄｳ ﾗｲﾑ 長峰中

 3 棚田 駿太(3) 中学     19.32  3 坂田 涼輔(3) 中学     16.90 
ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 飯田高陵中 ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 丸子中

 4 須藤 謙太(2) 中学     20.03  4 野原 尚貴(3) 中学     17.23 
ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 浅間中 ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 丸子北中

 5 小坂 正海 中学     22.85  5 松崎 勇起(2) 中学     18.74 
ｺｻｶ ｾｲｶｲ 福島中 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 伊那東部中
加藤 勝斗(3) 中学  6 笠川 京(1) 中学     22.61 
ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 飯田高陵中 ｶｻｶﾞﾜ  ｹｲ 駒ｹ根AC

   1 荻原 勇吹(3) 中学 岡谷東部中     16.21 (+0.5)   4   1
   2 伊藤 来夢(3) 中学 長峰中     16.89 (+0.5)   4   2
   3 坂田 涼輔(3) 中学 丸子中     16.90 (+0.5)   4   3
   4 野原 尚貴(3) 中学 丸子北中     17.23 (+0.5)   4   4
   5 丸山 凌治(3) 中学 箕輪中     17.67 (-0.7)   3   1
   6 花形 駿介(3) 中学 豊科北中     18.48 (-0.7)   3   2
   7 松崎 勇起(2) 中学 伊那東部中     18.74 (+0.5)   4   5
   8 渡部翔太(2) 中学 諏訪南中     18.84 (-2.9)   1   1
   9 宮島 泰雅(3) 中学 高森中     19.26 (+0.2)   2   1
  10 棚田 駿太(3) 中学 飯田高陵中     19.32 (-0.7)   3   3
  11 須藤 謙太(2) 中学 浅間中     20.03 (-0.7)   3   4
  12 澁谷 拓見(2) 中学 岡谷東部中     20.41 (-2.9)   1   2
  13 中村 謙士(2) 中学 上諏訪中     20.46 (+0.2)   2   2
  14 原 侑希(3) 中学 中川中     20.54 (-2.9)   1   3
  15 伊藤 駿(2) 中学 上諏訪中     20.83 (+0.2)   2   3
  16 藤原 渓太(3) 中学 箕輪中     20.93 (+0.2)   2   4
  17 香川 朋輝(3) 中学 富士見中     21.40 (+0.2)   2   5
  18 渡邊 琢磨(2) 中学 塩尻広陵中     21.68 (-2.9)   1   4
  19 東平 将孝(3) 中学 王滝中     22.61 (+0.2)   2   6
  19 笠川 京(1) 中学 駒ｹ根AC     22.61 (+0.5)   4   6
  21 小坂 正海 中学 福島中     22.85 (-0.7)   3   5
  22 近藤 惠哉(1) 中学 伊那松川中     22.86 (-2.9)   1   5

中学男子

１１０ｍＨ(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
5   338

7   135

  401
欠場

4   403

3    94

6   497
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

8    57

2

所属名 記録／備考
3   216

6   557

4   549

7   528

5   470

2   108

8   450
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   520

2   491

6   447

7   373

5   483

4   441
失格

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   128

7   411

6   181

3   186

5    65

4   194

中学男子

１１０ｍＨ(0.914m)
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
  128
  411
  181
  186
  520
  491
   65
  338
  216
  447
  373
  135
  557
  403
  549
  528
  470
   94

   57

  108
  194
  483



予選 5月3日 13:05
決勝 5月3日 16:15

県中学新            43.99
大会新(GR)          45.62

[ 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   8 豊科北中   499 髙木 涼太(3)     46.73 q  1   5 緑ヶ丘中   543 下平 竜太(3)     46.42 q

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｭｳﾀ
  495 長﨑 祐介(3)   544 下平 和輝(3)

ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞｷ
  491 花形 駿介(3)   547 堀越 匡(3)

ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ ﾎﾘｺｼ ｷｮｳ
  496 飯島 拓海(3)   548 木下 博貴(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ
 2   5 浅間中   371 山口 智也(3)     47.50 q  2   6 箕輪中   523 宮澤 悠斗(3)     46.98 q

ｱｻﾏﾁｭｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
  372 松﨑 文弥(3)   520 丸山 凌治(3)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ
  373 須藤 謙太(2)   527 登内 健太(2)

ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾀ ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ
  374 梅田 隼人(2)   526 小林 佑萬(3)

ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ
 3   2 岡谷東部中   132 小山 竜司(2)     47.73 q  3   3 福島中   486 大橋 昌矢     50.00 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ ﾌｸｼﾏﾁｭｳ ｵｵﾊｼ ｼｮｳﾔ
  128 荻原 勇吹(3)   484 小谷 渓太

ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ ｺﾀﾆ ｹｲﾀ
  127 浦野 博登(3)   482 原 拓実

ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ ﾊﾗ ﾀｸﾐ
  133 船城 聡史(2)   483 小坂 正海

ﾌﾅｷ ｻﾄｼ ｺｻｶ ｾｲｶｲ
 4   3 富士見中   478 内藤 駿介(3)     47.92  4   8 駒ヶ根東中   203 小池 直樹(2)     50.02 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ﾅｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｺｲｹ ﾅｵｷ
  476 渡邉 賢人(3)   202 宮澤 崇(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ
  471 小林 幹(3)   207 馬場 隆夫(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝ ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ
  477 藤澤 祐哉(3)   205 竹村 郁輝(2)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾔ ﾀｹﾑﾗ ﾌﾐｷ
 5   6 望月中   509 菅沢 晴樹(1)     52.10  5   7 赤穂中   370 唐澤 直人(2)     50.68 

ﾓﾁﾂﾞｷﾁｭｳ ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ ｱｶﾎﾁｭｳ ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ
  507 常田 紀幸(2)   368 曽根原 賢(2)

ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ
  510 中村 郁弥(2)   366 見並 龍佑(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ
  506 上野 樹(3)   367 杉山 修己(2)

ｳｴﾉ ﾀﾂｷ ｽｷﾞﾔﾏ ｵｻﾐ
 6   7 塩尻広陵中    90 高山 聖人(3)     53.07  6   4 佐久東中   231 大塚 仁貴(2)     56.59 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾄ ｻｸﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｵｵﾂｶ ﾋﾄｷ
   93 長尾 飛呂(2)   233 藤本 僚太(2)

ﾅｶﾞｵ ﾋﾛ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀ
   91 小林 隼(2)   229 吉澤 翼(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ ﾖｼｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ
   94 渡邊 琢磨(2)   228 丸橋 佑二(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ ﾏﾙﾊｼ ﾕｳｼﾞ
  4 岡谷西部中   120 高橋 琉夏(3)   2 辰野中   400 福島 翔洋(3)

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ﾀｶﾊｼ ﾙｶ 失格 ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾖｳ 失格
  116 鮎澤 雅尚   391 春宮 悠人(3)

ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻﾅｵ ﾊﾙﾐﾔ ﾕｳﾄ
  117 伊藤 真苑(3)   388 伊藤 駿(3)

ｲﾄｳ ｼｵﾝ ｲﾄｳ ｼｭﾝ
  125 倉品 裕介(3)   395 中村 新(3)

ｸﾗｼﾅ ﾕｳｽｹ ﾅｶﾑﾗ ｱﾗﾀ

中学男子

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   6 高森中   218 光沢 佑人(3)     47.52 q  1   2 伊那松川中    58 小池 貫太(2)     46.83 q

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ｲﾅﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ｺｲｹ ｶﾝﾀ
  225 椚谷 和久(3)    56 近藤 裕哉(3)

ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ
  219 手塚 貴郁(3)    60 西永 佳樹(2)

ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ ﾆｼﾅｶﾞ  ﾖｼｷ
  223 知沢 和輝(3)    55 近藤 雅哉(2)

ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
 2   3 飯田高陵中   447 棚田 駿太(3)     48.96  2   3 大町第一中   376 宮坂 秀(3)     46.99 q

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳ ﾐﾔｻｶ ｼｭｳ
  442 鎌倉 渉(3)   379 中村 宗弘(3)

ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ ﾅｶﾑﾗ ﾑﾈﾋﾛ
  441 加藤 勝斗(3)   378 成澤 稜(3)

ｶﾄｳ ﾏｽﾄ ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
  446 松本 光平(3)   375 遠藤 幹也(3)

ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ
 3   4 長峰中   413 五味 拓実(3)     49.63  3   4 上諏訪中   557 中村 謙士(2)     49.43 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｺﾞﾐ ﾀｸﾐ ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ
  411 伊藤 来夢(3)   558 白井 裕介(2)

ｲﾄｳ ﾗｲﾑ ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ
  414 佐々木 健(3)   550 宮坂 智史(3)

ｻｻｷ ｹﾝ ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ
  416 小平 祐貴(3)   549 伊藤 駿(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ
 4   2 丸子中   182 西澤 昂樹(3)     50.07  4   6 ｲｲﾀﾞｼｭAC    24 三石 隼斗(1)     53.40 

ﾏﾙｺﾁｭｳ ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ
  181 坂田 涼輔(3)    25 米山 諒(1)

ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ
  180 依田 和馬    26 片桐 碧尉(1)

ﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾏ ｶﾀｷﾞﾘ ｱｵｲ
  183 田中 逸樹(3)    23 熊谷 尚紀(1)

ﾀﾅｶ ｲﾂｷ ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ
  5 中川中   7 伊那東部中    65 松崎 勇起(2)

ﾅｶｶﾞﾜﾁｭｳ 欠場 ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 失格
   67 中路 星耀(2)

ﾅｶｼ ﾞｾｲﾖｳ
   66 池田 孝司(2)

ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ
   64 坂下 裕紀(3)

ｻｶｼﾀ ﾕｳｷ
  7 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   5 望月AC

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ 欠場 ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ 欠場

中学男子

４×１００ｍＲ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 豊科北中   499 髙木 涼太(3)     45.86 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ
  495 長﨑 祐介(3)

ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ
  491 花形 駿介(3)

ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ
  496 飯島 拓海(3)

ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ
 2   6 緑ヶ丘中   543 下平 竜太(3)     46.19 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｭｳﾀ
  544 下平 和輝(3)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞｷ
  547 堀越 匡(3)

ﾎﾘｺｼ ｷｮｳ
  548 木下 博貴(2)

ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ
 3   8 大町第一中   376 宮坂 秀(3)     46.29 

ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳ ﾐﾔｻｶ ｼｭｳ
  379 中村 宗弘(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾑﾈﾋﾛ
  378 成澤 稜(3)

ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
  375 遠藤 幹也(3)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ
 4   5 伊那松川中    58 小池 貫太(2)     46.39 

ｲﾅﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ｺｲｹ ｶﾝﾀ
   56 近藤 裕哉(3)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ
   60 西永 佳樹(2)

ﾆｼﾅｶﾞ  ﾖｼｷ
   55 近藤 雅哉(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
 5   7 浅間中   371 山口 智也(3)     46.97 

ｱｻﾏﾁｭｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ
  372 松﨑 文弥(3)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
  373 須藤 謙太(2)

ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾀ
  374 梅田 隼人(2)

ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ
 6   1 岡谷東部中   132 小山 竜司(2)     47.02 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ
  128 荻原 勇吹(3)

ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ
  127 浦野 博登(3)

ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ
  133 船城 聡史(2)

ﾌﾅｷ ｻﾄｼ
 7   3 箕輪中   523 宮澤 悠斗(3)     47.19 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
  520 丸山 凌治(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ
  527 登内 健太(2)

ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ
  526 小林 佑萬(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ
  2 高森中   223 知沢 和輝(3)

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 失格
  218 光沢 佑人(3)

ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
  225 椚谷 和久(3)

ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ
  219 手塚 貴郁(3)

ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ

４×１００ｍＲ
決勝

中学男子



決勝 5月3日 11:00

長野県新             2.18
大会新(GR)           2.03

1m90 1m95
内藤 健生 一般 - - - - - - - O - O
ﾅｲﾄｳ ｹﾝｾｲ 安曇野陸協 O XXX
丸山 貴倫(1) 大学 - - - - - - XXO O O XO
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾐﾁ 諏訪東京理科大 XXX
尾畑 元佳(3) 高校 - - - - XO XXO - XXO XXX
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾄﾖｼ OIDE長姫高
松澤 和也(1) 高校 - - - - O O O XXX
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 諏訪実業高
本多 俊平 一般 - - - - O O XO XXX
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
藤澤 将人(3) 高校 - - O XXO O XXX
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 高遠高
那須野 優人(3) 高校 - - O O XXO XXX
ﾅｽﾉ ﾕｳﾄ 駒ヶ根工業高
川口 純(2) 高校 O O O XXO XXX
ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 飯田高
田中 潤(4) 大学 O O O XXX
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 松本大
本山 翔(2) 高校 - O O XXX
ﾓﾄﾔﾏ ｼｮｳ 諏訪実業高
田鹿 直起(2) 高校 O XO XXO XXX
ﾀｼｶ ﾅｵｷ 木曽青峰高
中島 亘(3) 高校 O O XXX
ﾅｶｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ 伊那北高
中村 麗央(3) 高校 XO O XXX
ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ 高遠高
篠田 匡史(3) 高校 O XXO XXX
ｼﾉﾀﾞ  ﾀﾀﾞｼ 松川高
清水 敬太(1) 高校 O XXX
ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 諏訪二葉高
児玉 陸太郎(1) 高校 XXX 記録なし
ｺﾀﾞﾏ ﾘｸﾀﾛｳ 諏訪実業高
山岸 流唯(1) 高校 XXX 記録なし
ﾔﾏｷﾞｼ ﾙｲ OIDE長姫高

決勝 5月3日  9:00

長野県新             5.30
大会新(GR)           4.90

4m00 4m10 4m20 4m30 4m40
加賀見 一輝(3) 高校 - - - - - - - - O -
ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ 諏訪二葉高 O XO O XO XXX
酒井 弘心(3) 高校 - - - - - - O - O -
ｻｶｲ ｺｳｼﾝ 高遠高 XXO O O XXO XXX
倉橋 由宇(3) 高校 - - - - - - O - O -
ｸﾗﾊｼ ﾕｳ 諏訪清陵高 XXX
池田圭吾 一般 - - - - O - XXX
ｲｹﾀﾞｹｲｺﾞ DreamAC
伊藤 拓也(1) 高校 O XO XXO XXX
ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 伊那弥生ヶ丘高
松澤 快哉(2) 高校 - O XXX
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｲﾔ 赤穂高
木村 浩樹(1) 高校 - XXX 記録なし
ｷﾑ ﾗｺｳｷ 下諏訪向陽高
竹折 優太(2) 高校 - - - - XXX 記録なし
ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ 飯田風越高

1   314

3    13

14 12   254
 1.55

15 2   344
 1.50

12 9    77
 1.55

13 4   212
 1.55

9 6   317
 1.60

11 7   540
 1.60

8 11   433
 1.65

9 5   264
 1.60

6 10   213
 1.70

7 8   200
 1.70

4 15   316
 1.78

5 13    35
 1.78

 1.90

2 16   334
 1.87

3 14    20
 1.81

1m84 1m87

1 17    48

氏  名 所属名 記録
1m60 1m65

備考
1m50 1m55 1m70 1m75 1m78 1m81

5   465

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

6 2   359
 2.80

4   159

4 3     5
 3.40

5 1    83
 3.00

2 8   209
 4.30

3 7   327
 3.80

1 9   339
 4.30

記録
3m00 3m20

備考
2m60 2m80 3m40 3m50 3m60 3m70 3m80 3m90

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月3日  9:00

長野県新             7.89
大会新(GR)           7.02

樽沢 佑弥(2) 大学   6.21   5.95   6.27   6.26   6.14   6.24    6.27 
ﾀﾙｻﾜ ﾕｳﾔ 松本大    0.0   -1.6   -0.3   -0.7   -0.9   -2.2    -0.3
田畑 勇貴(3) 一般    X   4.86   5.84   6.14    X    X    6.14 
ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 横浜国大   -1.4    0.0   +0.5    +0.5
米久保 一樹(3) 高校   5.94   5.98    /    5.98 
ﾖﾈｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ 諏訪清陵高   -0.3   -1.1    -1.1
原田 大輔(3) 高校   5.80   5.68   5.69   5.54   5.91   5.76    5.91 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 飯田風越高   -0.4   -0.8   -1.1   +0.1   -1.8   -1.4    -1.8
丸山 徹(2) 高校   5.77    X   4.54    X    X    X    5.77 
ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 辰野高   -1.0   -1.3    -1.0
中村 龍士(1) 高校   5.44   5.66   5.71    X   5.74   5.59    5.74 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 諏訪清陵高   -1.9   +0.2   -0.5   +1.9   -2.6    +1.9
山岸 琳汰(2) 高校   5.72    X    X    -    -   5.60    5.72 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾝﾀ OIDE長姫高   -0.8   -2.1    -0.8
池田圭吾 一般   5.06   5.72    X   5.49   5.43   5.59    5.72 
ｲｹﾀﾞｹｲｺﾞ DreamAC   -2.3   -0.4   -1.1   -1.5   -1.0    -0.4
樽沢 紘人(2) 高校    X    X   5.64    5.64 
ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 木曽青峰高    0.0     0.0
井口 翔太(3) 高校   5.41   5.42   5.54    5.54 
ｲｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 辰野高   -0.8   +0.4   -0.1    -0.1
三石 竜哉(2) 高校   5.17   5.43   4.04    5.43 
ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳﾔ 飯田風越高   -1.3   -0.9   -1.0    -0.9
中村  健(2) 高校   5.08   5.35   5.33    5.35 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ 塩尻志学館高    0.0   -1.7   -0.9    -1.7
唐澤 旺生(1) 高校    X   4.68   5.06    5.06 
ｶﾗｻﾜ ｱｷﾐ 伊那北高   -0.2   -1.5    -1.5
富井 慶太 一般   4.99    X    X    4.99 
ﾄﾐｲ ｹｲﾀ 松本市陸協   -1.2    -1.2
上柳 凌平(2) 高校   4.87   4.89   4.90    4.90 
ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 上伊那農業高   -2.3   -1.4   +0.1    +0.1
平沢 大地(1) 高校   4.37   4.50   4.72    4.72 
ﾋﾗｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 赤穂高   -0.4   -2.4   -1.3    -1.3
沓掛 大輔(2) 高校   4.35   4.70   4.54    4.70 
ｸﾂｶｹ ﾀﾞｲｽｹ 伊那北高   -0.9   -0.8   +0.4    -0.8
金子 司(1) 高校    X    X    X 記録なし
ｶﾈｺ ﾂｶｻ 下諏訪向陽高

17 3    73

18 2   154

15 11   276

16 5   361

13 6    78

14 8   260

11 9   463

12 4   102

9 13   538

10 10   382

7 15    14

8 12     5

5 7   383

6 14   328

3 16   330

4 17   460

1 19   262
-5-

2 18   106

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 5月3日 15:30

長野県新            16.98
大会新(GR)          15.72

成田 正崇(4) 大学    X  14.54    X    X  14.38  14.15   14.54 
ﾅﾘﾀ ﾏｻﾀｶ 至学館大    0.0   -1.7   -0.4     0.0
中島 諒(3) 高校  12.78  13.23    X    X    X    X   13.23 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 赤穂高   +1.5   +0.8    +0.8
日馬 正貴 一般    X  12.15  12.31  12.50    X    X   12.50 
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野陸協   -0.4   +1.1   +0.1    +0.1
中島 亘(3) 高校  12.20  12.20  12.46  11.69  11.84  11.71   12.46 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ 伊那北高   +1.4   -0.7   +0.9   +0.1   +0.6   -1.3    +0.9
尾畑 元佳(3) 高校  12.04  12.16  12.31    X  10.53  12.10   12.31 
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾄﾖｼ OIDE長姫高   -1.2   +0.3   +0.6   +1.8   -0.3    +0.6
山上 大輝(3) 高校  12.13  12.08  11.56  12.00  12.14  11.57   12.14 
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀﾞｲｷ 赤穂高   +0.5   -0.7   +0.3   +0.2   -0.4   -1.9    -0.4
辛山 勇太(2) 高校  11.88  12.10    X    /   12.10 
ｼﾝﾔﾏ ﾕｳﾀ 諏訪清陵高   -2.5   -1.1    -1.1
日下部 玄(3) 高校  11.25  11.39  11.04  11.51  11.47  11.31   11.51 
ｸｻｶﾍﾞ ｹﾞﾝ 伊那北高   -0.6   -0.9   -3.5   +1.4   +0.7   -2.9    +1.4
伊藤 真央(2) 高校  10.57    X  11.01   11.01 
ｲﾄｳ ﾏｵ 諏訪清陵高   -2.8   -0.6    -0.6
那須野 優人(3) 高校  10.86  10.79  10.50   10.86 
ﾅｽﾉ ﾕｳﾄ 駒ヶ根工業高   -1.8   +1.3   +0.3    -1.8
上柳 凌平(2) 高校  10.58  10.59  10.48   10.59 
ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 上伊那農業高   -0.9    0.0   -0.6     0.0

男子

三段跳

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 10   238

-5-

2 11   360

3 9    49

4 8    77

5 5    20

6 7   357

7 4   326

8 6    80

11 1   276

9 2   319

10 3   200



決勝 5月3日  9:30

長野県新            16.11
大会新(GR)          13.27

上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
中谷 俊貴(4) 大学
ﾅｶﾔ ﾄｼｷ 松本大
遠藤 邦彦 一般
ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾋｺ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
中島 公徳 一般
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

決勝 5月3日  9:30

県高校新            14.59
大会新(GR)          12.50

上條 哲矢(3) 高校
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾃﾂﾔ 木曽青峰高
林 滉介(2) 高校
ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 上伊那農業高
橋詰 幸孝(3) 高校
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｷﾀｶ 丸子修学館高
重盛 文宏(2) 高校
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 駒ヶ根工業高
金子  仁(3) 高校
ｶﾈｺ  ｼﾞﾝ 岡谷工業高
落合 恒輝(2) 高校
ｵﾁｱｲ ｺｳｷ 上伊那農業高
齋藤 進次郎(1) 高校
ｻｲﾄｳ  ｼﾝｼﾞﾛｳ 松川高
安藤 弥(2) 高校
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 坂城高
片倉 一穂(2) 高校
ｶﾀｸﾗ ｶｽﾞﾎ 上伊那農業高
小林 勇太(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 阿南高
今井 宣浩(3) 高校
ｲﾏｲ ﾉﾘﾋﾛ 丸子修学館高
小松 央(1) 高校
ｺﾏﾂ ﾋｻｼ 赤穂高
井口 翔太(3) 高校
ｲｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 辰野高
脇田 マサユキ(3) 高校
ﾜｷﾀﾞ ﾏｻﾕｷ OIDE長姫高
金子 峻也(3) 高校
ｶﾈｺ  ｼｭﾝﾔ 岡谷工業高

  X 10.16  10.16 

高校男子

11.58   X 11.29  11.58 

4 1    27
 9.76  9.61   X

  X

10.06

11.60 10.73  11.60 

3 3    28
11.05   X   X

11.67 11.62 11.83  11.83 

2 4   263
11.07 11.07   X

1 5    30
11.13 11.53   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-

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 15   536

12.10 11.49 11.90 11.49 11.57 11.60  12.10 

2 13   288
11.29 11.26 11.74   X 11.02 10.68  11.74 

3 14   173
 9.62 10.06  9.81 10.15 10.27 10.61  10.61 

4 12   198
 9.62  9.71 10.40   - 10.18 10.44  10.44 

5 11   110
 9.93  9.06  8.00  9.43  9.46  8.82   9.93 

6 6   287
 9.52  9.56  9.26  9.71  9.27  9.34   9.71 

7 7   259
 9.20  9.44  9.42  9.46  9.57   X   9.57 

8 5   236
 8.71  9.26   X  9.11  8.72  9.34   9.34 

9 8   285
 8.84  9.25  9.13   9.25 

10 10    43
 8.63  8.98  9.21   9.21 

11 9   175
 8.86  9.11  8.79   9.11 

12 1   358
 8.54  8.49  8.16   8.54 

13 4   382
 8.34  8.29   8.34 

14 3    21
  X  7.73

15 2   109
 6.78  7.33

 8.22

 6.80   7.33 

 6.64   7.73 



決勝 5月3日 10:30

長野県新            50.52
大会新(GR)          39.10

中谷 俊貴(4) 大学
ﾅｶﾔ ﾄｼｷ 松本大
上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
村松 克磨(2) 大学
ﾑﾗﾏﾂ ｶﾂﾏ 松本大
本多 俊平 一般
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
中島 公徳 一般
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

決勝 5月3日 10:30

県高校新            45.21
大会新(GR)          35.77

矢ヶ崎 奨(3) 高校
ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ 上田東高
山田 大稀(3) 高校
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 下諏訪向陽高
上條 哲矢(3) 高校
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾃﾂﾔ 木曽青峰高
今井 宣浩(3) 高校
ｲﾏｲ ﾉﾘﾋﾛ 丸子修学館高
橋爪 彼方(3) 高校
ﾊｼﾂﾞﾒ ｶﾅﾀ 赤穂高
片倉 一穂(2) 高校
ｶﾀｸﾗ ｶｽﾞﾎ 上伊那農業高
細田  歩(1) 高校
ﾎｿﾀﾞ ｱﾕﾑ 塩尻志学館高
寺澤 亮祐(2) 高校
ﾃﾗｻﾜ ﾘｮｳｽｹ 上田染谷丘高
荻原 康輔(2) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳｽｹ 北佐久農業高
脇田 マサユキ(3) 高校
ﾜｷﾀﾞ ﾏｻﾕｷ OIDE長姫高
齋藤 進次郎(1) 高校
ｻｲﾄｳ  ｼﾝｼﾞﾛｳ 松川高
所澤 慎(3) 高校
ｼｮｻﾞﾜ ｼﾝ OIDE長姫高

  O   X 24.96  24.96 

  O   O 25.83  25.83 

5 2    27
23.26   X   O

26.18   X   O  26.18 

4 1    35
  -   - 19.39

34.28   O   O  34.28 

3 3   261
26.11   O   X

  O   O   O  35.69 

2 4    30
  O 33.19   O

1 5   263
35.69   O   O

-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-

高校男子

円盤投(1.750kg)

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 12   307

  O 29.95   X   O   O 32.16  32.16 

2 7   156
  O 28.08   O   X   O 28.51  28.51 

3 10   536
  O   O 28.22   O   X   O  28.22 

4 11   175
  O   O 27.43   O   O 27.60  27.60 

5 6   354
26.98   X   X   X   X   O  26.98 

6 9   285
26.97   O   X   O   X   X  26.97 

7 5    98
  O   X 26.04 26.72   X   O  26.72 

8 3   293
  O   O 25.13   O   O   O  25.13 

9 8   513
  O 24.46   O  24.46 

10 1    21
  O 23.21   O  23.21 

11 2   259
  O   O 21.52

12 4    15
  O 19.17   X  19.17 

 21.52 



決勝 5月3日 13:30

長野県新            67.34
大会新(GR)          59.50

友田 利男 一般
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那陸協
矢ヶ崎 奨(3) 高校
ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ 上田東高
橋詰 幸孝(3) 高校
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｷﾀｶ 丸子修学館高
安藤 弥(2) 高校
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 坂城高
早川 謙哉(3) 高校
ﾊﾔｶﾜ ｹﾝﾔ 上伊那農業高
小川 健太(2) 高校
ｵｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 木曽青峰高
涌井 胤宜(2) 高校
ﾜｸｲ ｶｽﾞｷ 下伊那農業高
大内 翔平(3) 高校
ｵｵｳﾁ  ｼｮｳﾍｲ 岡谷工業高
有賀 和樹(2) 高校
ｱﾙｶﾞ ｶｽﾞｷ 上伊那農業高
古畑 翼(2) 高校
ﾌﾙﾊﾀ ﾂﾊﾞｻ 木曽青峰高
勝野裕太 一般
ｶﾂﾉﾕｳﾀ DreamAC
林 滉介(2) 高校
ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 上伊那農業高
福島 健一 一般
ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
宮澤 研人(1) 高校
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 伊那北高
所澤 慎(3) 高校
ｼｮｻﾞﾜ ｼﾝ OIDE長姫高
長﨑 大悟(1) 高校
ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 丸子修学館高
大井 友尋(2) 高校
ｵｵｲ ﾄﾓﾋﾛ 北佐久農業高
福與 雅聡(3) 高校
ﾌｸﾖ ﾏｻｱｷ 伊那北高
菅沼 遼平(2) 高校
ｽｶﾞﾇﾏ ﾘｮｳﾍｲ OIDE長姫高
若林 隆大(1) 高校
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀﾞｲ 上田染谷丘高
宮下 亮(3) 高校 欠場
ﾐﾔｼﾀ ﾘｮｳ 飯田高
丸山 徹(2) 高校 欠場
ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 辰野高
清水 拓也 一般 欠場
ｼﾐｽ ﾞﾀｸﾔ TOKAI AC
住吉 隼斗(2) 高校 欠場
ｽﾐﾖｼ  ﾊﾔﾄ 松川高
岡田 英希(3) 高校 欠場
ｵｶﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ 松川高

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 24   153

  O   O 51.56   O 55.39   X  55.39 

2 25   307
51.52   O   O   O 54.53   O  54.53 

3 23   173
  X   O 48.82   O   O   O  48.82 

4 10   236
  O   O 44.18 44.20   O   O  44.20 

5 17   278
  O 43.69   O  43.69 

6 21   535
  X 43.04   O   O   O 43.46  43.46 

7 19   149
  O   O 41.61   O   O   O  41.61 

8 12   113
  O   O 40.96 41.15   O   O  41.15 

9 13   286
  O   O 40.84  40.84 

10 8   534
  O 39.55   O  39.55 

11 5     3
  O   O 39.10  39.10 

12 15   288
38.96   X   O  38.96 

13 18    34
  X 38.92   X  38.92 

14 3    72
  O   O 38.75  38.75 

15 11    15
  O 37.52   X  37.52 

16 6   177
36.78   X   O  36.78 

17 9   516
  O 35.06   O  35.06 

18 14    81
  -   - 34.03  34.03 

19 4    17
  X   X 33.60  33.60 

20 2   294
30.13   O   O  30.13 

1   428

7   383

16    22

20   255

22   250



決勝 5月3日  9:00

県中学新             1.97
大会新(GR)           1.81

1m80 1m83 1m85
赤羽 達也(3) 中学 - - - O O O O O XO O 大会新
ｱｶﾊﾈ ﾀﾂﾔ 辰野中 O XXO XXX
松田 敦樹(3) 中学 - - - O O O O XO XXX
ﾏﾂﾀﾞ ｱﾂｷ 仁科台中
宮坂 駿吾(3) 中学 - - - O XO O O XXX
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部中
加藤 勝斗(3) 中学 - - O O XO XO XXX
ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 飯田高陵中
棚田 駿太(3) 中学 O O O O XXX
ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 飯田高陵中
花井 有輝(3) 中学 - XO XO XXO XXX
ﾊﾅｲ ﾕｳｷ 高森中
有賀 恵哉(2) 中学 O O O XXX
ｱﾙｶﾞ ｹｲﾔ 箕輪中
井原 彪(2) 中学 O XO O XXX
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高陵中
松崎 勇起(2) 中学 O O XO XXX
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 伊那東部中
小林 凌(2) 中学 O O XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 富士見中
唐澤  丈(2) 中学 O XXO XXX
ｶﾗｻﾜ ｼﾞｮｳ 春富中
畠山 大生(2) 中学 XXX 記録なし
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲｾｲ 宮田中
中路 星耀(2) 中学 XXX 記録なし
ﾅｶｼ ﾞｾｲﾖｳ 伊那東部中

決勝 5月3日  9:00

県中学新             4.50
大会新(GR)           3.90

伊藤 大起(3) 中学
ｲﾄｳ ﾀｲｷ 永明中
前田 貴滉(3) 中学 記録なし
ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 春富中

中学男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録3m50 3m60 備考3m20 3m40 3m70
1 2    87

- O O XO XXX  3.60

3   242
- - XXX

2   193

5    67

10 9   473
 1.40

11 6   245
 1.40

8 4   439
 1.45

9 3    65
 1.45

6 10   215
 1.50

7 8   531
 1.45

4 13   441
 1.60

5 7   447
 1.50

2 14   310
 1.68

3 11   130
 1.65

1 16   393
 1.83

記録
1m45 1m50

備考
1m30 1m40 1m55 1m60 1m65 1m68 1m71 1m75

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月3日 12:00

県中学新             7.04
大会新(GR)           6.43

小山 竜司(2) 中学    X   6.08   6.04   5.71    X   6.10    6.10 
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 岡谷東部中   -0.5   +3.0   +1.5   +2.5    +2.5
椚谷 和久(3) 中学   5.94    X    X    X    X   6.07    6.07 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ 高森中   +0.6   +2.3    +2.3
浦野 博登(3) 中学   5.78   5.76   6.05   5.90   6.03    X    6.05 
ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ 岡谷東部中   +0.6   -0.5   +3.0   +2.0   +3.9    +3.0
有賀 正和(3) 中学    X    X   5.75    X   5.22    X    5.75 
ｱﾙｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ 箕輪中   +3.0   +1.5    +3.0
馬場 将之介(3) 中学   5.69   5.73   5.74   5.24   5.52   5.58    5.74 
ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾉｽｹ 富士見中   +0.6   -0.5   +1.4   +2.0   +0.1   +1.8    +1.4
梅田 隼人(2) 中学   5.61   5.63    -   5.31    X   5.64    5.64 
ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ 浅間中   +1.1   -0.5   +1.4   +1.7    +1.7
神田 優人(3) 中学   5.42   5.46   5.19    -    -    -    5.46 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 望月AC   +0.6   -0.5   +1.4    -0.5
松本 光平(3) 中学   5.15   5.14   5.44    X    X   5.13    5.44 
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 飯田高陵中   +1.1   -0.5   +4.0   +2.5    +4.0
丹羽 南樹(3) 中学   5.21    X   5.38    5.38 
ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +0.6   +1.4    +1.4
堀越 匡(3) 中学   5.35    X    -    5.35 
ﾎﾘｺｼ ｷｮｳ 緑ヶ丘中   +0.6    +0.6
小平 祐貴(3) 中学    X   5.28   5.34    5.34 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 長峰中   +0.7   +4.0    +4.0
須藤 要(3) 中学   4.91   5.07   5.23    5.23 
ｽﾄﾞｳ ｶﾅﾒ 富士見中   +0.6   -0.5   +3.0    +3.0
手塚 貴郁(3) 中学   3.91   5.22    X    5.22 
ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ 高森中   -0.6   -0.2    -0.2
小町谷 祥司(1) 中学   5.05   5.12   5.16    5.16 
ｺﾏﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ 伊那AC   +0.3   +2.9   +2.4    +2.4
中村 亮介(3) 中学   5.09   4.86    X    5.09 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 南箕輪中   +1.1   -0.5    +1.1
竹入 聡一郎(3) 中学   4.84   4.89   5.01    5.01 
ﾀｹｲﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ 辰野中   +0.1   +0.7   +4.0    +4.0
市岡 朋弥(3) 中学    X   5.01   4.85    5.01 
ｲﾁｵｶ ﾄﾓﾔ 飯田高陵中   -0.2    0.0    -0.2
井口 晃輔(2) 中学   4.91   4.95   4.91    4.95 
ｲｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 下諏訪中   +0.6   -0.2   +0.6    -0.2
神田 来夢(1) 中学    X   4.91    X    4.91 
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 望月中   -0.2    -0.2
山口 智也(3) 中学   4.90    X    /    4.90 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 浅間中   +1.1    +1.1
大澤 達(3) 中学   4.87    O    O    4.87 
ｵｵｻﾜ ﾄｵﾙ 望月AC   -1.6    -1.6
新海 伊織(3) 中学   4.87    X    O    4.87 
ｼﾝｶｲｲｵﾘ 諏訪南中   +1.1    +1.1
原 拓実 中学   4.87    O    /    4.87 
ﾊﾗ ﾀｸﾐ 福島中   +1.1    +1.1
山崎 翔太(2) 中学   4.61    O   4.84    4.84 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 箕輪中   +1.6   +0.4    +0.4
酒井 千尋(2) 中学    X   4.60    O    4.60 
ｻｶｲ ﾁﾋﾛ 春富中   +0.7    +0.7
熊谷 尚紀(1) 中学   4.58    O    X    4.58 
ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ ｲｲﾀﾞｼｭAC   +0.9    +0.9
西永 佳樹(2) 中学    X   4.54    X    4.54 
ﾆｼﾅｶﾞ  ﾖｼｷ 伊那松川中   +2.9    +2.9
三石 隼斗(1) 中学   4.41    O    O    4.41 
ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ ｲｲﾀﾞｼｭAC   +2.3    +2.3
家苗 薫(2) 中学   4.41    X    O    4.41 
ｶﾅｴ ｶｵﾙ 伊那松川中   +1.1    +1.1
小林 隼(2) 中学   4.35    X    O    4.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 塩尻広陵中   -1.4    -1.4
見並 龍佑(2) 中学   4.33    O    -    4.33 
ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ 赤穂中   +1.9    +1.9
高山 聖人(3) 中学   4.28    O    O    4.28 
ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾄ 塩尻広陵中    0.0     0.0
竹村 郁輝(2) 中学   4.17    O    X    4.17 
ﾀｹﾑﾗ ﾌﾐｷ 駒ヶ根東中   +0.9    +0.9
酒井 亜嵐(2) 中学   3.88    O    O    3.88 
ｻｶｲ ｱﾗﾝ 南箕輪中   -1.1    -1.1
丸山 嗣温(2) 中学   3.75    O    X    3.75 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｵﾝ 豊科北中   +3.0    +3.0
北嶋 竣(2) 中学   3.48    X    O    3.48 
ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ 豊科北中   +0.4    +0.4
山浦 渓斗(1) 中学    X    X    X 記録なし
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 望月中
中村 玲於奈(2) 中学    X    X    X 記録なし
ﾅｶﾑﾗ ﾚｵﾅ 辰野中

中学男子

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 36   132

-5-

2 41   225

3 34   127

4 31   532

5 40   479

6 32   374

7 38   501

8 30   446

9 39   168

10 35   547

11 25   416

12 37   475

13 19   219

14 14    50

15 29   423

16 23   394

17 18   444

18 20   161

19 15   508

20 27   371

21 22   502

21 26   337

21 28   482

24 8   524

25 24   240

26 16    23

27 11    60

28 4    24

28 9    53

30 17    91

31 3   366

32 13    90

33 5   205

34 10   422

35 2   492

36 6   498

7   505

21   396



決勝 5月3日  9:30

県中学新            13.25
大会新(JR)          11.84

田中 逸樹(3) 中学
ﾀﾅｶ ｲﾂｷ 丸子中
横井 岳人(3) 中学
ﾖｺｲ ﾀｹﾋﾄ 飯田高陵中
吉澤 翼(3) 中学
ﾖｼｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 佐久東中
近藤 大地(2) 中学
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 富士見中
井原 彪(2) 中学
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高陵中
神津 悠輔(2) 中学
ｺｳﾂﾞ ﾕｳｽｹ 佐久東中
小坂 正海 中学
ｺｻｶ ｾｲｶｲ 福島中
渡辺 大晴(3) 中学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 高森中
平岩 圭介(3) 中学
ﾋﾗｲﾜ ｹｲｽｹ 飯田高陵中
奥田 健太(2) 中学
ｵｸﾀﾞ ｹﾝﾀ 宮田中
佐々木 健(3) 中学
ｻｻｷ ｹﾝ 長峰中
小林 隼也(3) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ  ｼﾞｭﾝﾔ 中川中
小林 健太郎(2) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ  ｹﾝﾀﾛｳ 中川中
笠川 京(1) 中学
ｶｻｶﾞﾜ  ｹｲ 駒ｹ根AC
井出 篤志(2) 中学
ｲﾃﾞ ｱﾂｼ 佐久東中

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 15   183

 8.59  8.73  8.60  9.34  9.06  9.11   9.34 

2 12   440
 7.87   X  7.57   X  7.44  7.96   7.96 

3 16   229
 7.59   X  7.81  7.67  7.67  7.72   7.81 

4 9   468
 6.20  7.47  7.29  7.15  7.55  7.26   7.55 

5 10   439
 7.25  6.68  6.64  6.73  7.04  7.09   7.25 

6 3   230
 6.88   X  6.75  7.06  6.89  7.11   7.11 

7 2   483
 6.52  6.78  6.21  7.07  6.85  6.79   7.07 

8 7   224
 6.75  6.74  6.10  5.60  6.49  5.88   6.75 

9 6   449
 6.56   X  5.91   6.56 

10 5   187
 5.94  5.88  6.32   6.32 

11 4   414
 6.26  5.94  6.27   6.27 

12 11   405
 6.19  6.04  6.10   6.19 

13 14   404
 5.94  5.58  5.79   5.94 

14 8   194
 4.80  5.16  4.75

15 1   227
 4.64  4.55  4.76   4.76 

  5.16 
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