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後　援：

日　時：
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審判長： 小口　眞喜也（トラック）　城田　忠承（フィールド）　赤羽　稔章（召集所）

記録主任：

種目 決勝・予選 選手名 所属 記録 従来の記録
男子やり投げ 決勝 松村　卓哉 ＮＴＦ　ＣＬＵＢ 60.37 57.80

小林　叶音
臼井　美紅
今井　希生
菅沼　美風

女子　400ｍ 決勝 臼井　美紅 東海大諏訪高 57.31 57.71
男子　高校砲丸投げ

(6.000Kg)
決勝 登内　啓一郎 高遠高 12.82 12.48

男子1500m 決勝 北原　崇志 EASTERS 3.59.30 4.00.41
徳竹　美友
小林　叶音
今井　希生
臼井　美紅

◆気象状況
時刻 天候 気温(℃) 湿度(%) 風向 風速
8:30 曇り 26.0 67.0 北東 0.2m/sec.
9:00 曇り 27.0 61.0 南東 0.2m/sec.
10:00 曇り 29.5 57.0 北東 0.4m/sec.
11:00 曇り 29.5 52.0 南西 1.8m/sec.
12:00 晴れ 31.0 48.0 南東 1.0m/sec.
13:00 晴れ 31.5 44.0 東 0.5m/sec.
14:00 晴れ 32.0 47.0 南 0.4m/sec.
15:00 晴れ 31.5 46.0 南西 0.4m/sec.
16:00 晴れ 31.5 42.0 南西 1.4m/sec.

49.15

女子三郡対抗4×
400mR

決勝 諏訪 3．59.64 4.02.21

平成2９年７月１７日（月・祝）

竹内　秀樹

大会新記録一覧

女子　4×100ｍＲ 決勝 東海大諏訪高 48.49

第26回南信陸上競技選手権大会
兼　第45回南信三郡対抗陸上競技大会

公式記録集

南信地区陸上競技協会
岡谷市陸上競技協会　下諏訪町体育協会陸上部　諏訪市陸上競技協会
茅野市陸上競技協会　富士見町体育協会陸上部　原村体育協会陸上部

（株）長野日報社

伊那市　伊那市教育委員会　南信高等学校体育連盟　南信中学校体育連
盟　　　　（一財）長野陸上競技協会



第26回南信陸上競技選手権大会 兼 第45回南信三郡対抗陸上競技会                    
主催：南信地区陸上競技協会                                                      
共催：長野日報社                                                                
後援：伊那市、伊那市教育委員会、南信高等学校体育連盟、南信中学校体育連盟        

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】172030  伊那市陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
07/17 男子  -1.4吉川 涼平 11.35 登内 健太(3) 11.43 篠田 知樹(3) 11.49 井出 純一朗(2) 11.50 今井 頼人(2) 11.64 藤井 隆聖(2) 11.72 志村 尚士(3) 11.79

100m 飯伊･みすず 上伊那･上伊那農高 飯伊･飯田高 諏訪･諏訪清陵高 上伊那･辰野中 飯伊･飯田高 諏訪･岡谷工業高
07/17 野村 健成(3) 49.46 小池  潤優(2) 50.30 小坂 晃大(1) 50.32 沖田 遥久(3) 50.58 宮坂 空(2) 51.54 林 泰希(1) 52.29 唐澤 直人(3) 52.94 吉冨 和弥 54.87

400m 諏訪･東海大諏訪高 上伊那･伊那弥生ヶ丘高 諏訪･東海大諏訪高 上伊那･信州大 諏訪･下諏訪向陽高 諏訪･諏訪清陵高 上伊那･上伊那農高 上伊那･ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC
07/17 熊谷 康成(2) 1,57.14 北原 崇志 1,58.00 鈴木 颯太(2) 1,58.29 酒井 龍一(2) 1,58.50 大峽 和(2) 2,04.05 二見 優輝(3) 2,05.40 春日 雄大郎(1) 2,09.55 植松 孝太(3) 2,15.50

800m 上伊那･伊那北高 上伊那･EASTERS 諏訪･諏訪二葉高 上伊那･伊那北高 飯伊･飯田高 諏訪･永明中 上伊那･伊那北高 諏訪･富士見中
07/17 北原 崇志 3,59.30 松﨑 健悟(3) 4,00.78 滝澤 拓輝(3) 4,11.43 原 広野 4,14.12 樋口 正晃 4,15.21 西澤 洋務 4,16.46 清水 冬威(2) 4,17.85 大峽 和(2) 4,19.86

1500m 上伊那･EASTERS GR 諏訪･東海大諏訪高 上伊那･上伊那農高 上伊那･上伊那郡陸協 上伊那･上伊那郡陸協 諏訪･茅野市陸協 諏訪･茅野高 飯伊･飯田高
07/17 牛山 純一 15,17.62 原 広野 15,29.62 清水 大希(3) 15,33.60 金澤 拓則 15,34.95 早野 吉信 15,41.51 伊藤 洸介 15,51.19 原 武司 15,54.38 佐藤 龍我(2) 15,59.35

5000m 諏訪･CITY RUNNER 上伊那･上伊那郡陸協 諏訪･東海大諏訪高 諏訪･諏訪市陸協 飯伊･下伊那郡陸協 飯伊･飯田市陸協 飯伊･下伊那郡陸協 上伊那･上伊那農高
07/17 酒井 和馬(2) 15.48 五十嵐 大樹 15.65 雨宮 海斗(2) 16.52 竹折 優太 16.64 関 雄飛(1) 17.15 井原 晟斗(2) 17.78 塚田 千紘(1) 18.01 竹内 一弘 18.12

110mH(1.067m) 上伊那･上伊那農高 諏訪･野沢北ｸﾗﾌﾞ 諏訪･諏訪二葉高 飯伊･みすず 上伊那･上伊那農高 飯伊･松川高 諏訪･下諏訪向陽高 飯伊･DreamAC
07/17  +0.4石井 慎也(2) 24,20.73 水野 雄斗(2) 24,32.93 小林 亮太(1) 24,48.26 那須野 寛生(2) 29,18.96 飯塚 義博 30,35.55 目黒 道裕(1) 31,35.59

5000mW 諏訪･東海大諏訪高 諏訪･東海大諏訪高 諏訪･東海大諏訪高 上伊那･上伊那農高 上伊那･伊那AC 飯伊･松川高
07/17 尾畑 元佳(4) 2.05 松島 稜之 2.00 林 知彦 2.00 吉川 涼平 1.95 笠原 理央(2) 1.95 宮坂 夏輝(2) 1.90 赤羽 健一(1) 1.85 小山 竜司(3) 1.80

走高跳 飯伊･東海大 飯伊･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 上伊那･上伊那陸協 飯伊･みすず 諏訪･諏訪清陵高 諏訪･諏訪清陵高 諏訪･下諏訪向陽高 諏訪･東海大諏訪高
07/17 中山 蓮(2) 4.10 恒川 直澄(1) 3.90 鎌倉 慎太郎(2) 3.80 伊藤 大輔(3) 3.70 有賀 玄太(2) 3.60 安部 桂史郎(1) 3.20 北原　香音(3) 上伊那･箕輪中 2.80

棒高跳 上伊那･高遠高 上伊那･伊那北高 諏訪･下諏訪向陽高 上伊那･高遠高 上伊那･南箕輪中 諏訪･原中 河手 祥吾(1) 上伊那･高遠高
07/17 竹井 温巧(3) 6.99(+2.4) 松本 陸(2) 6.83(+2.5) 浅原 一煕(3) 6.58(+2.4) 名取 大輔(2) 6.56(+2.8) 嵯峨座  綾(2)6.30(+1.7) 菊池 秀太(2) 6.13(+1.9) 古瀬 友暉(2) 5.97(-0.4) 長田 佑麻(2) 5.94(+1.6)

走幅跳 諏訪･東海大諏訪高 諏訪･諏訪二葉高 諏訪･諏訪東京理科大 諏訪･東海大諏訪高 飯伊･飯田風越高 諏訪･岡谷工業高 飯伊･飯田風越高 諏訪･諏訪東京理科大
07/17 遠藤 邦彦 11.41 友田 利男 11.15 高見澤 和希 10.32 中島 公徳 9.21 小林 和夫 8.41 奥田 崚介(2) 6.78

砲丸投(7.260kg) 飯伊･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 飯伊･下伊那郡陸協 飯伊･DreamAC 上伊那･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 上伊那･上伊那陸協 諏訪･諏訪東京理科大
07/17 登内 啓一郎(3) 12.82 藤井 隆聖(2) 11.29 登内 達也(1) 9.73 松田 直也(2) 9.62 末元 昂成(2) 9.61 小池 功一郎(2) 9.11 塚田 一勢(2) 8.08 向山 星来(1) 7.79

高校砲丸投 上伊那･高遠高 GR 飯伊･飯田高 上伊那･高遠高 上伊那･上伊那農高 飯伊･阿南高 上伊那･箕輪進修高 飯伊･飯田高 上伊那･高遠高
07/17 遠藤 邦彦 30.32 高見澤 和希 29.80 本多 俊平 27.62 中島 公徳 23.95 吉冨 和弥 23.76 小林 和夫 23.65 林 知彦 23.36 福島 健一 22.21

円盤投(2.000kg) 飯伊･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 飯伊･DreamAC 飯伊･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 上伊那･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 上伊那･ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 上伊那･上伊那陸協 上伊那･上伊那陸協 上伊那･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
07/17 奥垣内 崇史(3) 39.66 折山 景柊(3) 31.09 松田 直也(2) 27.55 登内 達也(1) 25.24 末元 昂成(2) 24.92 大淵 翔也(1) 23.26 塚田 一勢(2) 23.02

高校円盤投 諏訪･東海大諏訪高 飯伊･飯田風越高 上伊那･上伊那農高 上伊那･高遠高 飯伊･阿南高 諏訪･下諏訪向陽高 飯伊･飯田高
07/17 村松 卓哉 60.37 伯耆原 志一(3) 48.93 田畑 勇貴 47.29 倉田 優希(2) 45.44 友田 利男 45.00 浅原 一煕(3) 44.79 小林 泰平(2) 39.76 福島 健一 37.26

やり投(0.800kg) 飯伊･NTF CLUB GR 諏訪･岡谷東高 上伊那･Easters 上伊那･高遠高 飯伊･下伊那郡陸協 諏訪･諏訪東京理科大 上伊那･伊那北高 上伊那･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
07/17 東海大諏訪高      43.03 松川高       43.72 飯田高       44.18 諏訪清陵高       44.23 上伊那農高       44.36 下諏訪向陽高      45.26 伊那弥生ヶ丘高      45.83

4x100m 小坂 晃大(1) 秦   翔(3) 藤井 隆聖(2) 中澤 新(1) 小濱 律(1) 松田 蓮太郎(1) 伊藤  陸(2)
名取 大輔(2) 近藤 雅哉(3) 三石 隼斗(2) 井出 純一朗(2) 酒井 和馬(2) 宮坂 空(2) 唐澤  秀作(1)
野村 健成(3) 山口 凌平(3) 友保 尚樹(2) 井手 翼(1) 酒井 龍介(1) 赤羽 健一(1) 小池  潤優(2)
小山 竜司(3) 家苗  薫(3) 篠田 知樹(3) 林 泰希(1) 関 雄飛(1) 鎌倉 慎太郎(2) 井内  一朗(1)

07/17 男子三郡対抗 飯伊     3,19.46 諏訪     3,21.00 上伊那     3,21.04
4x400m 秦   翔(3) 宮坂 空(2) 登内 健太(3)

後沢 大地(3) 小坂 晃大(1) 吉冨 和弥
篠田 知樹(3) 鈴木 颯太(2) 小池  潤優(2)
近藤 雅哉(3) 野村 健成(3) 沖田 遥久(3)



男　　子 女　　子 男　　子 女　　子 男　　子 女　　子

１００ｍ 11 4 7 8 3 9

４００ｍ 0 5 8 5 13 11

８００ｍ 2 5 14 9 5 7

１５００ｍ 0 15 6

３０００ｍ 2 5 14

５０００ｍ 3 5 13

１００ｍＨ 6 6 9

１１０ｍＨ 4 8 9

５０００ｍＷ 1 13 5 0 15 5

４×１００ｍＲ 9 6 2 9 10 6

走　高　跳 14 5 4 6 3 10

棒　高　跳 0 0 16 5.5 5 15.5

走　幅　跳 2 6 0 13 19 2

砲　丸　投 15 0 5 7 1 14

高校砲丸投 7 14 0

円　盤　投 15 3 6 12 0 6

高校円盤投 7 7 7

や　り　投 8 6 7 15 6 0

４×４００ｍＲ 6 2 2 4 4 6

計 104 63 125 104.5 119 114.5

種別順位 3 3 1 2 2 1

合　　　計

総合順位

 得　点　表

飯　　　　　伊 上　　伊　　那 諏　　　　　訪

167 229.5 233.5

3 2 1

チーム名

種　　目



予選 7月17日  9:55
決勝 7月17日 14:50

大会新(GR)          10.76

[ 1組] 風速 +1.6 [ 2組] 風速 +1.7

 1 中野 直哉 飯伊     11.02 q  1 小柳 堅一(4) 上伊那     11.75 
ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 飯田病院 ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信州大

 2 藤綱 和仁(3) 上伊那     12.03  2 小林 蓮(1) 諏訪     11.88 
ﾌｼﾞﾂﾅ ｶｽﾞﾄ 高遠高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪二葉高

 3 村澤 和真(3) 飯伊     12.11  3 佐々 海青(2) 諏訪     12.41 
ﾑﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘中 ｻｻ ｶｲｾｲ 岡谷東部中

 4 関 草太(3) 上伊那     12.44  4 今福 海斗(2) 上伊那     12.44 
ｾｷ ｿｳﾀ 中川中 ｲﾏﾌｸ ｶｲﾄ 南箕輪中

 5 矢﨑 灯夜(2) 諏訪     12.76  5 矢島 壮野(1) 諏訪     13.08 
ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ 永明中 ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 茅野東部中

 6 名取 勇人(1) 諏訪     13.32  6 田口 利彦(3) 諏訪     13.18 
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 富士見中 ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ 上諏訪中

 7 中村 紘大(2) 諏訪     13.91  7 吉澤 梢(1) 上伊那     16.42 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 岡谷東部中 ﾖｼｻﾞﾜ ｼｮｳ 伊那中

 8 浜野 健太朗(1) 上伊那     16.64 川上 真弥 飯伊
ﾊﾏﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 宮田中 ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾔ 飯田病院

[ 3組] 風速 +0.1 [ 4組] 風速 +1.2

 1 林 大翔(3) 上伊那     12.02  1 登内 健太(3) 上伊那     11.37 q
ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ 伊那AC ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 上伊那農高

 2 松下 秀喜 上伊那     12.09  2 志村 尚士(3) 諏訪     11.66 q
ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ Easters ｼﾑﾗ ﾋｻｼ 岡谷工業高

 3 小澤 拓哉(3) 上伊那     12.45  3 荻原 凌我(1) 上伊那     11.69 
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 駒ヶ根東中 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 赤穂高

 4 伊藤 巧(1) 上伊那     12.61  4 田畑 青透(3) 上伊那     12.54 
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 赤穂高 ﾀﾊﾞﾀ ｱｵﾄ 伊那東部中

 5 赤木 将士(2) 飯伊     13.36  5 林 海斗(2) 上伊那     12.66 
ｱｶｷﾞ ﾏｻﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾊﾔｼ ｶｲﾄ 赤穂中

 6 遠山 志温(2) 飯伊     13.41  6 田中 裕喜(2) 上伊那     13.05 
ﾄｵﾔﾏ ｼｵﾝ 緑ヶ丘中 ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 宮田中

 7 小林 郁弥(1) 諏訪     16.23  7 天野 建治(2) 諏訪     13.45 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 茅野東部中 ｱﾏﾉ ｹﾝｼﾞ 茅野北部中
三村 瑞樹 上伊那  8 大場 遥斗(1) 上伊那     15.48 
ﾐﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 上伊那郡陸協 ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾄ 中川中

[ 5組] 風速  0.0 [ 6組] 風速 +0.4

 1 今井 頼人(2) 上伊那     11.43 q  1 丸岡 精二 上伊那     11.79 
ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 辰野中 ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ｹ根AC

 2 唐澤  秀作(1) 上伊那     11.88  2 上野 俊瑛(1) 上伊那     12.25 
ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ 伊那弥生ヶ丘高 ｳｴﾉ ｼｭﾝｴｲ 伊那北高

 3 宮坂 翔馬(1) 諏訪     12.30  3 竹折 優太 飯伊     12.35 
ﾐﾔｻｶ ｼｮｳﾏ 諏訪実業高 ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ みすず

 4 木下 耀仁(3) 飯伊     12.65  4 深谷 朝海(3) 上伊那     12.60 
ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ 緑ヶ丘中 ﾌｶﾔ ｻﾐ 駒ヶ根東中

 5 笠原 智哉(1) 諏訪     12.66  5 小林 由暉(2) 上伊那     12.82 
ｶｻﾊﾗ ﾄﾓﾔ 下諏訪向陽高 ｺﾋﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 赤穂高

 6 岩波 克飛(2) 諏訪     13.01  6 近藤 皓哉(1) 飯伊     13.18 
ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 長峰中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ 下伊那松川中

 7 小倉 快心(2) 上伊那     13.90  7 大森 翔太(2) 上伊那     13.57 
ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ 赤穂中 ｵｵﾓﾘ ｼｮｳﾀ 辰野中

 8 池田 琢麿(1) 上伊那     14.06  8 石田 滉樹(3) 上伊那     13.86 
ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾏ 南箕輪中 ｲｼﾀﾞ ｺｳｼﾞｭ 伊那中

[ 7組] 風速 +0.1 [ 8組] 風速 -0.1

 1 矢澤 恵一 諏訪     11.80  1 篠田 知樹(3) 飯伊     11.32 q
ﾔｻﾞﾜ ｹｲｲﾁ 富士見町体協 ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ 飯田高

 2 西田 ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(2) 上伊那     11.82  2 酒井 龍介(1) 上伊那     11.84 
ﾆｼﾀﾞ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 箕輪進修高 ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 上伊那農高

 3 鳴海 裕斗(3) 諏訪     11.93  3 藤原 将(2) 諏訪     12.57 
ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東高 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾄｼ 諏訪二葉高

 4 小林 光輝(1) 飯伊     12.01  4 北原 大雅(1) 上伊那     12.60 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 松川高 ｷﾀﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 伊那北高

 5 多田井 琢馬(3) 飯伊     12.80  5 中村 允信(1) 上伊那     13.03 
ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 伊那中

 6 田口 恵斗(3) 上伊那     13.14  6 寺沢 俊輔(2) 飯伊     13.24 
ﾀｸﾞﾁ ｹｲﾄ 伊那東部中 ﾃﾗｻﾜ ｼｭﾝｽｹ OIDE長姫高

 7 山口 皓輝(1) 諏訪     13.27  7 田村 蓮(2) 諏訪     14.39 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ 諏訪東京理科大 ﾀﾑﾗ ﾚﾝ 諏訪西中

 8 大倉 颯太(2) 上伊那     13.54 熊谷  尚紀(2) 飯伊
ｵｵｸﾗ ｿｳﾀ 宮田中 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ 飯田風越高

8   140

男子

100m

3   504

予選 通過基準  15組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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[ 9組] 風速 +0.1 [ 10組] 風速 -1.0

 1 藤井 隆聖(2) 飯伊     11.55 q  1 吉川 涼平 飯伊     11.34 q
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田高 ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ みすず

 2 小濱 律(1) 上伊那     11.73  2 友保 尚樹(2) 飯伊     11.96 
ｺﾊﾏ ﾘﾂ 上伊那農高 ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 飯田高

 3 奥田 裕貴(2) 飯伊     12.48  3 阿部 勇希(1) 諏訪     12.09 
ｵｸﾀﾞ ﾕｳｷ 阿南高 ｱﾍﾞ ﾕｷ 諏訪実業高

 4 伊東 龍生(3) 上伊那     12.77  4 吉江 光司(1) 諏訪     12.17 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 伊那AC ﾖｼｴ ｺｳｼﾞ 岡谷南高

 5 下平 真吾(1) 上伊那     13.47  5 椚谷 元(2) 飯伊     12.85 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼﾝｺﾞ 春富中 ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ 高森中

 6 有賀 大地(1) 諏訪     13.67  6 畔上 亮太(1) 諏訪     13.84 
ｱﾙｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 茅野東部中 ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾘｮｳﾀ 長峰中

 7 古賀 涼輔(1) 上伊那     13.85  7 窪田 翔真(1) 諏訪     14.20 
ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 富士見中

 8 竹村 悠斗(3) 上伊那     15.68 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｳﾄ 駒ヶ根東中

[ 11組] 風速 -0.1 [ 12組] 風速 -1.1

 1 井出 純一朗(2) 諏訪     11.61 q  1 見並 龍佑(3) 上伊那     11.87 
ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 諏訪清陵高 ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ 辰野高

 2 松田 蓮太郎(1) 諏訪     12.13  2 雨宮 海斗(2) 諏訪     11.94 
ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 下諏訪向陽高 ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ 諏訪二葉高

 3 名取 裕基(1) 諏訪     12.40  3 土屋 雄大 飯伊     11.98 
ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 岡谷工業高 ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀﾞｲ 飯伊陸協

 4 一之瀬 大介(3) 諏訪     12.63  4 松岡 裕雅(2) 飯伊     13.03 
ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ 上諏訪中 ﾏﾂｵｶ ﾕｳｶﾞ 高森中

 5 今井 晴基(2) 諏訪     13.32  5 諏訪 玲二(2) 諏訪     13.26 
ｲﾏｲ ﾊﾙｷ 岡谷北部中 ｽﾜ ﾚｲｼﾞ 上諏訪中

 6 小平 遥暉(1) 飯伊     13.88  6 松澤 健耶(1) 上伊那     13.90 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ 高森中 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ 箕輪中

 7 馬場 天志(1) 上伊那     14.26 田畑 勇貴 上伊那
ﾊﾞﾊﾞ ﾃﾝｼ 箕輪中 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ Easters
田畑 翔汰朗(2) 上伊那 濵 忍斗(2) 諏訪
ﾀﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 春富中 ﾊﾏ ｼﾞﾝﾄ 岡谷北部中

[ 13組] 風速 -1.1 [ 14組] 風速 -1.8

 1 有賀 匠吾(3) 上伊那     12.04  1 中澤 新(1) 諏訪     11.72 
ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 辰野中 ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 諏訪清陵高

 2 家苗  薫(3) 飯伊     12.22  2 伊藤  陸(2) 上伊那     12.13 
ｶﾅｴ  ｶｵﾙ 松川高 ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那弥生ヶ丘高

 3 川口 祥延(3) 諏訪     12.42  3 立石 幸祐(1) 諏訪     12.44 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ 茅野北部中 ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 岡谷工業高

 4 大蔵 永峻(1) 飯伊     13.35  4 向山 星来(1) 上伊那     12.66 
ｵｵｸﾗ ｴｲｼｭﾝ 下伊那松川中 ﾑｶｲﾔﾏ ｾｲﾗｲ 高遠高

 5 偆道 怜央(1) 諏訪     13.72  5 三澤 哲也(3) 上伊那     13.01 
ｼｭﾝﾄﾞｳ ﾚｵ 茅野高 ﾐｻﾜ ﾃﾂﾔ 伊那東部中

 6 大木島 青空(3) 上伊那     14.79  6 石山 純雅(2) 諏訪     13.05 
ｵｵｷｼﾏ ｿﾗ 中川中 ｲｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｶﾞ 茅野北部中
漆戸 柊哉(1) 諏訪  7 山﨑 拓夢(1) 飯伊     14.42 
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪西中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾑ 下伊那松川中
丸山 怜治(1) 上伊那  8 酒井 琢磨(1) 諏訪     14.63 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 高遠高 ｻｶｲ ﾀｸﾏ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

[ 15組] 風速 -2.2

 1 園原 昇汰(3) 飯伊     11.70 
ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 阿智高

 2 原田 恒太朗(1) 諏訪     12.27 
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 諏訪実業高

 3 小林 海(2) 諏訪     12.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 富士見中

 4 宮下 日向(1) 上伊那     13.05 
ﾐﾔｼﾀ ﾋｭｳｶﾞ 伊那北高

 5 田中 敦也(2) 上伊那     13.22 
ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ 赤穂中

 6 増田 光月(1) 諏訪     13.69 
ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ 長峰中
小口 和真(2) 諏訪
ｵｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 岡谷北部中
樋口 創太(2) 飯伊
ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

順 氏  名 所属名 記録／備考 順 氏  名ﾚｰﾝ No.
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風速 -1.4

 1 吉川 涼平 飯伊     11.35 
ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ みすず

 2 登内 健太(3) 上伊那     11.43 
ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 上伊那農高

 3 篠田 知樹(3) 飯伊     11.49 
ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ 飯田高

 4 井出 純一朗(2) 諏訪     11.50 
ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 諏訪清陵高

 5 今井 頼人(2) 上伊那     11.64 
ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 辰野中

 6 藤井 隆聖(2) 飯伊     11.72 
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田高

 7 志村 尚士(3) 諏訪     11.79 
ｼﾑﾗ ﾋｻｼ 岡谷工業高
中野 直哉 飯伊
ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 飯田病院

男子

100m
決勝
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1   791

7   559
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棄権



予選 7月17日 11:45
決勝 7月17日 14:05

大会新(GR)          48.03

[ 1組] [ 2組]

 1 小池  潤優(2) 上伊那     51.40 q  1 小坂 晃大(1) 諏訪     50.10 q
ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ 伊那弥生ヶ丘高 ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 東海大諏訪高

 2 玉置 惇輝(3) 飯伊     54.56  2 小柳 堅一(4) 上伊那     52.99 
ﾀﾏｵｷ ｱﾂｷ OIDE長姫高 ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信州大

 3 那須 祐己(1) 諏訪     57.61  3 林 涼真(2) 上伊那     54.54 
ﾅｽ ﾕｳｷ 諏訪二葉高 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 伊那北高

 4 北原 恵哉(3) 上伊那     58.75  4 藤綱 和仁(3) 上伊那     57.09 
ｷﾀﾊﾗ ｹｲﾔ 箕輪進修高 ﾌｼﾞﾂﾅ ｶｽﾞﾄ 高遠高

 5 田口 利彦(3) 諏訪   1,01.40  5 仲村渠 海都(1) 上伊那     57.73 
ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ 上諏訪中 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ 赤穂高

 6 山﨑 陽太(3) 上伊那   1,04.83  6 木村 翔瑛(1) 諏訪   1,00.86 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀ 箕輪中 ｷﾑﾗ ｼｮｳｴｲ 諏訪実業高

 7 宮澤 良織 上伊那   1,11.81  7 宮部 陽人(2) 諏訪   1,02.46 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾗｵﾙ 中川中 ﾐﾔﾍﾞ ﾊﾙﾄ 茅野東部中
山内 一輝(2) 上伊那  8 竹内 智貴 上伊那   1,09.32 
ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 上伊那農高 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 中川中

[ 3組] [ 4組]

 1 沖田 遥久(3) 上伊那     50.82 q  1 吉冨 和弥 上伊那     50.79 q
ｵｷﾀ ﾊﾙﾋｻ 信州大 ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 唐澤 直人(3) 上伊那     52.06 q  2 友保 尚樹(2) 飯伊     54.30 
ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 上伊那農高 ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 飯田高

 3 宮澤 喬佑(3) 諏訪     56.86  3 林 大翔(3) 上伊那     55.84 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 岡谷東部中 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ 伊那AC

 4 近藤 皓哉(1) 飯伊     58.47  4 立石 幸祐(1) 諏訪     56.98 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ 下伊那松川中 ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 岡谷工業高

 5 岩波 克飛(2) 諏訪     59.89  5 吉沢 雄人(3) 飯伊     58.86 
ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 長峰中 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 高森中

 6 矢島 壮野(1) 諏訪   1,01.58  6 有賀 大地(1) 諏訪   1,04.12 
ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 茅野東部中 ｱﾙｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 茅野東部中

 7 上條 晄生(1) 諏訪   1,23.35  7 両角 俐音(1) 諏訪   1,09.65 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳｾｲ 上諏訪中 ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｵﾝ 茅野北部中
原 玲緒(1) 諏訪 近藤 恵哉(2) 飯伊
ﾊﾗ ﾚｵ 諏訪二葉高 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 松川高

[ 5組] [ 6組]

 1 宮坂 空(2) 諏訪     51.09 q  1 長田 佑麻(2) 諏訪     52.61 
ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 下諏訪向陽高 ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 諏訪東京理科大

 2 片桐 聖護(2) 上伊那     53.35  2 鷲見 隼翔(3) 上伊那     56.89 
ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ 赤穂高 ｽﾐ ﾊﾔﾄ 伊那東部中

 3 宮外 遼太郎(2) 飯伊     55.56  3 井出 純一朗(2) 諏訪     58.80 
ﾐﾔｶﾞｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ OIDE長姫高 ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 諏訪清陵高

 4 金子 昂星(3) 飯伊     56.67  4 加藤 大起(3) 上伊那     59.64 
ｶﾈｺ ｺｳｾｲ 緑ヶ丘中 ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 伊那東部中

 5 安藤 俊輝(2) 飯伊     57.26  5 浦野 亜武(3) 上伊那   1,01.24 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 飯田高 ｳﾗﾉ ｱﾑ 箕輪中

 6 三澤 賢斗(3) 上伊那     58.48  6 井原 隆基(2) 飯伊   1,01.81 
ﾐｻﾜ ｹﾝﾄ 伊那東部中 ｲﾊﾗ ﾘｭｳｷ 緑ヶ丘中

 7 今井 越士(3) 上伊那   1,00.07 近藤 雅哉(3) 飯伊
ｲﾏｲ ｴﾂｼ 中川中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 松川高

 8 清水 祐来(1) 上伊那   1,02.80 横内 優雨(1) 諏訪
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾗ 高遠高 ﾖｺｳﾁ ﾙｲ 岡谷北部中

[ 7組] [ 8組]

 1 野村 健成(3) 諏訪     50.64 q  1 井手 翼(1) 諏訪     52.80 
ﾉﾑﾗ ｹﾝｾｲ 東海大諏訪高 ｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ 諏訪清陵高

 2 林 泰希(1) 諏訪     51.75 q  2 清水 憲一(2) 飯伊     54.03 
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 諏訪清陵高 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｲﾁ 飯田高

 3 荻原 浩太郎(3) 上伊那     57.02  3 工藤 俊介(1) 上伊那     56.72 
ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 春富中 ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那北高

 4 戸田 全飛(2) 上伊那     57.87  4 渡辺 圭尚(3) 上伊那     58.10 
ﾄﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 箕輪中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼｮｳ 辰野中

 5 河合 生稀(2) 諏訪   1,02.30  5 大久保 海翔(1) 飯伊     58.68 
ｶﾜｲ ｲﾌﾞｷ 茅野北部中 ｵｵｸﾎﾞ ｶｲﾄ 飯田風越高
伊藤 巧(1) 上伊那  6 木下 翔聖(2) 諏訪   1,09.19 
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 赤穂高 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳﾏ 諏訪西中
伊藤  陸(2) 上伊那 中野 直哉 飯伊
ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那弥生ヶ丘高 ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 飯田病院
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[ 9組]

 1 林 力輝(1) 飯伊     54.01 
ﾊﾔｼ ﾘｷ 飯田風越高

 2 服部 広平(3) 諏訪     56.75 
ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾍｲ 上諏訪中

 3 杉山 海樹(2) 飯伊     57.16 
ｽｷﾞﾔﾏ ｶｲｷ 下伊那農業高

 4 倉田 隼誠(2) 上伊那     58.69 
ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝｾｲ 伊那中

 5 壬生 新(1) 諏訪   1,01.18 
ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ 岡谷東部中
秦   翔(3) 飯伊
ﾊﾀ  ｼｮｳ 松川高
登内 和也(1) 上伊那
ﾄﾉｳﾁ ｶｽﾞﾔ 上伊那農高

 1 野村 健成(3) 諏訪     49.46 
ﾉﾑﾗ ｹﾝｾｲ 東海大諏訪高

 2 小池  潤優(2) 上伊那     50.30 
ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ 伊那弥生ヶ丘高

 3 小坂 晃大(1) 諏訪     50.32 
ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 東海大諏訪高

 4 沖田 遥久(3) 上伊那     50.58 
ｵｷﾀ ﾊﾙﾋｻ 信州大

 5 宮坂 空(2) 諏訪     51.54 
ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 下諏訪向陽高

 6 林 泰希(1) 諏訪     52.29 
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 諏訪清陵高

 7 唐澤 直人(3) 上伊那     52.94 
ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 上伊那農高

 8 吉冨 和弥 上伊那     54.87 
ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC
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予選 7月17日 13:05
決勝 7月17日 15:00

大会新(GR)        1,55.44

[ 1組] [ 2組]

 1 大峽 和(2) 飯伊   2,02.78 Q  1 北原 崇志 上伊那   2,04.83 Q
ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ 飯田高 ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ EASTERS

 2 二見 優輝(3) 諏訪   2,03.03 q  2 松﨑 文哉(1) 諏訪   2,05.47 
ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ 永明中 ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 東海大諏訪高

 3 唐澤 峻(2) 上伊那   2,10.05  3 扇田 大雅(2) 上伊那   2,20.09 
ｶﾗｻﾜ ｼｭﾝ 辰野中 ｵｵｷﾞﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 赤穂中

 4 岡田 遥人(2) 諏訪   2,12.94  4 遠藤 隼也(2) 諏訪   2,26.01 
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ 諏訪実業高

 5 黒澤 友哉(1) 諏訪   2,14.84  5 小泉 陽貴(1) 諏訪   2,26.99 
ｸﾛｻﾜ ﾄﾓﾔ 岡谷工業高 ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ 諏訪西中

 6 小塩 貫汰(2) 上伊那   2,14.94  6 村松 俊之介(1) 飯伊   2,27.40 
ｺｼｵ ｶﾝﾀ 赤穂高 ﾑﾗﾏﾂ ｼｭﾝﾉｽｹ 飯田風越高

 7 小原 秀友(3) 上伊那   2,17.79  7 宮坂 悠助(2) 諏訪   2,32.31 
ｺﾊﾗ ｼｭｳ 中川中 ﾐﾔｻｶ ﾕｳｽｹ 茅野東部中

 8 小平 悟(1) 諏訪   2,34.85  8 宮下 裕毅(1) 上伊那   2,34.74 
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄﾙ 富士見中 ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｷ 伊那中

 9 三輪 浩太郎(2) 諏訪   2,42.24  9 上野 颯太(2) 上伊那   2,39.45 
ﾐﾜ ｺｳﾀﾛｳ 諏訪西中 ｳｴﾉ ｿｳﾀ 箕輪中

10 望月 翔太(1) 諏訪   2,47.51 10 雨宮 梨玖(1) 諏訪   2,45.45 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ 上諏訪中 ｱﾒﾐﾔ ﾘｸ 茅野北部中

[ 3組] [ 4組]

 1 熊谷 康成(2) 上伊那   2,07.20 Q  1 酒井 龍一(2) 上伊那   1,59.88 Q
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ 伊那北高 ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 伊那北高

 2 宮澤 薫(1) 諏訪   2,11.79  2 鈴木 颯太(2) 諏訪   2,03.31 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｵﾙ 諏訪二葉高 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 諏訪二葉高

 3 木下 恵太(2) 飯伊   2,12.05  3 宮下 翔伍(1) 飯伊   2,21.45 
ｷﾉｼﾀ ｹｲﾀ OIDE長姫高 ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳｺﾞ OIDE長姫高

 4 鈴木 勇人(2) 諏訪   2,13.05  4 菊池 樹輝(1) 諏訪   2,22.28 
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 岡谷南高 ｷｸﾁ ｲﾂｷ 諏訪清陵高

 5 市瀬 優樹(3) 飯伊   2,16.00  5 大峽 謙(2) 飯伊   2,24.53 
ｲﾁﾉｾ ﾕｳｷ 緑ヶ丘中 ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ 鼎中

 6 瀧澤 健斗(2) 上伊那   2,26.42  6 清水 祐来(1) 上伊那   2,29.93 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 宮田中 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾗ 高遠高

 7 小野 雄希(3) 諏訪   2,28.95  7 田本 勇生(1) 飯伊   2,30.91 
ｵﾉ ﾕｳｷ 茅野高 ﾀﾓﾄ ﾕｳｾｲ 阿南高
後沢 大地(3) 飯伊  8 佐々木 陸(1) 上伊那   2,35.73 
ｺﾞｻﾜ ﾀﾞｲﾁ 松川高 ｻｻｷ ﾘｸ 宮田中
横内 優雨(1) 諏訪  9 小松 悟一(1) 諏訪   2,47.73 
ﾖｺｳﾁ ﾙｲ 岡谷北部中 ｺﾏﾂ ｺﾞｲﾁ 岡谷北部中
鎮西 翔(3) 上伊那 植松 大志(1) 諏訪
ﾁﾝｾﾞｲ ｶｹﾙ 赤穂中 ｳｴﾏﾂ ﾀｲｼ 富士見中

[ 5組] [ 6組]

 1 植松 孝太(3) 諏訪   2,08.16 Q  1 春日 雄大郎(1) 上伊那   2,06.11 Q
ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 富士見中 ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 伊那北高

 2 小松 翔(2) 諏訪   2,09.46  2 原  大貴(1) 上伊那   2,10.34 
ｺﾏﾂ ｶｹﾙ 諏訪二葉高 ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 伊那弥生ヶ丘高

 3 松島 有軌(2) 飯伊   2,15.70  3 宮下 偉士(2) 上伊那   2,23.47 
ﾏﾂｼﾏ ﾕｳｷ 飯田高 ﾐﾔｼﾀ ﾀｹﾄ 赤穂高

 4 小林 大晟(1) 上伊那   2,18.35  4 森本 隆暉(1) 飯伊   2,26.42 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｾｲ 上伊那農高 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶｱｷ 下伊那農業高

 5 中谷 純(2) 上伊那   2,19.13  5 原 克彦(3) 上伊那   2,29.54 
ﾅｶﾔ ｼﾞｭﾝ 箕輪中 ﾊﾗ ｶﾂﾋｺ 箕輪進修高

 6 國谷 真ノ介(3) 諏訪   2,21.78  6 牧田 げんき(3) 上伊那   2,30.46 
ｸﾆﾔ ｼﾝﾉｽｹ 長峰中 ﾏｷﾀ ｹﾞﾝｷ 伊那中

 7 富永 陸(3) 上伊那   2,24.72  7 宮坂 聖(2) 諏訪   2,31.54 
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｸ 中川中 ﾐﾔｻｶ ﾋｼﾞﾘ 諏訪西中

 8 名取 雅治(1) 諏訪   2,42.91  8 北澤 弘都(2) 諏訪   2,32.75 
ﾅﾄﾘ ﾏｻﾊﾙ 茅野北部中 ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 茅野北部中

 9 宮坂 匠(1) 諏訪   2,56.51  9 岩波 颯真(2) 上伊那   2,43.95 
ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 上諏訪中 ｲﾜﾅﾐ ｿｳﾏ 箕輪中

白鳥 敦 上伊那
ｼﾛﾄﾘ ｱﾂｼ Easters
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 1 熊谷 康成(2) 上伊那   1,57.14 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ 伊那北高

 2 北原 崇志 上伊那   1,58.00 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ EASTERS

 3 鈴木 颯太(2) 諏訪   1,58.29 
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 諏訪二葉高

 4 酒井 龍一(2) 上伊那   1,58.50 
ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 伊那北高

 5 大峽 和(2) 飯伊   2,04.05 
ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ 飯田高

 6 二見 優輝(3) 諏訪   2,05.40 
ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ 永明中

 7 春日 雄大郎(1) 上伊那   2,09.55 
ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 伊那北高

 8 植松 孝太(3) 諏訪   2,15.50 
ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 富士見中
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決勝 7月17日 11:05

大会新(GR)        4,00.41

[ 1組] [ 2組]

 1 久保田 光太郎(3)上伊那   4,56.23  1 後沢 大紀(1) 飯伊   4,40.75 
ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 伊那中 ｺﾞｻﾜ ﾀﾞｲｷ 松川高

 2 丸茂 祐輝(2) 諏訪   5,09.63  2 巻淵 勇人(1) 諏訪   4,41.81 
ﾏﾙﾓ ﾖｼｷ 茅野北部中 ﾏｷﾌﾞﾁ ﾊﾔﾄ 諏訪二葉高

 3 鈴木 創太(1) 諏訪   5,14.67  3 山﨑 順平(1) 飯伊   4,51.80 
ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ 茅野東部中 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ OIDE長姫高

 4 北原 浩太(1) 上伊那   5,14.73  4 原 城治(3) 諏訪   4,53.46 
ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀ 春富中 ﾊﾗ ｼﾞｮｳｼﾞ 茅野高

 5 逸見 崚輔(3) 上伊那   5,18.80  5 宮澤 隆之介(1) 上伊那   4,59.48 
ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ 伊那中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 伊那北高

 6 江口 竜也(3) 飯伊   5,21.05  6 下平 勇希(2) 上伊那   5,00.01 
ｴｸﾞﾁ ﾘｭｳﾔ 阿智高 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 箕輪進修高

 7 北澤 亮太朗(2) 諏訪   5,23.33  7 野村 海斗(2) 上伊那   5,00.18 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 茅野北部中 ﾉﾑﾗ ｶｲﾄ 伊那中

 8 長橋 寛太(1) 上伊那   5,23.74  8 山中 尋斗(2) 上伊那   5,05.87 
ﾅｶﾞﾊｼ ｶﾝﾀ 春富中 ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛﾄ 宮田中

 9 宮崎 成望 上伊那   5,25.93  9 伊藤 聖真(1) 諏訪   5,05.95 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾙﾑ 中川中 ｲﾄｳ ｾｲﾏ 諏訪実業高

10 両角 公輔(2) 諏訪   5,26.75 10 竹内 柊哉(1) 上伊那   5,06.38 
ﾓﾛｽﾞﾐ ｺｳｽｹ 上諏訪中 ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾔ 宮田中

11 犬塚 陸斗(1) 上伊那   5,29.56 11 藤森 大斗(3) 諏訪   5,09.20 
ｲﾇﾂﾞｶ ﾘｸﾄ 春富中 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾛﾄ 諏訪西中

12 大木島 靖和(1) 上伊那   5,31.91 12 丸田 翔梧(1) 諏訪   5,09.47 
ｵｵｷｼﾏ ｾｲﾜ 中川中 ﾏﾙﾀ ｼｮｳｺﾞ 岡谷南高

13 宮森 蓮(3) 諏訪   5,37.16 13 西澤 駿(3) 諏訪   5,15.69 
ﾐﾔﾓﾘ ﾚﾝ 諏訪西中 ﾆｼｻﾞﾜ ｼｭﾝ 上諏訪中

14 増沢 勇人(2) 諏訪   5,44.85 14 北原 諒(3) 上伊那   5,18.06 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 下諏訪社中 ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳ 伊那東部中

15 野上 淳(1) 諏訪   6,08.48 15 荒井 駿伸(2) 上伊那   5,58.43 
ﾉｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 岡谷東部中 ｱﾗｲ ﾄｼﾉﾌﾞ 辰野中
松下 龍義(1) 飯伊 森村 徳一(1) 上伊那
ﾏﾂｼﾀ ﾘｭｳｷﾞ 緑ヶ丘中 ﾓﾘﾑﾗ ﾉﾘｶｽﾞ 駒ヶ根東中

[ 3組] [ 4組]

 1 中島 快都(3) 飯伊   4,46.66  1 村田 幸平(2) 飯伊   4,32.57 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ 下伊那松川中 ﾑﾗﾀ ｺｳﾍｲ 飯田高

 2 柴  尚玖(1) 上伊那   4,48.43  2 瀧澤 健人(2) 飯伊   4,34.34 
ｼﾊﾞ ﾅｵﾋｻ 伊那弥生ヶ丘高 ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 鼎中

 3 米山 諒(2) 上伊那   4,50.13  3 丸山 卓治(3) 上伊那   4,40.44 
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ 赤穂高 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｼﾞ 箕輪中

 4 宮下 偉士(2) 上伊那   4,53.46  4 林  龍介(2) 飯伊   4,41.67 
ﾐﾔｼﾀ ﾀｹﾄ 赤穂高 ﾊﾔｼ ﾘｭｳｽｹ 松川高

 5 小池 迅平(2) 飯伊   4,54.21  5 藤森 大地(3) 諏訪   4,45.16 
ｺｲｹ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 飯田高 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲﾁ 諏訪西中

 6 浦野 優至(2) 上伊那   4,54.54  6 瀨戸 優孝(3) 上伊那   4,46.85 
ｳﾗﾉ ﾕｳｲ 箕輪中 ｾﾄ ﾕﾀｶ 辰野中

 7 遠藤 隼也(2) 諏訪   4,54.86  7 田所 夢大郎(1) 諏訪   4,46.87 
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ 諏訪実業高 ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ 富士見中

 8 由澤 汐七(2) 諏訪   4,56.17  8 柳澤 光(1) 諏訪   4,47.66 
ﾖｼｻﾞﾜ ｾﾅ 長峰中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 岡谷東高

 9 小林 慎市(3) 諏訪   4,56.30  9 児玉 光輝(3) 諏訪   4,49.02 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｲﾁ 茅野高 ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ 上諏訪中

10 井上 周治(2) 諏訪   4,56.83 10 小林 正依(2) 諏訪   4,50.44 
ｲﾉｳｴ ｼｭｳｼﾞ 諏訪清陵高 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲ 富士見中

11 福与 真生琉(2) 飯伊   4,57.18 11 宮澤 夏樹(2) 上伊那   4,52.09 
ﾌｸﾖ ﾏｷﾙ 緑ヶ丘中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 箕輪中

12 宮坂 悠助(2) 諏訪   4,57.39 12 金野 隼男(3) 上伊那   4,52.93 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳｽｹ 茅野東部中 ｺﾝﾉ ﾊﾔｵ 伊那東部中

13 笠原 渉(2) 諏訪   5,02.36 13 篠原 良粋(2) 諏訪   4,55.27 
ｶｻﾊﾗ ﾜﾀﾙ 岡谷東部中 ｼﾉﾊﾗ ﾗｲｷ 岡谷東部中
日達 匠海(1) 上伊那 上條 真弥(1) 諏訪
ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ 南箕輪中 ｶﾐｼﾞｮｳ ｼﾝﾔ 諏訪二葉高
鎮西 翔(3) 上伊那 荻田 慈紘(3) 上伊那
ﾁﾝｾﾞｲ ｶｹﾙ 赤穂中 ｵｷﾞﾀ  ﾖｼﾋﾛ 上伊那農高

  540 6   467

14   626 9   641

2   185 14  1334

8   792 1   894

13   709 5   761

  900

7   859 12   622

4  1328 8   578

3    98

15   114 11   821

10   102

2  1332

No. 氏  名 所属名 記録／備考
15   118

順 No. 氏  名 所属名 順記録／備考

15   172 3   413
欠場 欠場

16   658 7   558

1   702 16   356

10   805 4   766

  441 8   822

5   589 14   662

2

3   772 15   403

13   581 1   776

14   453 5   398

11   743 11   336

4    30 13  1319

8   319 12   362

12  1362 2   707

7   730 10   832

9   726 9    13

所属名 記録／備考
6    82

所属名 記録／備考 順 No. 氏  名

男子

1500m

6   322

決勝

順 No. 氏  名

6    51

9   507

10   387

5   520

11   716 13   342

12   777 7

1  1310 4   841

欠場 欠場

欠場 欠場
3



[ 5組] [ 6組]

 1 宮脇 祐歩(1) 上伊那   4,22.07  1 北原 崇志 上伊那   3,59.30 
ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾎ 伊那北高 ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ EASTERS

 2 安藤 悠希(1) 飯伊   4,22.75  2 松﨑 健悟(3) 諏訪   4,00.78 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 飯田風越高 ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 東海大諏訪高

 3 芦部 冬馬(2) 上伊那   4,27.35  3 滝澤 拓輝(3) 上伊那   4,11.43 
ｱｼﾍﾞ ﾄｳﾏ 宮田中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 上伊那農高

 4 武田 凌汰(2) 上伊那   4,29.69  4 原 広野 上伊那   4,14.12 
ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 辰野中 ﾊﾗ ｺｳﾔ 上伊那郡陸協

 5 両角 睦紀(1) 諏訪   4,30.68  5 樋口 正晃 上伊那   4,15.21 
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾑﾂｷ 諏訪二葉高 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協

 6 前島 陸哉(3) 諏訪   4,32.44  6 西澤 洋務 諏訪   4,16.46 
ﾏｴｼﾏ ﾘｸﾔ 東海大諏訪高 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 茅野市陸協

 7 清水 想介(3) 上伊那   4,35.97  7 清水 冬威(2) 諏訪   4,17.85 
ｼﾐｽﾞ ｿｳｽｹ 伊那東部中 ｼﾐｽﾞ ﾄｳｲ 茅野高

 8 志賀 太樹(2) 上伊那   4,36.72  8 大峽 和(2) 飯伊   4,19.86 
ｼｶﾞ ﾀｲｷ 上伊那農高 ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ 飯田高

 9 鈴木 智也(2) 飯伊   4,41.03  9 小林 竜也(2) 諏訪   4,21.30 
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 飯田風越高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 東海大諏訪高

10 市村 雅仁(2) 上伊那   4,43.57 10 松下 純也(1) 飯伊   4,29.28 
ｲﾁﾑﾗ ﾏｻﾄ 赤穂高 ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 飯田風越高

11 大峽 謙(2) 飯伊   4,50.12 11 岡 亮輔(2) 上伊那   4,30.71 
ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ 鼎中 ｵｶ ﾘｮｳｽｹ 伊那北高

12 笠原 武流(3) 諏訪   4,50.51 12 中嶋 康晴 飯伊   4,46.68 
ｶｻﾊﾗ ﾀｹﾙ 諏訪中 ﾅｶｼﾏ ﾔｽﾊﾙ DreamAC
松山 准也(2) 飯伊 13 井内  一朗(1) 上伊那   4,54.39 
ﾏﾂﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 松川高 ｲｳﾁ ｲﾁﾛｳ 伊那弥生ヶ丘高
唐沢 一弥 飯伊 中村 孝樹(4) 諏訪
ｶﾗｻﾜ ｶｽﾞﾔ 下伊那郡陸協 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 東洋大
日達 羽琉(1) 諏訪 高梨 良介 上伊那
ﾋﾀﾁ ﾊﾙ 原中 ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ欠場 欠場
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   1 北原 崇志 上伊那 EASTERS     3,59.30 大会新   6   1
   2 松﨑 健悟(3) 諏訪 東海大諏訪高     4,00.78   6   2
   3 滝澤 拓輝(3) 上伊那 上伊那農高     4,11.43   6   3
   4 原 広野 上伊那 上伊那郡陸協     4,14.12   6   4
   5 樋口 正晃 上伊那 上伊那郡陸協     4,15.21   6   5
   6 西澤 洋務 諏訪 茅野市陸協     4,16.46   6   6
   7 清水 冬威(2) 諏訪 茅野高     4,17.85   6   7
   8 大峽 和(2) 飯伊 飯田高     4,19.86   6   8
   9 小林 竜也(2) 諏訪 東海大諏訪高     4,21.30   6   9
  10 宮脇 祐歩(1) 上伊那 伊那北高     4,22.07   5   1
  11 安藤 悠希(1) 飯伊 飯田風越高     4,22.75   5   2
  12 芦部 冬馬(2) 上伊那 宮田中     4,27.35   5   3
  13 松下 純也(1) 飯伊 飯田風越高     4,29.28   6  10
  14 武田 凌汰(2) 上伊那 辰野中     4,29.69   5   4
  15 両角 睦紀(1) 諏訪 諏訪二葉高     4,30.68   5   5
  16 岡 亮輔(2) 上伊那 伊那北高     4,30.71   6  11
  17 前島 陸哉(3) 諏訪 東海大諏訪高     4,32.44   5   6
  18 村田 幸平(2) 飯伊 飯田高     4,32.57   4   1
  19 瀧澤 健人(2) 飯伊 鼎中     4,34.34   4   2
  20 清水 想介(3) 上伊那 伊那東部中     4,35.97   5   7
  21 志賀 太樹(2) 上伊那 上伊那農高     4,36.72   5   8
  22 丸山 卓治(3) 上伊那 箕輪中     4,40.44   4   3
  23 後沢 大紀(1) 飯伊 松川高     4,40.75   2   1
  24 鈴木 智也(2) 飯伊 飯田風越高     4,41.03   5   9
  25 林  龍介(2) 飯伊 松川高     4,41.67   4   4
  26 巻淵 勇人(1) 諏訪 諏訪二葉高     4,41.81   2   2
  27 市村 雅仁(2) 上伊那 赤穂高     4,43.57   5  10
  28 藤森 大地(3) 諏訪 諏訪西中     4,45.16   4   5
  29 中島 快都(3) 飯伊 下伊那松川中     4,46.66   3   1
  30 中嶋 康晴 飯伊 DreamAC     4,46.68   6  12
  31 瀨戸 優孝(3) 上伊那 辰野中     4,46.85   4   6
  32 田所 夢大郎(1) 諏訪 富士見中     4,46.87   4   7
  33 柳澤 光(1) 諏訪 岡谷東高     4,47.66   4   8
  34 柴  尚玖(1) 上伊那 伊那弥生ヶ丘高     4,48.43   3   2
  35 児玉 光輝(3) 諏訪 上諏訪中     4,49.02   4   9
  36 大峽 謙(2) 飯伊 鼎中     4,50.12   5  11
  37 米山 諒(2) 上伊那 赤穂高     4,50.13   3   3
  38 小林 正依(2) 諏訪 富士見中     4,50.44   4  10
  39 笠原 武流(3) 諏訪 諏訪中     4,50.51   5  12
  40 山﨑 順平(1) 飯伊 OIDE長姫高     4,51.80   2   3
  41 宮澤 夏樹(2) 上伊那 箕輪中     4,52.09   4  11
  42 金野 隼男(3) 上伊那 伊那東部中     4,52.93   4  12
  43 原 城治(3) 諏訪 茅野高     4,53.46   2   4
  43 宮下 偉士(2) 上伊那 赤穂高     4,53.46   3   4
  45 小池 迅平(2) 飯伊 飯田高     4,54.21   3   5
  46 井内  一朗(1) 上伊那 伊那弥生ヶ丘高     4,54.39   6  13
  47 浦野 優至(2) 上伊那 箕輪中     4,54.54   3   6
  48 遠藤 隼也(2) 諏訪 諏訪実業高     4,54.86   3   7
  49 篠原 良粋(2) 諏訪 岡谷東部中     4,55.27   4  13
  50 由澤 汐七(2) 諏訪 長峰中     4,56.17   3   8
  51 久保田 光太郎(3) 上伊那 伊那中     4,56.23   1   1
  52 小林 慎市(3) 諏訪 茅野高     4,56.30   3   9
  53 井上 周治(2) 諏訪 諏訪清陵高     4,56.83   3  10
  54 福与 真生琉(2) 飯伊 緑ヶ丘中     4,57.18   3  11
  55 宮坂 悠助(2) 諏訪 茅野東部中     4,57.39   3  12
  56 宮澤 隆之介(1) 上伊那 伊那北高     4,59.48   2   5
  57 下平 勇希(2) 上伊那 箕輪進修高     5,00.01   2   6
  58 野村 海斗(2) 上伊那 伊那中     5,00.18   2   7
  59 笠原 渉(2) 諏訪 岡谷東部中     5,02.36   3  13
  60 山中 尋斗(2) 上伊那 宮田中     5,05.87   2   8
  61 伊藤 聖真(1) 諏訪 諏訪実業高     5,05.95   2   9
  62 竹内 柊哉(1) 上伊那 宮田中     5,06.38   2  10
  63 藤森 大斗(3) 諏訪 諏訪西中     5,09.20   2  11
  64 丸田 翔梧(1) 諏訪 岡谷南高     5,09.47   2  12
  65 丸茂 祐輝(2) 諏訪 茅野北部中     5,09.63   1   2
  66 鈴木 創太(1) 諏訪 茅野東部中     5,14.67   1   3
  67 北原 浩太(1) 上伊那 春富中     5,14.73   1   4
  68 西澤 駿(3) 諏訪 上諏訪中     5,15.69   2  13
  69 北原 諒(3) 上伊那 伊那東部中     5,18.06   2  14
  70 逸見 崚輔(3) 上伊那 伊那中     5,18.80   1   5
  71 江口 竜也(3) 飯伊 阿智高     5,21.05   1   6
  72 北澤 亮太朗(2) 諏訪 茅野北部中     5,23.33   1   7
  73 長橋 寛太(1) 上伊那 春富中     5,23.74   1   8
  74 宮崎 成望 上伊那 中川中     5,25.93   1   9
  75 両角 公輔(2) 諏訪 上諏訪中     5,26.75   1  10
  76 犬塚 陸斗(1) 上伊那 春富中     5,29.56   1  11
  77 大木島 靖和(1) 上伊那 中川中     5,31.91   1  12
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  78 宮森 蓮(3) 諏訪 諏訪西中     5,37.16   1  13
  79 増沢 勇人(2) 諏訪 下諏訪社中     5,44.85   1  14
  80 荒井 駿伸(2) 上伊那 辰野中     5,58.43   2  15
  81 野上 淳(1) 諏訪 岡谷東部中     6,08.48   1  15

組 順位
  805
  702
  558
  658

男子

1500m
順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考



決勝 7月17日 15:20

大会新(GR)       14,59.46

[ 1組] [ 2組]

 1 清水 龍斗(2) 上伊那  16,19.64  1 牛山 純一 諏訪  15,17.62 
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾄ 伊那北高 ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ CITY RUNNER

 2 西中山 宏 諏訪  16,32.02  2 原 広野 上伊那  15,29.62 
ﾆｼﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｼ 下諏訪町体協 ﾊﾗ ｺｳﾔ 上伊那郡陸協

 3 田中 秀一 上伊那  17,16.88  3 清水 大希(3) 諏訪  15,33.60 
ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ ﾄｰﾊﾂ ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ 東海大諏訪高

 4 宮島 宇明(1) 飯伊  17,18.29  4 金澤 拓則 諏訪  15,34.95 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 松川高 ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 諏訪市陸協

 5 小平 宗弥(3) 飯伊  17,40.45  5 早野 吉信 飯伊  15,41.51 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾔ 松川高 ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 下伊那郡陸協

 6 松下 京介 飯伊  17,47.75  6 伊藤 洸介 飯伊  15,51.19 
ﾏﾂｼﾀ ｷｮｳｽｹ みすず ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 飯田市陸協

 7 竹内 健人(2) 上伊那  17,53.08  7 原 武司 飯伊  15,54.38 
ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾄ 上伊那農高 ﾊﾗ ﾀｹｼ 下伊那郡陸協

 8 熊谷 勇人(3) 飯伊  18,01.22  8 佐藤 龍我(2) 上伊那  15,59.35 
ｸﾏｶﾞｲ ﾊﾔﾄ 松川高 ｻﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 上伊那農高

 9 南郷 隼翔(2) 上伊那  18,02.03  9 田畑 幸司 諏訪  16,20.51 
ﾅﾝｺﾞｳ ﾊﾔﾄ 伊那北高 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 岡谷市陸協

10 宮坂 理輝 諏訪  18,04.97 10 関 剛洸(2) 諏訪  16,20.84 
ﾐﾔｻｶ ﾘｷ 岡谷東高 ｾｷ ﾀｹﾋﾛ 東海大諏訪高

11 大場 翔太(2) 飯伊  18,45.26 11 清沢 創一 諏訪  16,21.26 
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ OIDE長姫高 ｷﾖｻﾜ ｿｳｲﾁ 岡谷市陸協

12 馬場 敦(2) 飯伊  18,58.10 12 代田 貴嗣 飯伊  16,21.45 
ﾊﾞﾊﾞ ｱﾂｼ 飯田高 ｼﾛﾀ ﾀｶﾂｸﾞ 飯田市陸協

13 赤座 拓真(1) 上伊那  19,09.69 13 鈴木 昌幸 上伊那  16,35.27 
ｱｶｻﾞ ﾀｸﾏ 伊那北高 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 上伊那郡陸協

14 山崎 哲也 飯伊  19,17.23 14 小林 大亮(2) 諏訪  16,36.38 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾃﾂﾔ 飯田市陸協 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 東海大諏訪高

15 大平 剛大(2) 飯伊  19,54.25 15 渕井 大樹(3) 上伊那  16,40.85 
ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾀｹﾊﾙ OIDE長姫高 ﾌﾁｲ ﾀﾞｲｷ 上伊那農高

16 有賀  大輝(1) 上伊那  20,54.52 16 松村 健一 飯伊  16,49.39 
ｱﾙｶﾞ ﾀｲｷ 伊那弥生ヶ丘高 ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 下伊那郡陸協

17 市瀬 裕馬(1) 飯伊  23,37.54 17 松山 克敏 飯伊  16,54.46 
ｲﾁﾉｾ ﾕｳﾏ 阿南高 ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那郡陸協
市村 雅仁(2) 上伊那 平澤 宏幸 飯伊
ｲﾁﾑﾗ ﾏｻﾄ 赤穂高 ﾋﾗｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 飯田市陸協
米山 諒(2) 上伊那 仁科 利弥 飯伊
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ 赤穂高 ﾆｼﾅ ﾄｼﾔ 飯田市陸協
小口 秀哉 諏訪
ｵｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾔ 下諏訪町体協
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   1 牛山 純一 諏訪 CITY RUNNER    15,17.62   2   1
   2 原 広野 上伊那 上伊那郡陸協    15,29.62   2   2
   3 清水 大希(3) 諏訪 東海大諏訪高    15,33.60   2   3
   4 金澤 拓則 諏訪 諏訪市陸協    15,34.95   2   4
   5 早野 吉信 飯伊 下伊那郡陸協    15,41.51   2   5
   6 伊藤 洸介 飯伊 飯田市陸協    15,51.19   2   6
   7 原 武司 飯伊 下伊那郡陸協    15,54.38   2   7
   8 佐藤 龍我(2) 上伊那 上伊那農高    15,59.35   2   8
   9 清水 龍斗(2) 上伊那 伊那北高    16,19.64   1   1
  10 田畑 幸司 諏訪 岡谷市陸協    16,20.51   2   9
  11 関 剛洸(2) 諏訪 東海大諏訪高    16,20.84   2  10
  12 清沢 創一 諏訪 岡谷市陸協    16,21.26   2  11
  13 代田 貴嗣 飯伊 飯田市陸協    16,21.45   2  12
  14 西中山 宏 諏訪 下諏訪町体協    16,32.02   1   2
  15 鈴木 昌幸 上伊那 上伊那郡陸協    16,35.27   2  13
  16 小林 大亮(2) 諏訪 東海大諏訪高    16,36.38   2  14
  17 渕井 大樹(3) 上伊那 上伊那農高    16,40.85   2  15
  18 松村 健一 飯伊 下伊那郡陸協    16,49.39   2  16
  19 松山 克敏 飯伊 下伊那郡陸協    16,54.46   2  17
  20 田中 秀一 上伊那 ﾄｰﾊﾂ    17,16.88   1   3
  21 宮島 宇明(1) 飯伊 松川高    17,18.29   1   4
  22 小平 宗弥(3) 飯伊 松川高    17,40.45   1   5
  23 松下 京介 飯伊 みすず    17,47.75   1   6
  24 竹内 健人(2) 上伊那 上伊那農高    17,53.08   1   7
  25 熊谷 勇人(3) 飯伊 松川高    18,01.22   1   8
  26 南郷 隼翔(2) 上伊那 伊那北高    18,02.03   1   9
  27 宮坂 理輝 諏訪 岡谷東高    18,04.97   1  10
  28 大場 翔太(2) 飯伊 OIDE長姫高    18,45.26   1  11
  29 馬場 敦(2) 飯伊 飯田高    18,58.10   1  12
  30 赤座 拓真(1) 上伊那 伊那北高    19,09.69   1  13
  31 山崎 哲也 飯伊 飯田市陸協    19,17.23   1  14
  32 大平 剛大(2) 飯伊 OIDE長姫高    19,54.25   1  15
  33 有賀  大輝(1) 上伊那 伊那弥生ヶ丘高    20,54.52   1  16
  34 市瀬 裕馬(1) 飯伊 阿南高    23,37.54   1  17   34
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決勝 7月17日  8:30

大会新(GR)       22,42.93

 1 石井 慎也(2) 諏訪  24,20.73 
ｲｼｲ ｼﾝﾔ 東海大諏訪高

 2 水野 雄斗(2) 諏訪  24,32.93 
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ 東海大諏訪高

 3 小林 亮太(1) 諏訪  24,48.26 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 東海大諏訪高

 4 那須野 寛生(2) 上伊那  29,18.96 
ﾅｽﾉ ﾋﾛｷ 上伊那農高

 5 飯塚 義博 上伊那  30,35.55 
ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾋﾛ 伊那AC

 6 目黒 道裕(1) 飯伊  31,35.59 
ﾒｸﾞﾛ ﾐﾁﾋﾛ 松川高
大久保 天地(2) 上伊那
ｵｵｸﾎﾞ ﾃﾝﾁ 信州大

4   502
失格

1   312

6    97

5   871

2   491

3   877

7   874

男子

5000mW

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月17日  9:45

大会新(GR)          15.20

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +0.9

 1 井原 晟斗(2) 飯伊     17.78  1 酒井 和馬(2) 上伊那     15.48 
ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 松川高 ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 上伊那農高

 2 塚田 千紘(1) 諏訪     18.01  2 五十嵐 大樹 諏訪     15.65 
ﾂｶﾀ ﾞﾁﾋﾛ 下諏訪向陽高 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｷ 野沢北ｸﾗﾌﾞ

 3 竹内 一弘 飯伊     18.12  3 雨宮 海斗(2) 諏訪     16.52 
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ DreamAC ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ 諏訪二葉高

 4 松田 蓮太郎(1) 諏訪     22.12  4 竹折 優太 飯伊     16.64 
ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 下諏訪向陽高 ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ みすず
倉田 優希(2) 上伊那  5 関 雄飛(1) 上伊那     17.15 
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 高遠高 ｾｷ ﾕｳﾋ 上伊那農高

山内 一輝(2) 上伊那
ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 上伊那農高

欠場
6   473

欠場

6   431 2   470

2   695 3   192

5     4 7   831

4   698 5   908

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    75 4   477

男子

110mH(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 酒井 和馬(2) 上伊那 上伊那農高     15.48 (+0.9)   2   1
   2 五十嵐 大樹 諏訪 野沢北ｸﾗﾌﾞ     15.65 (+0.9)   2   2
   3 雨宮 海斗(2) 諏訪 諏訪二葉高     16.52 (+0.9)   2   3
   4 竹折 優太 飯伊 みすず     16.64 (+0.9)   2   4
   5 関 雄飛(1) 上伊那 上伊那農高     17.15 (+0.9)   2   5
   6 井原 晟斗(2) 飯伊 松川高     17.78 (+1.0)   1   1
   7 塚田 千紘(1) 諏訪 下諏訪向陽高     18.01 (+1.0)   1   2
   8 竹内 一弘 飯伊 DreamAC     18.12 (+1.0)   1   3
   9 松田 蓮太郎(1) 諏訪 下諏訪向陽高     22.12 (+1.0)   1   4
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予選 7月17日 12:35
決勝 7月17日 15:10

大会新(GR)          42.16

[ 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 諏訪二葉高   831 雨宮 海斗(2)     44.55 q  1   7 諏訪清陵高   796 中澤 新(1)     44.74 q

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ
  840 松本 陸(2)   791 井出 純一朗(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ
  848 鈴木 颯太(2)   790 井手 翼(1)

ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ ｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ
  839 小林 蓮(1)   798 林 泰希(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ ﾊﾔｼ ﾀｲｷ
 2   3 伊那弥生ヶ丘高   382 伊藤  陸(2)     46.07 q  2   2 緑ヶ丘中   167 金子 昂星(3)     46.74 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｲﾄｳ ﾘｸ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｶﾈｺ ｺｳｾｲ
  389 唐澤  秀作(1)   180 大平 雄斗(3)

ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ
  388 小池  潤優(2)   190 木下 耀仁(3)

ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ
  383 井内  一朗(1)   178 村澤 和真(3)

ｲｳﾁ ｲﾁﾛｳ ﾑﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ
 3   6 辰野中   570 渡辺 圭尚(3)     46.20  3   4 箕輪中  1337 戸田 全飛(2)     47.81 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼｮｳ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾄﾀﾞ ﾏｻﾀｶ
  576 有賀 匠吾(3)  1349 瀧澤 直希(2)

ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ
  573 武田 凌汰(2)  1331 巻渕 来樹(2)

ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ ﾏｷﾌﾞﾁ ﾗｲｷ
  559 今井 頼人(2)  1344 松田 拓巳(2)

ｲﾏｲ ﾗｲﾄ ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ
 4   1 信州大   500 工藤 健央(2)     46.55  4   3 伊那東部中   339 加藤 大起(3)     50.12 

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ｸﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ
  501 小柳 堅一(4)   352 田畑 青透(3)

ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ ﾀﾊﾞﾀ ｱｵﾄ
  499 沖田 遥久(3)   350 田口 恵斗(3)

ｵｷﾀ ﾊﾙﾋｻ ﾀｸﾞﾁ ｹｲﾄ
  502 大久保 天地(2)   346 三澤 哲也(3)

ｵｵｸﾎﾞ ﾃﾝﾁ ﾐｻﾜ ﾃﾂﾔ
 5   2 春富中   439 下平 真吾(1)     48.60   8 諏訪実業高   780 原田 恒太朗(1)

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼﾝｺﾞ ｽﾜｼﾞﾂｷﾞｮｳｺｳ ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 失格
  455 田畑 翔汰朗(2)   785 渡辺 慎(2)

ﾀﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ
  445 小牧 大晟(2)   774 阿部 勇希(1)

ｺﾏｷ ﾀｲｾｲ ｱﾍﾞ ﾕｷ
  437 荻原 浩太郎(3)   778 宮坂 翔馬(1)

ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ ﾐﾔｻｶ ｼｮｳﾏ
 6   5 諏訪西中   809 高山 翔平(3)     48.92   5 赤穂中

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ ｱｶﾎﾁｭｳ 欠場
  811 漆戸 柊哉(1)

ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ
  808 古里 友吾(3)

ﾌﾙｻﾄ ﾕｳｺﾞ
  817 松崎 恭一朗(2)

ﾏﾂｻﾞｷ ｷｮｳｲﾁﾛｳ
 7   8 上諏訪中   762 小林 大源(3)     49.02   6 駒ヶ根東中   417 竹村 晃多(3)

ｶﾐｽﾜﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｹﾞﾝ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ 欠場
  756 一之瀬 大介(3)   415 深谷 朝海(3)

ｲﾁﾉｾ ﾀﾞｲｽｹ ﾌｶﾔ ｻﾐ
  768 田口 利彦(3)   412 小澤 拓哉(3)

ﾀｸﾞﾁ ﾄｼﾋｺ ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ
  770 服部 広平(3)   420 竹村 悠斗(3)

ﾊｯﾄﾘ ｺｳﾍｲ ﾀｹﾑﾗ ﾕｳﾄ
 8   4 高森中    72 中塚 雄太(2)     51.54 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ﾅｶﾂｶ ﾕｳﾀ
   67 小平 遥暉(1)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ
   74 椚谷 元(2)

ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ
   68 松岡 裕雅(2)

ﾏﾂｵｶ ﾕｳｶﾞ

男子

4x100m

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 松川高    92 秦   翔(3)     43.44 q  1   6 東海大諏訪高   866 小坂 晃大(1)     43.55 q

ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾊﾀ  ｼｮｳ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ
   78 近藤 雅哉(3)   880 竹井 温巧(3)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ ﾀｹｲ ﾏｻﾖｼ
   86 山口 凌平(3)   885 野村 健成(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ ﾉﾑﾗ ｹﾝｾｲ
   75 井原 晟斗(2)   867 小山 竜司(3)

ｲﾊﾗ ｾｲﾄ ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ
 2   4 上伊那農高   482 小濱 律(1)     44.24 q  2   8 赤穂高   518 仲村渠 海都(1)     46.34 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ｺﾊﾏ ﾘﾂ ｱｶﾎｺｳ ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ
  477 酒井 和馬(2)   521 片桐 聖護(2)

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ
  476 酒井 龍介(1)   514 小林 由暉(2)

ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ ｺﾋﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ
  470 関 雄飛(1)   506 荻原 凌我(1)

ｾｷ ﾕｳﾋ ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ
 3   2 飯田高   122 藤井 隆聖(2)     44.33 q  3   3 高遠高   436 藤綱 和仁(3)     49.14 

ｲｲﾀﾞｺｳ ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ ﾀｶﾄｵｺｳ ﾌｼﾞﾂﾅ ｶｽﾞﾄ
  110 三石 隼斗(2)   427 向山 星来(1)

ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ ﾑｶｲﾔﾏ ｾｲﾗｲ
  125 友保 尚樹(2)   425 河手 祥吾(1)

ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ ｶﾜﾃ ｼｮｳｺﾞ
  111 篠田 知樹(3)   424 伊藤 大輔(3)

ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ
 4   6 下諏訪向陽高   695 松田 蓮太郎(1)     44.93 q  4   5 富士見中   890 窪田 翔真(1)     51.40 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ
  690 宮坂 空(2)   905 野中 大地(2)

ﾐﾔｻｶ ｿﾗ ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ
  696 赤羽 健一(1)   904 名取 勇人(1)

ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ
  689 鎌倉 慎太郎(2)   893 小林 海(2)

ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ
 5   5 伊那中   322 久保田 光太郎(3)     48.47  5   4 諏訪東京理科大   828 松井 奎進(1)     52.02 

ｲﾅﾁｭｳ ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ ｽﾜﾄｳｷｮｳﾘｶﾀﾞｲ ﾏﾂｲ ｹｲｼﾝ
 1359 三沢 和輝(3)   829 浅原 一煕(3)

ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ ｱｻﾊﾗ ｲﾂｷ
  329 倉田 隼誠(2)   827 山口 皓輝(1)

ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝｾｲ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｷ
  319 逸見 崚輔(3)   830 長田 佑麻(2)

ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ
 6   3 宮田中   399 酒井 敦也(2)     50.66  6   2 岡谷東部中   654 中村 紘大(2)     52.21 

ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳ ｻｶｲ ｱﾂﾔ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ
  393 下平 翔也(1)   644 小口 伸太郎(2)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｮｳﾔ ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ
  401 大倉 颯太(2)   649 壬生 新(1)

ｵｵｸﾗ ｿｳﾀ ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ
  404 田中 裕喜(2)   634 佐々 海青(2)

ﾀﾅｶ ﾕｳｷ ｻｻ ｶｲｾｲ
 7   8 中川中   588 大木島 青空(3)     50.91   7 飯田風越高

ﾅｶｶﾞﾜﾁｭｳ ｵｵｷｼﾏ ｿﾗ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ 欠場
  586 小原 秀友(3)

ｺﾊﾗ ｼｭｳ
  595 富永 陸(3)

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｸ
  584 今井 越士(3)

ｲﾏｲ ｴﾂｼ

男子

4x100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 東海大諏訪高   866 小坂 晃大(1)     43.03 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ
  884 名取 大輔(2)

ﾅﾄﾘ ﾀﾞｲｽｹ
  885 野村 健成(3)

ﾉﾑﾗ ｹﾝｾｲ
  867 小山 竜司(3)

ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ
 2   3 松川高    92 秦   翔(3)     43.72 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾊﾀ  ｼｮｳ
   78 近藤 雅哉(3)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
   86 山口 凌平(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ
   76 家苗  薫(3)

ｶﾅｴ  ｶｵﾙ
 3   5 飯田高   122 藤井 隆聖(2)     44.18 

ｲｲﾀﾞｺｳ ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ
  110 三石 隼斗(2)

ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ
  125 友保 尚樹(2)

ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ
  111 篠田 知樹(3)

ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ
 4   7 諏訪清陵高   796 中澤 新(1)     44.23 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ
  791 井出 純一朗(2)

ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ
  790 井手 翼(1)

ｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ
  798 林 泰希(1)

ﾊﾔｼ ﾀｲｷ
 5   6 上伊那農高   482 小濱 律(1)     44.36 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ｺﾊﾏ ﾘﾂ
  477 酒井 和馬(2)

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ
  476 酒井 龍介(1)

ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ
  470 関 雄飛(1)

ｾｷ ﾕｳﾋ
 6   2 下諏訪向陽高   695 松田 蓮太郎(1)     45.26 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ
  690 宮坂 空(2)

ﾐﾔｻｶ ｿﾗ
  696 赤羽 健一(1)

ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ
  689 鎌倉 慎太郎(2)

ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ
 7   1 伊那弥生ヶ丘高   382 伊藤  陸(2)     45.83 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｲﾄｳ ﾘｸ
  389 唐澤  秀作(1)

ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ
  388 小池  潤優(2)

ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ
  383 井内  一朗(1)

ｲｳﾁ ｲﾁﾛｳ
  8 諏訪二葉高   831 雨宮 海斗(2)

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ 棄権
  840 松本 陸(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ
  839 小林 蓮(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ
  844 藤原 将(2)

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾄｼ

4x100m
決勝

男子



決勝 7月17日 16:15

大会新(GR)        3,18.61

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 飯伊    92 秦   翔(3)   3,19.46 

ﾊﾝｲ ﾊﾀ  ｼｮｳ
   83 後沢 大地(3)

ｺﾞｻﾜ ﾀﾞｲﾁ
  111 篠田 知樹(3)

ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ
   78 近藤 雅哉(3)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
 2   3 諏訪   690 宮坂 空(2)   3,21.00 

ｽﾜ ﾐﾔｻｶ ｿﾗ
  866 小坂 晃大(1)

ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ
  848 鈴木 颯太(2)

ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ
  885 野村 健成(3)

ﾉﾑﾗ ｹﾝｾｲ
 3   4 上伊那   487 登内 健太(3)   3,21.04 

ｶﾐｲﾅ ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ
  309 吉冨 和弥

ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ
  388 小池  潤優(2)

ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ
  499 沖田 遥久(3)

ｵｷﾀ ﾊﾙﾋｻ

決勝

男子三郡対抗

4x400m



決勝 7月17日 10:00

大会新(GR)           2.07

1m90 1m95 2m00 2m05 2m10
巻渕 来樹(2) 上伊那 XO XXX
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾗｲｷ 箕輪中
北村 光(2) 飯伊 O O XXX
ｷﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ 飯田高
宮下 琉(2) 上伊那 O O XXX
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 駒ｹ根工高
福澤 広一郎(3) 飯伊 XO O XXX
ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 緑ヶ丘中
福澤 洸士(2) 上伊那 O O O XXX
ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｼ 伊那東部中
工藤 俊介(1) 上伊那 - - O XO XXO XXX
ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那北高
北原 大雅(1) 上伊那 - - - XXO O XXX
ｷﾀﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 伊那北高
丸山 怜治(1) 上伊那 - - O O XO XXX
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 高遠高
小口 伸太郎(2) 諏訪 - O O O XXO XXX
ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 岡谷東部中
古里 友吾(3) 諏訪 - - O O XO XXX
ﾌﾙｻﾄ ﾕｳｺﾞ 諏訪西中
本多 俊平 飯伊 - - - - O O XXX
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
塚田 千紘(1) 諏訪 - - - O O XO XXX
ﾂｶﾀ ﾞﾁﾋﾛ 下諏訪向陽高
中路 星耀(3) 上伊那 - - - - - XO XO XXX
ﾅｶｼﾞ ｾｲﾖｳ 箕輪進修高
細川 隼(1) 諏訪 - - - O XO XO XXO XXX
ﾎｿｶﾜ ﾊﾔﾄ 下諏訪向陽高
五十嵐 大樹 諏訪 - - - O O O XXO XXX
ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｷ 野沢北ｸﾗﾌﾞ
大久保 海翔(1) 飯伊 - - - - XO O XXO XXX
ｵｵｸﾎﾞ ｶｲﾄ 飯田風越高
中塚 渓滋 飯伊 - - - XO O O O XXX
ﾅｶﾂｶ ｹｲｼﾞ DreamAC
林 力輝(1) 飯伊 - - - - - XO XO XXX
ﾊﾔｼ ﾘｷ 飯田風越高
野々村 一人(2) 諏訪 - - - - - O O XXX
ﾉﾉﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 茅野高
小山 竜司(3) 諏訪 - - - - - O O O XO XXX
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 東海大諏訪高
赤羽 健一(1) 諏訪 - - - - - - O O O XXO
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 下諏訪向陽高 XXX
宮坂 夏輝(2) 諏訪 - - - - - - - O O O
ﾐﾔｻｶ ﾅﾂｷ 諏訪清陵高 O XXX
吉川 涼平 飯伊 - - - - - - - - XO O
ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ みすず XXO O XXX
笠原 理央(2) 諏訪 - - - - - - - - O O
ｶｻﾊﾗ ﾘｵ 諏訪清陵高 O XXO XXX
松島 稜之 飯伊 - - - - - - - - - O
ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾕｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ O O O XXX
林 知彦 上伊那 - - - - - - - - O -
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋｺ 上伊那陸協 O O XXO XXX
尾畑 元佳(4) 飯伊 - - - - - - - - - -
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾄﾖｼ 東海大 O O XXO XO XXX
有賀 泰徳(2) 上伊那 XXX
ｱﾙｶﾞ ﾔｽﾉﾘ 箕輪中
佐藤 一成(1) 飯伊 XXX
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾅﾘ 高森中
石田 滉樹(3) 上伊那 - - - XXX
ｲｼﾀﾞ ｺｳｼﾞｭ 伊那中
後藤 玲央(2) 上伊那 XXX
ｺﾞﾄｳ ﾚｵ 伊那東部中
高倉 駿斗(2) 上伊那 XXX
ﾀｶｸﾗ ﾊﾔﾄ 箕輪中
中村 伊吹(1) 諏訪 欠場
ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷南部中
山﨑 将文 諏訪 欠場
ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾌﾐ 岡谷市陸協
西山 星輝(1) 上伊那 欠場
ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｷ 高遠高
高橋 輝(3) 上伊那 欠場
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 伊那中

1m45

男子

走高跳

28   698

1m60

5   124

1m65 1m70 1m75

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m40 1m80 1m85

記録 備考

7  1331

1m50 1m55

23   408

24   186

4   354

6   366

8   379

13   426

26   644

27   808

12    27

9  1323

10   692

11   908

29   157

    5

31   161

30

  711

14   867

33

15   696

32   795

34   191

35   793

17    26

18   498

36   104

2  1357

3    64

19   328

20   343

21  1339

1   674

16   611

22   430

25   325



決勝 7月17日  9:30

大会新(GR)           5.11

4m00 4m10 4m20
中山 蓮(2) 上伊那 - - - - - - - - - -
ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ 高遠高 O O XXX
恒川 直澄(1) 上伊那 - - - - - XO - O - O
ﾂﾈｶﾜ ﾅｵﾄ 伊那北高 - XXX
鎌倉 慎太郎(2) 諏訪 - - - - - - O O XO -
ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 下諏訪向陽高 - - XXX
伊藤 大輔(3) 上伊那 - - - O O O O O XXX
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 高遠高
有賀 玄太(2) 上伊那 - O O XXO XO O XO XXX
ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ 南箕輪中
安部 桂史郎(1) 諏訪 O O O O XXX
ｱﾍﾞ ｹｲｼﾛｳ 原中
北原　香音(3) 上伊那 O O - /
ｷﾀﾊﾗ ｶﾉﾝ 箕輪中
河手 祥吾(1) 上伊那 O O XXX
ｶﾜﾃ ｼｮｳｺﾞ 高遠高
平出 雄彩(2) 諏訪 欠場
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾕｳｻ 原中
那須野  敦(2) 飯伊 欠場
ﾅｽﾉ ｱﾂｼ 飯田風越高

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
2m60 2m80 3m80 3m903m40 3m50 3m60 3m70

記録 備考

1 10   432
 4.10

3m00 3m20
氏  名 所属名

2 7   367
 3.90

3 9   689
 3.80

4 8   424
 3.70

5 6  1313
 3.60

  753

6 4   746
 3.20

7 1  1330
 2.80

3   159

7 5   425
 2.80

2



決勝 7月17日 13:30

大会新(GR)           7.19

竹井 温巧(3) 諏訪   6.77   6.46   6.68   6.84   6.35   6.99    6.99 
ﾀｹｲ ﾏｻﾖｼ 東海大諏訪高   +1.0   +0.9   +1.1   +2.3   +0.8   +2.4    +2.4
松本 陸(2) 諏訪    X   6.24    X   6.83   6.60   6.61    6.83 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 諏訪二葉高   +2.2   +2.5   +2.0   +0.8    +2.5
浅原 一煕(3) 諏訪   6.22   6.10   6.20   6.32    -   6.58    6.58 
ｱｻﾊﾗ ｲﾂｷ 諏訪東京理科大   +1.3   +0.9   +0.9   +1.8   +2.4    +2.4
名取 大輔(2) 諏訪   6.43    X   6.29   6.56    -    -    6.56 
ﾅﾄﾘ ﾀﾞｲｽｹ 東海大諏訪高   -0.8   +2.2   +2.8    +2.8
嵯峨座  綾(2) 飯伊   6.27   6.30   5.91   6.04   6.29   6.22    6.30 
ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ 飯田風越高   +1.0   +1.7   +1.5   +2.4   +1.0   +2.1    +1.7
菊池 秀太(2) 諏訪   5.75   5.93   6.10   5.67   6.13   5.74    6.13 
ｷｸﾁ ｼｭｳﾀ 岡谷工業高   -1.5   +0.2   +2.9   +1.2   +1.9   +2.5    +1.9
古瀬 友暉(2) 飯伊   5.97   5.90   5.89   5.96   3.32   5.66    5.97 
ﾌﾙｾ ﾕｳｷ 飯田風越高   -0.4   -0.6   +1.1   +3.1   +1.9   +1.1    -0.4
長田 佑麻(2) 諏訪   5.52   5.94    X    X   5.93   5.75    5.94 
ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 諏訪東京理科大   +1.8   +1.6   +1.5   +1.7    +1.6
山口 凌平(3) 飯伊   5.82    X    X    5.82 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 松川高   +1.1    +1.1
三石 隼斗(2) 飯伊   5.80   5.80   5.81    5.81 
ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ 飯田高   +1.5   +1.7   +2.4    +2.4
渡辺 慎(2) 諏訪   5.08   5.38   5.69    5.69 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 諏訪実業高   +0.8   -1.3   +1.8    +1.8
椚谷 元(2) 飯伊   5.63    X    X    5.63 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ 高森中    0.0     0.0
多田井 琢馬(3) 飯伊   5.49   5.57   5.50    5.57 
ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +1.0   -0.4   +1.6    -0.4
光沢  陽(2) 飯伊   5.18   5.57   5.21    5.57 
ｺｳｻﾞﾜ ｱｷﾗ 松川高   -0.3   +1.2   +0.6    +1.2
大郷 佳已斗(1) 諏訪   5.43   5.27   5.49    5.49 
ﾀﾞｲｺﾞｳ ｶｲﾄ 諏訪実業高   +0.8    0.0   +2.7    +2.7
高山 翔平(3) 諏訪   5.47    X    X    5.47 
ﾀｶﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 諏訪西中   +2.0    +2.0
濵 琉斗(2) 諏訪   4.92    X   5.37    5.37 
ﾊﾏ ﾘｭｳﾄ 岡谷工業高   +1.7   +2.8    +2.8
伊東 龍生(3) 上伊那   5.22   5.06   5.27    5.27 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 伊那AC   +1.3   -1.5   +2.2    +2.2
野中 大地(2) 諏訪   5.23   4.75   4.96    5.23 
ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ 富士見中   -1.2   -1.0   +2.2    -1.2
小林 海(2) 諏訪    X   5.01   5.20    5.20 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 富士見中   -0.2   +2.2    +2.2
青山 諒成(1) 飯伊   4.96   4.57   5.19    5.19 
ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 松川高   -0.7   -0.1   +3.0    +3.0
小牧 大晟(2) 上伊那   5.15   4.09   4.94    5.15 
ｺﾏｷ ﾀｲｾｲ 春富中   +0.1   +0.8   +1.8    +0.1
三沢 和輝(3) 上伊那   5.08   5.11   4.83    5.11 
ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 伊那中   +1.1   +1.8   +1.4    +1.8
土田 陸斗(2) 上伊那    X    X   5.02    5.02 
ﾂﾁﾀﾞ ﾘｸﾄ 辰野中   +1.2    +1.2
藤原 将(2) 諏訪   4.91   4.95   4.98    4.98 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾄｼ 諏訪二葉高   +1.3   +1.0   +1.6    +1.6
松岡 裕雅(2) 飯伊   4.97   4.28    X    4.97 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳｶﾞ 高森中   +1.0   +2.0    +1.0
吉川  七洋(2) 飯伊   4.26   4.91   4.93    4.93 
ﾖｼｶﾜ ﾅﾅﾐ 飯田風越高   +1.3   +2.7   +2.6    +2.6
西野 瑛修(2) 上伊那    X   4.68   4.91    4.91 
ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ 赤穂中    0.0   +0.8    +0.8
古谷 聖斗(2) 諏訪   4.89   4.84   4.85    4.89 
ﾌﾙﾔ ﾏｻﾄ 岡谷東高   +0.5   -0.3   +1.8    +0.5
吉岡 伶(2) 諏訪   4.11    X   4.89    4.89 
ﾖｼｵｶ ﾚｲ 上諏訪中   +0.9   +1.5    +1.5
松本 力(2) 諏訪   4.52   4.67   4.84    4.84 
ﾏﾂﾓﾄ ﾁｶﾗ 上諏訪中   -1.0   -0.5   +2.4    +2.4
奥田 裕貴(2) 飯伊    X   4.81    X    4.81 
ｵｸﾀﾞ ﾕｳｷ 阿南高   +1.3    +1.3
湯澤 裕也(3) 上伊那   4.46   4.64   4.80    4.80 
ﾕｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 中川中   +0.6   +2.0   +1.4    +1.4
塩澤 直樹(3) 飯伊   4.48   4.43   4.79    4.79 
ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 緑ヶ丘中   +0.9   +1.6    0.0     0.0
松崎 恭一朗(2) 諏訪   4.59    X   4.76    4.76 
ﾏﾂｻﾞｷ ｷｮｳｲﾁﾛｳ 諏訪西中   +1.5   +1.8    +1.8
酒井 洸一(1) 上伊那   4.53   4.68   4.41    4.68 
ｻｶｲ ｺｳｲﾁ 春富中   +0.5   +0.1   +1.2    +0.1
桃澤 翼 上伊那   4.59   4.63    X    4.63 
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 中川中   -0.9   -1.0    -1.0

14 43    84

男子

走幅跳

1 67   880
-3- -4-

15 55   784

16 50   809

17 51   610

18 56   310

19 33   905

20 49   893

21 35    93

22 39   445

23 25  1359

24 47   579

25 45   844

26 42    68

27 41   144

28 31   534

29 57   615

30 20   758

31 34   763

32 48    33

-5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考

2 63   840

3 66   829

-1- -2-

4 62   884

5 69   148

6 61   604

7 60   147

8 65   830

9 68    86

10 64   110

11 59   785

12 53    74

13 52    22

33 21   594

34 16   166

35 38   817

36 27   444

37 32   593



酒井 敦也(2) 上伊那   3.97   3.95   4.59    4.59 
ｻｶｲ ｱﾂﾔ 宮田中   +0.9   -0.6   +1.5    +1.5
小川 楓太(2) 諏訪    X   4.42   4.20    4.42 
ｵｶﾞﾜ ﾌｳﾀ 岡谷東部中   +1.3   +1.3    +1.3
松澤 孝輝(1) 飯伊   4.22   4.38   4.09    4.38 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｷ 緑ヶ丘中   +0.5   +2.1   +0.7    +2.1
中塚 雄太(2) 飯伊   4.37   4.32   4.37    4.37 
ﾅｶﾂｶ ﾕｳﾀ 高森中   +0.8   +0.2   +0.4    +0.8
丸山 輝(2) 上伊那    X   2.97   4.36    4.36 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 辰野中   +1.3   +1.2    +1.2
竹村 晃多(3) 上伊那    X    X   4.33    4.33 
ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ 駒ヶ根東中   +1.6    +1.6
矢島 拓光(1) 上伊那   4.21   4.26    X    4.26 
ﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 箕輪中   +0.7   -0.4    -0.4
原田 裕哉(1) 諏訪   4.16   4.26   4.12    4.26 
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ 上諏訪中   -0.4   +2.1   +1.5    +2.1
氣賀澤 立樹(2) 上伊那    X    X   4.21    4.21 
ｹｶﾞｻﾜ ﾀﾂｷ 赤穂中    0.0     0.0
梶谷 祐太朗(1) 上伊那   4.07   4.00   4.06    4.07 
ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳﾀﾛｳ 宮田中   +0.6   +0.8   +0.7    +0.6
中村 允信(1) 上伊那   3.90   3.94   4.04    4.04 
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 伊那中   +1.8   +0.6   -0.8    -0.8
伊藤 聖覧(1) 上伊那   3.67   3.90   4.04    4.04 
ｲﾄｳ ｾｲﾗﾝ 伊那東部中   +0.1   +1.1   +0.8    +0.8
矢沢 佑真(1) 諏訪   3.42   3.85   3.91    3.91 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 富士見中   +0.7   +1.1   +1.6    +1.6
倉田 錬(1) 飯伊   3.79   3.91   3.07    3.91 
ｸﾗﾀ ﾚﾝ 緑ヶ丘中   +0.5   +1.2   +0.2    +1.2
深谷 礎(1) 上伊那    X   3.72   3.91    3.91 
ﾌｶﾔ ﾓﾄ 駒ヶ根東中   +1.5   +0.6    +0.6
林 秀磨(2) 上伊那    X   3.57   3.86    3.86 
ﾊﾔｼ ｼｭｳﾏ 箕輪中   -0.6   +1.7    +1.7
工藤 航介(1) 上伊那    X    X   3.84    3.84 
ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 伊那東部中   +1.2    +1.2
有賀 涼太(2) 諏訪   3.63   3.79   3.16    3.79 
ｱﾙｶﾞ ﾘｮｳﾀ 岡谷東部中   +0.8   +1.3   +0.8    +1.3
平島 迅(1) 諏訪   3.73   3.72   3.75    3.75 
ﾋﾗｼﾏ ｼﾞﾝ 茅野北部中   +2.0   +1.4   +1.4    +1.4
加藤 哲也(1) 上伊那   3.60   3.52   3.64    3.64 
ｶﾄｳ ﾃﾂﾔ 伊那東部中   +1.0   +1.2   +2.6    +2.6
三島 心人(1) 諏訪   2.91   3.55   3.59    3.59 
ﾐｼﾏ ｼﾝﾄ 岡谷東部中   +0.7   +1.5   +0.9    +0.9
河東 淳人(1) 諏訪   3.41   3.39   3.41    3.41 
ｶﾜﾄｳ ｱﾂﾄ 茅野北部中   +0.8   +1.0   +1.5    +0.8
中村 伊吹(1) 諏訪    X    X    X
ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷南部中
小林 蓮(1) 諏訪    X    X    X
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪二葉高
吉田 翔(1) 上伊那 欠場
ﾖｼﾀﾞ ｶｹﾙ 宮田中
高橋 輝(3) 上伊那 欠場
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 伊那中
中山 蓮(2) 上伊那 欠場
ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ 高遠高
西山 星輝(1) 上伊那 欠場
ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｷ 高遠高
河手 祥吾(1) 上伊那 欠場
ｶﾜﾃ ｼｮｳｺﾞ 高遠高
吉江 光司(1) 諏訪 欠場
ﾖｼｴ ｺｳｼﾞ 岡谷南高
上野 俊瑛(1) 上伊那 欠場
ｳｴﾉ ｼｭﾝｴｲ 伊那北高
山﨑 将文 諏訪 欠場
ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾌﾐ 岡谷市陸協

試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -3- -4- -5- -6-

男子

走幅跳
順位 記録 備考
38 30   399

39 26   646

-1- -2-

40 19   174

41 12    72

42 44   555

43 36   417

44 28  1356

45 17   760

46 15   548

47 11   394

48 1   331

49 23   337

50 8   906

51 2   177

52 10   414

53 29  1358

54 37   344

55 9   659

56 5   741

57 22   340

58 3   637

59 6   729

4   674

54   839

7   396

13   325

14   432

18   430

24   425

40   663

46   371

58   611



決勝 7月17日 12:00

大会新(GR)          12.48

登内 啓一郎(3) 上伊那 大会新
ﾄﾉｳﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ 高遠高
藤井 隆聖(2) 飯伊
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田高
登内 達也(1) 上伊那
ﾄﾉｳﾁ ﾀﾂﾔ 高遠高
松田 直也(2) 上伊那
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 上伊那農高
末元 昂成(2) 飯伊
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 阿南高
小池 功一郎(2) 上伊那
ｺｲｹ ｺｳｲﾁﾛｳ 箕輪進修高
塚田 一勢(2) 飯伊
ﾂｶﾀﾞ ｲｯｾｲ 飯田高
向山 星来(1) 上伊那
ﾑｶｲﾔﾏ ｾｲﾗｲ 高遠高
青山 諒成(1) 飯伊
ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 松川高
市岡 佳大(1) 飯伊
ｲﾁｵｶ ｹｲﾀ OIDE長姫高
原田 将希(1) 諏訪
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｷ 諏訪実業高

決勝 7月17日 12:00

大会新(GR)          12.92

遠藤 邦彦 飯伊
ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾋｺ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
友田 利男 飯伊
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那郡陸協
高見澤 和希 飯伊
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ DreamAC
中島 公徳 上伊那
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
小林 和夫 上伊那
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 上伊那陸協
奥田 崚介(2) 諏訪
ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 諏訪東京理科大
佐々木 久孝 飯伊 欠場
ｻｻｷ ﾋｻﾀｶ 飯田市陸協
三村 瑞樹 上伊那 欠場
ﾐﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 上伊那郡陸協

11.41  11.41 

6   464

-6- 記録 備考
1 8    25

  X 10.83 10.84   X

所属名 -1- -2- -3- -4-

  5.92 

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

11 1   781

  6.78 

10 2    14
 5.92  5.06   X

 7.17  7.79   7.79 

9 5    93
 6.59  6.67  6.78

 7.81  8.08   8.08 

8 3   427
  X  6.92   -  6.82

  X  8.69   9.11 

7 4   120
 6.77  7.60   X   X

  X   X   9.61 

6 6  1321
  X  9.11   X   X

 9.10  9.21   9.62 

5 7    37
  X  9.61  9.42  8.78

 9.08   X   9.73 

4 8   483
 9.46  8.68  9.62  9.39

10.50 10.44  11.29 

3 9   434
 9.13  9.27  9.20  9.73

記録 備考

11.99 12.82 11.61 11.88 11.80 12.44  12.82 

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

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  X   6.78   X

2   128

  X 8.13   X  8.41   8.41 

6 1   826
 6.78  6.50  6.52 6.69

  X  9.06   X   X   9.21 

5 3   496
 8.35  8.38

10.31 10.17 10.32 10.24  10.32 

4 4   305
 9.21  9.09

 9.99 10.31 10.00   X  11.15 

3 7     3
  X   X

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

2 5    43
10.82 11.15

11.09

-5-

2 10   122

  X  4.95  4.33

男子

高校砲丸投(6.000kg)

1 11   433

  4.95 

10.79 11.29   - 11.25



決勝 7月17日  9:00

大会新(GR)          40.02

遠藤 邦彦 飯伊
ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾋｺ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
高見澤 和希 飯伊
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ DreamAC
本多 俊平 飯伊
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
中島 公徳 上伊那
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
吉冨 和弥 上伊那
ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC
小林 和夫 上伊那
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 上伊那陸協
林 知彦 上伊那
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋｺ 上伊那陸協
福島 健一 上伊那
ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
有賀 秀人 上伊那
ｱﾙｶﾞ ﾋﾃﾞﾄ 上伊那陸協
丸田 文人 上伊那
ﾏﾙﾀ ﾌﾐﾄ 上伊那陸協
奥田 崚介(2) 諏訪
ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 諏訪東京理科大
佐々木 久孝 飯伊 欠場
ｻｻｷ ﾋｻﾀｶ 飯田市陸協

決勝 7月17日  9:00

大会新(GR)          41.66

奥垣内 崇史(3) 諏訪
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 東海大諏訪高
折山 景柊(3) 飯伊
ｵﾘﾔﾏ ｹｲｼｭｳ 飯田風越高
松田 直也(2) 上伊那
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 上伊那農高
登内 達也(1) 上伊那
ﾄﾉｳﾁ ﾀﾂﾔ 高遠高
末元 昂成(2) 飯伊
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 阿南高
大淵 翔也(1) 諏訪
ｵｵﾌﾁ ｼｮｳﾔ 下諏訪向陽高
塚田 一勢(2) 飯伊
ﾂｶﾀﾞ ｲｯｾｲ 飯田高

 23.02 

 23.26 

7 7   120
  O   X 21.00   X 23.02   X

 24.92 

6 2   697
23.26   O   O 23.26   O   X

 25.24 

5 3    37
  X   O 24.92 24.92   X   X

 27.55 

4 1   434
  X   O 22.20   O 25.24   O

 31.09 

3 4   483
27.55   O   X 27.55   O   O

 39.66 

2 5   155
31.09   O   O 31.09   X   O

備考
1 6   863

39.66   X   X 39.66   X   O

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

 13.71 

男子

高校円盤投(1.750kg)

決勝

1

 18.20 

11 4   826
  X   X 13.71

10 6   495
  X   O 18.20

男子

円盤投(2.000kg)

1 11

  X  29.80 
2 12

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -2- -3- -4- -5- -6-
   25

記録 備考

  X   X 28.05 30.32   O   X  30.32 

-1-

    3
  X   X 29.80   O   O

  O

3 10    27
27.62   O   O

  X

  O   X   -  27.62 

4 7   305
  O 22.58

  X

23.95   X   O  23.95 

5 2   309
  O 23.40

  O

23.76   -   -  23.76 

6 9   496
  O 23.65

  X

  X   X   X  23.65 

7 8   498
23.36   O

20.97

  -   -   -  23.36 

8 5   306
22.21   X   O   X   X  22.21 

9 3   497
  O   O  20.97 

  128



決勝 7月17日 14:30

大会新(GR)          57.80

村松 卓哉 飯伊 大会新
ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾔ NTF CLUB
伯耆原 志一(3) 諏訪
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｷｶｽﾞ 岡谷東高
田畑 勇貴 上伊那
ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ Easters
倉田 優希(2) 上伊那
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 高遠高
友田 利男 飯伊
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那郡陸協
浅原 一煕(3) 諏訪
ｱｻﾊﾗ ｲﾂｷ 諏訪東京理科大
小林 泰平(2) 上伊那
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾍｲ 伊那北高
福島 健一 上伊那
ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
小山 竜司(3) 諏訪
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 東海大諏訪高
小林 由暉(2) 上伊那
ｺﾋﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 赤穂高
浜 汐音(2) 諏訪
ﾊﾏ ｼｵﾝ 岡谷東高
宮下 琉(2) 上伊那
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 駒ｹ根工高
小林 光輝(1) 飯伊
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 松川高
藤沢 竜児(2) 上伊那
ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｭｳｼﾞ 赤穂高
平澤 竜稀(3) 飯伊 欠場
ﾋﾗｻﾜ ﾘｭｳｷ 阿智高
髙田 雅也(3) 飯伊 欠場
ﾀｶﾀﾞﾏｻﾔ 阿智高
宮島 真吾 飯伊 欠場
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ DreamAC
小松 和真(3) 飯伊 欠場
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾏ 飯田風越高

 32.17 

 34.04 

11 7   620
  O 32.17   O

 35.54 

10 6   514
  X   O 34.04

  -  37.26 

9 12   867
35.54   O   O

 39.76 

8 5   306
37.26   X   O   -   -

44.79  44.79 

7 9   370
  O 39.76   O

  -  45.00 

6 15   829
  O   O 43.13   X   O

45.44  45.44 

5 18    43
45.00   O   -   O   O

  O  47.29 

4 13   431
45.20   O   O   O   O

  O  48.93 

3 11   302
  O   O 47.29   O   O

2 16   619
48.93   O   O   O   O

記録 備考

  O 60.37   O   O   X   X  60.37 

-1- -5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

男子

やり投(0.800kg)

1 17     7
-2- -3- -4-

12 4   408
  X   O 31.56  31.56 

13 2    90
  O   O 23.65  23.65 

14 1   519
  X   X 19.36  19.36 

3    31

8    32

10     2

14   150
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