
主　催：

主　管：
後援：

日　時：
会　場：
審判長：

記録主任：

種目 決勝・予選 選手名 所属 記録 従来の記録
中学女子棒高跳 決勝 小林　由依（2） 原中（2） 2m80 2m70

男子走高跳 決勝 丸山　貴倫 諏訪東京理科大（4） 2m01 2m00
中学男子円盤投

（1.5kg）
決勝 大渕　翔也 永明中（3） 23m23 2２m１８

男子円盤投
(1.75kg）

決勝 奥垣内崇史 東海大諏訪高（2） 41m26 28m02

中学女子円盤投
（1.0kg）

決勝 鎌倉　杏 原中（2） 19m28 17m30

男子400m 決勝 野村　健成 東海大諏訪高（2） 49.58 50.50
女子1500m 決勝 竹内　優花 東海大諏訪高（3） 4,49.61 4,57.75
女子1500m 決勝 藤岡　緩奈 東海大諏訪高（1） 4,53.69 4,57.75
女子200m 決勝 菅沼　美風 東海大諏訪高（2） 26.08 26.20
女子200m 決勝 臼井　美紅 東海大諏訪高（2） 26.16 26.20

◆気象状況
時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速
9:00 晴れ 26.0 55.0 南東 2.1m/sec.
10:00 晴れ 26.5 56.0 東北東 2.8m/sec.
11:00 晴れ 27.5 50.0 北東 2.2m/sec.
12:00 晴れ 28.5 42.0 北 0.8m/sec.
13:00 晴れ 28.5 48.0 西南西 0.9m/sec.
14:00 晴れ 28.5 50.0 南南東 2.6m/sec.
15:00 晴れ 28.0 54.0 東北東 2.8m/sec.
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第67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
09/03 男子  -2.6中村 謙士(2) 11.68 鳴海 裕斗(2) 11.89 土屋 哲平(1) 11.91 金子 司 12.10 長巾 真也(2) 12.13 三井 健太郎(2) 12.23 田中 仁(2) 12.48

100m 高校生･諏訪二葉高 高校生･岡谷東高 高校生･諏訪二葉高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 大学生･諏訪東京理科大 高校生･諏訪清陵高 高校生･岡谷南高
09/03  +0.1外川 太一(2) 22.72 鳴海 裕斗(2) 23.49 土屋 哲平(1) 24.00 鈴木 颯太(1) 24.30 田中 仁(2) 25.00 志村 尚士(2) 25.99

200m 高校生･諏訪清陵高 高校生･岡谷東高 高校生･諏訪二葉高 高校生･諏訪二葉高 高校生･岡谷南高 高校生･岡谷工高
09/03 野村 健成(2) 49.58 宮坂 空(1) 52.10 長田 佑麻(1) 53.11 宮坂 一冴(2) 53.19 鈴木 颯太(1) 54.53 鎌倉 慎太郎(1) 57.48

400m 高校生･東海大諏 GR 高校生･下諏訪向陽高 大学生･諏訪東京理科大 高校生･下諏訪向陽高 高校生･諏訪二葉高 高校生･下諏訪向陽高
09/03 松井 翔吾(2) 2,06.32 三井 洪太(2) 2,07.11 中村 駿吾(2) 2,07.90 清水 冬威(1) 2,14.01 冨澤 祐樹 2,25.43 赤羽 幸一(2) 2,41.48

800m 高校生･諏訪清陵高 高校生･諏訪清陵高 高校生･諏訪清陵高 高校生･茅野高 一般･諏訪市陸協 大学生･諏訪東京理科大
09/03 牛山 純一 4,13.13 西澤 洋務 4,19.15 中村 駿吾(2) 4,25.52 原 賢人(2) 4,27.70 清水 冬威(1) 4,28.53 血脇 悠斗(2) 4,35.71 赤沼 浩由(1) 4,44.14 両角 睦紀(1) 4,48.08

1500m 一般･相支走愛 一般･茅野陸協 高校生･諏訪清陵高 高校生･諏訪清陵高 高校生･茅野高 高校生･諏訪清陵高 高校生･諏訪二葉高 高校生･諏訪二葉高
09/03 牛山 純一 15,26.63 下村 勇喜(3) 15,27.41 松﨑 健悟(2) 15,30.52 西澤 洋務 15,34.32 岩渕 良平 15,35.49 児玉 拓矢(2) 15,50.13 清水 大希(2) 15,51.46 伊藤 輝(1) 15,54.07

5000m 一般･相支走愛 高校生･東海大諏訪高 高校生･東海大諏訪高 一般･茅野陸協 一般･諏訪市陸協 高校生･諏訪二葉高 高校生･東海大諏訪高 高校生･東海大諏訪高
09/03  -0.1井出 純一朗(1) 16.28 中村 謙士(2) 16.55 澁谷 拓見(2) 16.60 雨宮 海斗(1) 17.99

110mH(1.067m) 高校生･諏訪清陵高 高校生･諏訪二葉高 高校生･諏訪実業高 高校生･諏訪二葉高
09/03 丸山 貴倫(4) 2.01 笠原 理央(1) 1.86 宮坂 夏輝(1) 1.83 小山 竜司(2) 1.75 野々村 一人(1) 1.70

走高跳 大学生･諏訪東京 GR 高校生･諏訪清陵高 高校生･諏訪清陵高 高校生･東海大諏訪高 高校生･茅野高
09/03 鎌倉 慎太郎(1) 3.30

棒高跳 高校生･下諏訪向陽高
09/03 浅原 一熙(2) 6.60(+1.1) 松本 陸(1) 6.14(+0.1) 名取 大輔(1) 6.02(+1.0) 古谷 聖斗(1) 5.23(+2.2) 井口 晃輔(2) 3.61(+0.3)

走幅跳 大学生･諏訪東京理科大 高校生･諏訪二葉高 高校生･東海大諏訪高 高校生･岡谷東高 高校生･下諏訪向陽高
09/03 井口 晃輔(2)13.02(+2.0) 金子 司 12.99(+0.1) 長田 佑麻(1)12.66(+1.0) 名取 大輔(1) 11.57(0.0)

三段跳 高校生･下諏訪向陽高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 大学生･諏訪東京理科大 高校生･東海大諏訪高
09/03 奥田 崚介(1) 6.18

砲丸投 大学生･諏訪東京理科大
09/03 奥垣内 崇史(2) 11.33 伯耆原 志一(2) 8.03

砲丸投 高校生･東海大諏訪高 高校生･岡谷東高
09/03 奥垣内 崇史(2) 41.26

円盤投 高校生･東海大諏 GR 
09/03 浅原 一熙(2) 47.61 小山 竜司(2) 40.65 伯耆原 志一(2) 37.51 浜 汐音(1) 30.23

やり投 大学生･諏訪東京理科大 高校生･東海大諏訪高 高校生･岡谷東高 高校生･岡谷東高
09/03 諏訪二葉高       44.86 諏訪清陵高       45.08 下諏訪向陽高      46.91

4x100m 中村 謙士(2) 三井 健太郎(2) 井口 晃輔(2)
松本 陸(1) 外川 太一(2) 宮坂 一冴(2)
土屋 哲平(1) 三井 洪太(2) 宮坂 空(1)
雨宮 海斗(1) 松井 翔吾(2) 鎌倉 慎太郎(1)

09/03 中学男子  -2.0中澤 新(3) 11.72 佐野 希汐(2) 11.94 原田 恒太朗(3) 11.98 松田 蓮太郎(3) 12.05 小林蓮(3) 12.34 小林 尚矢(3) 12.36 河野 統徳(1) 12.45 小平 桜雅(2) 12.63
100m 中学生･清陵附属中 中学生･茅野東部中 中学生･茅野北部中 中学生･岡谷東部中 中学生･諏訪西中 中学生･長峰中 中学生･才教学園中 中学生･岡谷西部中

09/03 立石 幸祐(3) 56.25 宮澤 喬佑(2) 57.26 河野 統徳(1) 59.89 小林 大源(2) 1,04.86 大嶋 利拓(1) 1,05.88 岩﨑 遼(1) 1,06.12 小池 柚子貴(1) 1,06.40 早川 怜音(1) 1,08.35
400m 中学生･長峰中 中学生･岡谷東部中 中学生･才教学園中 中学生･上諏訪中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷西部中 中学生･長峰中 中学生･長峰中

09/03 柳澤 光(3) 2,16.79 黒澤 友哉(3) 2,17.98 服部 広平(2) 2,22.90 國井 駿太(2) 2,36.17 田村 紘一(2) 2,36.47 沓掛 蒼大(2) 2,37.17 山岸 稜(2) 2,37.47 篠原 良粋(1) 2,37.62
800m 中学生･上諏訪中 中学生･長峰中 中学生･上諏訪中 中学生･岡谷西部中 中学生･永明中 中学生･岡谷西部中 中学生･永明中 中学生･岡谷東部中

09/03 二見 優輝(2) 4,38.82 柳澤 光(3) 4,50.27 岡田 遥人(1) 4,56.67 酒井 応太(1) 4,57.88 児玉 光輝(2) 4,58.79 藤森大地(2) 5,01.24 國谷 真ノ介(2) 5,07.20 大滝 隼輝(1) 5,10.51
1500m 中学生･永明中 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪中 中学生･上諏訪中 中学生･上諏訪中 中学生･諏訪西中 中学生･長峰中 中学生･下諏訪中

09/03 笠原 武流(2) 10,54.30 由澤 汐七(1) 11,51.66
3000m 中学生･諏訪中 中学生･長峰中

09/03 松田 蓮太郎(3) 16.64 二見 優輝(2) 18.15 宮澤 喬佑(2) 18.20 田口 利彦(2) 中学生･上諏訪中 19.31 小山 宗一朗(2) 19.84 小川 楓太(1) 21.57 矢﨑 灯夜(1) 21.97
110mH(0.914m) 中学生･岡谷東部中 中学生･永明中 中学生･岡谷東部中 齋藤 祐吾(3) 中学生･下諏訪中 中学生･長峰中 中学生･岡谷東部中 中学生･永明中

09/03 塚田 千紘(3) 1.65 鈴木 駿介(2) 1.50 小口 伸太郎(1) 1.45 伊藤 和哉(1) 1.40
走高跳 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷東部中 中学生･諏訪南中

09/03 安部 公士郎(3) 4.00 平出 雄彩(1) 2.40
棒高跳 中学生･原中 中学生･原中



第67回諏訪地方陸上競技選手権大会                                                
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後援岡谷市.諏訪市.茅野市.下諏訪町.富士見町.原村.長野日報社.エルシーブイ株式会社 

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
09/03 武井 孝史朗(3)6.07(-2.0) 小林蓮(3) 5.95(-1.9) 小平 桜雅(2) 5.36(-0.5) 武井 謙汰(2) 4.52(+0.4) 小林 海(1) 4.48(+0.4) 佐々 海青(1) 4.46(+1.2) 野中 大地(1) 4.32(-2.4) 田村蓮(1) 4.27(+1.2)

走幅跳 中学生･岡谷西部中 中学生･諏訪西中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷西部中 中学生･富士見中 中学生･岡谷東部中 中学生･富士見中 中学生･諏訪西中
09/03 永田 智哉(2) 10.18 伊藤 浩樹(2) 9.26 中村 紘大(1) 6.65 山田 和弥(2) 5.83 片倉 広喜(1) 5.27 今井 史弥(1) 4.74

砲丸投 中学生･岡谷西部中 中学生･長峰中 中学生･岡谷東部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷西部中 中学生･岡谷北部中
09/03 大淵 翔也(3) 23.23

円盤投 中学生･永明中 GR 
09/03 安部 公士郎(3) 48.31 伊藤 浩樹(2) 37.90 永田 智哉(2) 35.96 村上 智哉(2) 34.97 矢﨑 智大(2) 31.07 小平 将斗(1) 29.48 今井晴基(1) 28.81 山田 和弥(2) 28.10

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･原中 中学生･長峰中 中学生･岡谷西部中 中学生･永明中 中学生･永明中 中学生･長峰中 中学生･岡谷北部中 中学生･岡谷西部中
09/03 長峰中       49.27 上諏訪中       50.84 岡谷西部中       50.92 永明中       51.49 下諏訪中       51.67 岡谷東部中       54.06 岡谷北部中       54.97 諏訪西中       59.67

4x100m 宮坂 仁士(1) 服部 広平(2) 武井 謙汰(2) 矢﨑 灯夜(1) 小泉 友哉(3) 小川 楓太(1) 今井晴基(1) 木下翔聖(1)
小林 尚矢(3) 一之瀬 大介(2) 鈴木 駿介(2) 矢﨑 智大(2) 濱 想一郎(3) 小口 伸太郎(1) 小口和真(1) 田村蓮(1)
立石 幸祐(3) 小林 大源(2) 大嶋 利拓(1) 小池 勇輝(2) 齋藤 祐吾(3) 佐々 海青(1) 濵 忍斗(1) 松崎恭一朗(1)
小山 宗一朗(2) 酒井 応太(1) 小平 桜雅(2) 二見 優輝(2) 髙木 裕太(3) 宮澤 喬佑(2) 保科 健照(2) 松村武諒(1)



予選 9月3日 11:20
決勝 9月3日 13:35

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

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 +1.7

 1 中村 謙士(2) 高校生     11.76 q  1 金子 司 一般     11.63 q
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 諏訪二葉高 ｶﾈｺ ﾂｶｻ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 2 井出 純一朗(1) 高校生     12.14 q  2 鳴海 裕斗(2) 高校生     11.87 q
ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 諏訪清陵高 ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東高

 3 田中 仁(2) 高校生     12.19 q  3 土屋 哲平(1) 高校生     11.93 q
ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 岡谷南高 ﾂﾁﾔ ﾃｯﾍﾟｲ 諏訪二葉高

 4 雨宮 海斗(1) 高校生     12.40  4 三井 健太郎(2) 高校生     12.03 q
ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ 諏訪二葉高 ﾐﾂｲ ｹﾝﾀﾛｳ 諏訪清陵高

 5 古谷 聖斗(1) 高校生     12.83  5 長巾 真也(2) 大学生     12.10 q
ﾌﾙﾔ ﾏｻﾄ 岡谷東高 ﾅｶﾞﾊﾊﾞ ｼﾝﾔ 諏訪東京理科大

 6 濵 琉斗(1) 高校生     13.22  6 渡辺 慎(1) 高校生     12.61 
ﾊﾏ ﾘｭｳﾄ 岡谷工高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 諏訪実業高
丸山 将也(2) 大学生  7 山﨑 飛鳥(2) 高校生     12.87 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ 諏訪東京理科大 ﾔﾏｻﾞｷ ｱｽｶ 岡谷工高
澁谷 拓見(2) 高校生  8 志村 尚士(2) 高校生     13.00 
ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 諏訪実業高 ｼﾑﾗ ﾋｻｼ 岡谷工高

風速 -2.6

 1 中村 謙士(2) 高校生     11.68 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 諏訪二葉高

 2 鳴海 裕斗(2) 高校生     11.89 
ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東高

 3 土屋 哲平(1) 高校生     11.91 
ﾂﾁﾔ ﾃｯﾍﾟｲ 諏訪二葉高

 4 金子 司 一般     12.10 
ｶﾈｺ ﾂｶｻ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 5 長巾 真也(2) 大学生     12.13 
ﾅｶﾞﾊﾊﾞ ｼﾝﾔ 諏訪東京理科大

 6 三井 健太郎(2) 高校生     12.23 
ﾐﾂｲ ｹﾝﾀﾛｳ 諏訪清陵高

 7 田中 仁(2) 高校生     12.48 
ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 岡谷南高
井出 純一朗(1) 高校生
ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 諏訪清陵高

予選 9月3日 12:00
決勝 9月3日 13:30

諏訪新(SR)    10.85
大会新(GR)    11.50

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 +1.4

 1 小林 尚矢(3) 中学生     12.40 q  1 小山 宗一朗(2) 中学生     12.93 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 長峰中 ｺﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 長峰中

 2 河野 統徳(1) 中学生     12.52 q  2 髙木 裕太(3) 中学生     13.07 
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園中 ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾀ 下諏訪中

 3 鈴木 駿介(2) 中学生     13.16  3 岡田 遥人(1) 中学生     13.31 
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 岡谷西部中 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 諏訪中

 4 佐々 海青(1) 中学生     13.50  4 矢﨑 灯夜(1) 中学生     13.66 
ｻｻ ｶｲｾｲ 岡谷東部中 ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ 永明中

 5 今井晴基(1) 中学生     13.98  5 濵 忍斗(1) 中学生     14.20 
ｲﾏｲ ﾊﾙｷ 岡谷北部中 ﾊﾏ ｼﾞﾝﾄ 岡谷北部中

 6 松村武諒(1) 中学生     14.89  6 小林 勇輝(1) 中学生     15.33 
ﾏﾂﾑﾗ ﾀｹｱｷ 諏訪西中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 岡谷西部中

 7 今泉 尊(1) 中学生     15.48 中島 望空(1) 中学生
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾀｹﾙ 長峰中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉｱ 長峰中

 8 大島 康靖(1) 中学生     17.60 阿部 勇希(2) 中学生
ｵｵｼﾏ ｺｳｾｲ 永明中 ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 茅野北部中

[ 3組] 風速 -0.3 [ 4組] 風速 -1.6

 1 原田 恒太朗(3) 中学生     11.96 q  1 中澤 新(3) 中学生     11.92 q
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 茅野北部中 ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 清陵附属中

 2 立石 幸祐(3) 中学生     12.67  2 矢﨑 智大(2) 中学生     13.46 
ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 長峰中 ﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 永明中

2  7856 6  7784

9  7833 9  7940
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  7794 7  7835
欠場
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欠場

7  7744 4  7580
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2  7859 9  7864
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 3 保科 健照(2) 中学生     13.33  3 伊藤 和哉(1) 中学生     13.54 
ﾎｼﾅ ｹﾝｼｮｳ 岡谷北部中 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 諏訪南中

 4 岩﨑 遼(1) 中学生     13.49  4 小池 柚子貴(1) 中学生     13.91 
ｲﾜｻｷ ﾘｮｳ 岡谷西部中 ｺｲｹ ﾕｽﾞｷ 長峰中

 5 濱 想一郎(3) 中学生     14.17  5 田口 利彦(2) 中学生     14.30 
ﾊﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 下諏訪中 ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ 上諏訪中

 6 早川 怜音(1) 中学生     14.34  6 小口和真(1) 中学生     14.59 
ﾊﾔｶﾜ ﾚｵﾝ 長峰中 ｵｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 岡谷北部中

 7 平出 雄彩(1) 中学生     14.64  7 中村 紘大(1) 中学生     14.68 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾕｳｻ 原中 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 岡谷東部中
五味 春喜(2) 中学生  8 片倉 広喜(1) 中学生     15.43 
ｺﾞﾐ ﾊﾙｷ 茅野東部中 ｶﾀｸﾗ ﾋﾛｷ 岡谷西部中

[ 5組] 風速 -1.0 [ 6組] 風速 -1.3

 1 松田 蓮太郎(3) 中学生     12.26 q  1 佐野 希汐(2) 中学生     11.84 q
ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中 ｻﾉ ｷｾｷ 茅野東部中

 2 中村 拓実(2) 中学生     12.69  2 小平 桜雅(2) 中学生     12.49 q
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 下諏訪社中 ｺﾀﾞｲﾗ ｵｳｶﾞ 岡谷西部中

 3 大嶋 利拓(1) 中学生     13.37  3 小林 大源(2) 中学生     13.35 
ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 岡谷西部中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｹﾞﾝ 上諏訪中

 4 岩田 晃治(2) 中学生     13.64  4 小泉 友哉(3) 中学生     13.70 
ｲﾜﾀ ｺｳｼﾞ 下諏訪中 ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾔ 下諏訪中

 5 小林 海(1) 中学生     13.94  5 折井 優樹(3) 中学生     14.02 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 富士見中 ｵﾘｲ ﾕｳｷ 永明中

 6 諏訪 玲二(1) 中学生     14.15  6 松崎恭一朗(1) 中学生     14.35 
ｽﾜ ﾚｲｼﾞ 上諏訪中 ﾏﾂｻﾞｷ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 諏訪西中

 7 笠原 克希(1) 中学生     14.72  7 武井 都吾(1) 中学生     14.67 
ｶｻﾊﾗ ｶﾂｷ 長峰中 ﾀｹｲ ﾄﾜ 岡谷東部中
矢島 銀河(1) 中学生 宮坂 仁士(1) 中学生
ﾔｼﾞﾏ ｷﾞﾝｶﾞ 永明中 ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 長峰中

[ 7組] 風速 -1.3

 1 小林蓮(3) 中学生     12.18 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪西中

 2 一之瀬 大介(2) 中学生     12.72 
ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ 上諏訪中

 3 武井 謙汰(2) 中学生     13.49 
ﾀｹｲ ｹﾝﾀ 岡谷西部中

 4 小林 涼空(2) 中学生     13.57 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 下諏訪中

 5 小平 将斗(1) 中学生     14.74 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ 長峰中

 6 日達 羽琉(1) 中学生     15.04 
ﾋﾀﾁ ﾊﾙ 原中

 7 柴田 凌空(2) 中学生     16.40 
ｼﾊﾞﾀ ﾘｸ 永明中

風速 -2.0

 1 中澤 新(3) 中学生     11.72 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 清陵附属中

 2 佐野 希汐(2) 中学生     11.94 
ｻﾉ ｷｾｷ 茅野東部中

 3 原田 恒太朗(3) 中学生     11.98 
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 茅野北部中

 4 松田 蓮太郎(3) 中学生     12.05 
ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中

 5 小林蓮(3) 中学生     12.34 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪西中

 6 小林 尚矢(3) 中学生     12.36 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 長峰中

 7 河野 統徳(1) 中学生     12.45 
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園中

 8 小平 桜雅(2) 中学生     12.63 
ｺﾀﾞｲﾗ ｵｳｶﾞ 岡谷西部中

0

3  7500

2  7573

7  7745

9  7859

5  7833

8  7644

6  7940

4  7870

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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決勝 9月3日 14:35

諏訪新(SR)    20.35
大会新(GR)    22.66

風速 +0.1

 1 外川 太一(2) 高校生     22.72 
ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 諏訪清陵高

 2 鳴海 裕斗(2) 高校生     23.49 
ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東高

 3 土屋 哲平(1) 高校生     24.00 
ﾂﾁﾔ ﾃｯﾍﾟｲ 諏訪二葉高

 4 鈴木 颯太(1) 高校生     24.30 
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 諏訪二葉高

 5 田中 仁(2) 高校生     25.00 
ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ 岡谷南高

 6 志村 尚士(2) 高校生     25.99 
ｼﾑﾗ ﾋｻｼ 岡谷工高
濵 琉斗(1) 高校生
ﾊﾏ ﾘｭｳﾄ 岡谷工高
山﨑 飛鳥(2) 高校生
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｽｶ 岡谷工高 欠場

2   258
欠場

8   256

7   207

4   255

5   142

1   144

6   104

3   184

男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月3日 13:15

諏訪新(SR)    47.08
大会新(GR)    50.50

 1 野村 健成(2) 高校生     49.58 
ﾉﾑﾗ ｹﾝｾｲ 東海大諏訪高

 2 宮坂 空(1) 高校生     52.10 
ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 下諏訪向陽高

 3 長田 佑麻(1) 大学生     53.11 
ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 諏訪東京理科大

 4 宮坂 一冴(2) 高校生     53.19 
ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ 下諏訪向陽高

 5 鈴木 颯太(1) 高校生     54.53 
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 諏訪二葉高

 6 鎌倉 慎太郎(1) 高校生     57.48 
ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 下諏訪向陽高

予選 9月3日 11:00
決勝 9月3日 13:10

諏訪新(SR)    50.53
大会新(GR)    52.60

[ 1組] [ 2組]

 1 宮澤 喬佑(2) 中学生     58.13 q  1 立石 幸祐(3) 中学生     59.14 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 岡谷東部中 ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 長峰中

 2 小池 柚子貴(1) 中学生   1,06.93 q  2 河野 統徳(1) 中学生   1,01.49 q
ｺｲｹ ﾕｽﾞｷ 長峰中 ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園中

 3 大嶋 利拓(1) 中学生   1,07.18 q  3 小林 大源(2) 中学生   1,03.96 q
ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 岡谷西部中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｹﾞﾝ 上諏訪中

 4 小林 勇輝(1) 中学生   1,16.08  4 岩﨑 遼(1) 中学生   1,05.77 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 岡谷西部中 ｲﾜｻｷ ﾘｮｳ 岡谷西部中

 5 木下翔聖(1) 中学生   1,17.36  5 早川 怜音(1) 中学生   1,10.04 q
ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾏ 諏訪西中 ﾊﾔｶﾜ ﾚｵﾝ 長峰中

 6 横山 優陽(1) 中学生   1,18.61  6 五味 瑞輝(1) 中学生   1,12.95 
ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾋ 長峰中 ｺﾞﾐ ﾐｽﾞｷ 長峰中
矢﨑 琉晟(2) 中学生 塚田 千紘(3) 中学生
ﾔｻﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 下諏訪中 ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 岡谷東部中
岩波 克飛(1) 中学生
ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 長峰中

 1 立石 幸祐(3) 中学生     56.25 
ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 長峰中

 2 宮澤 喬佑(2) 中学生     57.26 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 岡谷東部中

 3 河野 統徳(1) 中学生     59.89 
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園中

 4 小林 大源(2) 中学生   1,04.86 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｹﾞﾝ 上諏訪中

 5 大嶋 利拓(1) 中学生   1,05.88 
ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 岡谷西部中

 6 岩﨑 遼(1) 中学生   1,06.12 
ｲﾜｻｷ ﾘｮｳ 岡谷西部中

 7 小池 柚子貴(1) 中学生   1,06.40 
ｺｲｹ ﾕｽﾞｷ 長峰中

 8 早川 怜音(1) 中学生   1,08.35 
ﾊﾔｶﾜ ﾚｵﾝ 長峰中
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決勝 9月3日 10:05

諏訪新(SR)    1,50.78
大会新(GR)    1,58.55

 1 松井 翔吾(2) 高校生   2,06.32 
ﾏﾂｲ ｼｮｳｺﾞ 諏訪清陵高

 2 三井 洪太(2) 高校生   2,07.11 
ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 諏訪清陵高

 3 中村 駿吾(2) 高校生   2,07.90 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 諏訪清陵高

 4 清水 冬威(1) 高校生   2,14.01 
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｲ 茅野高

 5 冨澤 祐樹 一般   2,25.43 
ﾄﾐｻﾞﾜ ﾕｳｷ 諏訪市陸協

 6 赤羽 幸一(2) 大学生   2,41.48 
ｱｶﾊﾈ ｺｳｲﾁ 諏訪東京理科大

決勝 9月3日 10:20

諏訪新  (SR )     1,58.26
大会新  (GR )     2,07.91

 1 柳澤 光(3) 中学生   2,16.79 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 上諏訪中

 2 黒澤 友哉(3) 中学生   2,17.98 
ｸﾛｻﾜ ﾄﾓﾔ 長峰中

 3 服部 広平(2) 中学生   2,22.90 
ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾍｲ 上諏訪中

 4 國井 駿太(2) 中学生   2,36.17 
ｸﾆｲ ｼｭﾝﾀ 岡谷西部中

 5 田村 紘一(2) 中学生   2,36.47 
ﾀﾑﾗ ｺｳｲﾁ 永明中

 6 沓掛 蒼大(2) 中学生   2,37.17 
ｸﾂｶｹ ｿｳﾀﾞｲ 岡谷西部中

 7 山岸 稜(2) 中学生   2,37.47 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳ 永明中

 8 篠原 良粋(1) 中学生   2,37.62 
ｼﾉﾊﾗ ﾗｲｷ 岡谷東部中

 9 小松 隼人(2) 中学生   2,41.34 
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 岡谷西部中

10 笠原 渉(1) 中学生   2,48.27 
ｶｻﾊﾗ ﾜﾀﾙ 岡谷東部中

11 板倉凌央(2) 中学生   2,51.68 
ｲﾀｸﾗ ﾘｮｳ 諏訪西中
伊藤 涼平(2) 中学生
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 永明中
植松 孝太(2) 中学生
ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 富士見中

13  7751

12  7920
欠場

4  7807
欠場

9  7576

11  7652

8  7785

5  7654

10  7808

3  7570

2  7720

7  7562

6  7714

1  7857

中学男子

800m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7    10

3    14

2   103

5    21

6   128

4   106

男子
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月3日 14:15

諏訪新(SR)    3,52.36
大会新(GR)    4,03.18

 1 牛山 純一 一般   4,13.13 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 相支走愛

 2 西澤 洋務 一般   4,19.15 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 茅野陸協

 3 中村 駿吾(2) 高校生   4,25.52 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 諏訪清陵高

 4 原 賢人(2) 高校生   4,27.70 
ﾊﾗ ｹﾝﾄ 諏訪清陵高

 5 清水 冬威(1) 高校生   4,28.53 
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｲ 茅野高

 6 血脇 悠斗(2) 高校生   4,35.71 
ﾁﾜｷ ﾕｳﾄ 諏訪清陵高

 7 赤沼 浩由(1) 高校生   4,44.14 
ｱｶﾇﾏ ﾋﾛﾖｼ 諏訪二葉高

 8 両角 睦紀(1) 高校生   4,48.08 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾑﾂｷ 諏訪二葉高

 9 細田 勝太(2) 高校生   4,50.48 
ﾎｿﾀﾞ ｼｮｳﾀ 諏訪清陵高

10 遠藤 隼也(1) 高校生   4,52.58 
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ 諏訪実業高

11 上條 真弥(1) 高校生   4,54.03 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼﾝﾔ 諏訪二葉高

12 依田 龍政(1) 高校生   4,54.78 
ﾖﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 諏訪二葉高

13 井上 周治(1) 高校生   5,00.71 
ｲﾉｳｴ ｼｭｳｼﾞ 諏訪清陵高

14 小林 慎市(2) 高校生   5,08.82 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｲﾁ 茅野高

15 水上 健介(2) 高校生   5,10.02 
ﾐｽﾞｶﾐ ｹﾝｽｹ 岡谷工高

16 冨澤 祐樹 一般   5,24.61 
ﾄﾐｻﾞﾜ ﾕｳｷ 諏訪市陸協
栁澤 充保(1) 大学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾂﾔｽ 諏訪東京理科大
西澤 裕斗(1) 高校生
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 岡谷工高
大月 海世(3) 高校生
ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 東海大諏訪高
利根川 大悟(1) 高校生
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 諏訪清陵高
岩渕 良平 一般
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 諏訪市陸協

20     7
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13    43
欠場

17   113
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4    19
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9   257
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7   254

12    10

1   112

6    23
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2  2605
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5   130

8    20

3     6

男子
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月3日 13:55

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

[ 1組] [ 2組]

 1 大滝 隼輝(1) 中学生   5,10.51  1 二見 優輝(2) 中学生   4,38.82 
ｵｵﾀｷ ｼｭﾝｷ 下諏訪中 ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ 永明中

 2 小松 拓叶(1) 中学生   5,12.60  2 柳澤 光(3) 中学生   4,50.27 
ｺﾏﾂ ﾀｸﾄ 諏訪中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 上諏訪中

 3 篠原 良粋(1) 中学生   5,17.06  3 岡田 遥人(1) 中学生   4,56.67 
ｼﾉﾊﾗ ﾗｲｷ 岡谷東部中 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 諏訪中

 4 三輪浩太郎(1) 中学生   5,21.47  4 酒井 応太(1) 中学生   4,57.88 
ﾐﾜ ｺｳﾀﾛｳ 諏訪西中 ｻｶｲ ｵｳﾀ 上諏訪中

 5 西中山 裕(2) 中学生   5,22.47  5 児玉 光輝(2) 中学生   4,58.79 
ﾆｼﾝｶﾔﾏ ﾕｳ 下諏訪中 ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ 上諏訪中

 6 西澤 駿(2) 中学生   5,23.96  6 藤森大地(2) 中学生   5,01.24 
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｭﾝ 上諏訪中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲﾁ 諏訪西中

 7 宮坂 悠助(1) 中学生   5,25.65  7 國谷 真ノ介(2) 中学生   5,07.20 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳｽｹ 茅野東部中 ｸﾆﾔ ｼﾝﾉｽｹ 長峰中

 8 両角 公輔(1) 中学生   5,26.30  8 小林 正依(1) 中学生   5,15.42 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｺｳｽｹ 上諏訪中 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲ 富士見中

 9 増沢 勇人(1) 中学生   5,30.96  9 日達 羽琉(1) 中学生   5,17.28 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 下諏訪社中 ﾋﾀﾁ ﾊﾙ 原中

10 藤森大斗(2) 中学生   5,32.27 10 折井 優樹(3) 中学生   5,22.14 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾄ 諏訪西中 ｵﾘｲ ﾕｳｷ 永明中

11 笠原 渉(1) 中学生   5,32.67 11 沓掛 蒼大(2) 中学生   5,25.06 
ｶｻﾊﾗ ﾜﾀﾙ 岡谷東部中 ｸﾂｶｹ ｿｳﾀﾞｲ 岡谷西部中

12 宮坂聖(1) 中学生   5,34.17 12 國井 駿太(2) 中学生   5,25.08 
ﾐﾔｻｶ ﾋｼﾞﾘ 諏訪西中 ｸﾆｲ ｼｭﾝﾀ 岡谷西部中

13 矢島 瑞基(1) 中学生   5,59.98 13 小松 隼人(2) 中学生   5,29.99 
ﾔｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 永明中 ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 岡谷西部中
栁澤 樹(1) 中学生 三井 晃太(2) 中学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀﾂｷ 永明中 ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 上諏訪中
小池 暁(1) 中学生 植松 孝太(2) 中学生
ｺｲｹ ｱｷﾗ 永明中 ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 富士見中
今井 樹生(1) 中学生 増田 颯太(1) 中学生
ｲﾏｲ ｲﾂｷ 諏訪南中 ﾏｽﾀﾞ ｿｳﾀ 諏訪南中

   1 二見 優輝(2) 中学生 永明中     4,38.82   2   1
   2 柳澤 光(3) 中学生 上諏訪中     4,50.27   2   2
   3 岡田 遥人(1) 中学生 諏訪中     4,56.67   2   3
   4 酒井 応太(1) 中学生 上諏訪中     4,57.88   2   4
   5 児玉 光輝(2) 中学生 上諏訪中     4,58.79   2   5
   6 藤森大地(2) 中学生 諏訪西中     5,01.24   2   6
   7 國谷 真ノ介(2) 中学生 長峰中     5,07.20   2   7
   8 大滝 隼輝(1) 中学生 下諏訪中     5,10.51   1   1
   9 小松 拓叶(1) 中学生 諏訪中     5,12.60   1   2
  10 小林 正依(1) 中学生 富士見中     5,15.42   2   8
  11 篠原 良粋(1) 中学生 岡谷東部中     5,17.06   1   3
  12 日達 羽琉(1) 中学生 原中     5,17.28   2   9
  13 三輪浩太郎(1) 中学生 諏訪西中     5,21.47   1   4
  14 折井 優樹(3) 中学生 永明中     5,22.14   2  10
  15 西中山 裕(2) 中学生 下諏訪中     5,22.47   1   5
  16 西澤 駿(2) 中学生 上諏訪中     5,23.96   1   6
  17 沓掛 蒼大(2) 中学生 岡谷西部中     5,25.06   2  11
  18 國井 駿太(2) 中学生 岡谷西部中     5,25.08   2  12
  19 宮坂 悠助(1) 中学生 茅野東部中     5,25.65   1   7
  20 両角 公輔(1) 中学生 上諏訪中     5,26.30   1   8
  21 小松 隼人(2) 中学生 岡谷西部中     5,29.99   2  13
  22 増沢 勇人(1) 中学生 下諏訪社中     5,30.96   1   9
  23 藤森大斗(2) 中学生 諏訪西中     5,32.27   1  10
  24 笠原 渉(1) 中学生 岡谷東部中     5,32.67   1  11
  25 宮坂聖(1) 中学生 諏訪西中     5,34.17   1  12
  26 矢島 瑞基(1) 中学生 永明中     5,59.98   1  13
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決勝



決勝 9月3日 12:30

諏訪新  (SR )     8,33.96
大会新  (GR )     9,27.84

 1 笠原 武流(2) 中学生  10,54.30 
ｶｻﾊﾗ ﾀｹﾙ 諏訪中

 2 由澤 汐七(1) 中学生  11,51.66 
ﾖｼｻﾞﾜ ｾﾅ 長峰中

1  7731

2  7845

中学男子

3000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月3日  9:40

諏訪新  (SR )    13,59.41
大会新  (GR )    14,57.12

 1 牛山 純一 一般  15,26.63 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 相支走愛

 2 下村 勇喜(3) 高校生  15,27.41 
ｼﾓﾑﾗ ﾕｳｷ 東海大諏訪高

 3 松﨑 健悟(2) 高校生  15,30.52 
ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 東海大諏訪高

 4 西澤 洋務 一般  15,34.32 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 茅野陸協

 5 岩渕 良平 一般  15,35.49 
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 諏訪市陸協

 6 児玉 拓矢(2) 高校生  15,50.13 
ｺﾀﾞﾏﾀｸﾔ 諏訪二葉高

 7 清水 大希(2) 高校生  15,51.46 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ 東海大諏訪高

 8 伊藤 輝(1) 高校生  15,54.07 
ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 東海大諏訪高

 9 清沢 創一 一般  16,00.06 
ｷﾖｻﾜ ｿｳｲﾁ 諏訪市陸協

10 荒井 優佑(2) 高校生  16,14.45 
ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 諏訪二葉高

11 西中山 宏 一般  16,18.94 
ﾆｼﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｼ 下諏訪町体協

12 小林 大亮(1) 高校生  16,20.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 東海大諏訪高

13 関 剛洸(1) 高校生  16,28.31 
ｾｷ ﾀｹﾋﾛ 東海大諏訪高

14 小林 竜也(1) 高校生  16,29.19 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 東海大諏訪高

15 小松 宗平(2) 高校生  16,33.80 
ｺﾏﾂ ｼｭｳﾍｲ 諏訪二葉高

16 田畑 幸司 一般  16,34.15 
ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 岡谷陸協

17 關 凱人(2) 高校生  17,04.14 
ｾｷ ｶｲﾄ 諏訪清陵高

18 小松 翔(1) 高校生  17,05.16 
ｺﾏﾂ ｶｹﾙ 諏訪二葉高

19 小口 秀哉 一般  17,26.19 
ｵｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾔ 下諏訪町体協

20 大滝 一輝(2) 高校生  17,39.98 
ｵｵﾀｷ ｶｽﾞｷ 岡谷工高

21 古清水 映二 一般  17,43.87 
ｺｼﾐｽﾞ ｴｲｼﾞ 諏訪市陸協

22 鈴木 稜哉(1) 高校生  17,48.08 
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ 諏訪二葉高

23 下湯瀬 龍信(2) 高校生  18,40.92 
ｼﾓﾕｾ ﾘｭｳｼﾝ 諏訪清陵高

24 小林 慎市(2) 高校生  19,19.12 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｲﾁ 茅野高

25 赤羽 仁志(1) 高校生  19,49.81 
ｱｶﾊﾈ ﾋﾄｼ 岡谷南高
石井 慎也(1) 高校生
ｲｼｲ ｼﾝﾔ 東海大諏訪高
水野 雄斗(1) 高校生
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ 東海大諏訪高
鈴木 勇人(1) 高校生
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 岡谷南高
前島 陸哉(2) 高校生
ﾏｴｼﾏ ﾘｸﾔ 東海大諏訪高
中根 学(2) 大学生
ﾅｶﾈ ﾏﾅﾌﾞ 諏訪東京理科大
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決勝 9月3日  9:00

諏訪新  (SR )       14.83
大会新  (GR )       16.09

風速 -0.1

 1 井出 純一朗(1) 高校生     16.28 
ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 諏訪清陵高

 2 中村 謙士(2) 高校生     16.55 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 諏訪二葉高

 3 澁谷 拓見(2) 高校生     16.60 
ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 諏訪実業高

 4 雨宮 海斗(1) 高校生     17.99 
ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ 諏訪二葉高

決勝 9月3日  9:05

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

[ 1組] 風速 -1.6 [ 2組] 風速  0.0

 1 二見 優輝(2) 中学生     18.15  1 松田 蓮太郎(3) 中学生     16.64 
ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ 永明中 ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中

 2 宮澤 喬佑(2) 中学生     18.20  2 小山 宗一朗(2) 中学生     19.84 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 岡谷東部中 ｺﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 長峰中

 3 田口 利彦(2) 中学生     19.31  3 小川 楓太(1) 中学生     21.57 
ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ 上諏訪中 ｵｶﾞﾜ ﾌｳﾀ 岡谷東部中

 4 齋藤 祐吾(3) 中学生     19.31  4 小池 勇輝(2) 中学生     23.05 
ｻｲﾄｳ ﾕｳｺﾞ 下諏訪中 ｺｲｹ ﾕｳｷ 永明中

 5 矢﨑 灯夜(1) 中学生     21.97 矢島 銀河(1) 中学生
ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ 永明中 ﾔｼﾞﾏ ｷﾞﾝｶﾞ 永明中

   1 松田 蓮太郎(3) 中学生 岡谷東部中     16.64 (0.0)   2   1
   2 二見 優輝(2) 中学生 永明中     18.15 (-1.6)   1   1
   3 宮澤 喬佑(2) 中学生 岡谷東部中     18.20 (-1.6)   1   2
   4 田口 利彦(2) 中学生 上諏訪中     19.31 (-1.6)   1   3
   4 齋藤 祐吾(3) 中学生 下諏訪中     19.31 (-1.6)   1   4
   6 小山 宗一朗(2) 中学生 長峰中     19.84 (0.0)   2   2
   7 小川 楓太(1) 中学生 岡谷東部中     21.57 (0.0)   2   3
   8 矢﨑 灯夜(1) 中学生 永明中     21.97 (-1.6)   1   5
   9 小池 勇輝(2) 中学生 永明中     23.05 (0.0)   2   4

 7650
 7793
 7782

 7648
 7718
 7685
 7864

 7644
 7809

都道府県 所属名 記録（風） 備考

欠場

中学男子

110mH(0.914m)       
タイムレース

順位 No. 氏  名 組 順位

3  7793 6  7781

4  7685 4  7782

5  7718 3  7650

6  7648 5  7864

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  7809 7  7644

中学男子

110mH(0.914m)       

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

5    92

4   143

3   109

6   138

男子

110mH(1.067m)       

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月3日 15:20

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 諏訪二葉高   138 中村 謙士(2)     44.86 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ
  141 松本 陸(1)

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ
  142 土屋 哲平(1)

ﾂﾁﾔ ﾃｯﾍﾟｲ
  143 雨宮 海斗(1)

ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ
 2   6 諏訪清陵高   105 三井 健太郎(2)     45.08 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳｺｳ ﾐﾂｲ ｹﾝﾀﾛｳ
  104 外川 太一(2)

ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ
  106 三井 洪太(2)

ﾐﾂｲ ｺｳﾀ
  128 松井 翔吾(2)

ﾏﾂｲ ｼｮｳｺﾞ
 3   3 下諏訪向陽高   160 井口 晃輔(2)     46.91 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ｲｸﾞﾁ ｺｳｽｹ
  163 宮坂 一冴(2)

ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ
  165 宮坂 空(1)

ﾐﾔｻｶ ｿﾗ
  164 鎌倉 慎太郎(1)

ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ
  4 諏訪東京理科大

ｽﾜﾄｳｷｮｳﾘｶﾀﾞｲ 欠場

  7 東海大諏訪高
ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ 欠場

男子

4x100m              

決勝



決勝 9月3日 14:55

諏訪新  (SR )       45.31
大会新  (GR )       46.68

[ 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   7 岡谷西部中  7569 武井 謙汰(2)     50.92  1   5 長峰中  7851 宮坂 仁士(1)     49.27 

ｵｶﾔｾｲﾌﾞﾁｭｳ ﾀｹｲ ｹﾝﾀ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ
 7572 鈴木 駿介(2)  7859 小林 尚矢(3)

ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ
 7578 大嶋 利拓(1)  7856 立石 幸祐(3)

ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾋﾛ ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ
 7573 小平 桜雅(2)  7864 小山 宗一朗(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ｵｳｶﾞ ｺﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ
 2   3 岡谷東部中  7650 小川 楓太(1)     54.06  2   6 上諏訪中  7720 服部 広平(2)     50.84 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｵｶﾞﾜ ﾌｳﾀ ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾍｲ
 7651 小口 伸太郎(1)  7716 一之瀬 大介(2)

ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ
 7653 佐々 海青(1)  7722 小林 大源(2)

ｻｻ ｶｲｾｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｹﾞﾝ
 7648 宮澤 喬佑(2)  7723 酒井 応太(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ ｻｶｲ ｵｳﾀ
 3   6 岡谷北部中  7592 今井晴基(1)     54.97  3   4 永明中  7793 矢﨑 灯夜(1)     51.49 

ｵｶﾔﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｲﾏｲ ﾊﾙｷ ｴｲﾒｲﾁｭｳ ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ
 7590 小口和真(1)  7784 矢﨑 智大(2)

ｵｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ ﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ
 7593 濵 忍斗(1)  7782 小池 勇輝(2)

ﾊﾏ ｼﾞﾝﾄ ｺｲｹ ﾕｳｷ
 7597 保科 健照(2)  7809 二見 優輝(2)

ﾎｼﾅ ｹﾝｼｮｳ ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ
 4   5 諏訪西中  7756 木下翔聖(1)     59.67  4   3 下諏訪中  7684 小泉 友哉(3)     51.67 

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾏ ｼﾓｽﾜﾁｭｳ ｺｲｽﾞﾐ ﾕｳﾔ
 7758 田村蓮(1)  7687 濱 想一郎(3)

ﾀﾑﾗ ﾚﾝ ﾊﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ
 7743 松崎恭一朗(1)  7685 齋藤 祐吾(3)

ﾏﾂｻﾞｷ ｷｮｳｲﾁﾛｳ ｻｲﾄｳ ﾕｳｺﾞ
 7744 松村武諒(1)  7670 髙木 裕太(3)

ﾏﾂﾑﾗ ﾀｹｱｷ ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾀ
  4 富士見中

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ 欠場

   1 長峰中     49.27 宮坂 仁士(1) 小林 尚矢(3) 立石 幸祐(3) 小山 宗一朗(2)   2   1
   2 上諏訪中     50.84 服部 広平(2) 一之瀬 大介(2) 小林 大源(2) 酒井 応太(1)   2   2
   3 岡谷西部中     50.92 武井 謙汰(2) 鈴木 駿介(2) 大嶋 利拓(1) 小平 桜雅(2)   1   1
   4 永明中     51.49 矢﨑 灯夜(1) 矢﨑 智大(2) 小池 勇輝(2) 二見 優輝(2)   2   3
   5 下諏訪中     51.67 小泉 友哉(3) 濱 想一郎(3) 齋藤 祐吾(3) 髙木 裕太(3)   2   4
   6 岡谷東部中     54.06 小川 楓太(1) 小口 伸太郎(1) 佐々 海青(1) 宮澤 喬佑(2)   1   2
   7 岡谷北部中     54.97 今井晴基(1) 小口和真(1) 濵 忍斗(1) 保科 健照(2)   1   3
   8 諏訪西中     59.67 木下翔聖(1) 田村蓮(1) 松崎恭一朗(1) 松村武諒(1)   1   4

中学男子

タイムレース

順位 所属名 都道府県

4x100m              

決勝

中学男子

4x100m              

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2



決勝 9月3日 10:30

諏訪新(SR)    2.15
大会新(GR)    2.00

1m92 2m01 2m05
丸山 貴倫(4) 大学生 - - - - - - - O O - 大会新
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾐﾁ 諏訪東京理科大 O XXO XXX
笠原 理央(1) 高校生 - - - - - O O O O XXX
ｶｻﾊﾗ ﾘｵ 諏訪清陵高
宮坂 夏輝(1) 高校生 - - - - - O XO XO XXX
ﾐﾔｻｶ ﾅﾂｷ 諏訪清陵高
小山 竜司(2) 高校生 O O XO O O O XXX
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 東海大諏訪高
野々村 一人(1) 高校生 - - O O XO XXX
ﾉﾉﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 茅野高

決勝 9月3日 10:30

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

1m75 1m78 1m81 1m84
塚田 千紘(3) 中学生 - - - O O O O XO XXX
ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 岡谷東部中
鈴木 駿介(2) 中学生 - - O O XO XXX
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 岡谷西部中
小口 伸太郎(1) 中学生 O O O XO XXX
ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中
伊藤 和哉(1) 中学生 O XO O XXX
ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ 諏訪南中
増田 颯太(1) 中学生 欠場
ﾏｽﾀﾞ ｿｳﾀ 諏訪南中

5 1    22
 1.70

3 4   111
 1.83

4 2    51
 1.75

1m86 1m89

2 3   110
 1.86

1m70 1m75

1 5    12
 2.01

1m80 1m83
氏  名 所属名

1m30 1m35 1m40 1m45

記録 備考

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
1m50 1m55 1m60 1m65

1m50 1m55

中学男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考

1 5  7647
 1.65

1m60 1m65 1m65 1m70

3 3  7651
 1.45

2 4  7572
 1.50

1  7772

4 2  7771
 1.40



決勝 9月3日 12:30

諏訪新(SR)    7.57
大会新(GR)    7.10

浅原 一熙(2) 大学生   6.36   6.34   6.35   6.60   6.53   6.39    6.60 
ｱｻﾊﾗ ｲﾂｷ 諏訪東京理科大   +0.4    0.0   +0.8   +1.1   +1.7    0.0    +1.1
松本 陸(1) 高校生    X   6.14    X    X    X    X    6.14 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 諏訪二葉高   +0.1    +0.1
名取 大輔(1) 高校生   5.89   5.26   5.74   5.80    X   6.02    6.02 
ﾅﾄﾘ ﾀﾞｲｽｹ 東海大諏訪高    0.0   -0.6   +1.5   -0.1   +1.0    +1.0
古谷 聖斗(1) 高校生   4.58   4.87   5.23    X    X   4.90    5.23 
ﾌﾙﾔ ﾏｻﾄ 岡谷東高    0.0   -0.3   +2.2    0.0    +2.2
井口 晃輔(2) 高校生    X    X   3.61    X    X    X    3.61 
ｲｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 下諏訪向陽高   +0.3    +0.3

決勝 9月3日 12:30

諏訪新(SR)    6.86
大会新(GR)    6.47

武井 孝史朗(3) 中学生   6.07    X    X   5.86   5.67    X    6.07 
ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ 岡谷西部中   -2.0   +1.2   +0.2    -2.0
小林蓮(3) 中学生    X   5.69   5.95    X    X   5.68    5.95 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪西中    0.0   -1.9   -0.3    -1.9
小平 桜雅(2) 中学生   5.36   5.36   5.09    X   5.22   5.33    5.36 
ｺﾀﾞｲﾗ ｵｳｶﾞ 岡谷西部中   -0.5   -1.6   +0.2   +1.7   -1.6    -0.5
武井 謙汰(2) 中学生   4.30    X    X   4.52   4.17    X    4.52 
ﾀｹｲ ｹﾝﾀ 岡谷西部中   +0.4   +0.4   -0.3    +0.4
小林 海(1) 中学生    X   4.30   4.48    X    X   2.80    4.48 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 富士見中   +0.1   +0.4   +0.1    +0.4
佐々 海青(1) 中学生   4.35   4.07   4.24   4.46   4.13   4.43    4.46 
ｻｻ ｶｲｾｲ 岡谷東部中   -0.6   -1.6   +0.3   +1.2   -0.6   -0.6    +1.2
野中 大地(1) 中学生    X   4.32   4.01   2.25    X    X    4.32 
ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 富士見中   -2.4   +1.4   -2.0    -2.4
田村蓮(1) 中学生   4.00   4.19   4.12   4.27   4.20    X    4.27 
ﾀﾑﾗ ﾚﾝ 諏訪西中   +0.7   +0.5   -1.0   +1.2   +0.5    +1.2
宮部 陽人(1) 中学生   4.11    X   3.99    4.11 
ﾐﾔﾍﾞ ﾊﾙﾄ 茅野東部中   +0.4   -0.5    +0.4
小川 楓太(1) 中学生   4.08    X   4.00    4.08 
ｵｶﾞﾜ ﾌｳﾀ 岡谷東部中   +3.9   +0.9    +3.9
濱 想一郎(3) 中学生   3.21   4.04   4.04    4.04 
ﾊﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 下諏訪中   -0.9    0.0   +0.6     0.0
松崎恭一朗(1) 中学生   3.32   4.03   4.04    4.04 
ﾏﾂｻﾞｷ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 諏訪西中   +0.8   +1.3   +0.3    +0.3
松本 力(1) 中学生   3.82   3.74   3.87    3.87 
ﾏﾂﾓﾄ ﾁｶﾗ 上諏訪中   -2.4   +1.0   -1.1    -1.1
木村 天哉(1) 中学生   3.86   3.44    X    3.86 
ｷﾑﾗ ﾀｶﾔ 永明中   -0.5   +0.6    -0.5
小口 伸太郎(1) 中学生   3.77   3.71   3.73    3.77 
ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中   -1.6   +0.8   -1.1    -1.6
武井 都吾(1) 中学生   3.77   3.73    X    3.77 
ﾀｹｲ ﾄﾜ 岡谷東部中   +0.1   -0.1    +0.1
宮坂 仁士(1) 中学生    X    X    X 記録なし
ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 長峰中
名取翔萌樹(1) 中学生 欠場
ﾅﾄﾘ ﾄﾓｷ 諏訪西中
今井 樹生(1) 中学生 欠場
ｲﾏｲ ｲﾂｷ 諏訪南中

1  7742

3  7770

16 10  7655

17  7851

14 4  7788

15 6  7651

12 14  7743

13 2  7725

10 5  7650

11 7  7687

8 12  7758

9 11  7884

6 15  7653

7 8  7923

4 13  7569

5 9  7921

2 18  7745

3 16  7573

備考
1 19  7567

-4- -5- -6- 記録

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

男子

走幅跳

決勝

中学男子

3 2    55

-4-

5 4   160

4 1   182

1 5
記録 備考所属名 -1- -2- -3-

   15

2 3   141

-5- -6-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名



決勝 9月3日 11:30

諏訪新(SR)    15.69
大会新(GR)    15.20

井口 晃輔(2) 高校生    X  12.90    X  13.02    X    X   13.02 
ｲｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 下諏訪向陽高   +0.9   +2.0    +2.0
金子 司 一般  12.93  12.56  11.40  11.51  11.47  12.99   12.99 
ｶﾈｺ ﾂｶｻ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +2.0   -1.5   +0.8   +1.5   +1.4   +0.1    +0.1
長田 佑麻(1) 大学生  12.07  12.48    X  12.35  12.66  10.46   12.66 
ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 諏訪東京理科大   +0.1   +0.6    0.0   +1.0   +1.2    +1.0
名取 大輔(1) 高校生    X    X  10.90  11.57    X  11.28   11.57 
ﾅﾄﾘ ﾀﾞｲｽｹ 東海大諏訪高   -0.2    0.0   +1.1     0.0
竹井 温巧(2) 高校生 欠場
ﾀｹｲ ﾏｻﾖｼ 東海大諏訪高

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 3   160

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

2 4     2

3 1    18

4 2    55

5    52



決勝 9月3日  9:00

諏訪新(SR)    12.69
大会新(GR)    12.69

奥田 崚介(1) 大学生
ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 諏訪東京理科大
中島公徳 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

決勝 9月3日  9:00

諏訪新  (SR )       13.28
大会新  (GR )       11.35

奥垣内 崇史(2) 高校生
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 東海大諏訪高
伯耆原 志一(2) 高校生
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｷｶｽﾞ 岡谷東高

決勝 9月3日  9:00

諏訪新(SR)    11.84
大会新(GR)    10.94

永田 智哉(2) 中学生
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 岡谷西部中
伊藤 浩樹(2) 中学生
ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 長峰中
中村 紘大(1) 中学生
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 岡谷東部中
山田 和弥(2) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 岡谷西部中
片倉 広喜(1) 中学生
ｶﾀｸﾗ ﾋﾛｷ 岡谷西部中
今井 史弥(1) 中学生
ｲﾏｲ ﾌﾐﾔ 岡谷北部中

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
1 1    11

  X  6.08   X  5.99  6.08

男子

砲丸投(6.000kg)     

 6.18   6.18 

2     1

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

10.67

-4- -5- -6- 記録所属名 -1- -2- -3-

 7.78

備考
1 2    53

10.99 10.39 11.33 10.72 10.92

  8.03 

 11.33 

2 1   181
 7.68  7.37  7.54  8.03  7.79

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-

 9.91  9.43

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

 7.98  7.61

記録 備考
1 6  7571

 8.49 10.17 10.18

 6.35  6.46

 9.55  10.18 

2 5  7865
 7.97  7.78  9.26

 5.83  5.58

 9.13   9.26 

3 3  7656
 5.72  6.65  6.22

 4.72   X

 6.57   6.65 

4 4  7575
 5.39  5.07  5.42

 4.74  4.60

 5.79   5.83 

5 2  7579
 5.23   X  4.90

 4.46   4.74 

 5.27   5.27 

6 1  7591
 4.10  4.23  4.54



決勝 9月3日 11:00

諏訪新(SR)    40.02
大会新(GR)    39.22

中島公徳 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

決勝 9月3日 11:00

諏訪新  (SR )       42.36
大会新  (GR )       28.02

奥垣内 崇史(2) 高校生 大会新
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 東海大諏訪高
本松 幸久(2) 高校生 欠場
ﾓﾄﾏﾂﾕｷﾋｻ 諏訪二葉高

決勝 9月3日 11:00

諏訪新  (SR )       29.71
大会新  (GR )       22.18

大淵 翔也(3) 中学生 大会新
ｵｵﾌﾞﾁ ｼｮｳﾔ 永明中

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

男子

円盤投(2.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

男子

円盤投(1.750kg)     

記録 備考
1     1

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 -4- -5- -6- 記録所属名 -1- -2- -3- 備考
1 2    53

  O   O 40.65 41.26   X   O  41.26 

1   139

 23.23 

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

中学男子

円盤投(1.500kg)     

決勝

-4- -5- -6- 記録所属名 -1- -2- -3- 備考
1 1  7799

  X   X 22.05   X   X 23.23



決勝 9月3日  9:30

諏訪新(SR)    4.20
大会新(GR)    4.10

安部 公士郎(3) 中学生
ｱﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ 原中
平出 雄彩(1) 中学生
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾕｳｻ 原中

 2.40XXX

 4.00

2 1  7891
O O O XO XO

- - - O XXO XXX

4m10 記録 備考

1 2  7896
- - -

2m20 2m30 2m40 2m50 3m80 4m00

中学男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m00 2m10



決勝 9月3日 13:00

諏訪新(SR)    58.74
大会新(GR)    55.50

浅原 一熙(2) 大学生
ｱｻﾊﾗ ｲﾂｷ 諏訪東京理科大
小山 竜司(2) 高校生
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 東海大諏訪高
伯耆原 志一(2) 高校生
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｷｶｽﾞ 岡谷東高
浜 汐音(1) 高校生
ﾊﾏ ｼｵﾝ 岡谷東高
本松 幸久(2) 高校生 欠場
ﾓﾄﾏﾂﾕｷﾋｻ 諏訪二葉高

  O  30.23 

4   139

  O 30.23

  O 37.51   O  37.51 

4 1   185
  O 28.27   O

3 3   181
  X   O 35.25

  X 40.65   O

-3- -4-

  O 47.61   X   O
1 2    15

  X   O  40.65 
2 5    51

  O

-5- -6- 記録 備考

  O   O  47.61 

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-



決勝 9月3日 13:00

諏訪新(SR)    52.01
大会新(GR)    50.93

安部 公士郎(3) 中学生
ｱﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ 原中
伊藤 浩樹(2) 中学生
ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 長峰中
永田 智哉(2) 中学生
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 岡谷西部中
村上 智哉(2) 中学生
ﾑﾗｶﾐ ﾄﾓﾔ 永明中
矢﨑 智大(2) 中学生
ﾔｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 永明中
小平 将斗(1) 中学生
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ 長峰中
今井晴基(1) 中学生
ｲﾏｲ ﾊﾙｷ 岡谷北部中
山田 和弥(2) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 岡谷西部中
栁澤 樹(1) 中学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀﾂｷ 永明中
野中 大地(1) 中学生
ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 富士見中
今井 史弥(1) 中学生
ｲﾏｲ ﾌﾐﾔ 岡谷北部中
小林 正依(1) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲ 富士見中
竹村 琉希(1) 中学生
ﾀｹﾑﾗ ﾘｭｳｷ 永明中
笠原 佑哉(1) 中学生
ｶｻﾊﾗ ﾕｳﾔ 永明中

-1- -2- -5- -6- 記録 備考

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

  O   O  48.31 
1 14  7896

  O   O  37.90 
2 10  7865

37.90   O   O   O

3 13  7571
  O

-3- -4-

48.31   O   O   O

  O   O

  O 35.96   O   O

  X   X

  O  35.96 

4 12  7783
  O 34.97   X

  O   O

  O  34.97 

5 11  7784
  X 31.07   X

  O   X

  X  31.07 

6 8  7844
29.48   O   X

  O   O

  O  29.48 

7 3  7592
28.81   O   X   X  28.81 

8 9  7575
  O   O 27.66 28.10  28.10 

9 5  7792
  O   O 23.00  23.00 

10 7  7923
21.78   O   X  21.78 

11 4  7591
  O   O 20.11  20.11 

12 6  7922
  X   O 18.64  18.64 

13 2  7790
  O   O 13.97

 11.82 

 13.97 

14 1  7786
  O 11.82   O
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