
主催：茅野市陸上競技協会                                                        
共催：茅野市、茅野市教育委員会、(特)茅野市体育協会                              
主管：茅野市陸上競技協会                                                        

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】203100  茅野市陸上競技場

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
10/26 男子 駒村 牧(1) 6.33(+2.0)

走幅跳 一般･松本歯科大
10/26 駒村 牧(1) 12.80(-0.4)

三段跳 一般･松本歯科大
10/26 上原 隆伸 11.17 宮澤 憲二 8.74

砲丸投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
10/26 上原 隆伸 32.26 宮澤 憲二 24.03 上條 健 18.89

円盤投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
10/26 上原 隆伸 43.06 上條 健 23.63 宮澤 憲二 21.42 本多 俊平 19.24

ﾊﾝﾏｰ投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
10/26 中学男子    井原 彪(2) 1.60 松崎 勇起(2) 1.50 田中 一嘉(2) 1.30 土屋 洸太(2) 1.30 朝倉 世蘭(1) 1.30 山口 凌平(2) 1.30 宮坂 一冴(2) 1.20

走高跳 中学生･飯田高陵中 中学生･伊那東部中 中学生･高社中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･飯田高陵中 中学生･茅野北部中
10/26 鎌倉 慎太郎(1) 2.40 小池 嶺(1) 2.30 眞道 大志(1) 2.00

棒高跳 中学生･原中 中学生･原中 中学生･原中
10/26 神田 優人(3) 6.05(+2.1) 土屋 巧(3) 5.82(+1.2) 伊藤 司能(2) 5.78(+3.1) 山口 凌平(2) 5.04(+1.4) 三井 雄汰郎(3)5.00(+1.7) 山浦 渓斗(1) 4.85(+2.7) 上野 樹(3) 4.82(0.0) 井原 彪(2) 4.73(+0.2)

走幅跳 中学生･望月AC 中学生･望月AC 中学生･望月AC 中学生･飯田高陵中 中学生･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 中学生･望月AC 中学生･望月AC 中学生･飯田高陵中
10/26 登内 啓一郎(2) 8.71 幸野 藍斗(2) 8.48 井原 彪(2) 7.59 神田 優人(3) 7.50 藤井 隆聖(1) 7.03 林 浩太朗(2) 6.73 土屋 巧(3) 6.65 大倉 拓也(2) 6.59

砲丸投 中学生･伊那東部中 中学生･王滝中 中学生･飯田高陵中 中学生･望月AC 中学生･飯田高陵中 中学生･王滝中 中学生･望月AC 中学生･王滝中
10/26 小学男子    藤森 風河(6) 4.00(+1.1) 宮坂 仁士(4) 3.62(+0.1) 窪田 翔真(3) 3.26(+2.8)

走幅跳 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･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
10/26 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少       58.3 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ(A)      59.5 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ(B)    1,06.6 

4x100m 西野 瑛修(4) 宮坂 仁士(4) 窪田 翔真(3)
飯島 悠斗(5) 藤森 風河(6) 漆戸 柊哉(3)
山田 海斗(5) 宮澤 喬佑(5) 松崎 恭一朗(4)
関 雄飛(6) 笠原 誠矢(6) 田村 蓮(4)



決勝 10月26日 11:00

丸山 貴倫(1) 一般 欠場
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾐﾁ 諏訪東京理科大

決勝 10月26日 10:45

小山 吉明 一般 記録なし
ｺﾔﾏ ﾖｼｱｷ 須坂陸協

決勝 10月26日 12:50

駒村 牧(1) 一般   4.59    X   6.33    6.33 
ｺﾏﾑﾗ ﾏｷ 松本歯科大   +0.5   +2.0    +2.0
日馬 正貴 一般 欠場
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野陸協

決勝 10月26日 13:30

駒村 牧(1) 一般    X  12.74  12.80   12.80 
ｺﾏﾑﾗ ﾏｷ 松本歯科大   +0.7   -0.4    -0.4
日馬 正貴 一般 欠場
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野陸協
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決勝 10月26日  9:50

上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
宮澤 憲二 一般
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
中嶋 友也 一般 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

決勝 10月26日 12:00

上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
宮澤 憲二 一般
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
上條 健 一般
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
中嶋 友也 一般 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

決勝 10月26日 13:00

上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
上條 健 一般
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
宮澤 憲二 一般
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
本多 俊平 一般
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
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決勝 10月26日 11:00

井原 彪(2) 中学生
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高陵中
松崎 勇起(2) 中学生
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 伊那東部中
田中 一嘉(2) 中学生
ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾖｼ 高社中
土屋 洸太(2) 中学生
ﾂﾁﾔ ｺｳﾀ 飯田高陵中
朝倉 世蘭(1) 中学生
ｱｻｸﾗ ｾﾗﾝ 飯田高陵中
山口 凌平(2) 中学生
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 飯田高陵中
宮坂 一冴(2) 中学生
ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ 茅野北部中
田口 時生(1) 中学生 記録なし
ﾀｸﾞﾁ ﾄｷｵ 飯田高陵中
武田 福太郎(2) 中学生 記録なし
ﾀｹﾀﾞ ﾌｸﾀﾛｳ 高社中
櫻井 駿一(1) 中学生 欠場
ｻｸﾗｲ ｼｭﾝｲﾁ 飯田高陵中
三井 雄汰郎(3) 中学生 欠場
ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

決勝 10月26日 10:45

鎌倉 慎太郎(1) 中学生
ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 原中
小池 嶺(1) 中学生
ｺｲｹ ﾘｮｳ 原中
眞道 大志(1) 中学生
ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ 原中
永井 裕貴(2) 中学生 欠場
ﾅｶﾞｲ ﾕｳｷ 常盤中
織原 蓮(2) 中学生 欠場
ｵﾘﾊﾗ ﾚﾝ 常盤中
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決勝 10月26日 12:50

神田 優人(3) 中学生   5.76   5.91   6.05    6.05 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 望月AC   +2.1   +0.6   +2.1    +2.1
土屋 巧(3) 中学生    X   5.82   5.52    5.82 
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 望月AC   +1.2   +1.1    +1.2
伊藤 司能(2) 中学生   5.58   5.78   5.75    5.78 
ｲﾄｳ ｼﾉ 望月AC    0.0   +3.1   +0.9    +3.1
山口 凌平(2) 中学生   3.19   4.96   5.04    5.04 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 飯田高陵中   -1.2   +1.7   +1.4    +1.4
三井 雄汰郎(3) 中学生   4.11   4.98   5.00    5.00 
ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +3.6   -0.2   +1.7    +1.7
山浦 渓斗(1) 中学生   4.73   4.85   4.82    4.85 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 望月AC   +1.1   +2.7   +2.5    +2.7
上野 樹(3) 中学生    X   4.78   4.82    4.82 
ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 望月AC   +1.2    0.0     0.0
井原 彪(2) 中学生   4.73   4.73    X    4.73 
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高陵中   +0.2   +2.8    +0.2
小松 翔(1) 中学生   4.67   4.70   4.49    4.70 
ｺﾏﾂ ｶｹﾙ 茅野北部中   +1.2   +0.1   +2.4    +0.1
北原 昂希(2) 中学生   4.63    X   4.51    4.63 
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 飯田高陵中   +2.4   +1.1    +2.4
中村 郁弥(2) 中学生   4.62    X   4.59    4.62 
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 望月AC   -0.1   -1.5    -0.1
古瀬 友暉(1) 中学生   4.33   4.37   4.48    4.48 
ﾌﾙｾ ﾕｳｷ 飯田高陵中   +2.8   +2.2   +1.9    +1.9
長瀬 和真(1) 中学生    X   4.07   4.29    4.29 
ﾅｶﾞｾ ｶｽﾞﾏ 飯田高陵中   +2.6   +0.6    +0.6
宮坂 空(1) 中学生   3.25   4.20    X    4.20 
ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 茅野北部中   +1.2   +2.4    +2.4
井原 晟斗(1) 中学生   3.97   3.84   3.80    3.97 
ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 飯田高陵中   +1.8   +2.1   +1.5    +1.8
小口 功紀(1) 中学生   3.72   3.66   3.88    3.88 
ｵｸﾞﾁ ｺｳｷ 岡谷東部   +0.6   +1.5   +1.2    +1.2
渡辺 慎(1) 中学生   3.62   3.51   3.87    3.87 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 岡谷東部   +0.9   +2.4   +1.4    +1.4
矢沢 佑馬(1) 中学生   3.61   3.68   3.64    3.68 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 岡谷東部   +0.9   +2.2   +0.6    +2.2
小口 巧(1) 中学生    X    X   3.27    3.27 
ｵｸﾞﾁ ﾀｸ 茅野北部中   +2.5    +2.5
高橋 唯(1) 中学生   2.83   2.58   3.01    3.01 
ﾀｶﾊｼ ﾕｲ 茅野北部中   +1.1   -0.5   +1.2    +1.2
片桐 歩稀(2) 中学生    X    X    X 記録なし
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ 望月AC
常田 紀幸(2) 中学生    X    X    X 記録なし
ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 望月AC
大澤 達(3) 中学生    X    X    X 記録なし
ｵｵｻﾜ ﾄｵﾙ 望月AC
神田 来夢(1) 中学生    X    X    X 記録なし
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 望月AC
石山 征雅(1) 中学生 欠場
ｲｼﾔﾏ ｾｲｶﾞ 茅野北部中
清水 俊弥(2) 中学生 欠場
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾔ 飯田高陵中
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決勝 10月26日  9:50

登内 啓一郎(2) 中学生
ﾄﾉｳﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ 伊那東部中
幸野 藍斗(2) 中学生
ｺｳﾉ ｱｲﾄ 王滝中
井原 彪(2) 中学生
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高陵中
神田 優人(3) 中学生
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 望月AC
藤井 隆聖(1) 中学生
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田高陵中
林 浩太朗(2) 中学生
ﾊﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ 王滝中
土屋 巧(3) 中学生
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 望月AC
大倉 拓也(2) 中学生
ｵｵｸﾗ ﾀｸﾔ 王滝中
岩崎 元太(2) 中学生
ｲﾜｻｷ ｹﾞﾝﾀ 飯田高陵中
中村 郁弥(2) 中学生
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 望月AC
宮坂 岳志(1) 中学生
ﾐﾔｻｶ ﾀｹｼ 茅野北部中
大澤 達(3) 中学生
ｵｵｻﾜ ﾄｵﾙ 望月AC
伊藤 司能(2) 中学生
ｲﾄｳ ｼﾉ 望月AC
下村 亮也(1) 中学生
ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳﾔ 王滝中
小林 慶太(2) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 高社中
常田 紀幸(2) 中学生
ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 望月AC
上野 樹(3) 中学生
ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 望月AC
末元 昂成(1) 中学生
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 飯田高陵中
片桐 歩稀(2) 中学生
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ 望月AC
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  4.54 

19 1    94
 4.42  4.36  4.25

17 8    85
 5.18  5.25  5.54

  5.88 

16 4    86
 5.46  5.49  5.64   5.64 

15 13    58
 5.47  5.88  5.75

  6.04 

14 3  5267
 5.76  5.60  5.91   5.91 

13 5    83
 5.92  6.02  6.04

  6.19 

12 14    90
 5.36  6.07  5.73   6.07 

11 6    27
 6.19  5.82  5.14

  6.56 

10 9    91
 6.17  5.98  6.42   6.42 

9 10  5041
 6.56  6.06  6.17

  6.65 

8 16  5270
 6.57  6.59  6.44   6.59 

7 7    93
 6.65  6.52  6.49

  7.03 

6 11  5271
 6.54  6.52  6.73   6.73 

5 12    80
 6.93  6.89  7.03

  7.59 

4 15    87
 7.50  6.30  7.33   7.50 

3 18  4059
 7.59  7.51   -

  8.71 

2 17  5269
 8.15  7.95  8.48

1 19  5274
 8.52  8.71  8.51

  8.48 

-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-



決勝 10月26日 12:25

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 駒ｹ根市ｽﾎﾟ少    50 西野 瑛修(4)      58.3 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳ ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ
   51 飯島 悠斗(5)

ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾄ
   48 山田 海斗(5)

ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ
   46 関 雄飛(6)

ｾｷ ﾕｳﾋ
 2   3 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ(A)    10 宮坂 仁士(4)      59.5 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽA ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ
   23 藤森 風河(6)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾌｳｶﾞ
   12 宮澤 喬佑(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ
    9 笠原 誠矢(6)

ｶｻﾊﾗｾｲﾔ
 3   5 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ(B)    13 窪田 翔真(3)    1,06.6 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽB ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ
   17 漆戸 柊哉(3)

ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ
   18 松崎 恭一朗(4)

ﾏﾂｻﾞｷ ｷｮｳｲﾁﾛｳ
   20 田村 蓮(4)

ﾀﾑﾗ ﾚﾝ

決勝 10月26日 10:00

藤森 風河(6) 小学生   3.84   4.00    X    4.00 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾌｳｶﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +0.3   +1.1    +1.1
宮坂 仁士(4) 小学生   3.43   3.62   3.47    3.62 
ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +2.8   +0.1   +1.8    +0.1
窪田 翔真(3) 小学生   3.26    X   2.93    3.26 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +2.8   +1.2    +2.8
金川 健登 小学生 欠場
ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝﾄ 茅野陸上ｸﾗﾌﾞ
野沢 佑太(5) 小学生 欠場
ﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 長野市陸上教室

所属名 -1- 備考

2    40

1 4    23
-5-

2 3    10

-6- 記録-2- -3- -4-順位

小学男子      

4x100m              

決勝

5    76

3 1    13

小学男子      

走幅跳              

決勝

試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名
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