
大会コード 17170526 

 

第５7 回 上伊那陸上競技選手権大会 

記録集 
 

 
 

期  日： 平成２９年８月２０日（日） 
主  催： 上伊那陸上競技協会 ／ 伊那市体育協会陸上部 
共  催： 信濃毎日新聞社 
後  援： 伊那市 ／ 伊那市教育委員会 
会  場： 伊那市陸上競技場(競技場コード：172030) 

審 判 長： 有賀 保義(ﾄﾗｯｸ)  遠山 正洋(ﾌｨｰﾙﾄﾞ) 

記録主任： 井原 成経 
 
 
■ この大会で樹立された記録 

種  目 予決 氏 名 所 属 記 録 従来の記録 備考 

女子 100mH(0.838m) 決勝 林 千尋(1) 上伊那農業高 15.55 15.72 大会新 

女子 4×100mR 決勝 

清水 華乃(1) 

上伊那農業高 51.38 51.47 大会新 
林 千尋(1) 

小山 礼華(1) 

小林 紗耶加(2) 

 
■ グラウンドコンディション 

時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(m/s) 

8：50 晴れ 26.1 71.0 南東 0.5 

9：00 〃 27.0 65.0 東 0.5 

10：00 曇り 28.0 61.0 南 0.6 

11：00 〃 28.5 61.0 南東 0.9 

12：00 〃 28.5 61.0 南東 1.5 

13：00 〃 28.5 61.0 南 1.8 

14：00 〃 29.5 58.0 南 1.3 

15：00 〃 30.0 56.0 南西 2.0 

16：00 晴れ 29.5 57.0 南 1.0 

 



第57回上伊那陸上競技選手権大会                                                  
　　主催：(一財)長野陸上競技協会・上伊那陸上競技協会・伊那市体育協会陸上部      
　　期日：2017年8月20日（日）                                                   

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】172030  伊那市総合運動場陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
08/20 男子  -1.9 唐澤 直人(3) 11.63 登内 健太(3) 11.70 丸岡 精二 11.84 小濱 律(1) 11.91 小池 潤優(2) 11.95 倉田 優希(2) 12.04 荻原 凌我(1) 12.16

１００ｍ 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高 一般･駒ヶ根AC 高校･上伊那農高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･高遠高 高校･赤穂高
08/20  -1.1 登内 健太(3) 23.07 見並 龍佑(3) 23.43 小濱 律(1) 23.48 酒井 龍介(1) 23.89 荻原 凌我(1) 24.09 関 雄飛(1) 24.26 唐澤 秀作(1) 24.30 伊藤 陸(2) 24.56

２００ｍ 高校･上伊那農高 高校･辰野高 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高 高校･赤穂高 高校･上伊那農高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那弥生ヶ丘高
08/20 小池 潤優(2) 51.76 唐澤 直人(3) 52.32 山内 一輝(2) 52.74 原 大貴(1) 52.85 片桐 聖護(2) 52.86 遠山 龍之介(3) 55.03 井内 一朗(1) 56.02 仲村渠 海都(1) 56.47

４００ｍ 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･赤穂高 中学･宮田中 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･赤穂高
08/20 北原 崇志 4,06.07 熊谷 康成(2) 4,08.97 上原 雄大 4,10.09 清水 龍斗(2) 4,10.54 佐藤 龍我(2) 4,11.88 酒井 龍一(2) 4,12.14 滝澤 拓輝(3) 4,16.31 宮脇 祐歩(1) 4,17.48

１５００ｍ 一般･EASTERS 高校･伊那北高 一般･ｻﾝ工業 高校･伊那北高 高校･上伊那農高 高校･伊那北高 高校･上伊那農高 高校･伊那北高
08/20 原 広野 15,29.15 樋口 正晃 15,57.55 鈴木 昌幸 16,07.20 松村 博文 16,10.27 清水 龍斗(2) 16,24.84 萩原 英雄 16,26.68 田中 秀一 16,56.55 赤座 拓真(1) 17,05.41

５０００ｍ 一般･上伊那郡陸協 一般･上伊那郡陸協 一般･上伊那郡陸協 一般･上伊那郡陸協 高校･伊那北高 一般･上伊那郡陸協 一般･ﾄｰﾊﾂ㈱ 高校･伊那北高
08/20  -1.8 山内 一輝(2) 16.68 関 雄飛(1) 24.56

110mH(1.067m) 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高
08/20 林 知彦 2.00 中山 蓮(2) 1.70 丸山 怜治(1) 1.70 北原 大雅(1) 1.60 宮下 琉(2) 1.50

走高跳 一般･上伊那陸協 高校･高遠高 高校･高遠高 高校･伊那北高 高校･駒ヶ根工高
08/20 中山 蓮(2) 4.00 恒川 直澄(1) 3.60 北原 香音(3) 3.40 有賀 玄太(2) 3.30 河手 祥吾(1) 2.80 西山 星輝(1) 2.80 河手 靖次(2) 2.20

棒高跳 高校･高遠高 高校･伊那北高 中学･箕輪中 中学･南箕輪中 高校･高遠高 高校･高遠高 中学･箕輪中
08/20 宮下 琉(2) 5.13(-0.2) 小林 由暉(2) 4.97(+1.7)

走幅跳 高校･駒ヶ根工高 高校･赤穂高
08/20 櫻井 大幹 14.82(+2.5) 上野 俊瑛(1)12.11(+2.1) 上柳 凌平 11.23(+2.0) 西山 星輝(1)10.82(+2.2)

三段跳 一般･上伊那郡陸協 高校･伊那北高 一般･伊那市陸協 高校･高遠高
08/20 小林 和夫 9.04 齋藤 英夫 6.78

砲丸投 一般･上伊那郡陸協 一般･上伊那陸協
08/20 小林 和夫 24.25 有賀 秀人 23.14 齋藤 英夫 21.29

円盤投 一般･上伊那郡陸協 一般･上伊那陸協 一般･上伊那陸協
08/20 倉田 優希(2) 49.09 福島 健一 40.77 小林 由暉(2) 33.24 宮下 偉士(2) 31.83

やり投 高校･高遠高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校･赤穂高 高校･赤穂高
08/20 上伊那農高(B)      44.68 伊那弥生ヶ丘高      45.97 赤穂高       46.59 高遠高       46.99 上伊那農高(A)      47.40

４×１００ｍＲ 関 雄飛(1) 伊藤 陸(2) 仲村渠 海都(1) 中山 蓮(2) 唐澤 直人(3)
小濱 律(1) 唐澤 秀作(1) 片桐 聖護(2) 向山 星来(1) 登内 健太(3)
酒井 龍介(1) 小池 潤優(2) 小林 由暉(2) 倉田 優希(2) 北原 鐘伍(3)
山内 一輝(2) 井内 一朗(1) 荻原 凌我(1) 丸山 怜治(1) 登内 和也(1)

08/20 中学男子  -0.9 遠山 龍之介(3) 11.60 浦野 快生(3) 11.75 神谷 宗尭(3) 12.17 浦野 晃平(3) 12.18 瀧澤 直希(2) 12.30 戸田 全飛(2) 12.69 伊澤 拓人(3) 12.74 久保田 凱士(1) 12.81
１００ｍ 中学･宮田中 中学･箕輪中 中学･箕輪中 中学･宮田中 中学･箕輪中 中学･箕輪中 中学･宮田中 中学･赤穂中

08/20  -1.6 浦野 晃平(3) 24.42 瀧澤 直希(2) 24.55 林 海斗(2) 25.79 倉田 隼誠(2) 26.21 久保田 凱士(1) 26.25 竹内 陽哉(2) 26.36 下平 翔也(1) 27.31 西野 瑛修(2) 27.39
２００ｍ 中学･宮田中 中学･箕輪中 中学･赤穂中 中学･伊那中 中学･赤穂中 中学･赤穂中 中学･宮田中 中学･赤穂中

08/20 鈴木 駿平(3) 9,39.55 武田 凌汰(2) 9,41.96 島 謙介(3) 9,42.07 征矢 快誠(3) 9,45.54 菅沼 蒼太(2) 9,49.63 大場 晴仁(2) 9,50.88 芦部 冬馬(3) 9,53.09 岩波 響介(3) 9,59.66
３０００ｍ 中学･赤穂中 中学･辰野中 中学･駒ヶ根東中 中学･箕輪中 中学･駒ヶ根東中 中学･箕輪中 中学･宮田中 中学･箕輪中

08/20  -1.2 大森 才稀(3) 16.71 倉田 隼誠(2) 18.46 浦野 亜武(3) 19.65
110mH(0,914m) 中学･伊那東部中 中学･伊那中 中学･箕輪中

08/20 酒井 洸一(1) 1.43 巻渕 来樹(2) 1.43 工藤 航介(1) 1.40 林 秀磨(2) 1.35
走高跳 中学･春富中 中学･箕輪中 中学･伊那東部中 中学･箕輪中

08/20 浦野 快生(3) 6.29(+1.2) 神谷 宗尭(3) 5.75(+2.4) 松田 拓巳(2) 5.38(-0.4) 土田 陸斗(2) 5.21(+0.5) 小牧 大晟(2) 5.17(+1.1) 西野 瑛修(2) 5.05(+1.3) 丸山 輝(2) 4.85(-0.4) 桃澤 翼(1) 4.69(+0.9)
走幅跳 中学･箕輪中 中学･箕輪中 中学･箕輪中 中学･辰野中 中学･春富中 中学･赤穂中 中学･辰野中 中学･中川中

08/20 下平 朱莉(2) 8.42 白鳥 和弥(3) 8.31 上條 飛翔(1) 7.44 城取 颯(1) 6.41 宮澤 良織(1) 5.89 大場 遥斗(1) 5.70
砲丸投 中学･春富中 中学･箕輪中 中学･宮田中 中学･箕輪中 中学･中川中 中学･中川中

08/20 箕輪中       47.09 箕輪中(A)       48.62 赤穂中(A)       50.09 宮田中(A)       51.05 伊那東部中       51.16 辰野中       51.47 宮田中(B)       52.43 赤穂中(B)       54.05
４×１００ｍＲ 古賀 直信(3) 戸田 全飛(2) 久保田 凱士(1) 酒井 敦也(2) 樋口 シンジ(1) 土田 陸斗(2) 大倉 颯太(2) 西野 瑛修(2)

神谷 宗尭(3) 瀧澤 直希(2) 林 海斗(2) 下平 翔也(1) 伊藤 聖覧(1) 大森 翔太(2) 加藤 巧武(2) 小倉 快心(2)
浦野 亜武(3) 巻渕 来樹(2) 竹内 陽哉(2) 小田切 幹太(1) 工藤 航介(1) 武田 凌汰(2) 唐木 怜(2) 氣賀澤 立樹(2)
浦野 快生(3) 松田 拓巳(2) 小田切 民朗(2) 田中 裕喜(2) 伊藤 史(1) 荒井 駿伸(2) 浦野 晃平(3) 小倉 心和(1)

08/20 高校男子 登内 達也(1) 10.01 松田 直也(2) 9.15 小池 功一郎(2) 8.82
砲丸投 高校･高遠高 高校･上伊那農高 高校･箕輪進修高

08/20 松田 直也(2) 25.08 登内 達也(1) 24.00
円盤投 高校･上伊那農高 高校･高遠高

08/20 ｵｰﾌﾟﾝ男子 大峽 謙(2) 4,55.93
１５００ｍ 中学･鼎中

08/20 ｵｰﾌﾟﾝ中学男子 瀧澤 健人(2) 10,20.94
３０００ｍ 中学･鼎中



予選 8月20日 12:00
決勝 8月20日 14:15

県新(KR)            10.15
県高校新(KR)        10.32
大会新(GR)          11.00

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速 -1.6

 1 唐澤 直人(3) 高校     11.63 q  1 櫻井 大幹 一般     11.58 q
ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 上伊那農高 ｻｸﾗｲ  ﾋﾛﾓﾄ 上伊那郡陸協

 2 小池 潤優(2) 高校     11.84 q  2 酒井 龍介(1) 高校     12.13 
ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ 伊那弥生ヶ丘高 ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 上伊那農高

 3 伊藤 巧(1) 高校     12.47  3 小柳 堅一(4) 一般     12.13 
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 赤穂高 ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信州大

 4 向山 星来(1) 高校     12.74  4 丸山 怜治(1) 高校     12.71 
ﾑｶｲﾔﾏ ｾｲﾗｲ 高遠高 ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 高遠高

 5 宮下 日向(1) 高校     13.01 工藤 俊介(1) 高校
ﾐﾔｼﾀ ﾋｭｳｶﾞ 伊那北高 ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那北高

 6 上柳 豪 一般     13.12 清水 祐来(1) 高校
ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾀｹｼ 伊那市陸協 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾗ 高遠高
小林 泰平(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾍｲ 伊那北高

[ 3組] 風速 -1.2 [ 4組] 風速 -1.8

 1 登内 健太(3) 高校     11.60 q  1 丸岡 精二 一般     11.91 q
ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 上伊那農高 ｱﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 2 荻原 凌我(1) 高校     11.99 q  2 小濱 律(1) 高校     11.93 q
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 赤穂高 ｺﾊﾏ ﾘﾂ 上伊那農高

 3 唐澤 秀作(1) 高校     12.16  3 倉田 優希(2) 高校     12.04 q
ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ 伊那弥生ヶ丘高 ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 高遠高

 4 北原 大雅(1) 高校     12.79  4 伊藤 陸(2) 高校     12.21 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 伊那北高 ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那弥生ヶ丘高

 5 河手 祥吾(1) 高校     13.46  5 上野 俊瑛(1) 高校     12.48 
ｶﾜﾃ ｼｮｳｺﾞ 高遠高 ｳｴﾉ ｼｭﾝｴｲ 伊那北高
登内 和也(1) 高校  6 仲村渠 海都(1) 高校     12.67 
ﾄﾉｳﾁ ｶｽﾞﾔ 上伊那農高 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ 赤穂高
西田 ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(2) 高校
ﾆｼﾀﾞ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 箕輪進修高

風速 -1.9

 1 唐澤 直人(3) 高校     11.63 
ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 上伊那農高

 2 登内 健太(3) 高校     11.70 
ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 上伊那農高

 3 丸岡 精二 一般     11.84 
ｱﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 4 小濱 律(1) 高校     11.91 
ｺﾊﾏ ﾘﾂ 上伊那農高

 5 小池 潤優(2) 高校     11.95 
ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ 伊那弥生ヶ丘高

 6 倉田 優希(2) 高校     12.04 
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 高遠高

 7 荻原 凌我(1) 高校     12.16 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 赤穂高
櫻井 大幹 一般
ｻｸﾗｲ  ﾋﾛﾓﾄ 上伊那郡陸協

2   481

棄権
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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5    24
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順 ﾚｰﾝ No.

7   334

3   381

2   333
欠場

7   440
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欠場
5   386
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   383

4   419

8   332

6    23

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    12

6   400
欠場

順 ﾚｰﾝ

8   414

5    21

4   480

7   384

記録／備考
3   352

2   435

男子

１００ｍ

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 8月20日 10:40
決勝 8月20日 12:45

県新(KR)            20.35
県高校新(KR)        20.93
大会新(GR)          22.77

[ 1組] 風速 -1.7 [ 2組] 風速 -1.2

 1 登内 健太(3) 高校     23.25 q  1 関 雄飛(1) 高校     24.24 q
ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 上伊那農高 ｾｷ ﾕｳﾋ 上伊那農高

 2 小濱 律(1) 高校     23.43 q  2 唐澤 秀作(1) 高校     24.29 q
ｺﾊﾏ ﾘﾂ 上伊那農高 ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ 伊那弥生ヶ丘高

 3 見並 龍佑(3) 高校     23.73 q  3 林 涼真(2) 高校     24.96 
ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ 辰野高 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 伊那北高

 4 荻原 凌我(1) 高校     23.82 q  4 伊藤 巧(1) 高校     25.43 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 赤穂高 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 赤穂高

 5 酒井 龍介(1) 高校     23.95 q  5 上柳 凌平 一般     25.56 
ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 上伊那農高 ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 伊那市陸協

 6 伊藤 陸(2) 高校     24.28 q  6 上柳 豪 一般     26.62 
ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那弥生ヶ丘高 ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾀｹｼ 伊那市陸協
酒井 和馬(2) 高校
ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 上伊那農高

風速 -1.1

 1 登内 健太(3) 高校     23.07 
ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 上伊那農高

 2 見並 龍佑(3) 高校     23.43 
ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ 辰野高

 3 小濱 律(1) 高校     23.48 
ｺﾊﾏ ﾘﾂ 上伊那農高

 4 酒井 龍介(1) 高校     23.89 
ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 上伊那農高

 5 荻原 凌我(1) 高校     24.09 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 赤穂高

 6 関 雄飛(1) 高校     24.26 
ｾｷ ﾕｳﾋ 上伊那農高

 7 唐澤 秀作(1) 高校     24.30 
ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ 伊那弥生ヶ丘高

 8 伊藤 陸(2) 高校     24.56 
ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那弥生ヶ丘高
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 8月20日 10:50
決勝 8月20日 14:35

県新(KR)            46.54
大会新(GR)          49.73

[ 1組] [ 2組]

 1 小池 潤優(2) 高校     53.88 q  1 唐澤 直人(3) 高校     52.50 q
ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ 伊那弥生ヶ丘高 ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 上伊那農高

 2 仲村渠 海都(1) 高校     55.93 q  2 原 大貴(1) 高校     53.00 q
ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ 赤穂高 ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 伊那弥生ヶ丘高

 3 林 涼真(2) 高校     56.72  3 小塩 貫汰(2) 高校     56.88 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 伊那北高 ｺｼｵ ｶﾝﾀ 赤穂高

 4 戸田 全飛(2) 中学     57.78  4 伊澤 拓人(3) 中学     56.89 
ﾄﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 箕輪中 ｲｻﾜ ﾀｸﾄ 宮田中

 5 清水 祐来(1) 高校   1,01.06 工藤 俊介(1) 高校
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾗ 高遠高 ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那北高
登内 和也(1) 高校 浦野 亜武(3) 中学
ﾄﾉｳﾁ ｶｽﾞﾔ 上伊那農高 ｳﾗﾉ ｱﾑ 箕輪中

[ 3組]

 1 山内 一輝(2) 高校     53.00 q
ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 上伊那農高

 2 片桐 聖護(2) 高校     53.03 q
ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ 赤穂高

 3 遠山 龍之介(3) 中学     54.92 q
ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 宮田中

 4 井内 一朗(1) 高校     56.37 q
ｲｳﾁ ｲﾁﾛｳ 伊那弥生ヶ丘高

 5 鷲見 隼翔(3) 中学     57.66 
ｽﾐ ﾊﾔﾄ 伊那東部中

 6 宮下 偉士(2) 高校     58.20 
ﾐﾔｼﾀ ﾀｹﾄ 赤穂高

 1 小池 潤優(2) 高校     51.76 
ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ 伊那弥生ヶ丘高

 2 唐澤 直人(3) 高校     52.32 
ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 上伊那農高

 3 山内 一輝(2) 高校     52.74 
ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 上伊那農高

 4 原 大貴(1) 高校     52.85 
ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 伊那弥生ヶ丘高

 5 片桐 聖護(2) 高校     52.86 
ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ 赤穂高

 6 遠山 龍之介(3) 中学     55.03 
ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 宮田中

 7 井内 一朗(1) 高校     56.02 
ｲｳﾁ ｲﾁﾛｳ 伊那弥生ヶ丘高

 8 仲村渠 海都(1) 高校     56.47 
ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ 赤穂高
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 8月20日 14:45

県新(KR)          3,38.49
大会新(GR)        4,02.86

[ 1組] [ 2組]

 1 北原 崇志 一般   4,06.07  1 荻田 慈紘(3) 高校   4,36.85 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ EASTERS ｵｷﾞﾀ  ﾖｼﾋﾛ 上伊那農高

 2 熊谷 康成(2) 高校   4,08.97  2 志賀 太樹(2) 高校   4,38.24 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ 伊那北高 ｼｶﾞ ﾀｲｷ 上伊那農高

 3 上原 雄大 一般   4,10.09  3 春日 雄大郎(1) 高校   4,38.83 
ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ ｻﾝ工業 ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 伊那北高

 4 清水 龍斗(2) 高校   4,10.54  4 柴 尚玖(1) 高校   4,39.12 
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾄ 伊那北高 ｼﾊﾞ ﾅｵﾋｻ 伊那弥生ヶ丘高

 5 佐藤 龍我(2) 高校   4,11.88  5 矢澤 蓮太郎(1) 中学   4,45.81 
ｻﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 上伊那農高 ﾔｻﾞﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ 赤穂中

 6 酒井 龍一(2) 高校   4,12.14  6 三澤 賢人(3) 中学   4,46.95 
ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 伊那北高 ﾐｻﾜ ｹﾝﾄ 伊那東部中

 7 滝澤 拓輝(3) 高校   4,16.31  7 田中 稜馬(2) 中学   4,51.63 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 上伊那農高 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 伊那東部中

 8 宮脇 祐歩(1) 高校   4,17.48  8 長谷部 直大(1) 中学   4,54.95 
ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾎ 伊那北高 ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ 赤穂中

 9 久保田 祐梨(1) 高校   4,17.98  9 宮澤 隆之介(1) 高校   4,55.36 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾘ 上伊那農高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 伊那北高

10 原 広野 一般   4,19.41 10 清水 想介(3) 中学   4,57.23 
ﾊﾗ ｺｳﾔ 上伊那郡陸協 ｼﾐｽﾞ ｿｳｽｹ 伊那東部中

11 河西 希隆(3) 中学   4,21.93 11 米山 諒(2) 高校   4,57.76 
ｶｻｲ ｷﾘｭｳ 箕輪中 ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ 赤穂高

12 大杉 啓(2) 高校   4,29.01 12 牧島 駿太(3) 中学   5,03.78 
ｵｵｽｷﾞ ﾋﾛﾑ 上伊那農高 ﾏｷｼﾏ ｼｭﾝﾀ 伊那東部中

13 渕井 大樹(3) 高校   4,33.44 13 那須野 寛生(2) 高校   5,07.21 
ﾌﾁｲ ﾀﾞｲｷ 上伊那農高 ﾅｽﾉ ﾋﾛｷ 上伊那農高

14 竹内 健人(2) 高校   4,41.26 大峽 謙(2) 中学   4,55.93 
ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾄ 上伊那農高 ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ 鼎中
桃澤 大祐 一般
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ ｻﾝ工業

[ 3組] [ 4組]

 1 市村 雅仁(2) 高校   4,44.72  1 岩田 直也(1) 中学   5,15.25 
ｲﾁﾑﾗ ﾏｻﾄ 赤穂高 ｲﾜﾀ ﾅｵﾔ 箕輪中

 2 金野 隼男(3) 中学   4,50.87  2 松田 陸(2) 中学   5,24.62 
ｺﾝﾉ ﾊﾔｵ 伊那東部中 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｸ 宮田中

 3 日達 匠海(1) 中学   4,51.71  3 北澤 秀征(1) 中学   5,26.96 
ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ 南箕輪中 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 箕輪中

 4 下平 勇希(2) 高校   4,55.85  4 山﨑 陽太(3) 中学   5,31.92 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 箕輪進修高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀ 箕輪中

 5 野村 海斗(2) 中学   5,00.00  5 長橋 寛太(1) 中学   5,34.12 
ﾉﾑﾗ ｶｲﾄ 伊那中 ﾅｶﾞﾊｼ ｶﾝﾀ 春富中

 6 瀧澤 健斗(2) 中学   5,04.13  6 宮崎 成望(1) 中学   5,35.28 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 宮田中 ﾐﾔｻﾞｷ ﾅﾙﾑ 中川中

 7 佐々木 陸(1) 中学   5,05.00  7 大木島 靖和(1) 中学   5,41.19 
ｻｻｷ ﾘｸ 宮田中 ｵｵｷｼﾏ ｾｲﾜ 中川中

 8 竹内 柊哉(1) 中学   5,06.24  8 河原田 朔也(1) 中学   5,45.81 
ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾔ 宮田中 ｶﾜﾊﾗﾀﾞ ｻｸﾔ 箕輪中

 9 田中 惠介(1) 中学   5,13.86  9 岡添 智史(1) 中学   5,49.82 
ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ 箕輪中 ｵｶｿﾞｴ ｻﾄｼ 箕輪中

10 南郷 友輝(1) 中学   5,18.22 10 三澤 芽生(1) 中学   5,58.65 
ﾅﾝｺﾞｳ ﾕｳｷ 箕輪中 ﾐｻﾜ ﾒｲ 箕輪中

11 北原 浩太(1) 中学   5,18.80 11 佐藤 大介ﾏｰｸ(1) 中学   6,11.67 
ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀ 春富中 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹﾏｰｸ 箕輪中

12 山中 尋斗(2) 中学   5,26.22 12 西澤 知(1) 中学   6,11.84 
ﾔﾏﾅｶ ﾋﾛﾄ 宮田中 ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ 箕輪中

13 松下 晃康(1) 中学   5,30.78 13 中山 和歩(1) 中学   6,13.62 
ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾔｽ 箕輪中 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾎ 伊那東部中
小松 祐生(1) 中学 14 柴 将斗(1) 中学   6,23.15 
ｺﾏﾂ ﾕｳ 伊那東部中 ｼﾊﾞ ﾏｻﾄ 箕輪中
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   1 北原 崇志 一般 EASTERS     4,06.07   1   1
   2 熊谷 康成(2) 高校 伊那北高     4,08.97   1   2
   3 上原 雄大 一般 ｻﾝ工業     4,10.09   1   3
   4 清水 龍斗(2) 高校 伊那北高     4,10.54   1   4
   5 佐藤 龍我(2) 高校 上伊那農高     4,11.88   1   5
   6 酒井 龍一(2) 高校 伊那北高     4,12.14   1   6
   7 滝澤 拓輝(3) 高校 上伊那農高     4,16.31   1   7
   8 宮脇 祐歩(1) 高校 伊那北高     4,17.48   1   8
   9 久保田 祐梨(1) 高校 上伊那農高     4,17.98   1   9
  10 原 広野 一般 上伊那郡陸協     4,19.41   1  10
  11 河西 希隆(3) 中学 箕輪中     4,21.93   1  11
  12 大杉 啓(2) 高校 上伊那農高     4,29.01   1  12
  13 渕井 大樹(3) 高校 上伊那農高     4,33.44   1  13
  14 荻田 慈紘(3) 高校 上伊那農高     4,36.85   2   1
  15 志賀 太樹(2) 高校 上伊那農高     4,38.24   2   2
  16 春日 雄大郎(1) 高校 伊那北高     4,38.83   2   3
  17 柴 尚玖(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     4,39.12   2   4
  18 竹内 健人(2) 高校 上伊那農高     4,41.26   1  14
  19 市村 雅仁(2) 高校 赤穂高     4,44.72   3   1
  20 矢澤 蓮太郎(1) 中学 赤穂中     4,45.81   2   5
  21 三澤 賢人(3) 中学 伊那東部中     4,46.95   2   6
  22 金野 隼男(3) 中学 伊那東部中     4,50.87   3   2
  23 田中 稜馬(2) 中学 伊那東部中     4,51.63   2   7
  24 日達 匠海(1) 中学 南箕輪中     4,51.71   3   3
  25 長谷部 直大(1) 中学 赤穂中     4,54.95   2   8
  26 宮澤 隆之介(1) 高校 伊那北高     4,55.36   2   9
  27 下平 勇希(2) 高校 箕輪進修高     4,55.85   3   4
  28 清水 想介(3) 中学 伊那東部中     4,57.23   2  10
  29 米山 諒(2) 高校 赤穂高     4,57.76   2  11
  30 野村 海斗(2) 中学 伊那中     5,00.00   3   5
  31 牧島 駿太(3) 中学 伊那東部中     5,03.78   2  12
  32 瀧澤 健斗(2) 中学 宮田中     5,04.13   3   6
  33 佐々木 陸(1) 中学 宮田中     5,05.00   3   7
  34 竹内 柊哉(1) 中学 宮田中     5,06.24   3   8
  35 那須野 寛生(2) 高校 上伊那農高     5,07.21   2  13
  36 田中 惠介(1) 中学 箕輪中     5,13.86   3   9
  37 岩田 直也(1) 中学 箕輪中     5,15.25   4   1
  38 南郷 友輝(1) 中学 箕輪中     5,18.22   3  10
  39 北原 浩太(1) 中学 春富中     5,18.80   3  11
  40 松田 陸(2) 中学 宮田中     5,24.62   4   2
  41 山中 尋斗(2) 中学 宮田中     5,26.22   3  12
  42 北澤 秀征(1) 中学 箕輪中     5,26.96   4   3
  43 松下 晃康(1) 中学 箕輪中     5,30.78   3  13
  44 山﨑 陽太(3) 中学 箕輪中     5,31.92   4   4
  45 長橋 寛太(1) 中学 春富中     5,34.12   4   5
  46 宮崎 成望(1) 中学 中川中     5,35.28   4   6
  47 大木島 靖和(1) 中学 中川中     5,41.19   4   7
  48 河原田 朔也(1) 中学 箕輪中     5,45.81   4   8
  49 岡添 智史(1) 中学 箕輪中     5,49.82   4   9
  50 三澤 芽生(1) 中学 箕輪中     5,58.65   4  10
  51 佐藤 大介マーク(1) 中学 箕輪中     6,11.67   4  11
  52 西澤 知(1) 中学 箕輪中     6,11.84   4  12
  53 中山 和歩(1) 中学 伊那東部中     6,13.62   4  13
  54 柴 将斗(1) 中学 箕輪中     6,23.15   4  14

大峽 謙(2) 中学 鼎中     4,55.93   2ｵｰﾌﾟﾝ

男子

１５００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
    1
  402
   27
  401
  359
  405
  355
  410
  336
   18
 7998
  364
  356
  354
  366
  418
  436
  365
  467
 8827
 8143
 8136
 8145
 8046
 8825
  420
  314

 8654

 8141
  470
 8083
 8137
 8203
 8215
 8218
  363
 8835
 8030
 8031
 8167
 8205
 8200
 8837
 8020
 8034
 8166
 8316
 8317
 8831
 8016
 8026

 8027

 8019
 8017
 8124



決勝 8月20日  8:50

県新(KR)         13,20.80
大会新(GR)       15,02.58

 1 原 広野 一般  15,29.15 
ﾊﾗ ｺｳﾔ 上伊那郡陸協

 2 樋口 正晃 一般  15,57.55 
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協

 3 鈴木 昌幸 一般  16,07.20 
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 上伊那郡陸協

 4 松村 博文 一般  16,10.27 
ﾏﾂﾑﾗ  ﾋﾛﾌﾐ 上伊那郡陸協

 5 清水 龍斗(2) 高校  16,24.84 
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾄ 伊那北高

 6 萩原 英雄 一般  16,26.68 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｵ 上伊那郡陸協

 7 田中 秀一 一般  16,56.55 
ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ ﾄｰﾊﾂ㈱

 8 赤座 拓真(1) 高校  17,05.41 
ｱｶｻﾞ ﾀｸﾏ 伊那北高

 9 有賀 竜太 一般  17,06.45 
ｱﾙｶﾞ ﾘｭｳﾀ 上伊那郡陸協

10 唐木 正敏 一般  17,06.86 
ｶﾗｷ ﾏｻﾄｼ 上伊那郡陸協

11 南郷 隼翔(2) 高校  17,19.42 
ﾅﾝｺﾞｳ ﾊﾔﾄ 伊那北高

12 岡 亮輔(2) 高校  17,29.30 
ｵｶ ﾘｮｳｽｹ 伊那北高

13 金田 隼輔(1) 高校  19,00.97 
ｶﾈﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 伊那北高

14 池田 朋彦(1) 高校  19,17.67 
ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 伊那北高

15 有賀 大輝(1) 高校  20,10.52 
ｱﾙｶﾞ ﾀｲｷ 伊那弥生ヶ丘高
高梨 良介 一般
ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ㈱
滝澤 代聖 一般
ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ ﾄｰﾊﾂ㈱
桃澤 大祐 一般
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ ｻﾝ工業
木村 和也 一般
ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾔ ﾄｰﾊﾂ㈱
奥原 謙一 一般
ｵｸﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 上伊那郡陸協

9     4
欠場

16    20
欠場

19     7
途中棄権

5    26
欠場

8   438

11     6
途中棄権

4   417

14   415

6   407

12   406

2    16

13    14

18     5

1   413

10   401

20    17

15    15

17    13

3    18

7    19

男子

５０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月20日 13:25

県新(KR)            13.84
県高校新(KR)        14.44
大会新(GR)          16.20

風速 -1.8

 1 山内 一輝(2) 高校     16.68 
ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 上伊那農高

 2 関 雄飛(1) 高校     24.56 
ｾｷ ﾕｳﾋ 上伊那農高
酒井 和馬(2) 高校
ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 上伊那農高

5   361
欠場

6   360

4   331

男子

１１０ｍＨ(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月20日 16:05

県新(KR)            40.62
大会新(GR)          44.10

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 上伊那農高(B)   331 関 雄飛(1)     44.68 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳｺｳB ｾｷ ﾕｳﾋ
  334 小濱 律(1)

ｺﾊﾏ ﾘﾂ
  332 酒井 龍介(1)

ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ
  360 山内 一輝(2)

ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ
 2   4 伊那弥生ヶ丘高   434 伊藤 陸(2)     45.97 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｲﾄｳ ﾘｸ
  440 唐澤 秀作(1)

ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ
  435 小池 潤優(2)

ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ
  441 井内 一朗(1)

ｲｳﾁ ｲﾁﾛｳ
 3   6 赤穂高   482 仲村渠 海都(1)     46.59 

ｱｶﾎｺｳ ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ
  468 片桐 聖護(2)

ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ
  466 小林 由暉(2)

ｺﾋﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ
  481 荻原 凌我(1)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ
 4   7 高遠高   379 中山 蓮(2)     46.99 

ﾀｶﾄｵｺｳ ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ
  384 向山 星来(1)

ﾑｶｲﾔﾏ ｾｲﾗｲ
  380 倉田 優希(2)

ｸﾗﾀ ﾏｻｷ
  383 丸山 怜治(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｼﾞ
 5   5 上伊那農高(A)   352 唐澤 直人(3)     47.40 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳｺｳA ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ
  351 登内 健太(3)

ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ
  357 北原 鐘伍(3)

ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ
  333 登内 和也(1)

ﾄﾉｳﾁ ｶｽﾞﾔ

男子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 8月20日 12:30

県新(KR)             2.18
県高校新(KG)         2.17
大会新(GR)           2.05

2m00 2m05
林 知彦 一般 - - - O O - O - O O
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋｺ 上伊那陸協 XO XX/
中山 蓮(2) 高校 - - O O XO /
ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ 高遠高
丸山 怜治(1) 高校 - XO O O XXO XXX
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 高遠高
北原 大雅(1) 高校 - O XXO XXX
ｷﾀﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 伊那北高
宮下 琉(2) 高校 O XXX
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 駒ヶ根工高

4 2   412
 1.60

 1.50
5 1   520

2 4   379
 1.70

3 3   383
 1.70

1 5    11
 2.00

記録
1m60 1m65

備考
1m50 1m55 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 1m95

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 8月20日  9:00

県新(KG)             5.40
大会新(GR)           4.70

3m50 3m60 4m00
中山 蓮(2) 高校 - - - - - - - - - -
ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ 高遠高 - - XO
恒川 直澄(1) 高校 - - - - - - - - - XO
ﾂﾈｶﾜ ﾅｵﾄ 伊那北高 - O /
北原 香音(3) 中学 - - O XO O XO O XO O XXO
ｷﾀﾊﾗ ｶﾉﾝ 箕輪中 XXX
有賀 玄太(2) 中学 - - - - - XO XO XO XO XXX
ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ 南箕輪中
河手 祥吾(1) 高校 - - - XO O XXX
ｶﾜﾃ ｼｮｳｺﾞ 高遠高
西山 星輝(1) 高校 - - O O XO XXX
ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｷ 高遠高
河手 靖次(2) 中学 O O XXX
ｶﾜﾃ ｾｲｼﾞ 箕輪中
向山 星来(1) 高校 XXX 記録なし
ﾑｶｲﾔﾏ ｾｲﾗｲ 高遠高

3   384

6 1   382
 2.80

7 2  8013
 2.20

4 4  8043
 3.30

5 6   381
 2.80

2 7   416
 3.60

3 5  7994
 3.40

1 8   379
 4.00

記録
2m40 2m60

備考
2m00 2m20 2m80 3m00 3m10 3m20 3m30 3m40

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 8月20日 10:15

県新(KR)             7.94
県高校新(KG)         7.61
大会新(GR)           7.12

宮下 琉(2) 高校   4.65    X   4.84   5.13    X   4.86    5.13 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 駒ヶ根工高   +0.5   -1.1   -0.2   -0.4    -0.2
小林 由暉(2) 高校   4.67   4.87   4.60   4.97   4.24   4.59    4.97 
ｺﾋﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 赤穂高   +0.7   +1.9   -0.9   +1.7   +1.9   +0.4    +1.7

1 2   520
-5-

2 1   466

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 8月20日 13:30

県新(KR)            16.98
県高校新(KR)        15.58
大会新(GR)          14.30

櫻井 大幹 一般    X    X  13.72    X  14.36  14.82   14.82 
ｻｸﾗｲ  ﾋﾛﾓﾄ 上伊那郡陸協   +3.0   +2.4   +2.5    +2.5
上野 俊瑛(1) 高校  11.72  11.86  11.62  12.11  11.82  12.06   12.11 
ｳｴﾉ ｼｭﾝｴｲ 伊那北高   +1.6   +0.8   +3.6   +2.1   +1.8   +2.3    +2.1
上柳 凌平 一般  10.65  11.20  11.20  11.18    X  11.23   11.23 
ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 伊那市陸協   +1.4   +0.4   +1.9   +1.5   +2.0    +2.0
西山 星輝(1) 高校  10.65  10.69  10.52  10.55  10.82    X   10.82 
ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｷ 高遠高   +1.9   +1.9   +1.4   +1.8   +2.2    +2.2

3 3    22

4 1   382

1 4    12
-5-

2 2   411

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 8月20日  9:20

県新(KR)            16.11
大会新(GR)          12.48

小林 和夫 一般
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 上伊那郡陸協
齋藤 英夫 一般
ｻｲﾄｳ  ﾋﾃﾞｵ 上伊那陸協
唐澤 良二 一般 欠場
ｶﾗｻﾜ ﾘｮｳｼﾞ 上伊那郡陸協
中島 公徳 一般 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

4     2

 6.78  6.49  6.15   6.78 

2    25

 8.84  8.66  8.83   9.04 

2 1    10
 6.30   X  6.44

1 3     8
 9.04  8.77  8.77

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 8月20日  9:20

県高校新(KR)        14.76
大会新(GR)          12.09

登内 達也(1) 高校
ﾄﾉｳﾁ ﾀﾂﾔ 高遠高
松田 直也(2) 高校
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 上伊那農高
小池 功一郎(2) 高校
ｺｲｹ ｺｳｲﾁﾛｳ 箕輪進修高

 8.15   X   X   8.82 

 8.99  8.37  9.15   9.15 

3 1   315
 8.32  8.79  8.82

10.01  9.50  9.42  10.01 

2 2   362
 8.46  8.67  8.83

1 3   385
 9.74   X  9.46

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

高校男子

砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月20日 12:30

県新(KR)            50.52
大会新(GR)          34.88

小林 和夫 一般
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 上伊那郡陸協
有賀 秀人 一般
ｱﾙｶﾞ  ﾋﾃﾞﾄ 上伊那陸協
齋藤 英夫 一般
ｻｲﾄｳ  ﾋﾃﾞｵ 上伊那陸協
中島 公徳 一般 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

  X   O   O  21.29 

3     2

  X   O   O  23.14 

3 1    10
  O 21.29   X

24.25   X   X  24.25 

2 2     9
  O   O 23.14

1 4     8
  X   X 21.86

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 8月20日 12:30

県高校新(KR)        45.21
大会新(GR)          38.34

松田 直也(2) 高校
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 上伊那農高
登内 達也(1) 高校
ﾄﾉｳﾁ ﾀﾂﾔ 高遠高

 24.00   O   O   O

  O   O   O  25.08 

2 1   385
  O 24.00   O

1 2   362
  O   O 25.08

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

高校男子

円盤投(1.750kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月20日 15:00

県新(KR)            72.50
県高校新(KT)        62.58
大会新(GR)          52.82

倉田 優希(2) 高校
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 高遠高
福島 健一 一般
ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
小林 由暉(2) 高校
ｺﾋﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 赤穂高
宮下 偉士(2) 高校
ﾐﾔｼﾀ ﾀｹﾄ 赤穂高
藤沢 竜児(2) 高校 欠場
ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｭｳｼﾞ 赤穂高
小林 泰平(2) 高校 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾍｲ 伊那北高

男子

やり投(0.800kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 6   380

  X 49.09   X   O   O   O  49.09 

2 4     3
  X 40.77   X   X   -   -  40.77 

3 2   466
  O   O 33.24   X   O   O  33.24 

4 3   465
  X 31.83   X   O   X   O  31.83 

1   464

5   400



予選 8月20日 11:35
決勝 8月20日 14:10

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

[ 1組] 風速 -1.6 [ 2組] 風速 -0.1

 1 荻原 諒太(1) 中学     12.93  1 浦野 晃平(3) 中学     12.12 q
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 春富中 ｳﾗﾉ ｺｳﾍｲ 宮田中

 2 田中 裕喜(2) 中学     13.57  2 中村 允信(1) 中学     12.98 
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 宮田中 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 伊那中

 3 加藤 哲也(1) 中学     14.66  3 小倉 快心(2) 中学     13.83 
ｶﾄｳ ﾃﾂﾔ 伊那東部中 ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ 赤穂中

 4 氣賀澤 立樹(2) 中学     14.69  4 白鳥 和弥(3) 中学     13.84 
ｹｶﾞｻﾜ ﾀﾂｷ 赤穂中 ｼﾛﾄﾘ ｶｽﾞﾔ 箕輪中

 5 吉岡 空音(1) 中学     15.30  5 深谷 礎(1) 中学     15.07 
ﾖｼｵｶ ｸｵﾝ 箕輪中 ﾌｶﾔ ﾓﾄ 駒ヶ根東中

 6 岩下 爽(1) 中学     15.78  6 荻原 倫世(1) 中学     15.07 
ｲﾜｼﾀ ｿｳ 宮田中 ｵｷﾞﾊﾗ ﾄﾓｾ 箕輪中

 7 伊東 未来翔(1) 中学     15.82  7 吉田 翔(1) 中学     15.80 
ｲﾄｳ ﾐｷﾄ 駒ヶ根東中 ﾖｼﾀﾞ ｶｹﾙ 宮田中
古賀 直信(3) 中学 池田 琢麿(1) 中学
ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ 箕輪中 ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾏ 南箕輪中

[ 3組] 風速 -0.2 [ 4組] 風速 -1.2

 1 伊澤 拓人(3) 中学     12.48 q  1 浦野 快生(3) 中学     11.68 q
ｲｻﾜ ﾀｸﾄ 宮田中 ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ 箕輪中

 2 林 海斗(2) 中学     12.91  2 竹内 陽哉(2) 中学     13.22 
ﾊﾔｼ ｶｲﾄ 赤穂中 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 赤穂中

 3 北原 香音(3) 中学     12.92  3 酒井 敦也(2) 中学     13.75 
ｷﾀﾊﾗ ｶﾉﾝ 箕輪中 ｻｶｲ ｱﾂﾔ 宮田中

 4 伊藤 聖覧(1) 中学     13.41  4 柴 悠翔(1) 中学     13.77 
ｲﾄｳ ｾｲﾗﾝ 伊那東部中 ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ 箕輪中

 5 桃澤 翼(1) 中学     13.64  5 樋口 シンジ(1) 中学     14.41 
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 中川中 ﾋｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 伊那東部中

 6 唐澤 貫太(1) 中学     14.54  6 山岡 楓生(1) 中学     14.71 
ｶﾗｻﾜ ｶﾝﾀ 箕輪中 ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ 箕輪中

 7 浦野 進(1) 中学     15.43  7 吉澤 梢(1) 中学     16.51 
ｳﾗﾉ ｼﾝ 宮田中 ﾖｼｻﾞﾜ ｼｮｳ 伊那中

[ 5組] 風速 -1.9 [ 6組] 風速 -1.1

 1 瀧澤 直希(2) 中学     12.14 q  1 戸田 全飛(2) 中学     12.57 q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ 箕輪中 ﾄﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 箕輪中

 2 今福 海斗(2) 中学     13.06  2 久保田 凱士(1) 中学     12.81 q
ｲﾏﾌｸ ｶｲﾄ 南箕輪中 ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 赤穂中

 3 大倉 颯太(2) 中学     13.62  3 小田切 幹太(1) 中学     13.29 
ｵｵｸﾗ ｿｳﾀ 宮田中 ｺﾀｷﾞﾘ ｶﾝﾀ 宮田中

 4 馬場 天志(1) 中学     14.53  4 青木 健太(2) 中学     14.31 
ﾊﾞﾊﾞ ﾃﾝｼ 箕輪中 ｱｵｷ ｹﾝﾀ 駒ヶ根東中

 5 小倉 心和(1) 中学     14.64  5 河野 翔平(1) 中学     14.64 
ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ 赤穂中 ｺｳﾉ ｼｮｳﾍｲ 箕輪中

 6 竹内 智貴(1) 中学     14.88  6 吉瀬 歩睦(1) 中学     14.68 
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 中川中 ｷｾ ｱﾕﾑ 春富中

 7 関 幸葉(1) 中学     15.31  7 熊谷 知樹(1) 中学     15.03 
ｾｷ ｺｳﾖｳ 箕輪中 ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ 赤穂中

[ 7組] 風速 -0.4 [ 8組] 風速 -1.2

 1 遠山 龍之介(3) 中学     11.58 q  1 神谷 宗尭(3) 中学     12.23 q
ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 宮田中 ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ 箕輪中

 2 伊藤 史(1) 中学     13.21  2 小田切 民朗(2) 中学     12.99 
ｲﾄｳ ﾁｶ 伊那東部中 ｺﾀｷﾞﾘ ﾀﾐｵ 赤穂中

 3 加藤 巧武(2) 中学     13.53  3 下平 翔也(1) 中学     13.31 
ｶﾄｳ ﾀｸﾑ 宮田中 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｮｳﾔ 宮田中

 4 古賀 涼輔(1) 中学     13.78  4 大森 翔太(2) 中学     13.45 
ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中 ｵｵﾓﾘ ｼｮｳﾀ 辰野中

 5 塩川 大樹(1) 中学     14.06  5 松澤 健耶(1) 中学     13.93 
ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ 赤穂中 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ 箕輪中

 6 伊藤 優作(1) 中学     14.17  6 矢島 拓光(1) 中学     14.68 
ｲﾄｳ ﾕｳｻｸ 春富中 ﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 箕輪中

 7 古庄 武(1) 中学     14.20  7 春日 勇人(1) 中学     15.02 
ﾌﾙｼｮｳ ﾀｹﾙ 箕輪中 ｶｽｶﾞ ﾊﾔﾄ 伊那東部中
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風速 -0.9

 1 遠山 龍之介(3) 中学     11.60 
ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 宮田中

 2 浦野 快生(3) 中学     11.75 
ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ 箕輪中

 3 神谷 宗尭(3) 中学     12.17 
ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ 箕輪中

 4 浦野 晃平(3) 中学     12.18 
ｳﾗﾉ ｺｳﾍｲ 宮田中

 5 瀧澤 直希(2) 中学     12.30 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ 箕輪中

 6 戸田 全飛(2) 中学     12.69 
ﾄﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 箕輪中

 7 伊澤 拓人(3) 中学     12.74 
ｲｻﾜ ﾀｸﾄ 宮田中

 8 久保田 凱士(1) 中学     12.81 
ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 赤穂中
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予選 8月20日 10:25
決勝 8月20日 12:40

県中学新(CR)        21.88
大会新(GR)          22.98

[ 1組] 風速 -1.4 [ 2組] 風速 -1.0

 1 浦野 晃平(3) 中学     24.33 q  1 倉田 隼誠(2) 中学     26.04 q
ｳﾗﾉ ｺｳﾍｲ 宮田中 ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝｾｲ 伊那中

 2 瀧澤 直希(2) 中学     24.84 q  2 下平 翔也(1) 中学     27.18 q
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ 箕輪中 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｮｳﾔ 宮田中

 3 久保田 凱士(1) 中学     25.69 q  3 西野 瑛修(2) 中学     27.29 q
ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 赤穂中 ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ 赤穂中

 4 林 海斗(2) 中学     25.92 q  4 塩川 大樹(1) 中学     28.40 
ﾊﾔｼ ｶｲﾄ 赤穂中 ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ 赤穂中

 5 竹内 陽哉(2) 中学     26.36 q  5 唐澤 悠斗(1) 中学     29.80 
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 赤穂中 ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ 箕輪中

 6 樋口 シンジ(1) 中学     28.03  6 小倉 心和(1) 中学     29.81 
ﾋｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 伊那東部中 ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ 赤穂中

 7 小倉 快心(2) 中学     28.10  7 加藤 哲也(1) 中学     30.47 
ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ 赤穂中 ｶﾄｳ ﾃﾂﾔ 伊那東部中
古賀 直信(3) 中学  8 宮下 裕毅(1) 中学     31.46 
ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ 箕輪中 ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｷ 伊那中

風速 -1.6

 1 浦野 晃平(3) 中学     24.42 
ｳﾗﾉ ｺｳﾍｲ 宮田中

 2 瀧澤 直希(2) 中学     24.55 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ 箕輪中

 3 林 海斗(2) 中学     25.79 
ﾊﾔｼ ｶｲﾄ 赤穂中

 4 倉田 隼誠(2) 中学     26.21 
ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝｾｲ 伊那中

 5 久保田 凱士(1) 中学     26.25 
ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 赤穂中

 6 竹内 陽哉(2) 中学     26.36 
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 赤穂中

 7 下平 翔也(1) 中学     27.31 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｮｳﾔ 宮田中

 8 西野 瑛修(2) 中学     27.39 
ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ 赤穂中
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決勝 8月20日  9:40

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

[ 1組] [ 2組]

 1 鈴木 駿平(3) 中学   9,39.55  1 小出 大地(3) 中学  10,28.10 
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 赤穂中 ｺｲﾃﾞ ﾀﾞｲﾁ 駒ヶ根東中

 2 武田 凌汰(2) 中学   9,41.96  2 宮澤 夏樹(2) 中学  10,30.77 
ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 辰野中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 箕輪中

 3 島 謙介(3) 中学   9,42.07  3 瀧澤 健斗(2) 中学  10,31.97 
ｼﾏ ｹﾝｽｹ 駒ヶ根東中 ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 宮田中

 4 征矢 快誠(3) 中学   9,45.54  4 小林 隼人(1) 中学  10,33.19 
ｿﾔ ｶｲｾｲ 箕輪中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 箕輪中

 5 菅沼 蒼太(2) 中学   9,49.63  5 田中 稜馬(2) 中学  10,33.92 
ｽｶﾞﾇﾏ ｿｳﾀ 駒ヶ根東中 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 伊那東部中

 6 大場 晴仁(2) 中学   9,50.88  6 清水 想介(3) 中学  10,45.12 
ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾋﾄ 箕輪中 ｼﾐｽﾞ ｿｳｽｹ 伊那東部中

 7 芦部 冬馬(3) 中学   9,53.09  7 岩波 颯真(2) 中学  10,59.45 
ｱｼﾍﾞ ﾄｳﾏ 宮田中 ｲﾜﾅﾐ ｿｳﾏ 箕輪中

 8 岩波 響介(3) 中学   9,59.66  8 浦野 優至(2) 中学  11,09.44 
ｲﾜﾅﾐ ｷｮｳｽｹ 箕輪中 ｳﾗﾉ ﾕｳｲ 箕輪中

 9 宮下 泰智(3) 中学  10,00.77  9 荒井 駿伸(2) 中学  11,24.79 
ﾐﾔｼﾀ ﾔｽﾄﾓ 駒ヶ根東中 ｱﾗｲ ﾄｼﾉﾌﾞ 辰野中

10 丸山 卓治(3) 中学  10,01.83 10 中谷 純(2) 中学  11,58.60 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｼﾞ 箕輪中 ﾅｶﾔ ｼﾞｭﾝ 箕輪中

11 出澤 周大(2) 中学  10,05.27 11 小松 祐生(1) 中学  12,08.52 
ﾃﾞｻﾜ ｼｭｳﾀ 赤穂中 ｺﾏﾂ ﾕｳ 伊那東部中

12 牧島 駿太(3) 中学  10,14.11 12 森村 徳一(1) 中学  12,09.04 
ﾏｷｼﾏ ｼｭﾝﾀ 伊那東部中 ﾓﾘﾑﾗ ﾉﾘｶｽﾞ 駒ヶ根東中
福澤 刀耶(2) 中学 13 北原 諒(3) 中学  12,45.20 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾄｳﾔ 駒ヶ根東中 ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳ 伊那東部中
保科 大樹(2) 中学 瀧澤 健人(2) 中学  10,20.94 
ﾎｼﾅ ﾀﾞｲｷ 赤穂中 ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 鼎中
滝沢 朋季(3) 中学 唐澤 峻(2) 中学
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 駒ヶ根東中 ｶﾗｻﾜ ｼｭﾝ 辰野中

   1 鈴木 駿平(3) 中学 赤穂中     9,39.55   1   1
   2 武田 凌汰(2) 中学 辰野中     9,41.96   1   2
   3 島 謙介(3) 中学 駒ヶ根東中     9,42.07   1   3
   4 征矢 快誠(3) 中学 箕輪中     9,45.54   1   4
   5 菅沼 蒼太(2) 中学 駒ヶ根東中     9,49.63   1   5
   6 大場 晴仁(2) 中学 箕輪中     9,50.88   1   6
   7 芦部 冬馬(3) 中学 宮田中     9,53.09   1   7
   8 岩波 響介(3) 中学 箕輪中     9,59.66   1   8
   9 宮下 泰智(3) 中学 駒ヶ根東中    10,00.77   1   9
  10 丸山 卓治(3) 中学 箕輪中    10,01.83   1  10
  11 出澤 周大(2) 中学 赤穂中    10,05.27   1  11
  12 牧島 駿太(3) 中学 伊那東部中    10,14.11   1  12
  13 小出 大地(3) 中学 駒ヶ根東中    10,28.10   2   1
  14 宮澤 夏樹(2) 中学 箕輪中    10,30.77   2   2
  15 瀧澤 健斗(2) 中学 宮田中    10,31.97   2   3
  16 小林 隼人(1) 中学 箕輪中    10,33.19   2   4
  17 田中 稜馬(2) 中学 伊那東部中    10,33.92   2   5
  18 清水 想介(3) 中学 伊那東部中    10,45.12   2   6
  19 岩波 颯真(2) 中学 箕輪中    10,59.45   2   7
  20 浦野 優至(2) 中学 箕輪中    11,09.44   2   8
  21 荒井 駿伸(2) 中学 辰野中    11,24.79   2   9
  22 中谷 純(2) 中学 箕輪中    11,58.60   2  10
  23 小松 祐生(1) 中学 伊那東部中    12,08.52   2  11
  24 森村 徳一(1) 中学 駒ヶ根東中    12,09.04   2  12
  25 北原 諒(3) 中学 伊那東部中    12,45.20   2  13

瀧澤 健人(2) 中学 鼎中    10,20.94   2 8655
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決勝 8月20日 13:20

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

風速 -1.2

 1 大森 才稀(3) 中学     16.71 
ｵｵﾓﾘ ｻｲｷ 伊那東部中

 2 倉田 隼誠(2) 中学     18.46 
ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝｾｲ 伊那中

 3 浦野 亜武(3) 中学     19.65 
ｳﾗﾉ ｱﾑ 箕輪中

6  7992

5  8130

4  8082

中学男子

１１０ｍＨ(0,914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月20日 15:45

県中学新(CR)        43.57
大会新(GR)          45.50

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 宮田中(B)  8198 大倉 颯太(2)     52.43  1   5 箕輪中  7995 古賀 直信(3)     47.09 

ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳB ｵｵｸﾗ ｿｳﾀ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ
 8204 加藤 巧武(2)  7996 神谷 宗尭(3)

ｶﾄｳ ﾀｸﾑ ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ
 8202 唐木 怜(2)  7992 浦野 亜武(3)

ｶﾗｷ ﾚﾝ ｳﾗﾉ ｱﾑ
 8190 浦野 晃平(3)  7997 浦野 快生(3)

ｳﾗﾉ ｺｳﾍｲ ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ
 2   4 箕輪中(C)  8018 柴 悠翔(1)     54.27  2   3 箕輪中(A)  8007 戸田 全飛(2)     48.62 

ﾐﾉﾜﾁｭｳC ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ ﾐﾉﾜﾁｭｳA ﾄﾀﾞ ﾏｻﾀｶ
 8029 矢島 拓光(1)  8002 瀧澤 直希(2)

ﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾐ ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ
 8022 馬場 天志(1)  8035 巻渕 来樹(2)

ﾊﾞﾊﾞ ﾃﾝｼ ﾏｷﾌﾞﾁ ﾗｲｷ
 8014 古賀 涼輔(1)  8001 松田 拓巳(2)

ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ
 3   2 箕輪中(D)  8830 山岡 楓生(1)     54.70  3   4 赤穂中(A)  8824 久保田 凱士(1)     50.09 

ﾐﾉﾜﾁｭｳD ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ ｱｶﾎﾁｭｳA ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ
 8028 唐澤 悠斗(1)  8224 林 海斗(2)

ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ ﾊﾔｼ ｶｲﾄ
 8839 古庄 武(1)  8222 竹内 陽哉(2)

ﾌﾙｼｮｳ ﾀｹﾙ ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ
 8833 松澤 健耶(1)  8227 小田切 民朗(2)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ ｺﾀｷﾞﾘ ﾀﾐｵ
 4   5 箕輪中(B)  8009 有賀 泰徳(2)     54.96  4   2 宮田中(A)  8201 酒井 敦也(2)     51.05 

ﾐﾉﾜﾁｭｳB ｱﾙｶﾞ ﾔｽﾉﾘ ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳA ｻｶｲ ｱﾂﾔ
 8008 林 秀磨(2)  8216 下平 翔也(1)

ﾊﾔｼ ｼｭｳﾏ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｮｳﾔ
 8013 河手 靖次(2)  8214 小田切 幹太(1)

ｶﾜﾃ ｾｲｼﾞ ｺﾀｷﾞﾘ ｶﾝﾀ
 8010 高倉 駿斗(2)  8199 田中 裕喜(2)

ﾀｶｸﾗ ﾊﾔﾄ ﾀﾅｶ ﾕｳｷ
 5   3 中川中  8318 大場 遥斗(1)     56.11  5   8 伊那東部中  8121 樋口 シンジ(1)     51.16 

ﾅｶｶﾞﾜﾁｭｳ ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾄ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾋｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ
 8320 宮澤 良織(1)  8126 伊藤 聖覧(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾗｵﾙ ｲﾄｳ ｾｲﾗﾝ
 8319 竹内 智貴(1)  8127 工藤 航介(1)

ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ
 8321 桃澤 翼(1)  8129 伊藤 史(1)

ﾓﾓｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ ｲﾄｳ ﾁｶ
 6   8 箕輪中(E)  8834 唐澤 貫太(1)     56.52  6   6 辰野中  7954 土田 陸斗(2)     51.47 

ﾐﾉﾜﾁｭｳE ｶﾗｻﾜ ｶﾝﾀ ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾂﾁﾀﾞ ﾘｸﾄ
 8832 関 幸葉(1)  7956 大森 翔太(2)

ｾｷ ｺｳﾖｳ ｵｵﾓﾘ ｼｮｳﾀ
 8024 荻原 倫世(1)  7951 武田 凌汰(2)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾄﾓｾ ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ
 8025 河野 翔平(1)  7955 荒井 駿伸(2)

ｺｳﾉ ｼｮｳﾍｲ ｱﾗｲ ﾄｼﾉﾌﾞ
 7   6 伊那中  8086 吉澤 梢(1)     56.91  7   7 赤穂中(B)  8248 西野 瑛修(2)     54.05 

ｲﾅﾁｭｳ ﾖｼｻﾞﾜ ｼｮｳ ｱｶﾎﾁｭｳB ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ
 8084 中村 允信(1)  8221 小倉 快心(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ
 8085 宮下 裕毅(1)  8226 氣賀澤 立樹(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｷ ｹｶﾞｻﾜ ﾀﾂｷ
 8082 倉田 隼誠(2)  8821 小倉 心和(1)

ｸﾗﾀ ｼﾞｭﾝｾｲ ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ

中学男子

４×１００ｍＲ

決勝



   1 箕輪中     47.09 古賀 直信(3) 神谷 宗尭(3) 浦野 亜武(3) 浦野 快生(3)   2   1
   2 箕輪中(A)     48.62 戸田 全飛(2) 瀧澤 直希(2) 巻渕 来樹(2) 松田 拓巳(2)   2   2
   3 赤穂中(A)     50.09 久保田 凱士(1) 林 海斗(2) 竹内 陽哉(2) 小田切 民朗(2)   2   3
   4 宮田中(A)     51.05 酒井 敦也(2) 下平 翔也(1) 小田切 幹太(1) 田中 裕喜(2)   2   4
   5 伊那東部中     51.16 樋口 シンジ(1) 伊藤 聖覧(1) 工藤 航介(1) 伊藤 史(1)   2   5
   6 辰野中     51.47 土田 陸斗(2) 大森 翔太(2) 武田 凌汰(2) 荒井 駿伸(2)   2   6
   7 宮田中(B)     52.43 大倉 颯太(2) 加藤 巧武(2) 唐木 怜(2) 浦野 晃平(3)   1   1
   8 赤穂中(B)     54.05 西野 瑛修(2) 小倉 快心(2) 氣賀澤 立樹(2) 小倉 心和(1)   2   7
   9 箕輪中(C)     54.27 柴 悠翔(1) 矢島 拓光(1) 馬場 天志(1) 古賀 涼輔(1)   1   2
  10 箕輪中(D)     54.70 山岡 楓生(1) 唐澤 悠斗(1) 古庄 武(1) 松澤 健耶(1)   1   3
  11 箕輪中(B)     54.96 有賀 泰徳(2) 林 秀磨(2) 河手 靖次(2) 高倉 駿斗(2)   1   4
  12 中川中     56.11 大場 遥斗(1) 宮澤 良織(1) 竹内 智貴(1) 桃澤 翼(1)   1   5
  13 箕輪中(E)     56.52 唐澤 貫太(1) 関 幸葉(1) 荻原 倫世(1) 河野 翔平(1)   1   6
  14 伊那中     56.91 吉澤 梢(1) 中村 允信(1) 宮下 裕毅(1) 倉田 隼誠(2)   1   7

ｵｰﾀﾞｰ1

中学男子

４×１００ｍＲ
タイムレース

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4順位 所属名 都道府県 記録 備考



決勝 8月20日 12:30

県中学新(CR)         1.97
大会新(GR)           1.78

1m41 1m43
酒井 洸一(1) 中学 O O O XXX - - X O X X
ｻｶｲ ｺｳｲﾁ 春富中 O O
巻渕 来樹(2) 中学 - - O XXX - - X O X X
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾗｲｷ 箕輪中 O X
工藤 航介(1) 中学 O O O XXX - - X X
ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 伊那東部中
林 秀磨(2) 中学 XO O XXX
ﾊﾔｼ ｼｭｳﾏ 箕輪中
中村 允信(1) 中学 XXX 記録なし
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 伊那中
有賀 泰徳(2) 中学 XXX 記録なし
ｱﾙｶﾞ ﾔｽﾉﾘ 箕輪中
高倉 駿斗(2) 中学 XXX 記録なし
ﾀｶｸﾗ ﾊﾔﾄ 箕輪中

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m30 1m35 1m50 1m55 1m45 1m43 1m45 1m43

1 7  8168
 1.43

記録
1m40 1m45

2 6  8035
 1.43

3 5  8127
 1.40

4 3  8008
 1.35

1  8084

2  8009

4  8010



決勝 8月20日 10:15

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

浦野 快生(3) 中学   6.14   6.17   6.16   6.21   6.29   6.28    6.29 
ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ 箕輪中   +2.0   +1.2   +1.3   +0.7   +1.2   +1.9    +1.2
神谷 宗尭(3) 中学   5.74   5.60   5.61   5.55   5.67   5.75    5.75 
ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ 箕輪中   +1.0   +1.0   +1.9   +1.2   +0.5   +2.4    +2.4
松田 拓巳(2) 中学    X   5.05   4.64   5.38    X   5.00    5.38 
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 箕輪中   +0.4   +2.1   -0.4   +0.9    -0.4
𡈽𡈽田 陸斗(2) 中学   5.21    X   4.76    X    X    X    5.21 
ﾂﾁﾀﾞ ﾘｸﾄ 辰野中   +0.5   +1.4    +0.5
小牧 大晟(2) 中学    X    X   4.86   4.95   5.17   3.79    5.17 
ｺﾏｷ ﾀｲｾｲ 春富中   +0.6   +0.3   +1.1   +3.1    +1.1
西野 瑛修(2) 中学   4.90   4.50   5.05   5.03   4.75   5.01    5.05 
ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ 赤穂中   +1.2   +0.9   +1.3   +0.4   +0.6   +1.4    +1.3
丸山 輝(2) 中学   4.60   4.85   4.42   4.51   3.31   3.07    4.85 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 辰野中   +0.9   -0.4   +0.4   +0.1   +1.5   +1.1    -0.4
桃澤 翼(1) 中学    X   4.55   4.69    X    X   4.30    4.69 
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 中川中   +1.4   +0.9   +2.0    +0.9
矢島 拓光(1) 中学   4.08   4.24   4.09    4.24 
ﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 箕輪中   +0.2   +0.8   +1.1    +0.8
酒井 敦也(2) 中学   3.67   3.75   4.17    4.17 
ｻｶｲ ｱﾂﾔ 宮田中   -0.3   +1.4   -0.6    -0.6
梶谷 祐太朗(1) 中学    X    X    X 記録なし
ｶｼﾞﾀﾆ ﾕｳﾀﾛｳ 宮田中
氣賀澤 立樹(2) 中学    X    X    X 記録なし
ｹｶﾞｻﾜ ﾀﾂｷ 赤穂中

1  8219

3  8226

9 2  8029

10 4  8201

7 6  7952

8 5  8321

5 8  8170

6 9  8248

3 10  8001

4 7  7954

1 12  7997
-5-

2 11  7996

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

中学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 8月20日  9:20

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

下平 朱莉(2) 中学
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｭﾘ 春富中
白鳥 和弥(3) 中学
ｼﾛﾄﾘ ｶｽﾞﾔ 箕輪中
上條 飛翔(1) 中学
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ 宮田中
城取 颯(1) 中学
ｼﾛﾄﾘ ｿｳ 箕輪中
宮澤 良織(1) 中学
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾗｵﾙ 中川中
大場 遥斗(1) 中学
ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾄ 中川中

  5.70  5.66  5.45  5.58

 5.87  5.46  5.89   5.89 

6 2  8318
 5.37  5.44  5.70

 5.71  5.68  5.82   6.41 

5 1  8320
 5.40  5.02  5.30

 7.04  7.44  6.84   7.44 

4 3  8023
 5.97  5.66  6.41

 8.31   X   X   8.31 

3 4  8217
 6.43  7.34  7.17

 8.42  8.21  8.40   8.42 

2 6  8033
  X  8.19  8.30

1 5  8169
 7.91  7.97  7.99

-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-
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