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種目 決勝・予選 選手名 所属 記録 従来の記録
女子
1500ｍ

決勝 田中　杏子 諏訪二葉高 4,57.75 5,28.63

女子
1500ｍ

決勝 小池　七海 諏訪二葉高 5,03.97 5,28.63

男子
110ｍH

決勝 荻原　勇吹 諏訪二葉高 16.09 16.4（手）

中学女子
200ｍ

予選 徳竹　美友 下諏訪中 27.15 27.20

中学女子
100ｍ

予選 徳竹　美友 下諏訪中 12.84 13.23

中学女子
100ｍ

決勝 徳竹　美友 下諏訪中 13.02 13.23

中学女子
1500ｍ

決勝 臼田　彩花 下諏訪中 4,55.05 5,02.79

中学男子
800ｍ

決勝 佐藤　龍我 岡谷南部中 2,07.91 2,08.82

中学男子
3000ｍ

決勝 伊藤　輝 茅野東部中 9,27.84 9,31.33

中学男子
3000ｍ

決勝 池田　悠司 諏訪西中 9,28.84 9,31.33

中学男子
4×100ｍR

決勝 茅野北部中
（阿部・原田
宮坂・門脇）

46.68 48.19

中学男子
4×100ｍR

決勝 茅野東部中
（高木・田中
土屋・小池）

47.42 48.19

中学男子
4×100ｍR

決勝 岡谷東部中
（松田・渡辺
塚田・安藤）

48.00 48.19

女子
棒高跳

決勝 加賀見　麻里 下諏訪向陽高 3ｍ00 3ｍ00

◆気象状況
時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速
9:00 雨 20.5 82.0 東 1.2m/sec.
10:00 雨 21.0 82.0 東北東 1.9m/sec.
11:00 曇 21.5 82.0 南南東 1.6m/sec.
12:00 曇 22.5 75.0 南東 0.4m/sec.
13:00 曇 23.5 73.0 西南西 1.5m/sec.
14:00 雨 23.0 73.0 東 0.6m/sec.
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第66回諏訪地方陸上競技選手権大会                                                
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決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】203100  茅野市運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
08/30 男子  +0.3伊藤 来夢(2) 11.68 外川 太一(1) 11.70 宮坂 駿吾(2) 11.90 伊藤 大起(2) 12.07 丹羽 南樹(2) 12.08 澁谷 拓見(1) 12.17 熊倉 直人(2) 12.29

100m 高校生･諏訪実高 高校生･諏訪清陵高 高校生･諏訪清陵高 高校生･下諏訪向陽高 高校生･諏訪実高 高校生･諏訪実高 高校生･岡谷南高
08/30  -0.2岩本 雄大(2) 23.42 宮坂 智史(2) 23.96 鶴木 洸(2) 25.98

200m 高校生･諏訪二葉高 高校生･下諏訪向陽高 高校生･諏訪実高
08/30 宮坂 智史(2) 51.71 岩本 雄大(2) 52.60 三井 洪太(1) 54.27 平井 啓吾(2) 54.70 宮坂 一冴(1) 55.92 吉田 渓悟(2) 57.02 小林 亮介(2) 58.37

400m 高校生･下諏訪向陽高 高校生･諏訪二葉高 高校生･諏訪清陵高 高校生･下諏訪向陽高 高校生･下諏訪向陽高 高校生･下諏訪向陽高 高校生･諏訪実高
08/30 吉田 渓悟(2) 2,04.75 平井 啓吾(2) 2,05.81 北村 駿弥(2) 2,06.74 中澤 隆良(1) 2,11.80 中村 駿吾(1) 2,12.31 小林 亮介(2) 2,12.74 原 賢人(1) 2,20.90 赤羽 幸一(1) 2,37.65

800m 高校生･下諏訪向陽高 高校生･下諏訪向陽高 高校生･諏訪清陵高 高校生･諏訪実高 高校生･諏訪清陵高 高校生･諏訪実高 高校生･諏訪清陵高 大学生･諏訪東京理科大
08/30 伊藤 大生(3) 4,03.95 児玉 拓矢(1) 4,09.79 小池 康平(1) 4,14.29 林 祥平(1) 4,23.90 荒井 優佑(1) 4,24.76 松井 翔吾(1) 4,25.11 小松 宗平(1) 4,26.09 伊藤 航平(1) 4,30.95

1500m 高校生･諏訪二葉高 高校生･諏訪二葉高 高校生･諏訪二葉高 高校生･諏訪二葉高 高校生･諏訪二葉高 高校生･諏訪清陵高 高校生･諏訪二葉高 一般･電通大
08/30 牛山 純一 15,16.26 湯澤 亮太 15,55.56 西澤 洋務 16,29.07 清沢 創一 16,30.23 田畑 幸司 16,35.13 關 凱人(1) 17,00.26 血脇 悠斗(1) 17,03.59 小口 秀哉 17,17.99

5000m 一般･相支走愛 一般･諏訪市陸協 一般･茅野市陸協 一般･諏訪市陸協 一般･岡谷市陸協 高校生･諏訪清陵高 高校生･諏訪清陵高 一般･下諏訪町体協
08/30  +0.5荻原 勇吹(2) 16.09 中村 謙士(1) 17.85 伊藤 来夢(2) 17.85 澁谷 拓見(1) 19.21

110mH(1.067m) 高校生･諏訪二葉 GR 高校生･諏訪二葉高 高校生･諏訪実高 高校生･諏訪実高
08/30 丸山 貴倫(3) 1.92 宮坂 駿吾(2) 1.80

走高跳 大学生･諏訪東京理科大 高校生･諏訪清陵高
08/30 伊藤 大起(2) 3.80 田中 米人 2.20

棒高跳 高校生･下諏訪向陽高 一般･茅野市陸協
08/30 小林 蒼泉(2) 6.23(+0.1) 馬場 将之介(2)6.16(+0.8) 浅原 一熙(1) 6.15(+0.4) 井口 晃輔(1) 6.12(+0.1) 五味 凌介(2) 5.99(+0.1) 小平 祐貴(2) 5.98(+0.1) 浦野 博登(2) 5.95(+0.4) 丹羽 南樹(2) 5.85(+0.1)

走幅跳 高校生･諏訪実高 高校生･諏訪二葉高 大学生･諏訪東京理科大 高校生･下諏訪向陽高 高校生･諏訪清陵高 高校生･下諏訪向陽高 高校生･諏訪二葉高 高校生･諏訪実高
08/30 浦野 博登(2) 11.16(0.0)

三段跳 高校生･諏訪二葉高
08/30 中島 公徳 9.41

砲丸投 一般･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
08/30 中島 公徳 25.04 石崎 暁裕(4) 23.96

円盤投 一般･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 大学生･諏訪東京理科大
08/30 荻原 勇吹(2) 42.36 河西 広樹(2) 41.42 本松 幸久(1) 34.65

やり投 高校生･諏訪二葉高 高校生･諏訪二葉高 高校生･諏訪二葉高
08/30 諏訪実高       44.97 諏訪清陵高       45.24 下諏訪向陽高      45.55 諏訪二葉高       45.87 諏訪東京理科大      47.01

4x100m 丹羽 南樹(2) 三井 健太郎(1) 井口 晃輔(1) 馬場 将之介(2) 長巾 真也(1)
伊藤 来夢(2) 宮坂 駿吾(2) 宮坂 智史(2) 中村 謙士(1) 浅原 一熙(1)
澁谷 拓見(1) 五味 凌介(2) 小平 祐貴(2) 浦野 博登(2) 丸山 将也(1)
小林 蒼泉(2) 外川 太一(1) 伊藤 大起(2) 岩本 雄大(2) 丸山 貴倫(3)

08/30 中学男子   0.0中澤 新(2)中学生･清陵附属中 11.83 井出 純一朗(3) 12.17 阿部 勇希(2) 12.19 松本  陸(3) 12.24 門脇 大(3) 12.34 原田 恒太朗(2) 12.56
100m 土屋 哲平(3)中学生･茅野東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･茅野北部中 中学生･上諏訪中 中学生･茅野北部中 中学生･茅野北部中

安藤 賢博(3)中学生･岡谷東部中
08/30 宮坂 空(3) 54.24 小松 翔(3) 56.80 高木 玲緒(2) 58.34 塚田 千紘(2) 59.04 三井 成起(2) 59.30 立石 幸祐(2) 59.86 菊池 優太(2) 1,09.70

400m 中学生･茅野北部中 中学生･茅野北部中 中学生･茅野東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･富士見中 中学生･長峰中 中学生･岡谷南部中
08/30 佐藤 龍我(3) 2,07.91 小松 翔(3) 2,10.48 伊藤 瑠真(2) 2,19.43 小松 祥也(3) 2,19.91 黒澤 友哉(2) 2,21.31 宮澤 薫(2) 2,26.55 鷹左右 侑生(2) 2,35.66 細川 隼(2) 2,35.83

800m 中学生･岡谷南部 GR 中学生･茅野北部中 中学生･原中 中学生･長峰中 中学生･長峰中 中学生･岡谷西部中 中学生･永明中 中学生･富士見中
08/30 小林 亮太(2) 4,34.15 清水 冬威(3) 4,35.54 植松 孝太(1) 4,41.66 二見 優輝(1) 4,43.86 小沢 直希(3) 4,54.55 宮坂 夏輝(3) 4,56.87 伊藤 瑠真(2) 4,57.90 嶋本 和磨(2) 4,58.46

1500m 中学生･富士見中 中学生･茅野東部中 中学生･富士見中 中学生･永明中 中学生･上諏訪中 中学生･茅野東部中 中学生･原中 中学生･茅野北部中
08/30 伊藤 輝(3) 9,27.84 池田 悠司(3) 9,28.84 佐藤 龍我(3) 9,34.48 水野 雄斗(3) 10,05.67 杉山 南(2) 10,41.09 宮澤 薫(2) 11,08.15 折井 優樹(2) 13,12.78

3000m 中学生･茅野東部 GR 中学生･諏訪西中 GR 中学生･岡谷南部中 中学生･長峰中 中学生･富士見中 中学生･岡谷西部中 中学生･永明中
08/30 井出 純一朗(3) 16.15 小池 隆也(3) 16.46 塚田 千紘(2) 18.11 笠原 智哉(2) 19.27 立石 幸祐(2) 19.29 中山 晃希(2) 19.99 斉藤 祐吾(2) 20.83 田口 利彦(1) 21.55

110mH(0.914m) 中学生･岡谷西部中 中学生･茅野東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･永明中 中学生･長峰中 中学生･岡谷西部中 中学生･下諏訪中 中学生･上諏訪中
08/30 宮坂 夏輝(3) 1.70 野々村 一人(3) 1.60 小口 功紀(3) 1.55 城 慧(2) 1.50 笠原 智哉(2) 1.45 鈴木 駿介(1) 1.40

走高跳 中学生･茅野東部中 中学生･原中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷東部中 中学生･永明中 中学生･岡谷西部中
08/30 安部 公士郎(2) 3.70 菊池 樹輝(2) 2.90

棒高跳 中学生･原中 中学生･原中
08/30 小池 隆也(3) 5.79(0.0) 中澤 新(2) 5.47(+1.1) 渡辺 慎(3) 5.47(-0.3) 小林 優真(2) 5.39(+0.1) 小林 蓮(2) 5.34(0.0) 武井 孝史朗(2)5.27(+0.5) 鷹野原 伶(2) 5.06(0.0) 立石 将太(2) 4.92(+1.0)

走幅跳 中学生･茅野東部中 中学生･清陵附属中 中学生･岡谷東部中 中学生･富士見中 中学生･諏訪西中 中学生･岡谷西部中 中学生･諏訪西中 中学生･諏訪南中
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決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】203100  茅野市運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
08/30 寺島 克起(2) 8.15 田中 耀介(2) 7.16 永田 智哉(1) 6.96 西郷 鴻次朗(1) 6.68 保科 健照(1) 5.51 五味 春喜(1) 4.57 小松 隼人(1) 4.18

砲丸投 中学生･永明中 中学生･長峰中 中学生･岡谷西部中 中学生･茅野北部中 中学生･岡谷北部中 中学生･茅野東部中 中学生･岡谷西部中
08/30 大淵 翔也(2) 20.33 田中 耀介(2) 12.43

円盤投 中学生･永明中 中学生･長峰中
08/30 安部 公士郎(2) 40.32 伊東 稜真(2) 30.40 永田 智哉(1) 30.39 篠原 琉佑(2) 28.19 村上 智哉(1) 25.17 小口 功紀(3) 25.06 三井 官弥(2) 21.70 名取 裕基(2) 21.50

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･原中 中学生･諏訪南中 中学生･岡谷西部中 中学生･長峰中 中学生･永明中 中学生･岡谷東部中 中学生･富士見中 中学生･富士見中
08/30 茅野北部中       46.68 茅野東部中       47.42 岡谷東部中       48.00 富士見中       51.58 永明中       51.70 諏訪西中       52.48 上諏訪中       53.71 岡谷西部中       55.05

4x100m 阿部 勇希(2) GR 高木 玲緒(2) GR 松田 蓮太郎(2 GR 名取 裕基(2) 笠原 智哉(2) 高山 翔平(1) 中澤 青空(2) 中山 晃希(2)
原田 恒太朗(2) 田中 龍宗 渡辺 慎(3) 三井 成起(2) 三石 剛(2) 小林 蓮(2) 柳澤 光(2) 宮澤 薫(2)
宮坂 空(3) 土屋 哲平(3) 塚田 千紘(2) 三井 官弥(2) 青木 悠(2) 古里 友吾(1) 田口 利彦(1) 鈴木 駿介(1)
門脇 大(3) 小池 隆也(3) 安藤 賢博(3) 小林 優真(2) 大淵 翔也(2) 鷹野原 伶(2) 一之瀬 大介(1) 武井 孝史朗(2)



予選 8月30日 11:30
決勝 8月30日 13:20

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

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 -0.3

 1 五味 凌介(2) 高校生     11.87 Q  1 外川 太一(1) 高校生     11.79 Q
ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 諏訪清陵高 ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 諏訪清陵高

 2 伊藤 来夢(2) 高校生     11.88 Q  2 宮坂 駿吾(2) 高校生     12.05 Q
ｲﾄｳ  ﾗｲﾑ 諏訪実高 ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ 諏訪清陵高

 3 伊藤 大起(2) 高校生     12.09 Q  3 丹羽 南樹(2) 高校生     12.28 Q
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 下諏訪向陽高 ﾆﾜ  ﾅﾐｷ 諏訪実高

 4 澁谷 拓見(1) 高校生     12.27 q  4 中村 謙士(1) 高校生     12.31 
ｼﾌﾞﾔ  ﾀｸﾐ 諏訪実高 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 諏訪二葉高

 5 熊倉 直人(2) 高校生     12.30 q  5 鶴木 洸(2) 高校生     12.72 
ｸﾏｸﾗ ﾅｵﾄ 岡谷南高 ﾂﾙｷ  ﾀｹｼ 諏訪実高

 6 長巾 真也(1) 大学生     12.43  6 丸山 将也(1) 大学生     12.74 
ﾅｶﾞﾊﾊﾞ ｼﾝﾔ 諏訪東京理科大 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ 諏訪東京理科大

 7 三井 洪太(1) 高校生     12.74  7 田中 仁(1) 高校生     12.94 
ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 諏訪清陵高 ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 岡谷南高

風速 +0.3

 1 伊藤 来夢(2) 高校生     11.68 
ｲﾄｳ  ﾗｲﾑ 諏訪実高

 2 外川 太一(1) 高校生     11.70 
ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 諏訪清陵高

 3 宮坂 駿吾(2) 高校生     11.90 
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ 諏訪清陵高

 4 伊藤 大起(2) 高校生     12.07 
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 下諏訪向陽高

 5 丹羽 南樹(2) 高校生     12.08 
ﾆﾜ  ﾅﾐｷ 諏訪実高

 6 澁谷 拓見(1) 高校生     12.17 
ｼﾌﾞﾔ  ﾀｸﾐ 諏訪実高

 7 熊倉 直人(2) 高校生     12.29 
ｸﾏｸﾗ ﾅｵﾄ 岡谷南高
五味 凌介(2) 高校生
ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 諏訪清陵高

決勝 8月30日 14:10

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

風速 -0.2

 1 岩本 雄大(2) 高校生     23.42 
ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 諏訪二葉高

 2 宮坂 智史(2) 高校生     23.96 
ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 下諏訪向陽高

 3 鶴木 洸(2) 高校生     25.98 
ﾂﾙｷ  ﾀｹｼ 諏訪実高
丸山 将也(1) 大学生
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ 諏訪東京理科大
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予選 8月30日 10:50
決勝 8月30日 13:00

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

[ 1組] [ 2組]

 1 宮坂 智史(2) 高校生     52.24 Q  1 岩本 雄大(2) 高校生     52.50 Q
ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 下諏訪向陽高 ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 諏訪二葉高

 2 吉田 渓悟(2) 高校生     55.67 Q  2 三井 洪太(1) 高校生     54.80 Q
ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 下諏訪向陽高 ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 諏訪清陵高

 3 小平 祐貴(2) 高校生     56.57 Q  3 平井 啓吾(2) 高校生     55.03 Q
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 下諏訪向陽高 ﾋﾗｲ ｹｲｺﾞ 下諏訪向陽高

 4 小林 亮介(2) 高校生     57.66 q  4 宮坂 一冴(1) 高校生     55.56 q
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｮｳｽｹ 諏訪実高 ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ 下諏訪向陽高
外川 太一(1) 高校生  5 中澤 隆良(1) 高校生     57.87 
ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 諏訪清陵高 ﾅｶｻﾞﾜ  ﾀｶﾗ 諏訪実高
河西 広樹(2) 高校生
ｶｻｲ ﾋﾛｷ 諏訪二葉高

 1 宮坂 智史(2) 高校生     51.71 
ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 下諏訪向陽高

 2 岩本 雄大(2) 高校生     52.60 
ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 諏訪二葉高

 3 三井 洪太(1) 高校生     54.27 
ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 諏訪清陵高

 4 平井 啓吾(2) 高校生     54.70 
ﾋﾗｲ ｹｲｺﾞ 下諏訪向陽高

 5 宮坂 一冴(1) 高校生     55.92 
ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ 下諏訪向陽高

 6 吉田 渓悟(2) 高校生     57.02 
ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 下諏訪向陽高

 7 小林 亮介(2) 高校生     58.37 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｮｳｽｹ 諏訪実高
小平 祐貴(2) 高校生
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 下諏訪向陽高

決勝 8月30日 10:05

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

 1 吉田 渓悟(2) 高校生   2,04.75 
ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ 下諏訪向陽高

 2 平井 啓吾(2) 高校生   2,05.81 
ﾋﾗｲ ｹｲｺﾞ 下諏訪向陽高

 3 北村 駿弥(2) 高校生   2,06.74 
ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 諏訪清陵高

 4 中澤 隆良(1) 高校生   2,11.80 
ﾅｶｻﾞﾜ  ﾀｶﾗ 諏訪実高

 5 中村 駿吾(1) 高校生   2,12.31 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 諏訪清陵高

 6 小林 亮介(2) 高校生   2,12.74 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｮｳｽｹ 諏訪実高

 7 原 賢人(1) 高校生   2,20.90 
ﾊﾗ ｹﾝﾄ 諏訪清陵高

 8 赤羽 幸一(1) 大学生   2,37.65 
ｱｶﾊﾈ ｺｳｲﾁ 諏訪東京理科大
山中 智貴(2) 高校生
ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｷ 諏訪清陵高
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決勝 8月30日 13:50

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

 1 伊藤 大生(3) 高校生   4,03.95 
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 諏訪二葉高

 2 児玉 拓矢(1) 高校生   4,09.79 
ｺﾀﾞﾏﾀｸﾔ 諏訪二葉高

 3 小池 康平(1) 高校生   4,14.29 
ｺｲｹｺｳﾍｲ 諏訪二葉高

 4 林 祥平(1) 高校生   4,23.90 
ﾊﾔｼｼｮｳﾍｲ 諏訪二葉高

 5 荒井 優佑(1) 高校生   4,24.76 
ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 諏訪二葉高

 6 松井 翔吾(1) 高校生   4,25.11 
ﾏﾂｲ ｼｮｳｺﾞ 諏訪清陵高

 7 小松 宗平(1) 高校生   4,26.09 
ｺﾏﾂ ｼｭｳﾍｲ 諏訪二葉高

 8 伊藤 航平(1) 一般   4,30.95 
ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 電通大

 9 中村 駿吾(1) 高校生   4,33.01 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 諏訪清陵高

10 牛山 誠道(1) 高校生   4,43.90 
ｳｼﾔﾏ ﾏｻﾐﾁ 下諏訪向陽高

11 細田 勝太(1) 高校生   4,59.36 
ﾎｿﾀﾞ ｼｮｳﾀ 諏訪清陵高

12 中根 学(1) 大学生   5,03.05 
ﾅｶﾈ ﾏﾅﾌﾞ 諏訪東京理科大

13 小林 慎市(1) 高校生   5,09.23 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｲﾁ 茅野高
鈴木 優斗(3) 高校生
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 諏訪二葉高
西澤 洋務 一般
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 茅野市陸協
湯澤 亮太 一般
ﾕｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 諏訪市陸協
笠原 祥多(4) 大学生
ｶｻﾊﾗ ｼｮｳﾀ 立教大
牛山 純一 一般
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 相支走愛
山中 智貴(2) 高校生
ﾔﾏﾅｶ ﾄﾓｷ 諏訪清陵高

決勝 8月30日  9:40

諏訪新(SR)       13,59.41
大会新(GR)       14,57.55

 1 牛山 純一 一般  15,16.26 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 相支走愛

 2 湯澤 亮太 一般  15,55.56 
ﾕｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 諏訪市陸協

 3 西澤 洋務 一般  16,29.07 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 茅野市陸協

 4 清沢 創一 一般  16,30.23 
ｷﾖｻﾜ ｿｳｲﾁ 諏訪市陸協

 5 田畑 幸司 一般  16,35.13 
ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 岡谷市陸協

 6 關 凱人(1) 高校生  17,00.26 
ｾｷ ｶｲﾄ 諏訪清陵高

 7 血脇 悠斗(1) 高校生  17,03.59 
ﾁﾜｷ ﾕｳﾄ 諏訪清陵高

 8 小口 秀哉 一般  17,17.99 
ｵｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾔ 下諏訪町体協

 9 下湯瀬 龍信(1) 高校生  18,25.61 
ｼﾓﾕｾ ﾘｭｳｼﾝ 諏訪清陵高
笠原 祥多(4) 大学生
ｶｻﾊﾗ ｼｮｳﾀ 立教大
伊藤 航平(1) 一般
ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 電通大
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決勝 8月30日  9:10

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

風速 +0.5

 1 荻原 勇吹(2) 高校生     16.09 
ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 諏訪二葉高

 2 中村 謙士(1) 高校生     17.85 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 諏訪二葉高

 3 伊藤 来夢(2) 高校生     17.85 
ｲﾄｳ  ﾗｲﾑ 諏訪実高

 4 澁谷 拓見(1) 高校生     19.21 
ｼﾌﾞﾔ  ﾀｸﾐ 諏訪実高

決勝 8月30日 14:45

諏訪新  (SR )       41.70
大会新  (GR )       44.07

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 諏訪実高    88 丹羽 南樹(2)     44.97 

ｽﾜｼﾞﾂｺｳ ﾆﾜ  ﾅﾐｷ
   86 伊藤 来夢(2)

ｲﾄｳ  ﾗｲﾑ
   92 澁谷 拓見(1)

ｼﾌﾞﾔ  ﾀｸﾐ
   87 小林 蒼泉(2)

ｺﾊﾞﾔｼ  ｱｵｲ
 2   4 諏訪清陵高   105 三井 健太郎(1)     45.24 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾐﾂｲ ｹﾝﾀﾛｳ
  122 宮坂 駿吾(2)

ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ
  121 五味 凌介(2)

ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ
  104 外川 太一(1)

ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ
 3   3 下諏訪向陽高   160 井口 晃輔(1)     45.55 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ｲｸﾞﾁ ｺｳｽｹ
  158 宮坂 智史(2)

ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ
  156 小平 祐貴(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ
  155 伊藤 大起(2)

ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ
 4   7 諏訪二葉高   133 馬場 将之介(2)     45.87 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾉｽｹ
  138 中村 謙士(1)

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ
  132 浦野 博登(2)

ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ
  134 岩本 雄大(2)

ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ
 5   6 諏訪東京理科大   214 長巾 真也(1)     47.01 

ｽﾜﾄｳｷｮｳﾘｶﾀﾞｲ ﾅｶﾞﾊﾊﾞ ｼﾝﾔ
  212 浅原 一熙(1)

ｱｻﾊﾗ ｲﾂｷ
  209 丸山 将也(1)

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ
  208 丸山 貴倫(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾐﾁ

男子

110mH(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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予選 8月30日 11:10
決勝 8月30日 13:15

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

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 -0.2

 1 中澤 新(2) 中学生     12.02 q  1 阿部 勇希(2) 中学生     12.34 q
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 清陵附属中 ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 茅野北部中

 2 松本  陸(3) 中学生     12.30 q  2 小林 尚矢(2) 中学生     12.55 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 上諏訪中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 長峰中

 3 小林 優真(2) 中学生     13.33  3 松田 蓮太郎(2) 中学生     12.66 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 富士見中 ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中

 4 菊池 樹輝(2) 中学生     13.46  4 名取 裕基(2) 中学生     13.17 
ｷｸﾁ ｲﾂｷ 原中 ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 富士見中

 5 西郷 鴻次朗(1) 中学生     13.71  5 中澤 青空(2) 中学生     13.99 
ｻｲｺﾞｳ ｺｳｼﾞﾛｳ 茅野北部中 ﾅｶｻﾞﾜ ｾｲﾗ 上諏訪中

 6 小平 桜雅(1) 中学生     14.46  6 高山 翔平(1) 中学生     14.45 
ｺﾀﾞｲﾗ ｵｳｶﾞ 岡谷西部中 ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 諏訪西中

 7 伊藤 浩樹(1) 中学生     15.38  7 岩田 晃治(1) 中学生     14.81 
ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 長峰中 ｲﾜﾀ ｺｳｼﾞ 下諏訪中

 8 山岸 稜(1) 中学生     15.46  8 柴田 凌空(1) 中学生     17.16 
ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳ 永明中 ｼﾊﾞﾀﾘｸ 永明中

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速  0.0

 1 土屋 哲平(3) 中学生     11.89 q  1 井出 純一朗(3) 中学生     12.11 q
ﾂﾁﾔ ﾃｯﾍﾟｲ 茅野東部中 ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岡谷西部中

 2 伊東 稜真(2) 中学生     12.98  2 佐野 希汐(1) 中学生     13.15 
ｲﾄｳﾘｮｳﾏ 諏訪南中 ｻﾉ ｷｾｷ 茅野東部中

 3 青木 悠(2) 中学生     13.23  3 宮澤 喬佑(1) 中学生     13.80 
ｱｵｷﾕｳ 永明中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 岡谷東部中

 4 鷹野原 伶(2) 中学生     13.49  4 小松 琉聖(2) 中学生     14.20 
ﾀｶﾉﾊﾗ ﾘｮｳ 諏訪西中 ｺﾏﾂﾘｭｾｲ 永明中

 5 小林 涼空(1) 中学生     14.62  5 田口 利彦(1) 中学生     14.36 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 下諏訪中 ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ 上諏訪中

 6 武井 謙汰(1) 中学生     14.76  6 川口 祥延(1) 中学生     14.69 
ﾀｹｲ ｹﾝﾀ 岡谷西部中 ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ 茅野北部中

 7 竹村 直紀(2) 中学生     14.86 地濃 郁人(2) 中学生
ﾀｹﾑﾗﾅｵｷ 永明中 ﾁﾉｳ ｲｸﾄ 長峰中
偆道 怜央(2) 中学生 矢代 智章(2) 中学生
ｼｭﾝﾄﾞｳ ﾚｵ 原中 ﾔｼﾛ ﾄﾓｱｷ 富士見中

[ 5組] 風速 +0.4 [ 6組] 風速  0.0

 1 門脇 大(3) 中学生     12.08 q  1 安藤 賢博(3) 中学生     11.97 q
ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾛ 茅野北部中 ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 岡谷東部中

 2 渡辺 慎(3) 中学生     12.53  2 原田 恒太朗(2) 中学生     12.43 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 岡谷東部中 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 茅野北部中

 3 小林 蓮(2) 中学生     12.76  3 武井 孝史朗(2) 中学生     12.45 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪西中 ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ 岡谷西部中

 4 立石 将太(2) 中学生     13.35  4 一之瀬 大介(1) 中学生     13.70 
ﾀﾃｲｼ ｼｮｳﾀ 諏訪南中 ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ 上諏訪中

 5 三石 剛(2) 中学生     13.97  5 保科 健照(1) 中学生     14.04 
ﾐﾂｲｼｺﾞｳ 永明中 ﾎｼﾅ ｹﾝｼｮｳ 岡谷北部中

 6 三井 官弥(2) 中学生     14.61  6 濵 想一郎(2) 中学生     15.46 
ﾐﾂｲ ｶﾝﾔ 富士見中 ﾊﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 下諏訪中

 7 北原 航生(1) 中学生     14.68 小山 宗一朗(1) 中学生
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 長峰中 ｺﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 長峰中

 8 沓掛 蒼大(1) 中学生     15.55 角丸 豊(2) 中学生
ｸﾂｶｹ ｿｳﾀﾞｲ 岡谷西部中 ｶｸﾏﾙﾕﾀｶ 永明中

風速  0.0

 1 中澤 新(2) 中学生     11.83 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 清陵附属中

 1 土屋 哲平(3) 中学生     11.83 
ﾂﾁﾔ ﾃｯﾍﾟｲ 茅野東部中

 1 安藤 賢博(3) 中学生     11.83 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 岡谷東部中

 4 井出 純一朗(3) 中学生     12.17 
ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岡谷西部中

 5 阿部 勇希(2) 中学生     12.19 
ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 茅野北部中

 6 松本  陸(3) 中学生     12.24 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 上諏訪中

 7 門脇 大(3) 中学生     12.34 
ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾛ 茅野北部中

 8 原田 恒太朗(2) 中学生     12.56 
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 茅野北部中
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決勝 8月30日 11:00

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

 1 宮坂 空(3) 中学生     54.24 
ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 茅野北部中

 2 小松 翔(3) 中学生     56.80 
ｺﾏﾂ ｶｹﾙ 茅野北部中

 3 高木 玲緒(2) 中学生     58.34 
ﾀｶｷﾞ ﾚｵ 茅野東部中

 4 塚田 千紘(2) 中学生     59.04 
ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 岡谷東部中

 5 三井 成起(2) 中学生     59.30 
ﾐﾂｲ ﾅﾘｷ 富士見中

 6 立石 幸祐(2) 中学生     59.86 
ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 長峰中

 7 菊池 優太(2) 中学生   1,09.70 
ｷｸﾁ ﾕｳﾀ 岡谷南部中
門脇 大(3) 中学生
ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾛ 茅野北部中

決勝 8月30日 10:10

諏訪新  (SR )     1,58.26
大会新  (GR )     2,08.82

 1 佐藤 龍我(3) 中学生   2,07.91 
ｻﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 岡谷南部中

 2 小松 翔(3) 中学生   2,10.48 
ｺﾏﾂ ｶｹﾙ 茅野北部中

 3 伊藤 瑠真(2) 中学生   2,19.43 
ｲﾄｳ ﾘｭｳﾏ 原中

 4 小松 祥也(3) 中学生   2,19.91 
ｺﾏﾂ ｼｮｳﾔ 長峰中

 5 黒澤 友哉(2) 中学生   2,21.31 
ｸﾛｻﾜ ﾄﾓﾔ 長峰中

 6 宮澤 薫(2) 中学生   2,26.55 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｵﾙ 岡谷西部中

 7 鷹左右 侑生(2) 中学生   2,35.66 
ﾀｶｿｳﾕｳｷ 永明中

 8 細川 隼(2) 中学生   2,35.83 
ﾎｿｶﾜ ﾊﾔﾄ 富士見中

 9 國井 駿太(1) 中学生   2,48.84 
ｸﾆｲ ｼｭﾝﾀ 岡谷西部中

10 濵 慶祐(2) 中学生   2,52.18 
ﾊﾏ ｹｲｽｹ 岡谷南部中

11 小松 隼人(1) 中学生   3,00.56 
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 岡谷西部中
國谷 真ノ介(1) 中学生
ｸﾆﾔ ｼﾝﾉｽｹ 長峰中
柳澤 光(2) 中学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 上諏訪中
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決勝 8月30日 13:35

諏訪新  (SR )     4,05.80
大会新  (GR )     4,21.65

[ 1組] [ 2組]

 1 中島 優太(2) 中学生   5,06.72  1 小林 亮太(2) 中学生   4,34.15 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 岡谷東部中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 富士見中

 2 神通川 和也(2) 中学生   5,10.11  2 清水 冬威(3) 中学生   4,35.54 
ｼﾞﾝﾂｳｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 岡谷南部中 ｼﾐｽﾞ ﾄｳｲ 茅野東部中

 3 笠原 武流(1) 中学生   5,12.57  3 植松 孝太(1) 中学生   4,41.66 
ｶｻﾊﾗ ﾀｹﾙ 諏訪中 ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 富士見中

 4 服部 広平(1) 中学生   5,15.55  4 二見 優輝(1) 中学生   4,43.86 
ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾍｲ 上諏訪中 ﾌﾀﾐﾕｳｷ 永明中

 5 児玉 光輝(1) 中学生   5,16.23  5 小沢 直希(3) 中学生   4,54.55 
ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ 上諏訪中 ｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 上諏訪中

 6 三井 晃太(1) 中学生   5,18.05  6 宮坂 夏輝(3) 中学生   4,56.87 
ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 上諏訪中 ﾐﾔｻｶ ﾅﾂｷ 茅野東部中

 7 金澤 斗哉(2) 中学生   5,23.38  7 伊藤 瑠真(2) 中学生   4,57.90 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾄｳﾔ 岡谷東部中 ｲﾄｳ ﾘｭｳﾏ 原中

 8 藤森 大地(1) 中学生   5,33.62  8 嶋本 和磨(2) 中学生   4,58.46 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲﾁ 諏訪西中 ｼﾏﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 茅野北部中

 9 矢崎 琉晟(1) 中学生   5,42.28  9 小松 隼(2) 中学生   4,59.33 
ﾔｻﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 下諏訪中 ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 茅野北部中

10 西中山 裕(1) 中学生   5,42.96 10 篠原 琉佑(2) 中学生   4,59.72 
ﾆｼﾅｶﾔﾏ ﾕｳ 下諏訪中 ｼﾉﾊﾗ ﾘｭｳｽｹ 長峰中

11 國井 駿太(1) 中学生   5,46.84 11 柳澤 光(2) 中学生   5,01.33 
ｸﾆｲ ｼｭﾝﾀ 岡谷西部中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 上諏訪中

12 小田切 裕太(2) 中学生   5,50.30 12 巻渕 勇人(2) 中学生   5,03.06 
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾕｳﾀ 茅野北部中 ﾏｷﾌﾞﾁ ﾊﾔﾄ 岡谷南部中

13 西澤 駿(1) 中学生   5,50.44 13 西澤 裕斗(3) 中学生   5,09.05 
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｭﾝ 上諏訪中 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 上諏訪中

14 藤森 大斗(1) 中学生   5,51.11 14 桑野 杏梧(2) 中学生   5,11.57 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾄ 諏訪西中 ｸﾜﾉ ｷｮｳｺﾞ 富士見中

15 宮森 蓮(1) 中学生   5,56.66 15 二見 拓輝(1) 中学生   5,11.69 
ﾐﾔﾓﾘ ﾚﾝ 諏訪西中 ﾌﾀﾐ ﾋﾛｷ 清陵附属中

16 山岸 稜(1) 中学生   5,58.20 16 柄澤 昇太郎(2) 中学生   5,13.06 
ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳ 永明中 ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 岡谷北部中

17 板倉 凌央(1) 中学生   6,01.34 野本 晃生(1) 中学生
ｲﾀｸﾗ ﾘｮｳ 諏訪西中 ﾉﾓﾄ ﾃﾙｷ 岡谷北部中

   1 小林 亮太(2) 中学生 富士見中     4,34.15   2   1
   2 清水 冬威(3) 中学生 茅野東部中     4,35.54   2   2
   3 植松 孝太(1) 中学生 富士見中     4,41.66   2   3
   4 二見 優輝(1) 中学生 永明中     4,43.86   2   4
   5 小沢 直希(3) 中学生 上諏訪中     4,54.55   2   5
   6 宮坂 夏輝(3) 中学生 茅野東部中     4,56.87   2   6
   7 伊藤 瑠真(2) 中学生 原中     4,57.90   2   7
   8 嶋本 和磨(2) 中学生 茅野北部中     4,58.46   2   8
   9 小松 隼(2) 中学生 茅野北部中     4,59.33   2   9
  10 篠原 琉佑(2) 中学生 長峰中     4,59.72   2  10
  11 柳澤 光(2) 中学生 上諏訪中     5,01.33   2  11
  12 巻渕 勇人(2) 中学生 岡谷南部中     5,03.06   2  12
  13 中島 優太(2) 中学生 岡谷東部中     5,06.72   1   1
  14 西澤 裕斗(3) 中学生 上諏訪中     5,09.05   2  13
  15 神通川 和也(2) 中学生 岡谷南部中     5,10.11   1   2
  16 桑野 杏梧(2) 中学生 富士見中     5,11.57   2  14
  17 二見 拓輝(1) 中学生 清陵附属中     5,11.69   2  15
  18 笠原 武流(1) 中学生 諏訪中     5,12.57   1   3
  19 柄澤 昇太郎(2) 中学生 岡谷北部中     5,13.06   2  16
  20 服部 広平(1) 中学生 上諏訪中     5,15.55   1   4
  21 児玉 光輝(1) 中学生 上諏訪中     5,16.23   1   5
  22 三井 晃太(1) 中学生 上諏訪中     5,18.05   1   6
  23 金澤 斗哉(2) 中学生 岡谷東部中     5,23.38   1   7
  24 藤森 大地(1) 中学生 諏訪西中     5,33.62   1   8
  25 矢崎 琉晟(1) 中学生 下諏訪中     5,42.28   1   9
  26 西中山 裕(1) 中学生 下諏訪中     5,42.96   1  10
  27 國井 駿太(1) 中学生 岡谷西部中     5,46.84   1  11
  28 小田切 裕太(2) 中学生 茅野北部中     5,50.30   1  12
  29 西澤 駿(1) 中学生 上諏訪中     5,50.44   1  13
  30 藤森 大斗(1) 中学生 諏訪西中     5,51.11   1  14
  31 宮森 蓮(1) 中学生 諏訪西中     5,56.66   1  15
  32 山岸 稜(1) 中学生 永明中     5,58.20   1  16
  33 板倉 凌央(1) 中学生 諏訪西中     6,01.34   1  17 7751
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決勝 8月30日 12:15

諏訪新(SR)        8,33.96
大会新(GR)        9,31.33

 1 伊藤 輝(3) 中学生   9,27.84 
ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 茅野東部中

 2 池田 悠司(3) 中学生   9,28.84 
ｲｹﾀﾞ ﾁｶｼ 諏訪西中

 3 佐藤 龍我(3) 中学生   9,34.48 
ｻﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 岡谷南部中

 4 水野 雄斗(3) 中学生  10,05.67 
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ 長峰中

 5 杉山 南(2) 中学生  10,41.09 
ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾅﾐ 富士見中

 6 宮澤 薫(2) 中学生  11,08.15 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｵﾙ 岡谷西部中

 7 折井 優樹(2) 中学生  13,12.78 
ｵﾘｲﾕｳｷ 永明中
小林 亮太(2) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 富士見中

決勝 8月30日  9:00

諏訪新  (SR )       14.70
大会新  (GR )       15.14

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.1

 1 井出 純一朗(3) 中学生     16.15  1 小池 隆也(3) 中学生     16.46 
ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 岡谷西部中 ｺｲｹ ﾀｶﾔ 茅野東部中

 2 塚田 千紘(2) 中学生     18.11  2 立石 幸祐(2) 中学生     19.29 
ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 岡谷東部中 ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 長峰中

 3 笠原 智哉(2) 中学生     19.27  3 中山 晃希(2) 中学生     19.99 
ｶｻﾊﾗﾄﾓﾔ 永明中 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ 岡谷西部中

 4 斉藤 祐吾(2) 中学生     20.83  4 古里 友吾(1) 中学生     22.15 
ｻｲﾄｳ ﾕｳｺﾞ 下諏訪中 ﾌﾙｻﾄ ﾕｳｺﾞ 諏訪西中

 5 田口 利彦(1) 中学生     21.55  5 角丸 豊(2) 中学生     22.87 
ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ 上諏訪中 ｶｸﾏﾙﾕﾀｶ 永明中

 6 鈴木 駿介(1) 中学生     22.79  6 田中 風馬(1) 中学生     23.13 
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 岡谷西部中 ﾀﾅｶ ﾌｳﾏ 岡谷西部中
偆道 怜央(2) 中学生
ｼｭﾝﾄﾞｳ ﾚｵ 原中

   1 井出 純一朗(3) 中学生 岡谷西部中     16.15 (0.0)   1   1
   2 小池 隆也(3) 中学生 茅野東部中     16.46 (+0.1)   2   1
   3 塚田 千紘(2) 中学生 岡谷東部中     18.11 (0.0)   1   2
   4 笠原 智哉(2) 中学生 永明中     19.27 (0.0)   1   3
   5 立石 幸祐(2) 中学生 長峰中     19.29 (+0.1)   2   2
   6 中山 晃希(2) 中学生 岡谷西部中     19.99 (+0.1)   2   3
   7 斉藤 祐吾(2) 中学生 下諏訪中     20.83 (0.0)   1   4
   8 田口 利彦(1) 中学生 上諏訪中     21.55 (0.0)   1   5
   9 古里 友吾(1) 中学生 諏訪西中     22.15 (+0.1)   2   4
  10 鈴木 駿介(1) 中学生 岡谷西部中     22.79 (0.0)   1   6
  11 角丸 豊(2) 中学生 永明中     22.87 (+0.1)   2   5
  12 田中 風馬(1) 中学生 岡谷西部中     23.13 (+0.1)   2   6

欠場

7  7796

6  7913

2  7914

8  7563

5  7615

1  7850

3  7876
大会新

4  7750
大会新

中学男子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

 7797
 7856
 7565

 7801
 7574

 7685
 7718
 7755
 7572

備考 組 順位
 7560
 7877
 7647

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

3  7574

タイムレース

2  7755

6  7801

7  7856

5  7565

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  7877

8  7899
欠場

順

2  7572

7  7685

3  7718

5  7797

4  7560

6  7647

中学男子

110mH(0.914m)       

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ



決勝 8月30日 14:30

諏訪新  (SR )       45.38
大会新  (GR )       48.19

[ 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   3 岡谷東部中  7644 松田 蓮太郎(2)     48.00  1   5 茅野北部中  7835 阿部 勇希(2)     46.68 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 大会新 ﾁﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 大会新
 7640 渡辺 慎(3)  7833 原田 恒太朗(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ
 7647 塚田 千紘(2)  7819 宮坂 空(3)

ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ ﾐﾔｻｶ ｿﾗ
 7641 安藤 賢博(3)  7821 門脇 大(3)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ ｶﾄﾞﾜｷ ﾋﾛ
 2   7 諏訪西中  7752 高山 翔平(1)     52.48  2   6 茅野東部中  7883 高木 玲緒(2)     47.42 

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ ﾁﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾀｶｷﾞ ﾚｵ 大会新
 7745 小林 蓮(2)  7882 田中 龍宗

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼｭｳ
 7755 古里 友吾(1)  7873 土屋 哲平(3)

ﾌﾙｻﾄ ﾕｳｺﾞ ﾂﾁﾔ ﾃｯﾍﾟｲ
 7746 鷹野原 伶(2)  7877 小池 隆也(3)

ﾀｶﾉﾊﾗ ﾘｮｳ ｺｲｹ ﾀｶﾔ
 3   5 上諏訪中  7713 中澤 青空(2)     53.71  3   4 富士見中  7915 名取 裕基(2)     51.58 

ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ﾅｶｻﾞﾜ ｾｲﾗ ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ
 7714 柳澤 光(2)  7918 三井 成起(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ ﾐﾂｲ ﾅﾘｷ
 7718 田口 利彦(1)  7917 三井 官弥(2)

ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ ﾐﾂｲ ｶﾝﾔ
 7716 一之瀬 大介(1)  7912 小林 優真(2)

ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ
 4   4 岡谷西部中  7565 中山 晃希(2)     55.05  4   3 永明中  7797 笠原 智哉(2)     51.70 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ ｴｲﾒｲﾁｭｳ ｶｻﾊﾗﾄﾓﾔ
 7563 宮澤 薫(2)  7800 三石 剛(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｵﾙ ﾐﾂｲｼｺﾞｳ
 7572 鈴木 駿介(1)  7805 青木 悠(2)

ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ ｱｵｷﾕｳ
 7567 武井 孝史朗(2)  7799 大淵 翔也(2)

ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ ｵｵﾌﾞﾁｼｮｳﾔ
 5   6 長峰中  7862 北原 航生(1)   1,00.62 

ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ
 7859 小林 尚矢(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ
 7853 田中 耀介(2)

ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ
 7864 小山 宗一朗(1)

ｺﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ

   1 茅野北部中     46.68 大会新 阿部 勇希(2) 原田 恒太朗(2) 宮坂 空(3) 門脇 大(3)   2   1
   2 茅野東部中     47.42 大会新 高木 玲緒(2) 田中 龍宗 土屋 哲平(3) 小池 隆也(3)   2   2
   3 岡谷東部中     48.00 大会新 松田 蓮太郎(2) 渡辺 慎(3) 塚田 千紘(2) 安藤 賢博(3)   1   1
   4 富士見中     51.58 名取 裕基(2) 三井 成起(2) 三井 官弥(2) 小林 優真(2)   2   3
   5 永明中     51.70 笠原 智哉(2) 三石 剛(2) 青木 悠(2) 大淵 翔也(2)   2   4
   6 諏訪西中     52.48 高山 翔平(1) 小林 蓮(2) 古里 友吾(1) 鷹野原 伶(2)   1   2
   7 上諏訪中     53.71 中澤 青空(2) 柳澤 光(2) 田口 利彦(1) 一之瀬 大介(1)   1   3
   8 岡谷西部中     55.05 中山 晃希(2) 宮澤 薫(2) 鈴木 駿介(1) 武井 孝史朗(2)   1   4
   9 長峰中   1,00.62 北原 航生(1) 小林 尚矢(2) 田中 耀介(2) 小山 宗一朗(1)   1   5

ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

中学男子

4x100m              

決勝

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考



決勝 8月30日 12:30

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

小林 蒼泉(2) 高校生    X    X   5.99    X   6.17   6.23    6.23 
ｺﾊﾞﾔｼ  ｱｵｲ 諏訪実高   -1.2   -0.5   +0.1    +0.1
馬場 将之介(2) 高校生    X   6.12   6.12   6.16    X   5.98    6.16 
ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾉｽｹ 諏訪二葉高   -0.5   -0.2   +0.8   -0.7    +0.8
浅原 一熙(1) 大学生    X   6.15    X    X    X    -    6.15 
ｱｻﾊﾗ ｲﾂｷ 諏訪東京理科大   +0.4    +0.4
井口 晃輔(1) 高校生   6.09   6.03    X    X   6.12   6.11    6.12 
ｲｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 下諏訪向陽高   +0.1   +1.1   +0.1    0.0    +0.1
五味 凌介(2) 高校生    X   5.79    X    X   5.72   5.99    5.99 
ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 諏訪清陵高   +0.7    0.0   +0.1    +0.1
小平 祐貴(2) 高校生   5.79   5.98    X    X   5.93    X    5.98 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 下諏訪向陽高   +0.1   +0.1    0.0    +0.1
浦野 博登(2) 高校生   5.93    X   5.95   5.86    X   5.93    5.95 
ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ 諏訪二葉高   +0.4   +0.4   -0.1   +0.1    +0.4
丹羽 南樹(2) 高校生    X   5.78    X    X    X   5.85    5.85 
ﾆﾜ  ﾅﾐｷ 諏訪実高   +0.7   +0.1    +0.1
中野 颯己(1) 高校生    X   5.29   5.40    5.40 
ﾅｶﾉ ｿｳｷ 諏訪清陵高    0.0    0.0     0.0

決勝 8月30日 14:00

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

浦野 博登(2) 高校生    X  10.97  11.13  10.83  10.99  11.16   11.16 
ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ 諏訪二葉高    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0     0.0

決勝 8月30日 10:20

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

丸山 貴倫(3) 大学生
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾐﾁ 諏訪東京理科大
宮坂 駿吾(2) 高校生
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ 諏訪清陵高
山﨑 将文 一般 欠場
ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾌﾐ 岡谷市陸協

決勝 8月30日  9:50

諏訪新(SR)           4.60
大会新(GR)           4.40

伊藤 大起(2) 高校生
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 下諏訪向陽高
田中 米人 一般
ﾀﾅｶ ﾖﾈﾄ 茅野市陸協

8 2    88

9 1   107

6 6   156

7 5   132

4 4   160

5 7   121

2 8   133

3 3   212

記録 備考
1 9    87

-3- -4- -5- -6-

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
1 1   132

-3- -4- -5- -6-

/  2.20
2 1   205

O XO XXO

XXX  3.80
1 2   155

- - - XO O

記録 備考2m00 2m10 2m20 3m60 3m80 4m00

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m70 1m75 1m80 1m83 1m86 1m89 1m92 2m01
1 3   208

- - O - O

- XXX

- O XXX

2 2   122
O O O

 1.92

 1.80

1   201



決勝 8月30日  9:00

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

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 8月30日 10:30

諏訪新(SR)          40.02
大会新(GR)          39.22

中島 公徳 一般
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
石崎 暁裕(4) 大学生
ｲｼｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ 諏訪東京理科大

決勝 8月30日 13:00

諏訪新(SR)          58.74
大会新(GR)          55.50

荻原 勇吹(2) 高校生
ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 諏訪二葉高
河西 広樹(2) 高校生
ｶｻｲ ﾋﾛｷ 諏訪二葉高
本松 幸久(1) 高校生
ﾓﾄﾏﾂﾕｷﾋｻ 諏訪二葉高
熊倉 直人(2) 高校生 記録なし
ｸﾏｸﾗ ﾅｵﾄ 岡谷南高
田中 米人 一般 欠場
ﾀﾅｶ ﾖﾈﾄ 茅野市陸協

記録 備考
1 1   200

 9.24  9.22   9.41 

-3- -4- -5- -6-

  X  9.35  9.41  9.26

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-

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-

25.04   O

-3- -4- -5- -6-

  O 23.96

記録 備考
1 2   200

  O   O   O

  O  23.96 

  X  25.04 

2 1   210
  X   X   O

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-

  O   O

-3- -4- -5- -6-

  O   X

記録 備考
1 5   131

  O 42.36   O

  O   O

  O  42.36 

2 1   137
  X 41.42   X   O  41.42 

3 3   139
  X   X 34.65   O  34.65 

4   225
  X   -   X

2   205



決勝 8月30日 10:20

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

宮坂 夏輝(3) 中学生
ﾐﾔｻｶ ﾅﾂｷ 茅野東部中
野々村 一人(3) 中学生
ﾉﾉﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 原中
小口 功紀(3) 中学生
ｵｸﾞﾁ ｺｳｷ 岡谷東部中
城 慧(2) 中学生
ｼﾞｮｳ ｻﾄﾙ 岡谷東部中
笠原 智哉(2) 中学生
ｶｻﾊﾗﾄﾓﾔ 永明中
鈴木 駿介(1) 中学生
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 岡谷西部中

決勝 8月30日  9:50

諏訪新(SR)           4.20
大会新(GR)           4.10

安部 公士郎(2) 中学生
ｱﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ 原中
菊池 樹輝(2) 中学生
ｷｸﾁ ｲﾂｷ 原中
両角 脩(1) 中学生 欠場
ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｭｳ 茅野北部中

XXX  1.40
6 1  7572

XO O XO

 1.45

 1.50

5 2  7797
- - XO O XXX

XXO XXO XXX
4 3  7643

- O O

XO XXX  1.55

 1.60

3 4  7638
- - - - XO

- - - XO XXX
2 6  7894

- - -

- O O O XXX  1.70

1m70 1m75
1 5  7874

- - - - -

記録 備考1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

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 備考2m60 2m70 2m80 2m90 3m00 3m40 3m50 3m60 3m70 3m80
1 3  7896

- - - - -

XXO XXX

XO XO O XO

2 2  7897
O O XXO

XXX  3.70

 2.90

1  7811



決勝 8月30日 12:30

諏訪新(SR)           6.86
大会新(GR)           6.47

小池 隆也(3) 中学生   5.75   5.63   5.66   5.48   5.76   5.79    5.79 
ｺｲｹ ﾀｶﾔ 茅野東部中    0.0   +0.3    0.0    0.0    0.0    0.0     0.0
中澤 新(2) 中学生   5.19   4.27   5.47   5.06   5.09   5.31    5.47 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 清陵附属中   -0.5    0.0   +1.1   +0.1    0.0   +0.1    +1.1
渡辺 慎(3) 中学生   4.19   4.92   5.11   5.47   5.18   5.15    5.47 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 岡谷東部中    0.0    0.0   -0.4   -0.3    0.0   -0.5    -0.3
小林 優真(2) 中学生    X   5.21    X   5.39   5.13   5.00    5.39 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 富士見中   +0.9   +0.1   -0.9   -0.1    +0.1
小林 蓮(2) 中学生   5.34   5.29   5.18   5.26   4.66   5.06    5.34 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪西中    0.0   +0.7    0.0    0.0   +0.1    0.0     0.0
武井 孝史朗(2) 中学生    X   5.14   5.27   5.04   3.87    X    5.27 
ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ 岡谷西部中    0.0   +0.5    0.0   +1.1    +0.5
鷹野原 伶(2) 中学生   5.06   4.79   5.05   3.96    X   4.80    5.06 
ﾀｶﾉﾊﾗ ﾘｮｳ 諏訪西中    0.0   -0.1    0.0    0.0    0.0     0.0
立石 将太(2) 中学生   4.92   4.89   4.80   4.87   4.58   4.70    4.92 
ﾀﾃｲｼ ｼｮｳﾀ 諏訪南中   +1.0    0.0   +0.6   +1.5    0.0    0.0    +1.0
佐野 希汐(1) 中学生   4.74   4.80   4.74    4.80 
ｻﾉ ｷｾｷ 茅野東部中   -0.9   -1.2    0.0    -1.2
城 慧(2) 中学生   4.58   4.71   4.24    4.71 
ｼﾞｮｳ ｻﾄﾙ 岡谷東部中   -0.4    0.0   +0.8     0.0
二見 優輝(1) 中学生   4.58   3.89   4.68    4.68 
ﾌﾀﾐﾕｳｷ 永明中   +0.2   -0.1   +0.6    +0.6
一之瀬 大介(1) 中学生   4.39   4.46   4.55    4.55 
ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ 上諏訪中   +1.0   +0.1   -0.7    -0.7
町田 恭佑(2) 中学生    X   4.36   4.28    4.36 
ﾏﾁﾀﾞｷｮｳｽｹ 永明中   +0.5   +0.3    +0.5
古里 友吾(1) 中学生   3.92   4.31   4.12    4.31 
ﾌﾙｻﾄ ﾕｳｺﾞ 諏訪西中    0.0    0.0    0.0     0.0
小平 桜雅(1) 中学生   4.28   4.08   4.28    4.28 
ｺﾀﾞｲﾗ ｵｳｶﾞ 岡谷西部中    0.0    0.0    0.0     0.0
小口 巧(3) 中学生   4.23    X   4.27    4.27 
ｵｸﾞﾁ ﾀｸ 茅野北部中    0.0    0.0     0.0
中山 晃希(2) 中学生   4.06   4.16   3.83    4.16 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ 岡谷西部中    0.0   +0.5    0.0    +0.5
小泉 友哉(2) 中学生    X   3.93   3.89    3.93 
ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾔ 下諏訪中    0.0    0.0     0.0
矢崎 智大(1) 中学生   3.86   3.69    -    3.86 
ﾔｻﾞｷﾄﾓﾋﾛ 永明中    0.0   +0.3     0.0
高山 翔平(1) 中学生    -   3.80   3.81    3.81 
ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 諏訪西中    0.0   +0.8    +0.8
小池 勇輝(1) 中学生   3.40   3.69   3.77    3.77 
ｺｲｹﾕｳｷ 永明中    0.0   -0.5   +0.7    +0.7
武井 謙汰(1) 中学生    X   3.69   3.40    3.69 
ﾀｹｲ ｹﾝﾀ 岡谷西部中   -0.2    0.0    -0.2
濵 想一郎(2) 中学生   3.67   3.47   3.68    3.68 
ﾊﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 下諏訪中   +0.7   +1.1   -0.4    -0.4
伊藤 涼平(1) 中学生   3.53   3.35   3.16    3.53 
ｲﾄｳﾘｮｳﾍｲ 永明中   +0.7   +0.8    0.0    +0.7
花岡 智紀(1) 中学生   3.41   3.42   3.35    3.42 
ﾊﾅｵｶ ﾄﾓｷ 下諏訪中   +0.3   +0.8    0.0    +0.8
田村 紘一(1) 中学生   3.39   3.16   3.31    3.39 
ﾀﾑﾗｺｳｲﾁ 永明中   +0.2   -0.1   +1.3    +0.2
柴田 凌空(1) 中学生   3.10   2.84   3.11    3.11 
ｼﾊﾞﾀﾘｸ 永明中    0.0   -0.1   +0.4    +0.4
田中 風馬(1) 中学生   3.03    X   2.56    3.03 
ﾀﾅｶ ﾌｳﾏ 岡谷西部中   -0.8    0.0    -0.8
沓掛 蒼大(1) 中学生    X    X   2.54    2.54 
ｸﾂｶｹ ｿｳﾀﾞｲ 岡谷西部中   +0.2    +0.2
松本  陸(3) 中学生    X    X    X 記録なし
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 上諏訪中
村上 智哉(1) 中学生 欠場
ﾑﾗｶﾐﾄﾓﾔ 永明中
宮澤 喬佑(1) 中学生 欠場
ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 岡谷東部中
髙橋 祐哉(2) 中学生 欠場
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 岡谷北部中

15  7648

30  7593

26  7712

2  7783

28 16  7574

29 6  7570

26 5  7808

27 1  7780

24 3  7807

25 10  7673

22 8  7569

23 4  7687

20 7  7752

21 11  7782

18 12  7684

19 17  7784

16 21  7824

17 18  7565

14 13  7755

15 14  7573

12 23  7716

13 31  7804

10 28  7643

11 9  7809

8 22  7769

9 24  7870

6 32  7567

7 25  7746

4 33  7912

5 27  7745

2 19  7940

3 20  7640

記録 備考
1 29  7877

-3- -4- -5- -6-

中学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月30日  9:00

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

寺島 克起(2) 中学生
ﾃﾗｼﾏｶﾂｷ 永明中
田中 耀介(2) 中学生
ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 長峰中
永田 智哉(1) 中学生
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 岡谷西部中
西郷 鴻次朗(1) 中学生
ｻｲｺﾞｳ ｺｳｼﾞﾛｳ 茅野北部中
保科 健照(1) 中学生
ﾎｼﾅ ｹﾝｼｮｳ 岡谷北部中
五味 春喜(1) 中学生
ｺﾞﾐ ﾊﾙｷ 茅野東部中
小松 隼人(1) 中学生
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 岡谷西部中

決勝 8月30日 10:30

諏訪新  (SR )       29.71
大会新  (GR )       29.45

大淵 翔也(2) 中学生
ｵｵﾌﾞﾁｼｮｳﾔ 永明中
田中 耀介(2) 中学生
ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 長峰中

決勝 8月30日 13:00

諏訪新(SR)          52.01
大会新(GR)          50.93

安部 公士郎(2) 中学生
ｱﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ 原中
伊東 稜真(2) 中学生
ｲﾄｳﾘｮｳﾏ 諏訪南中
永田 智哉(1) 中学生
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 岡谷西部中
篠原 琉佑(2) 中学生
ｼﾉﾊﾗ ﾘｭｳｽｹ 長峰中
村上 智哉(1) 中学生
ﾑﾗｶﾐﾄﾓﾔ 永明中
小口 功紀(3) 中学生
ｵｸﾞﾁ ｺｳｷ 岡谷東部中
三井 官弥(2) 中学生
ﾐﾂｲ ｶﾝﾔ 富士見中
名取 裕基(2) 中学生
ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 富士見中
矢崎 智大(1) 中学生
ﾔｻﾞｷﾄﾓﾋﾛ 永明中
矢代 智章(2) 中学生 欠場
ﾔｼﾛ ﾄﾓｱｷ 富士見中

 4.32   4.57 

7 1  7576
 3.59   X   4.18 

 4.52  4.57

 3.15   X  3.93  4.18

 4.99  5.38  5.34   5.51 

6 2 7871 
 4.21  4.20   X

 6.54   X  6.12   6.68 

5 4  7597
  X  5.51  5.25

 6.56  6.40  6.96   6.96 

4 3  7810
 6.68  6.58  5.72

 6.95  7.08  6.68   7.16 

3 5  7571
 6.36  6.36  6.05

 7.70  7.98  7.85   8.15 

2 6  7853
 6.24  7.12  7.16

1 7  7803
 8.15  8.05  8.11

-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-

中学男子

円盤投(1.500kg)     

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  O   X

-3- -4- -5- -6-

  O   O

記録 備考
1 2  7799

  X   O 20.33

  O  12.43 

  O  20.33 

2 1  7853
  X 12.43   O

中学男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

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 10  7896

40.32   O   O  40.32 

2 1  7768
30.40   O   O  30.40 

3 9  7571
30.39   O   O  30.39 

4 7  7854
  X 28.19   -  28.19 

5 3  7783
  O 25.17   O  25.17 

6 6  7638
25.06   O   O  25.06 

7 4  7917
21.70   O   O  21.70 

8 8  7915
  X   O 21.50  21.50 

9 5  7784
17.84   X   X  17.84 

2  7919
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