
第54回上伊那陸上競技選手権大会                                                  
　　主催：(一財)長野陸上競技協会・上伊那陸上競技協会・伊那市体育協会陸上部      
　　期日：2014年8月17日（日）                                                   

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】202030  伊那市総合運動場陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
08/17 男子  -3.4丸岡 精二 11.65 山崎 久樹(2) 11.77 戸田 和輝(2) 11.77 宮澤 崇(1) 11.93 日野 和真(3) 11.97 木下 悠也(2) 12.12 浦野 亜嵐(2) 12.31

１００ｍ 一般･駒ケ根AC 高校･上伊那農高 高校･伊那北高 高校･上伊那農高 高校･辰野高 高校･赤穂高 高校･赤穂高
08/17 小川 明喜男(1) 23.60 竹内 基裕(3) 23.98 宮澤 悠斗(1) 24.13 登内 大地(3) 24.19 原 大智(2) 24.57 中嶋 憲一 24.65 松下 秀喜 25.23 池上 優斗(1) 25.82

２００ｍ 高校･伊那北高 高校･上伊那農高 高校･辰野高 高校･上伊那農高 高校･辰野高 一般･駒ヶ根市陸協 一般･EASTERS AC 高校･高遠高
08/17 春日 明日実(2) 51.12 馬場 信介(3) 52.45 浦野 亜嵐(2) 53.36 平沢 大地(2) 53.84 蟹澤 恭吾(2) 54.53 唐澤 直人(3) 55.97 山崎 久樹(2) 56.62

４００ｍ 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･上伊那農高 高校･赤穂高 高校･赤穂高 一般･上伊那陸協 中学･赤穂中 高校･上伊那農高
08/17 北原 崇志 4,13.36 那須野 亨(2) 4,13.77 髙坂 雄也(2) 4,24.97 下井 颯太(1) 4,29.48 安藤 純也(2) 4,32.41 矢澤 雄太(2) 4,33.02 石倉 大輔(1) 4,33.81 吉田 優希(1) 4,39.32

１５００ｍ 一般･上伊那陸協 高校･伊那北高 高校･赤穂高 高校･赤穂高 高校･伊那北高 高校･伊那北高 高校･伊那北高 一般･松本大
08/17 原 広野(4) 15,18.24 久保田 隼 15,58.45 北原 崇志 16,10.93 那須野 亨(2) 16,11.45 唐木 正敏 16,19.89 石倉 大輔(1) 16,48.07 樋口 正晃 16,49.99 木村 和也 16,56.17

５０００ｍ 一般･東京学芸大 一般･上伊那郡陸恊 一般･上伊那陸協 高校･伊那北高 一般･上伊那郡陸恊 高校･伊那北高 一般･上伊那郡陸恊 一般･ﾄｰﾊﾂ
08/17  -0.9唐澤 翔馬(2) 17.93 丸山 凌治(1) 18.15 藤原 渓太(1) 20.37

110mH(1.067m) 高校･上伊那農高 高校･伊那北高 高校･上伊那農高
08/17 赤羽 達也(1) 1.70 宮島 大介(1) 1.70 唐木 大河(1) 1.50

走高跳 高校･伊那北高 高校･赤穂高 高校･赤穂高
08/17 伊藤 拓也(2) 3.80 福島 凛(2) 2.40

棒高跳 高校･伊那弥生ヶ丘高 中学･箕輪中
08/17 唐澤 旺生(2) 5.78(+2.7) 山﨑 拓(1) 5.76(+2.7) 竹入 聡一郎(1)5.72(+3.3) 上柳 凌平(3) 5.59(+2.3) 石倉 知輝(2) 5.37(+3.5) 白鳥 照人(1) 5.01(+3.2)

走幅跳 高校･伊那北高 高校･伊那北高 高校･伊那北高 高校･上伊那農高 高校･赤穂高 高校･赤穂高
08/17 赤羽 達也(1)12.23(+3.4) 上柳 凌平(3)11.46(+2.3) 唐澤 旺生(2)11.07(+2.5)

三段跳 高校･伊那北高 高校･上伊那農高 高校･伊那北高
08/17 唐澤　良二 6.35

砲丸投 一般･上伊那教員ｸﾗﾌﾞ
08/17 小松 央(2) 12.09 前澤 凌(2) 8.56 奥田 崚介(2) 6.78

砲丸投 高校･赤穂高 GR 高校･高遠高 高校･赤穂高
08/17 林 滉介(3) 38.34 片倉 一穂(3) 37.82 小松 央(2) 31.50 落合 恒輝(3) 28.93

円盤投 高校･上伊那農高 GT 高校･上伊那農高 GR 高校･赤穂高 高校･上伊那農高
08/17 宮澤 研人(2) 52.29 三村 瑞樹(4) 46.53 有賀 和樹(3) 43.89 福島 健一 40.21 原 広野(4) 35.74 奥田 崚介(2) 23.70

やり投 高校･伊那北高 一般･東京学芸大 高校･上伊那農高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 一般･東京学芸大 高校･赤穂高
08/17 伊那北高       44.72 上伊那農高(A)      45.15 上伊那農高(B)      45.64 伊那弥生ヶ丘高      46.98 上伊那農高(C)      48.34

４×１００ｍＲ 宮澤 研人(2) 藤原 渓太(1) 上柳 凌平(3) 有賀 正和(1) 有賀 和樹(3)
戸田 和輝(2) 山崎 久樹(2) 馬場 信介(3) 春日 明日実(2) 片倉 一穂(3)
小川 明喜男(1) 唐澤 翔馬(2) 登内 大地(3) 葉桐 文哉(1) 菊地 康亮(2)
丸山 凌治(1) 宮澤 崇(1) 竹内 基裕(3) 伊藤 拓也(2) 林 滉介(3)

08/17 中学男子  -2.1登内 健太(3) 11.95 牛山 陽太(3) 12.01 瀨戸 涼太(3) 12.09 宮坂 秀星(3) 12.27 福澤 亮汰(2) 12.43 中平 明辰(2) 13.03 林 泰希(1) 13.04 酒井 龍介(1) 13.25
１００ｍ 中学･箕輪中 中学･辰野中 中学･辰野中 中学･箕輪中 中学･駒ヶ根東中 中学･赤穂中 中学･辰野中 中学･伊那東部中

08/17  -1.0牛山 陽太(3) 23.82 登内 健太(3) 24.00 曽根原 賢(3) 24.20 小池 直樹(3) 24.62 小池 潤優(2) 24.89 福澤 亮汰(2) 25.22 林 泰希(1) 25.76 伊藤 陸(2) 25.78
２００ｍ 中学･辰野中 中学･箕輪中 中学･赤穂中 中学･駒ヶ根東中 中学･辰野中 中学･駒ヶ根東中 中学･辰野中 中学･伊那東部中

08/17 滝澤 拓輝(3) 9,41.30 白川 大地(2) 9,41.83 中谷 楓(1) 10,15.81 宮脇 祐歩(1) 10,15.81 伊藤 士恩(2) 10,20.07 井ノ口 天優(1) 10,29.44 南郷 隼翔(2) 10,45.40 荒井 優佑(3) 10,47.94
３０００ｍ 中学･駒ヶ根東中 中学･駒ヶ根東中 中学･箕輪中 中学･駒ヶ根東中 中学･駒ヶ根東中 中学･駒ヶ根東中 中学･箕輪中 中学･辰野中

08/17  -2.5宮坂 秀星(3) 17.18 春宮 省汰(2) 18.72 酒井 和馬(2) 20.61 宮下 琉(2) 24.22
110mH(0,914m) 中学･箕輪中 中学･辰野中 中学･赤穂中 中学･宮田中

08/17 矢島 竜成(2) 1.60 中路 星耀(3) 1.60 松下 莉玖(2) 1.50 有賀 恵哉(3) 1.45 赤羽 健一(1) 1.40 有賀 友哉(2) 1.40
走高跳 中学･箕輪中 中学･伊那東部中 中学･宮田中 中学･箕輪中 中学･辰野中 中学･南箕輪中

08/17 見並 龍佑(3) 5.50(+2.8) 矢島 竜成(2) 5.37(+3.7) 小松 航大(1) 4.57(+1.7) 宮下 琉(2) 4.51(+2.4) 毛利 水紀(2) 4.31(+2.1) 春日 雄大郎(1)4.13(+3.4) 宮下 龍之介(1)4.08(+2.5) 矢澤 海斗(2) 3.99(+2.1)
走幅跳 中学･赤穂中 中学･箕輪中 中学･伊那東部中 中学･宮田中 中学･箕輪中 中学･伊那東部中 中学･宮田中 中学･箕輪中

08/17 カルロス アウグ 9.90 松田 直也(2) 9.01 小池 功一郎(2) 8.37 松下 士恩(1) 6.69 北澤 佑玖(1) 6.43 大澤 昂祈(1) 5.59
砲丸投 中学･箕輪中 中学･箕輪中 中学･伊那中 中学･中川中 中学･宮田中 中学･伊那中

08/17 箕輪中(A)       46.66 辰野中(A)       47.05 箕輪中(B)       50.42 伊那東部中       51.17 赤穂中       51.24 辰野中(B)       51.44 宮田中       53.53 伊那中(A)       55.32
４×１００ｍＲ 宮坂 秀星(3) 荒木 琉聖(3) 松田 直也(2) 小松 航大(1) 中平 明辰(2) 瀨戸 俊成(2) 宮下 琉(2) 齋藤 昌希(2)

登内 健太(3) 牛山 陽太(3) 矢島 竜成(2) 酒井 龍介(1) 酒井 和馬(2) 林 泰希(1) 五十嵐 蓮(1) 織井 昭汰(2)
有賀 恵哉(3) 小池 潤優(2) 福島 凛(2) 倉田 優希(2) 小平 温大(1) 赤羽 健一(1) 松下 莉玖(2) 大澤 昂祈(1)
山崎 翔太(3) 瀨戸 涼太(3) 登内 和也(1) 伊藤 陸(2) 関 雄飛(1) 山内 一輝(2) 北原 雅大(2) 小池 功一郎(2)



予選 8月17日 10:55
決勝 8月17日 13:25

県新(KR)            10.15
大会新(GR)          11.00

[ 1組] 風速 -0.9 [ 2組] 風速 -1.7

 1 戸田 和輝(2) 高校     11.66 q  1 山崎 久樹(2) 高校     11.66 q
ﾄﾀﾞ ｶｽﾞｷ 伊那北高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ 上伊那農高

 2 日野 和真(3) 高校     11.83 q  2 宮澤 研人(2) 高校     12.00 q
ﾋﾉ ｶｽﾞﾏ 辰野高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 伊那北高

 3 宮澤 崇(1) 高校     11.84 q  3 浦野 亜嵐(2) 高校     12.03 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ 上伊那農高 ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ 赤穂高

 4 木下 悠也(2) 高校     11.98 q  4 春日 明日実(2) 高校     12.25 
ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾔ 赤穂高 ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 5 葉桐 文哉(1) 高校     12.57  5 原 大智(2) 高校     12.31 
ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ 伊那弥生ヶ丘高 ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 辰野高

 6 有賀 正和(1) 高校     12.63  6 齋藤 春希(1) 高校     13.43 
ｱﾙｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ 伊那弥生ヶ丘高 ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ 伊那弥生ヶ丘高

 7 江部 稜希(1) 高校     12.77  7 有賀 勇幾(2) 高校     13.86 
ｴﾍﾞ ﾘｮｳｷ 箕輪進修高 ｱﾙｶﾞ ﾕｳｷ 箕輪進修高

 8 竹入 聡一郎(1) 高校     12.79 
ﾀｹｲﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ 伊那北高

[ 3組] 風速 -0.9

 1 丸岡 精二 一般     11.52 q
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ケ根AC

 2 小林 佑萬(1) 高校     12.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 伊那北高

 3 松下 秀喜 一般     12.18 
ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ EASTERS AC

 4 中嶋 憲一 一般     12.33 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 駒ヶ根市陸協

 5 畑佐 崚介(1) 高校     12.49 
ﾊﾀｻ ﾘｮｳｽｹ 赤穂高
伊藤 拓也(2) 高校
ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 伊那弥生ヶ丘高
春宮 悠人(1) 高校
ﾊﾙﾐﾔ ﾕｳﾄ 辰野高

風速 -3.4

 1 丸岡 精二 一般     11.65 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ケ根AC

 2 山崎 久樹(2) 高校     11.77 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ 上伊那農高

 3 戸田 和輝(2) 高校     11.77 
ﾄﾀﾞ ｶｽﾞｷ 伊那北高

 4 宮澤 崇(1) 高校     11.93 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ 上伊那農高

 5 日野 和真(3) 高校     11.97 
ﾋﾉ ｶｽﾞﾏ 辰野高

 6 木下 悠也(2) 高校     12.12 
ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾔ 赤穂高

 7 浦野 亜嵐(2) 高校     12.31 
ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ 赤穂高
宮澤 研人(2) 高校
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 伊那北高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
7   415

3   299

男子

１００ｍ

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考

  448

1   344

8   457

2   306

5   425

6   447

4

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
3   341

7   409

4   456

8   445

5   300

6   449

2   303

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   106

3   424

6   101

7   107

5   494

2   444
欠場

4   291
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   106

5   341

6   415

7   344

3   299

8   457

2   456

棄権
1   409



予選 8月17日 10:35
決勝 8月17日 13:20

県中学新(CR)        10.85
大会新(GR)          11.40

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -0.9

 1 瀨戸 涼太(3) 中学     12.20 q  1 牛山 陽太(3) 中学     12.06 q
ｾﾄ ﾘｮｳﾀ 辰野中 ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ 辰野中

 2 酒井 和馬(2) 中学     13.20  2 酒井 龍介(1) 中学     13.07 q
ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 赤穂中 ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 伊那東部中

 3 庄田 裕樹(2) 中学     13.49  3 有賀 友哉(2) 中学     13.37 
ｼｮｳﾀﾞ ﾕｳｷ 駒ヶ根東中 ｱﾙｶﾞ ﾕｳﾔ 南箕輪中

 4 松田 直也(2) 中学     13.59  4 小平 温大(1) 中学     13.48 
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 箕輪中 ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾀｶ 赤穂中

 5 小澤 将大(1) 中学     14.97  5 唐澤 秀作(1) 中学     14.28 
ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 辰野中 ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ 箕輪中

 6 樋屋 啓太(1) 中学     16.57  6 今井 創士(1) 中学     14.46 
ﾋｵｸ ｹｲﾀ 駒ヶ根東中 ｲﾏｲ ｿｳｼ 中川中

 7 池上 大智(1) 中学     16.58  7 林 尋武(1) 中学     15.41 
ｲｹｶﾞﾐ ﾀﾞｲﾁ 伊那東部中 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾑ 駒ヶ根東中
向山 星来(1) 中学  8 大森 琉司(1) 中学     16.30 
ﾑｶｲﾔﾏ ｾｲﾗｲ 箕輪中 ｵｵﾓﾘ ﾘｭｳｼﾞ 辰野中

[ 3組] 風速 -2.6 [ 4組] 風速 -2.3

 1 宮坂 秀星(3) 中学     12.23 q  1 福澤 亮汰(2) 中学     12.36 q
ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 箕輪中 ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 駒ヶ根東中

 2 伊藤 陸(2) 中学     13.31  2 倉田 優希(2) 中学     13.52 
ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那東部中 ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 伊那東部中

 3 上野 俊瑛(1) 中学     14.00  3 瀨戸 俊成(2) 中学     13.54 
ｳｴﾉ ｼｭｳｴｲ 箕輪中 ｾﾄ ｼｭﾝｾｲ 辰野中

 4 伊藤 晴也(1) 中学     14.14  4 福島 凛(2) 中学     13.62 
ｲﾄｳ ﾊﾙﾔ 駒ヶ根東中 ﾌｸｼﾏ ﾘﾝ 箕輪中

 5 関 雄飛(1) 中学     14.41  5 五十嵐 蓮(1) 中学     14.40 
ｾｷ ﾕｳﾋ 赤穂中 ｲｶﾞﾗｼ ﾚﾝ 宮田中

 6 唐澤 悠河(1) 中学     14.44  6 湯澤 颯生(1) 中学     15.73 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳｶﾞ 南箕輪中 ﾕｻﾞﾜ ｻﾂｷ 駒ヶ根東中

 7 村上 豪(2) 中学     14.66  7 北島 輝(1) 中学     16.59 
ﾑﾗｶﾐ ｺﾞｳ 辰野中 ｷﾀｼﾞﾏ ﾋｶﾙ 中川中

 8 富永 真斗(1) 中学     14.91 
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾄ 中川中

[ 5組] 風速 -0.7 [ 6組] 風速 -1.7

 1 登内 健太(3) 中学     12.17 q  1 林 泰希(1) 中学     12.93 q
ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 箕輪中 ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 辰野中

 2 北原 雅大(2) 中学     13.38  2 中平 明辰(2) 中学     13.00 q
ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ 宮田中 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｱｷﾖｼ 赤穂中

 3 古田 龍一(2) 中学     13.51  3 伊藤 巧(2) 中学     13.85 
ﾌﾙﾀ ﾘｭｳｲﾁ 辰野中 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 伊那東部中

 4 中村渠 海都(1) 中学     13.86  4 荻原 凌我(1) 中学     13.89 
ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ 箕輪中 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 箕輪中

 5 津金 泰斗(2) 中学     14.40  5 倉田 拓夢(1) 中学     14.58 
ﾂｶﾞﾈ ﾋﾛﾄ 中川中 ｸﾗﾀ ﾀｸﾑ 駒ヶ根東中

 6 春日 雄大郎(1) 中学     14.79  6 竹内 郁尋(1) 中学     14.68 
ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 伊那東部中 ﾀｹｳﾁ ｲﾁﾙ 春富中
原 新(1) 中学  7 原 朋輝(1) 中学     15.31 
ﾊﾗ ｱﾗﾀ 駒ヶ根東中 ﾊﾗ ﾄﾓｷ 中川中

風速 -2.1

 1 登内 健太(3) 中学     11.95 
ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 箕輪中

 2 牛山 陽太(3) 中学     12.01 
ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ 辰野中

 3 瀨戸 涼太(3) 中学     12.09 
ｾﾄ ﾘｮｳﾀ 辰野中

 4 宮坂 秀星(3) 中学     12.27 
ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 箕輪中

 5 福澤 亮汰(2) 中学     12.43 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 駒ヶ根東中

 6 中平 明辰(2) 中学     13.03 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｱｷﾖｼ 赤穂中

 7 林 泰希(1) 中学     13.04 
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 辰野中

 8 酒井 龍介(1) 中学     13.25 
ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 伊那東部中
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決勝 8月17日 11:40

県新(KR)            20.35
大会新(GR)          22.91

[ 1組] 風速 -1.3 [ 2組] 風速 -3.2

 1 小川 明喜男(1) 高校     23.60  1 竹内 基裕(3) 高校     23.98 
ｵｶﾞﾜ ｱｷｵ 伊那北高 ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾋﾛ 上伊那農高

 2 宮澤 悠斗(1) 高校     24.13  2 登内 大地(3) 高校     24.19 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 辰野高 ﾄﾉｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 上伊那農高

 3 原 大智(2) 高校     24.57  3 松下 秀喜 一般     25.23 
ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 辰野高 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ EASTERS AC

 4 中嶋 憲一 一般     24.65 三村 瑞樹(4) 一般
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 駒ヶ根市陸協 ﾐﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 東京学芸大

 5 池上 優斗(1) 高校     25.82 保科 新一郎(2) 高校
ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 高遠高 ﾎｼﾅ ｼﾝｲﾁﾛｳ 高遠高
日野 和真(3) 高校
ﾋﾉ ｶｽﾞﾏ 辰野高

   1 小川 明喜男(1) 高校 伊那北高     23.60 (-1.3)   1   1
   2 竹内 基裕(3) 高校 上伊那農高     23.98 (-3.2)   2   1
   3 宮澤 悠斗(1) 高校 辰野高     24.13 (-1.3)   1   2
   4 登内 大地(3) 高校 上伊那農高     24.19 (-3.2)   2   2
   5 原 大智(2) 高校 辰野高     24.57 (-1.3)   1   3
   6 中嶋 憲一 一般 駒ヶ根市陸協     24.65 (-1.3)   1   4
   7 松下 秀喜 一般 EASTERS AC     25.23 (-3.2)   2   3
   8 池上 優斗(1) 高校 高遠高     25.82 (-1.3)   1   5

男子

２００ｍ
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予選 8月17日  9:30
決勝 8月17日 11:35

県中学新(CR)        21.92
大会新(GR)          23.41

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速 -0.7

 1 登内 健太(3) 中学     24.90 q  1 牛山 陽太(3) 中学     24.33 q
ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 箕輪中 ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ 辰野中

 2 小池 直樹(3) 中学     25.16 q  2 中平 明辰(2) 中学     26.76 
ｺｲｹ ﾅｵｷ 駒ヶ根東中 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｱｷﾖｼ 赤穂中

 3 林 泰希(1) 中学     26.05 q  3 庄田 裕樹(2) 中学     27.41 
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 辰野中 ｼｮｳﾀﾞ ﾕｳｷ 駒ヶ根東中

 4 伊藤 陸(2) 中学     26.08 q  4 林 尋武(1) 中学     31.63 
ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那東部中 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾑ 駒ヶ根東中

 5 小平 温大(1) 中学     28.65 原 新(1) 中学
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾀｶ 赤穂中 ﾊﾗ ｱﾗﾀ 駒ヶ根東中

 6 倉田 拓夢(1) 中学     30.73 富永 真斗(1) 中学
ｸﾗﾀ ﾀｸﾑ 駒ヶ根東中 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾏｻﾄ 中川中

 7 樋屋 啓太(1) 中学     34.40 
ﾋｵｸ ｹｲﾀ 駒ヶ根東中

[ 3組] 風速 -2.2

 1 曽根原 賢(3) 中学     24.64 q
ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ 赤穂中

 2 福澤 亮汰(2) 中学     25.60 q
ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 駒ヶ根東中

 3 小池 潤優(2) 中学     25.92 q
ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ 辰野中

 4 伊藤 晴也(1) 中学     28.86 
ｲﾄｳ ﾊﾙﾔ 駒ヶ根東中

 5 関 雄飛(1) 中学     29.21 
ｾｷ ﾕｳﾋ 赤穂中

 6 湯澤 颯生(1) 中学     32.96 
ﾕｻﾞﾜ ｻﾂｷ 駒ヶ根東中

風速 -1.0

 1 牛山 陽太(3) 中学     23.82 
ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ 辰野中

 2 登内 健太(3) 中学     24.00 
ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 箕輪中

 3 曽根原 賢(3) 中学     24.20 
ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ 赤穂中

 4 小池 直樹(3) 中学     24.62 
ｺｲｹ ﾅｵｷ 駒ヶ根東中

 5 小池 潤優(2) 中学     24.89 
ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ 辰野中

 6 福澤 亮汰(2) 中学     25.22 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 駒ヶ根東中

 7 林 泰希(1) 中学     25.76 
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 辰野中

 8 伊藤 陸(2) 中学     25.78 
ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那東部中
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予選 8月17日 10:00
決勝 8月17日 13:40

大会新(JR)          49.73

[ 1組] [ 2組]

 1 春日 明日実(2) 高校     51.41 q  1 稲村 良彦(3) 高校     51.75 q
ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ 伊那弥生ヶ丘高 ｲﾅﾑﾗ ﾖｼﾋｺ 上伊那農高

 2 山崎 久樹(2) 高校     54.26 q  2 平沢 大地(2) 高校     54.04 q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ 上伊那農高 ﾋﾗｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 赤穂高

 3 唐木 大河(1) 高校     54.36  3 菊地 康亮(2) 高校     54.76 
ｶﾗｷ ﾀｲｶﾞ 赤穂高 ｷｸﾁ ｺｳｽｹ 上伊那農高

 4 丸山 凌治(1) 高校     55.43  4 葉桐 文哉(1) 高校     55.62 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ 伊那北高 ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ 伊那弥生ヶ丘高

 5 有賀 正和(1) 高校     55.86  5 齋藤 昌希(2) 中学   1,05.56 
ｱﾙｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ 伊那弥生ヶ丘高 ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 伊那中

 6 池上 優斗(1) 高校     57.56  6 小松 崇史(2) 中学   1,06.29 
ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 高遠高 ｺﾏﾂ ﾀｶｼ 辰野中

 7 田畑 綾太(1) 中学   1,11.99 鈴木 哲(2) 高校
ﾀﾊﾞﾀ ﾘｮｳﾀ 伊那中 ｽｽﾞｷ ﾃﾂ 駒ｹ根工高
吉江 光司(1) 中学 保科 新一郎(2) 高校
ﾖｼｴ ｺｳｼﾞ 辰野中 ﾎｼﾅ ｼﾝｲﾁﾛｳ 高遠高

[ 3組]

 1 浦野 亜嵐(2) 高校     52.63 q
ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ 赤穂高

 2 馬場 信介(3) 高校     52.65 q
ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ 上伊那農高

 3 唐澤 直人(3) 中学     53.77 q
ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 赤穂中

 4 蟹澤 恭吾(2) 一般     54.10 q
ｶﾆｻﾜ ｷｮｳｺﾞ 上伊那陸協

 5 小野 拳(2) 高校     56.19 
ｵﾉ ｱｸﾞﾙ 伊那北高

 6 齋藤 春希(1) 高校     56.92 
ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ 伊那弥生ヶ丘高

 7 山内 一輝(2) 中学     57.25 
ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 辰野中

 8 倉田 優希(2) 中学     58.14 
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 伊那東部中

 1 春日 明日実(2) 高校     51.12 
ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 2 馬場 信介(3) 高校     52.45 
ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ 上伊那農高

 3 浦野 亜嵐(2) 高校     53.36 
ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ 赤穂高

 4 平沢 大地(2) 高校     53.84 
ﾋﾗｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 赤穂高

 5 蟹澤 恭吾(2) 一般     54.53 
ｶﾆｻﾜ ｷｮｳｺﾞ 上伊那陸協

 6 唐澤 直人(3) 中学     55.97 
ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 赤穂中

 7 山崎 久樹(2) 高校     56.62 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ 上伊那農高
稲村 良彦(3) 高校
ｲﾅﾑﾗ ﾖｼﾋｺ 上伊那農高
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決勝 8月17日 13:45

大会新(GR)        4,02.66

[ 1組] [ 2組]

 1 石倉 大輔(1) 高校   4,33.81  1 北原 崇志 一般   4,13.36 
ｲｼｸﾗ ﾀﾞｲｽｹ 伊那北高 ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 上伊那陸協

 2 熊谷 康成(2) 中学   4,47.21  2 那須野 亨(2) 高校   4,13.77 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ 赤穂中 ﾅｽﾉ ﾄｵﾙ 伊那北高

 3 原 大貴(1) 中学   5,02.21  3 髙坂 雄也(2) 高校   4,24.97 
ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 伊那東部中 ｺｳｻｶ ﾕｳﾔ 赤穂高

 4 小塩 貫汰(2) 中学   5,05.02  4 下井 颯太(1) 高校   4,29.48 
ｺｼｵ ｶﾝﾀ 中川中 ｼﾓｲ ｿｳﾀ 赤穂高

 5  那須野 寛生(2) 中学   5,05.26  5 安藤 純也(2) 高校   4,32.41 
ﾅｽﾉ  ﾋﾛｷ 飯島中 ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾔ 伊那北高

 6 滝澤 弘太朗(2) 中学   5,17.09  6 矢澤 雄太(2) 高校   4,33.02 
ﾀｷｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 宮田中 ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 伊那北高

 7 佐藤 開都(1) 高校   5,17.64  7 吉田 優希(1) 一般   4,39.32 
ｻﾄｳ ｶｲﾄ 箕輪進修高 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 松本大

 8 目黒 道裕(1) 中学   5,21.31  8 赤羽 恭弥(1) 高校   4,39.75 
ﾒｸﾞﾛ ﾐﾁﾋﾛ 中川中 ｱｶﾊﾈ ｷｮｳﾔ 赤穂高

 9 春日 勇人(1) 中学   5,26.41  9 小池 彪(1) 中学   4,39.96 
ｶｽｶﾞ ﾊﾔﾄ 宮田中 ｺｲｹ ｱｷﾗ 伊那東部中

10 宮下 日向(1) 中学   5,27.83 10 大杉 啓(1) 中学   4,40.64 
ﾐﾔｼﾀ ﾋｭｳｶﾞ 赤穂中 ｵｵｽｷﾞ ﾋﾛﾑ 伊那東部中

11 橋爪 竜生(1) 中学   5,28.84 11 三石 隆貴(2) 高校   4,45.24 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾀﾂｷ 伊那東部中 ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳｷ 高遠高

12 金田 隼輔(1) 中学   5,40.61 12 坂下 裕紀(1) 高校   4,47.08 
ｶﾈﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 赤穂中 ｻｶｼﾀ ﾕｳｷ 伊那北高

13 宮下 正直(1) 中学   5,41.83 13 宮尾 淳矢 一般   4,48.93 
ﾐﾔｼﾀﾏ ｻﾅｵ 赤穂中 ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ 箕輪町陸協

14 清水 祐来(1) 中学   5,45.19 14 渋谷 凌(1) 高校   4,49.57 
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾗ 伊那東部中 ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳ 高遠高

15 佐藤 真治(1) 中学   5,49.68 15 竹内 健人(2) 中学   4,52.50 
ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 辰野中 ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾄ 伊那東部中

16 後藤 達也(1) 中学   5,59.53 16 平澤 宏二郎(1) 高校   5,08.97 
ｺﾞﾄｳ ﾀﾂﾔ 中川中 ﾋﾗｻﾜ ｺｳｼﾞﾛｳ 伊那北高

17 宮澤 隆之介(1) 中学   6,11.86 樋口 正晃 一般
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 辰野中 ﾋｸﾞﾁ  ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸恊
小池 寿晏(2) 中学 木下 敏秀 一般
ｺｲｹ ｼﾞｭｱﾝ 中川中 ｷﾉｼﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ 上伊那郡陸協
松村 光志(1) 中学
ﾏﾂﾑﾗ ｺｳｼ 伊那中

男子

１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
19   394

18  8227

15  8124

3  8317

11  8291

14  8201

2   307

5  8327

12  8207

4  8231

13  8106

8  8233

16  8230

9  8118

 8318
欠場

6  7973

17  8321

7  8076
欠場

順 No.

10  7975

1

所属名 記録／備考
10   113

9   410

2   500

14   493

7   413

17   411

15   108

16   492

4  8107

6  8110

5   383

11   396

8   116

13   373

12  8108

1   393

3   129
欠場

18   111
欠場



   1 北原 崇志 一般 上伊那陸協     4,13.36   2   1
   2 那須野 亨(2) 高校 伊那北高     4,13.77   2   2
   3 髙坂 雄也(2) 高校 赤穂高     4,24.97   2   3
   4 下井 颯太(1) 高校 赤穂高     4,29.48   2   4
   5 安藤 純也(2) 高校 伊那北高     4,32.41   2   5
   6 矢澤 雄太(2) 高校 伊那北高     4,33.02   2   6
   7 石倉 大輔(1) 高校 伊那北高     4,33.81   1   1
   8 吉田 優希(1) 一般 松本大     4,39.32   2   7
   9 赤羽 恭弥(1) 高校 赤穂高     4,39.75   2   8
  10 小池 彪(1) 中学 伊那東部中     4,39.96   2   9
  11 大杉 啓(1) 中学 伊那東部中     4,40.64   2  10
  12 三石 隆貴(2) 高校 高遠高     4,45.24   2  11
  13 坂下 裕紀(1) 高校 伊那北高     4,47.08   2  12
  14 熊谷 康成(2) 中学 赤穂中     4,47.21   1   2
  15 宮尾 淳矢 一般 箕輪町陸協     4,48.93   2  13
  16 渋谷 凌(1) 高校 高遠高     4,49.57   2  14
  17 竹内 健人(2) 中学 伊那東部中     4,52.50   2  15
  18 原 大貴(1) 中学 伊那東部中     5,02.21   1   3
  19 小塩 貫汰(2) 中学 中川中     5,05.02   1   4
  20  那須野 寛生(2) 中学 飯島中     5,05.26   1   5
  21 平澤 宏二郎(1) 高校 伊那北高     5,08.97   2  16
  22 滝澤 弘太朗(2) 中学 宮田中     5,17.09   1   6
  23 佐藤 開都(1) 高校 箕輪進修高     5,17.64   1   7
  24 目黒 道裕(1) 中学 中川中     5,21.31   1   8
  25 春日 勇人(1) 中学 宮田中     5,26.41   1   9
  26 宮下 日向(1) 中学 赤穂中     5,27.83   1  10
  27 橋爪 竜生(1) 中学 伊那東部中     5,28.84   1  11
  28 金田 隼輔(1) 中学 赤穂中     5,40.61   1  12
  29 宮下 正直(1) 中学 赤穂中     5,41.83   1  13
  30 清水 祐来(1) 中学 伊那東部中     5,45.19   1  14
  31 佐藤 真治(1) 中学 辰野中     5,49.68   1  15
  32 後藤 達也(1) 中学 中川中     5,59.53   1  16
  33 宮澤 隆之介(1) 中学 辰野中     6,11.86   1  17

男子

１５００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
  113
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  500
  493
  413
  411
  394
  108
  492
 8107
 8110
  383
  396
 8227
  116
  373
 8108
 8124
 8317
 8291
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 8118
 7973
 8321
 7975



決勝 8月17日  9:45

県中学新(CR)      8,31.86
大会新(GR)        9,13.48

 1 滝澤 拓輝(3) 中学   9,41.30 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 駒ヶ根東中

 2 白川 大地(2) 中学   9,41.83 
ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 駒ヶ根東中

 3 中谷 楓(1) 中学  10,15.81 
ﾅｶﾔ ｶｴﾃﾞ 箕輪中

 4 宮脇 祐歩(1) 中学  10,15.81 
ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾎ 駒ヶ根東中

 5 伊藤 士恩(2) 中学  10,20.07 
ｲﾄｳ ｼｵﾝ 駒ヶ根東中

 6 井ノ口 天優(1) 中学  10,29.44 
ｲﾉｸﾁ ﾃﾝﾕｳ 駒ヶ根東中

 7 南郷 隼翔(2) 中学  10,45.40 
ﾅﾝｺﾞｳ ﾊﾔﾄ 箕輪中

 8 荒井 優佑(3) 中学  10,47.94 
ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 辰野中

 9 岩村 勇弥(2) 中学  10,49.32 
ｲﾜﾑﾗ ﾕｳﾔ 春富中

10 鈴木 勇人(2) 中学  10,49.68 
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 箕輪中

11 岡 亮輔(2) 中学  10,50.69 
ｵｶ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中

12 野村 比呂(2) 中学  10,53.92 
ﾉﾑﾗ ﾋﾛ 駒ヶ根東中

13 有賀 恵哉(3) 中学  11,01.38 
ｱﾙｶﾞ ｹｲﾔ 箕輪中

14 酒井 龍一(2) 中学  11,06.12 
ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 春富中

15 渕井 大樹(3) 中学  11,09.14 
ﾌﾁｲ ﾀﾞｲｷ 箕輪中

16 小林 豪(2) 中学  11,13.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｼ 駒ヶ根東中

17 原 克彦(3) 中学  11,21.91 
ﾊﾗ ｶﾂﾋｺ 箕輪中

18 久保田 祐梨(1) 中学  11,34.55 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾘ 箕輪中

19 北林 拓真(2) 中学  11,37.38 
ｷﾀﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 辰野中

20 清水 建次郎(2) 中学  11,58.23 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 春富中

21 池田 朋彦(1) 中学  11,59.74 
ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 駒ヶ根東中

22 池田 陽彦(1) 中学  12,17.74 
ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾋｺ 駒ヶ根東中

23 下平 勇希(2) 中学  12,24.15 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 駒ヶ根東中

24 酒井 陽輝(2) 中学  12,32.81 
ｻｶｲ ﾊﾙｷ 春富中

25 井内 一郎(1) 中学  12,33.63 
ｲｳﾁ ｲﾁﾛｳ 箕輪中

26 井口 駿太朗(2) 中学  12,49.44 
ｲｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 春富中

27 北原 大幹(1) 中学  12,53.91 
ｷﾀﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 駒ヶ根東中

28 丸田 翔悟(1) 中学  13,03.99 
ﾏﾙﾀ ｼｮｳｺﾞ 箕輪中
 那須野 寛生(2) 中学
ﾅｽﾉ  ﾋﾛｷ 飯島中
小池 直樹(3) 中学
ｺｲｹ ﾅｵｷ 駒ヶ根東中
竹村 郁輝(3) 中学
ﾀｹﾑﾗ ﾌﾐｷ 駒ヶ根東中

13  8250
欠場

5  8291
欠場

7  8251
欠場

21  8267

14  8019

26  8014

2  8169

11  8258

16  8172

31  8266

19  8260

17  7960

20  8174

12  7993

22  8022

24  7991

29  8253

4  7999

8  8173

28  8013

15  8255

6  8171

10  8005

30  8003

1  7952

23  8257

25  8262

18  8021

9  8269

27  8252

3  8259

男子
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決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月17日  8:50

県新(KR)         13,20.80
大会新           15,25.80

 1 原 広野(4) 一般  15,18.24 
ﾊﾗ ｺｳﾔ 東京学芸大

 2 久保田 隼 一般  15,58.45 
ｸﾎﾞﾀ  ﾊﾔﾄ 上伊那郡陸恊

 3 北原 崇志 一般  16,10.93 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 上伊那陸協

 4 那須野 亨(2) 高校  16,11.45 
ﾅｽﾉ ﾄｵﾙ 伊那北高

 5 唐木 正敏 一般  16,19.89 
ｶﾗｷ  ﾏｻﾄｼ 上伊那郡陸恊

 6 石倉 大輔(1) 高校  16,48.07 
ｲｼｸﾗ ﾀﾞｲｽｹ 伊那北高

 7 樋口 正晃 一般  16,49.99 
ﾋｸﾞﾁ  ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸恊

 8 木村 和也 一般  16,56.17 
ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾔ ﾄｰﾊﾂ

 9 有賀 竜太 一般  16,58.41 
ｱﾙｶﾞ  ﾘｭｳﾀ 上伊那郡陸恊

10 北原 英一 一般  16,58.47 
ｷﾀﾊﾗ ｴｲｲﾁ ﾄｰﾊﾂ

11 郷津 敏充 一般  16,59.66 
ｺﾞｳﾂ  ﾄｼﾐﾂ 上伊那郡陸恊

12 上島 通成 一般  17,00.83 
ｶﾐｼﾞﾏ  ﾐﾁﾅﾘ 上伊那郡陸恊

13 鈴木  昌幸 一般  17,18.32 
ｽｽﾞｷ  ﾏｻﾕｷ 上伊那郡陸恊

14 田原 直貴 一般  17,20.74 
ﾀﾊﾗ  ﾅｵｷ 上伊那郡陸恊

15 矢澤 雄太(2) 高校  17,29.54 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 伊那北高

16 藤木 俊(1) 高校  17,41.93 
ﾌｼﾞｷ ｽｸﾞﾙ 伊那弥生ヶ丘高

17 飯塚 光輔 一般  17,44.05 
ｲｲﾂﾞｶ   ｺｳｽｹ 上伊那郡陸恊

18 岡田 稜(1) 高校  17,44.55 
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 伊那北高

19 竹村 吉晃(1) 高校  18,05.10 
ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ 伊那弥生ヶ丘高

20 丸田 健悟(1) 高校  18,13.67 
ﾏﾙﾀ ｹﾝｺﾞ 伊那弥生ヶ丘高

21 垣内 岳(1) 高校  18,31.44 
ｶｷｳﾁ ｶﾞｸ 伊那弥生ヶ丘高
守屋 智春 一般
ﾓﾘﾔ  ﾄﾓﾊﾙ 上伊那郡陸恊
田中 秀一 一般
ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ ﾄｰﾊﾂ
丸山 信一 一般
ﾏﾙﾔﾏ   ｼﾝｲﾁ 上伊那郡陸恊
北原 裕一 一般
ｷﾗﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 上伊那郡陸協
滝澤 勉 一般
ﾀｷｻﾞﾜ  ﾂﾄﾑ 上伊那郡陸恊
萩原 英雄 一般
ﾊｷﾞﾜﾗ  ﾋﾃﾞｵ 上伊那郡陸恊
松村 博文 一般
ﾏﾂﾑﾗ  ﾋﾛﾌﾐ 上伊那郡陸恊
佐々木 跡武 一般
ｻｻｷ  ｱﾄﾑ 上伊那郡陸恊

男子
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決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44   114  114

大会新大会新
1313   118  118

2424   113  113

2020   410  410

1515   126  126

2222   394  394

33   129  129

22   105  105

2929   130  130

1010   104  104

2323   119  119

2121   123  123

99   131  131

1111   125  125

1818   411  411

1616   452  452

11   128  128

2626   392  392

2828   451  451

88   453  453

1212   450  450

55   121  121
欠場欠場

66   103  103
欠場欠場

77   117  117
欠場欠場

1414   110  110
欠場欠場

1717   124  124
欠場欠場

1919   127  127
欠場欠場

2525   122  122
欠場欠場

2727   120  120
欠場欠場



決勝 8月17日 12:35

県新(KR)            13.84
大会新(GT)          16.20

風速 -0.9

 1 唐澤 翔馬(2) 高校     17.93 
ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾏ 上伊那農高

 2 丸山 凌治(1) 高校     18.15 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ 伊那北高

 3 藤原 渓太(1) 高校     20.37 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾀ 上伊那農高
鈴木 哲(2) 高校
ｽｽﾞｷ ﾃﾂ 駒ｹ根工高

決勝 8月17日 12:25

県中学新(CR)        14.19
大会新(GR)          16.37

風速 -2.5

 1 宮坂 秀星(3) 中学     17.18 
ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 箕輪中

 2 春宮 省汰(2) 中学     18.72 
ﾊﾙﾐﾔ ｼｮｳﾀ 辰野中

 3 酒井 和馬(2) 中学     20.61 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 赤穂中

 4 宮下 琉(2) 中学     24.22 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 宮田中
齋藤 昌希(2) 中学
ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 伊那中
織井 昭汰(2) 中学
ｵﾘｲ ｼｮｳﾀ 伊那中

中学男子

１１０ｍＨ(0,914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  8001

3  7963

4  8228

6  8204

5  8072
欠場

7  8071
欠場

3   350

4   504
欠場

5   343

2   426

男子

１１０ｍＨ(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月17日 14:25

県新(KR)            40.82
大会新(GR)          44.10

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 伊那北高   409 宮澤 研人(2)     44.72 

ｲﾅｷﾀｺｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ
  415 戸田 和輝(2)

ﾄﾀﾞ ｶｽﾞｷ
  430 小川 明喜男(1)

ｵｶﾞﾜ ｱｷｵ
  426 丸山 凌治(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ
 2   4 上伊那農高(A)   350 藤原 渓太(1)     45.15 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳA ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾀ
  341 山崎 久樹(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ
  343 唐澤 翔馬(2)

ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾏ
  344 宮澤 崇(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ
 3   2 上伊那農高(B)   359 上柳 凌平(3)     45.64 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳB ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ
  358 馬場 信介(3)

ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ
  362 登内 大地(3)

ﾄﾉｳﾁ ﾀﾞｲﾁ
  357 竹内 基裕(3)

ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾋﾛ
 4   3 伊那弥生ヶ丘高   448 有賀 正和(1)     46.98 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｱﾙｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ
  445 春日 明日実(2)

ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ
  447 葉桐 文哉(1)

ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ
  444 伊藤 拓也(2)

ｲﾄｳ ﾀｸﾔ
 5   6 上伊那農高(C)   370 有賀 和樹(3)     48.34 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳC ｱﾙｶﾞ ｶｽﾞｷ
  363 片倉 一穂(3)

ｶﾀｸﾗ ｶｽﾞﾎ
  432 菊地 康亮(2)

ｷｸﾁ ｺｳｽｹ
  365 林 滉介(3)

ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ
  5 辰野高   409 宮澤 研人(2)

ﾀﾂﾉｺｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 欠場
  415 戸田 和輝(2)

ﾄﾀﾞ ｶｽﾞｷ
  430 小川 明喜男(1)

ｵｶﾞﾜ ｱｷｵ
  426 丸山 凌治(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ

男子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 8月17日 14:15

県中学新(CR)        43.99
大会新(GR)          45.50

[ 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   4 箕輪中(B)  8007 松田 直也(2)     50.42  1   2 箕輪中(A)  8001 宮坂 秀星(3)     46.66 

ﾐﾉﾜﾁｭｳB ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ ﾐﾉﾜﾁｭｳA ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ
 8009 矢島 竜成(2)  8000 登内 健太(3)

ﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ
 8004 福島 凛(2)  7999 有賀 恵哉(3)

ﾌｸｼﾏ ﾘﾝ ｱﾙｶﾞ ｹｲﾔ
 8030 登内 和也(1)  7996 山崎 翔太(3)

ﾄﾉｳﾁ ｶｽﾞﾔ ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ
 2   2 辰野中(B)  7962 瀨戸 俊成(2)     51.44  2   5 辰野中(A)  7953 荒木 琉聖(3)     47.05 

ﾀﾂﾉﾁｭｳB ｾﾄ ｼｭﾝｾｲ ﾀﾂﾉﾁｭｳA ｱﾗｷ ﾘｭｳｾｲ
 7977 林 泰希(1)  7954 牛山 陽太(3)

ﾊﾔｼ ﾀｲｷ ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ
 7972 赤羽 健一(1)  7961 小池 潤優(2)

ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ
 7971 山内 一輝(2)  7956 瀨戸 涼太(3)

ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ ｾﾄ ﾘｮｳﾀ
 3   3 宮田中  8204 宮下 琉(2)     53.53  3   6 伊那東部中  8119 小松 航大(1)     51.17 

ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳ ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｺﾏﾂ ｺｳﾀﾞｲ
 8209 五十嵐 蓮(1)  8123 酒井 龍介(1)

ｲｶﾞﾗｼ ﾚﾝ ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ
 8203 松下 莉玖(2)  8112 倉田 優希(2)

ﾏﾂｼﾀ ﾘｸ ｸﾗﾀ ﾏｻｷ
 8200 北原 雅大(2)  8109 伊藤 陸(2)

ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾋﾛ ｲﾄｳ ﾘｸ
 4   5 伊那中(A)  8072 齋藤 昌希(2)     55.32  4   3 赤穂中  8229 中平 明辰(2)     51.24 

ｲﾅﾁｭｳA ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ ｱｶﾎﾁｭｳ ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｱｷﾖｼ
 8071 織井 昭汰(2)  8228 酒井 和馬(2)

ｵﾘｲ ｼｮｳﾀ ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ
 8074 大澤 昂祈(1)  8234 小平 温大(1)

ｵｵｻﾜ ｺｳｷ ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾀｶ
 8073 小池 功一郎(2)  8232 関 雄飛(1)

ｺｲｹ ｺｳｲﾁﾛｳ ｾｷ ﾕｳﾋ
  4 駒ヶ根東中  8261 伊藤 晴也(1)

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｲﾄｳ ﾊﾙﾔ 欠場
 8256 福澤 亮汰(2)

ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ
 8268 倉田 拓夢(1)

ｸﾗﾀ ﾀｸﾑ
 8254 庄田 裕樹(2)

ｼｮｳﾀﾞ ﾕｳｷ

   1 箕輪中(A)     46.66 宮坂 秀星(3) 登内 健太(3) 有賀 恵哉(3) 山崎 翔太(3)   2   1
   2 辰野中(A)     47.05 荒木 琉聖(3) 牛山 陽太(3) 小池 潤優(2) 瀨戸 涼太(3)   2   2
   3 箕輪中(B)     50.42 松田 直也(2) 矢島 竜成(2) 福島 凛(2) 登内 和也(1)   1   1
   4 伊那東部中     51.17 小松 航大(1) 酒井 龍介(1) 倉田 優希(2) 伊藤 陸(2)   2   3
   5 赤穂中     51.24 中平 明辰(2) 酒井 和馬(2) 小平 温大(1) 関 雄飛(1)   2   4
   6 辰野中(B)     51.44 瀨戸 俊成(2) 林 泰希(1) 赤羽 健一(1) 山内 一輝(2)   1   2
   7 宮田中     53.53 宮下 琉(2) 五十嵐 蓮(1) 松下 莉玖(2) 北原 雅大(2)   1   3
   8 伊那中(A)     55.32 齋藤 昌希(2) 織井 昭汰(2) 大澤 昂祈(1) 小池 功一郎(2)   1   4

都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

中学男子

４×１００ｍＲ

決勝

中学男子

４×１００ｍＲ
タイムレース

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



決勝 8月17日 12:00

県新(KR)             2.18
大会新(GR)           2.05

赤羽 達也(1) 高校
ｱｶﾊﾈ ﾀﾂﾔ 伊那北高
宮島 大介(1) 高校
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 赤穂高
唐木 大河(1) 高校
ｶﾗｷ ﾀｲｶﾞ 赤穂高

決勝 8月17日 12:00

県中学新(CR)         1.97
大会新(GR)           1.75

矢島 竜成(2) 中学
ﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ 箕輪中
中路 星耀(3) 中学
ﾅｶｼﾞｾｲﾖｳ 伊那東部中
松下 莉玖(2) 中学
ﾏﾂｼﾀ ﾘｸ 宮田中
有賀 恵哉(3) 中学
ｱﾙｶﾞ ｹｲﾔ 箕輪中
赤羽 健一(1) 中学
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 辰野中
有賀 友哉(2) 中学
ｱﾙｶﾞ ﾕｳﾔ 南箕輪中
冨永 伸亜(1) 中学 記録なし
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾉｱ 中川中
織井 昭汰(2) 中学 記録なし
ｵﾘｲ ｼｮｳﾀ 伊那中
池上 巧海(2) 中学 記録なし
ｲｹｶﾞﾐ ﾀｸﾐ 春富中
北原 大雅(1) 中学 記録なし
ｷﾀﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 伊那東部中

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m60 1m65 備考1m50 1m55 1m70 1m75 1m80 1m83
1 3   391

- - - - O - XXX  1.70

2 2   495
- - - O XO XXX  1.70

3 1   491
O XXX  1.50

4  8117
XXX

3  8170
XXX

2  8071
XXX

 1.40

1  8329
XXX

6 6  8041
XXO XXX

 1.40

 1.45

5 5  7972
XO XXX

4 10  7999
O XXO XXX

 1.50

 1.60

3 7  8203
O O XXO XXX

O XO XXX
2 9  8104

- - -

XXX  1.60
1 8  8009

- - O O O

記録1m50 1m55 備考1m40 1m45 1m60 1m65 1m68

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 8月17日  9:00

大会新(GR)           4.70

3m60 3m70 3m80 3m90 4m00
伊藤 拓也(2) 高校 - - - - - - O - O XXO
ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 伊那弥生ヶ丘高 O XO O XXX
福島 凛(2) 中学 O O - - - - - - - -
ﾌｸｼﾏ ﾘﾝ 箕輪中 - - - - XXX
前田 貴滉(1) 高校 欠場
ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 伊那北高

2 1  8004
 2.40

3   423

1 2   444
 3.80

記録
2m60 2m80

備考
2m20 2m40 3m00 3m10 3m20 3m30 3m40 3m50

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 8月17日 11:00

県新(KR)             7.94
大会新(GR)           7.12

唐澤 旺生(2) 高校   5.44   5.41    X    X   5.78   5.71    5.78 
ｶﾗｻﾜ ｱｷﾐ 伊那北高   +1.1   +3.1   +2.7   +2.6    +2.7
山﨑 拓(1) 高校   5.76   5.67    X   5.59    X   5.68    5.76 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸ 伊那北高   +2.7   +1.9   +2.1   +1.8    +2.7
竹入 聡一郎(1) 高校   5.47   5.57   5.72   5.59   5.69    X    5.72 
ﾀｹｲﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ 伊那北高   +2.6   +2.8   +3.3   +3.7   +4.5    +3.3
上柳 凌平(3) 高校   5.17   5.59   5.45   5.27   5.45   5.23    5.59 
ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 上伊那農高   +1.9   +2.3   +0.9   +2.1   +1.8   +2.3    +2.3
石倉 知輝(2) 高校   5.35   5.37   5.17   5.32   5.30   4.85    5.37 
ｲｼｸﾗ ﾄﾓｷ 赤穂高   +0.7   +3.5   +1.3   +2.0   +4.2   +1.9    +3.5
白鳥 照人(1) 高校    X   4.92   5.01   4.66   4.83   4.75    5.01 
ｼﾛﾄﾘ ﾃﾙﾄ 赤穂高  +49.2   +3.8   +3.2   +1.6   +0.8   +2.8    +3.2

決勝 8月17日 11:00

県中学新(CR)         7.04
大会新(GR)           6.32

見並 龍佑(3) 中学   5.26   5.50   5.43   5.41   5.39   5.37    5.50 
ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ 赤穂中   +1.6   +2.8   +2.6   +3.6   +0.8   +3.7    +2.8
矢島 竜成(2) 中学   5.27   5.15   4.66    X    X   5.37    5.37 
ﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ 箕輪中   +2.9   +4.1   +1.7   +3.7    +3.7
小松 航大(1) 中学   4.03   4.33   4.39    X   4.57    X    4.57 
ｺﾏﾂ ｺｳﾀﾞｲ 伊那東部中   +1.6   +0.8   +3.0   +1.7    +1.7
宮下 琉(2) 中学   4.26   4.21   4.37   4.41   4.51   4.51    4.51 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 宮田中   +2.3   +1.1   +2.3   +2.4   +2.4   +3.3    +2.4
毛利 水紀(2) 中学    X    X   4.31    X   4.26   4.31    4.31 
ﾓｳﾘ ﾐｽﾞｷ 箕輪中   +2.1   +1.7   +2.7    +2.1
春日 雄大郎(1) 中学    X    X   3.91    X   3.92   4.13    4.13 
ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 伊那東部中   +1.8   +2.0   +3.4    +3.4
宮下 龍之介(1) 中学   4.08    X   3.92   4.04    X   3.83    4.08 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ 宮田中   +2.5   +0.8   +1.8   +3.7    +2.5
矢澤 海斗(2) 中学   3.66   3.53   3.94   3.99   3.42   3.78    3.99 
ﾔｻﾞﾜ ｶｲﾄ 箕輪中   +2.0   +1.9   +2.8   +2.1   +0.7   +3.6    +2.1
松村 正太(1) 中学   3.20    X   3.79    3.79 
ﾏﾂﾑﾗ ｼｮｳﾀ 中川中   +2.0   +4.3    +4.3
細井 和真(1) 中学   3.42   3.26    X    3.42 
ﾎｿｲ ｶｽﾞﾏ 春富中   +2.3   +3.2    +2.3
小木曽 輝翔(1) 中学   2.57   3.11   3.13    3.13 
ｵｷﾞｿ ﾃﾙﾄ 伊那東部中   +3.1   +2.4   +2.3    +2.3
宮崎 仁聖(1) 中学   3.12   2.95    X    3.12 
ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞﾝｾｲ 中川中   +2.2   +2.6    +2.2
荒木 琉聖(3) 中学    X    X    X 記録なし
ｱﾗｷ ﾘｭｳｾｲ 辰野中
小林 剛(1) 中学 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾞｳ 伊那東部中

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 2   412

-5-

2 6   427

3 4   425

4 3   359

5 5   489

6 1   490

13  7953

6  8122

11 4  8116

12 3  8326

9 1  8325

10 5  8175

7 7  8208

8 2  8010

5 8  8008

6 9  8114

3 12  8119

4 11  8204

1 14  8222
-5-

2 10  8009

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

中学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 8月17日 13:45

県新(KR)            16.98
大会新(GR)          14.30

赤羽 達也(1) 高校  12.23    -    -  11.49  11.90  11.77   12.23 
ｱｶﾊﾈ ﾀﾂﾔ 伊那北高   +3.4   +1.3   +2.8   +5.5    +3.4
上柳 凌平(3) 高校  10.88  11.29  11.46  10.84    X  11.30   11.46 
ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 上伊那農高   +2.9   +2.4   +2.3   +2.4   +2.8    +2.3
唐澤 旺生(2) 高校  10.75    X  11.07    X  10.85  11.03   11.07 
ｶﾗｻﾜ ｱｷﾐ 伊那北高   +2.6   +2.5   +2.2   +1.7    +2.5
笠川　真一 一般 欠場
ｶｻｶﾜ ｼﾝｲﾁ 駒ヶ根AC

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 2   391

-5-

2 3   359

3 1   412

4   116



決勝 8月17日  9:00

県新(KR)            16.11
大会新(GR)          12.48

唐澤　良二 一般
ｶﾗｻﾜ ﾘｮｳｼﾞ 上伊那教員ｸﾗﾌﾞ

決勝 8月17日  9:00

県高校新(KR)        14.61
大会新(GR)          12.00

小松 央(2) 高校 大会新
ｺﾏﾂ ﾋｻｼ 赤穂高
前澤 凌(2) 高校
ﾏｴｻﾞﾜ ﾘｮｳ 高遠高
奥田 崚介(2) 高校
ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 赤穂高

決勝 8月17日  9:00

県中学新(CR)        13.45
大会新(GR)          10.19

カルロス アウグスト 中学
ｶﾙﾛｽ ｱｳｸﾞｽﾄ 箕輪中
松田 直也(2) 中学
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 箕輪中
小池 功一郎(2) 中学
ｺｲｹ ｺｳｲﾁﾛｳ 伊那中
松下 士恩(1) 中学
ﾏﾂｼﾀ ｼｵﾝ 中川中
北澤 佑玖(1) 中学
ｷﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ 宮田中
大澤 昂祈(1) 中学
ｵｵｻﾜ ｺｳｷ 伊那中
井口 河紀(2) 中学 欠場
ｲｸﾞﾁ ｺｳｷ 伊那東部中
登内 達也(1) 中学 欠場
ﾄﾉｳﾁ ﾀﾂﾔ 伊那東部中

男子

砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 3   459

11.63 12.08 10.85   X   X 12.09  12.09 

2 2   384
 7.96  8.17  8.56

3 1   488
 6.44  6.78   X  6.70   X  6.33   6.78 

  X  8.19  8.50   8.56 

 6.29  6.17   6.35  6.32  6.35  6.23

備考
1 1   109

 6.07

-5- -6- 記録-2- -3-

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

-4-氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

5  8126

 5.38  5.59   X   5.59 

3  8129

 6.30  6.04  6.30   6.43 

6 1  8074
 4.94   X  5.26

 6.03   X  6.69   6.69 

5 2  8205
 6.42  6.43  5.94

 8.28  8.24  7.82   8.37 

4 4  8324
 6.05  5.70  5.85

 8.20  8.37  9.01   9.01 

3 7  8073
 7.99  7.98  8.37

 9.90  9.39  9.08   9.90 

2 6  8007
 7.67  8.17  8.28

1 8  7998
 9.42  9.68  9.66

-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 8月17日 11:15

県高校新(KR)        45.21
大会新(GT)          34.63

林 滉介(3) 高校 大会新
ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 上伊那農高
片倉 一穂(3) 高校 大会新
ｶﾀｸﾗ ｶｽﾞﾎ 上伊那農高
小松 央(2) 高校
ｺﾏﾂ ﾋｻｼ 赤穂高
落合 恒輝(3) 高校
ｵﾁｱｲ ｺｳｷ 上伊那農高
前澤 凌(2) 高校 欠場
ﾏｴｻﾞﾜ ﾘｮｳ 高遠高

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 5   365

38.18   O   O   O   X 38.34  38.34 

2 3   363
  O 37.76   O   O   O 37.82  37.82 

3 4   459
  X 13.77   X 31.50   X   X  31.50 

4 1   333
  O 28.93   O

2   384

  O   O   O  28.93 



決勝 8月17日 13:00

県新(KR)            68.34
大会新(GR)          52.82

宮澤 研人(2) 高校
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 伊那北高
三村 瑞樹(4) 一般
ﾐﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 東京学芸大
有賀 和樹(3) 高校
ｱﾙｶﾞ ｶｽﾞｷ 上伊那農高
福島 健一 一般
ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
原 広野(4) 一般
ﾊﾗ ｺｳﾔ 東京学芸大
奥田 崚介(2) 高校
ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 赤穂高

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 6   409

  O 52.29   O   O   O   O  52.29 

2 5   115
  O   O 46.53   O   O   O  46.53 

3 4   370
  O 43.89   O   O   O   O  43.89 

4 3   102
  O 40.21   O   O   X   O  40.21 

5 2   114
35.68   X   O

6 1   488
  X 23.70   O  23.70   O   O   O

35.74   O   O  35.74 
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