
大会コード 17170701 

平成 29年度 飯伊陸上競技春季記録会 
記録集 

期 日： 平成 29年 4月 8日（土） 

主 催： 飯伊陸上競技協会 

共 催： （公財）飯田市体育協会 

後 援： 飯田市教育委員会 

飯伊市町村教育委員会連絡協議会 

  下伊那地区高等学校体育連盟 

下伊那校長会 

  下伊那郡体育協会 

会 場： 飯田市総合運動場陸上競技場（172050） 

総 務： 大蔵 豊 

審判長： 熊谷 賢二 

記録主任：松尾 敏文 

■ この大会で樹立された記録

なし 

■ グラウンドコンディション
月  日 時  刻 天  候 風  向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 ％ 計測場所 

2016/10/15 9：30 雨 南西 0.6 17.8 82 
10：00 曇り 南 1.3 19.5 81 
11：00 曇り 南南西 1.6 20.3 82 
12：00 曇り 南 2.1 20.5 78 
13：00 曇り 南南西 2.3 22.4 68 
14：00 曇り 南南西 2.7 21.5 68 
15：00 曇り 南西 4.1 21.2 69 
15:00 晴れ 西南西 0.8 22.8 38 
16:00 晴れ 南西 1.2 24.0 36 



平成29年度　飯伊陸上競技春季記録会 

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】172050  飯田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

04/08 男子 川上 真弥 10.55 近藤 雅哉(3) 11.25 西村 武登(3) 11.43 篠田 知樹(3) 11.51 園原 昇汰(3) 11.53 藤井 隆聖(2) 11.59 小澤 晃平(3) 11.60 秦 翔(3) 11.61
100m 一般･飯田病院 高校･松川高 高校･飯田高 高校･飯田高 高校･阿智高 高校･飯田高 高校･OIDE長姫高 高校･松川高

04/08 中野 直哉 49.10 近藤 雅哉(3) 50.58 西村 武登(3) 51.60 後沢 大地(3) 52.11 篠田 知樹(3) 53.60 三石 隼斗(2) 53.76 那須野  敦(2) 54.89 清水 理久(3) 54.91
400m 一般･飯田病院 高校･松川高 高校･飯田高 高校･松川高 高校･飯田高 高校･飯田高 高校･飯田風越高 高校･飯田高

04/08 山川 拓馬(2) 4,30.34 大場 晴仁(2) 4,31.95 河西 希隆(3) 4,31.97 松下 純也(4) 4,33.00 石川 颯(3) 4,33.85 安藤 雅陽(3) 4,37.11 帯川 伊吹(2) 4,38.50 島 謙介(3) 4,39.20
1500m 中学校･箕輪中 中学校･箕輪中 中学校･箕輪中 中学校･ISｼﾞｭﾆｱ 高校･下伊那農業高 中学校･駒ヶ根東中 中学校･ISｼﾞｭﾆｱ 中学校･駒ヶ根東中

04/08 熊谷 澪(3) 9,47.69 福澤 刀耶(2) 9,49.55 岩波 響介(3) 9,55.36 宮下 泰智(3) 9,57.09 征矢 快誠(3) 10,06.59 大峽 謙(2) 10,12.89 菅沼 蒼太(2) 10,18.51 芦部 冬馬(3) 10,28.11
3000m 中学校･ISｼﾞｭﾆｱ 中学校･駒ヶ根東中 中学校･箕輪中 中学校･駒ヶ根東中 中学校･箕輪中 中学校･ISｼﾞｭﾆｱ 中学校･駒ヶ根東中 中学校･宮田中

04/08 仁科 利弥 15,18.80 早野 吉信 15,26.21 伊藤 洸介 15,32.55 原 武司 15,54.17 松村 健一 16,10.88 代田 貴嗣 16,32.15 小平 宗弥(3) 16,40.78 平澤 宏幸 16,46.60
5000m 一般･飯田市陸協 一般･下伊那郡陸協 一般･飯田市陸協 一般･下伊那郡陸協 一般･下伊那郡陸協 一般･飯田市陸協 高校･松川高 一般･飯田市陸協

04/08  +2.0井原 晟斗(2) 17.70
110mH(1.067m) 高校･松川高

04/08 松島 稜之 1.95 本多 俊平 1.75 秦 翔(3) 1.70 佐藤 友行(3) 1.55 北村 光(2) 1.45 関戸 勝琉(2) 1.45 古瀬 尚暉(2) 1.45 巻渕 来樹(2) 1.30
走高跳 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校･松川高 中学校･高森中 高校･飯田高 中学校･野沢中 中学校･飯田高陵中 中学校･箕輪中

有賀 泰徳(2)
中学校･箕輪中

04/08 浦野 快生(3) 6.08(+0.6) 山口 凌平(3) 5.71(+0.9) 三石 隼斗(2) 5.61(+0.7) 嵯峨座  綾(2)5.43(+0.5) 松田 拓巳(2) 5.38(+1.3) 椚谷 元(2) 5.34(+0.6) 塩澤 昂(3) 5.13(+1.3) 古瀬 尚暉(2) 5.10(+0.8)
走幅跳 中学校･箕輪中 高校･松川高 高校･飯田高 高校･飯田風越高 中学校･箕輪中 中学校･高森中 中学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭAC 中学校･飯田高陵中

04/08 上原 隆伸 11.28 遠藤 邦彦 10.25 上條 健 7.21 佐々木久孝 4.98
砲丸投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･飯田市陸協

04/08 上原 隆伸 33.80 佐々木久孝 13.63
円盤投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･飯田市陸協

04/08 上原 隆伸 42.85 上條 健 23.19 佐々木久孝 11.95
ハンマー投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･飯田市陸協

04/08 友田 利男 52.45 伯耆原 志一(3) 50.72 宮島 真吾 45.64 小松 和真(3) 44.88 園原 昇汰(3) 37.55 本多 俊平 37.45 浜 汐音(2) 33.80 髙田 雅也(3) 32.72
やり投 一般･下伊那郡陸協 高校･岡谷東 一般･DreamA.C 高校･飯田風越高 高校･阿智高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校･岡谷東 高校･阿智高

04/08 松川高  44.50 飯田高(A)  44.99 飯田風越高  46.75 箕輪中(A)  47.49 飯田高(B)  47.72 緑ヶ丘中  48.00 高森中  48.21 駒ヶ根東中  48.56
4×100mR 秦 翔(3) 米澤 和真(3) 嵯峨座  綾(2) 松田 拓巳(2) 松島 有軌(2) 金子 昂星(3) 椚谷 元(2) 竹村 晃多(3)

近藤 雅哉(3) 篠田 知樹(3) 吉川  七洋(2) 浦野 快生(3) 三石 隼斗(2) 大平 雄斗(3) 吉沢 雄人(3) 深谷 朝海(3)
山口 凌平(3) 友保 尚樹(2) 那須野  敦(2) 古賀 直信(3) 安藤 俊輝(2) 木下 耀仁(3) 市瀬 嵩唯(3) 小澤 拓哉(3)
井原 晟斗(2) 西村 武登(3) 唐澤 慶大(3) 瀧澤 直希(2) 清水 憲一(2) 村澤 和真(3) 竹内 大輔(3) 林 雅斗(3)

04/08 小学男子 山口 耕(5) 13.86 吉澤 遼真(6) 14.08 高野 善郎(6) 14.80 中山 椋介(6) 14.88 飯島 颯斗(6) 14.97 塩澤 蒼(4) 小学校･ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ 14.99 伊藤 嶺(6) 15.02
100m 小学校･上郷小 小学校･ISｼﾞｭﾆｱ 小学校･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 小学校･ISｼﾞｭﾆｱ 小学校･駒ヶ根市ｽﾎﾟ少 安藤 陽人(6) 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･伊那AC

04/08 山田 隼輔(6) 3,20.57 吉澤 遼真(6) 3,25.07 宮澤 柊太(6) 3,25.95 藤本 憲伸(6) 3,26.31 熊谷  航陽(6) 3,26.60 山岸 亮太(6) 3,28.33 中山 椋介(6) 3,30.19 仲田 初志(6) 3,33.98
1000m 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･ISｼﾞｭﾆｱ 小学校･ISｼﾞｭﾆｱ 小学校･松川陸上ｸﾗﾌﾞ 小学校･下條小 小学校･ISｼﾞｭﾆｱ 小学校･ISｼﾞｭﾆｱ 小学校･ISｼﾞｭﾆｱ

04/08 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A    1,02.84 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)    1,03.65 下條小(A)  1,04.39 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ   1,04.52 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)    1,06.63
4×100mR 飯島 颯斗(6) 今村 悠真(5) 熊谷  駿汰(4) 塩澤 蒼(4) 佐藤  颯(4)

高野 善郎(6) 羽生 祥基(6) 熊谷  航陽(6) 仲田 駿求(4) 丸山 由晴(4)
中野 聡太(6) 中原  稜(5) 中島  尚哉(6) 西村 成(5) 宮脇 怜雅(4)
山下 竣太郎(6) 安藤 陽人(6) 藤本  音緒(6) 西村 琉汰(5) 鈴木 拓斗(4)

04/08 中学男子  +2.5飯島 大陽(3) 15.69 木下 耀仁(3) 18.16 小椋 悠也(2) 20.51 正木 健登(2) 22.81
110mH(0.914m) 中学校･野沢中 中学校･緑ヶ丘中 中学校･飯田高陵中 中学校･飯田高陵中

04/08 白鳥 和弥(2) 8.92 竹内 大輔(3) 8.33 鷹野 羽也斗(2) 4.73
砲丸投 中学校･箕輪中 中学校･高森中 中学校･野沢中

04/08 白鳥 和弥(2) 19.61
円盤投 中学校･箕輪中

04/08 奥村 洸平(3) 27.12
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学校･飯田高陵中

04/08 高校男子 藤井 隆聖(2) 10.77 折山 景柊(3) 10.63 カルロス アウグ 8.71 塚田 一勢(2) 7.80
砲丸投 高校･飯田高 高校･飯田風越高 高校･駒ｹ根工高 高校･飯田高

04/08 折山 景柊(3) 33.94 塚田 一勢(2) 16.91
円盤投 高校･飯田風越高 高校･飯田高

04/08 中嶋 宏太(3) 34.82 末元 昂成(2) 34.41 小林 薫(3) 30.42 伯耆原 志一(3) 22.53
ハンマー投 高校･阿南高 高校･阿南高 高校･阿南高 高校･岡谷東



決勝 4月8日 10:35

長野県新            10.15
県高校新            10.32
県中学新            10.85

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +2.6

 1 正木 健登(2) 中学校     13.64  1 近藤 皓哉(1) 中学校     13.15 
ﾏｻｷ ｹﾝﾄ 飯田高陵中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ 下伊那松川中

 2 清水 健至(3) 中学校     14.19  2 関戸 勝琉(2) 中学校     13.71 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 野沢中 ｾｷﾄﾞ ｽｸﾞﾙ 野沢中

 3 福島 翔太 中学校     14.46  3 松村 喜道(1) 中学校     13.82 
ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 4 伊藤 光之介(2) 中学校     14.53  4 青木 健太(2) 中学校     14.08 
ｲﾄｳ  ｺｳﾉｽｹ 駒ヶ根東中 ｱｵｷ ｹﾝﾀ 駒ヶ根東中

 5 山崎 拓夢(1) 中学校     14.56  5 内藤 輝(2) 中学校     14.13 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾑ 下伊那松川中 ﾅｲﾄｳ ｶｸﾞﾔ 野沢中
犬飼 悠貴(2) 高校  6 塩川 大樹(1) 中学校     14.43 
ｲﾇｶﾞｲ ﾕｳｷ OIDE長姫高 ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ 駒ヶ根市陸協
臼田 寛一(2) 中学校  7 福与 真生琉(2) 中学校     14.44 
ｳｽﾀﾞ ｶﾝｲﾁ 野沢中 ﾌｸﾖ ﾏｷﾙ 緑ヶ丘中
三井 隼(2) 高校  8 小倉 心和(1) 中学校     14.78 
ﾐﾂｲ ﾊﾔﾄ OIDE長姫高 ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ 駒ヶ根市陸協

[ 3組] 風速 +1.0 [ 4組] 風速 +1.0

 1 岩崎 将人(2) 中学校     13.18  1 寺沢 俊輔(2) 高校     13.06 
ｲﾜｻｷ ﾏｻﾄ 飯田高陵中 ﾃﾗｻﾜ ｼｭﾝｽｹ OIDE長姫高

 2 木内 温斗(2) 中学校     13.22  2 宮下 司(3) 中学校     13.22 
ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ 野沢中 ﾐﾔｼﾀ ﾂｶｻ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 小椋 悠也(2) 中学校     13.44  3 井原 隆基(2) 中学校     13.26 
ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾔ 飯田高陵中 ｲﾊﾗ ﾘｭｳｷ 緑ヶ丘中

 4 市瀬 優樹(3) 中学校     13.60  4 林 亮典(2) 中学校     13.31 
ｲﾁﾉｾ ﾕｳｷ 緑ヶ丘中 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 野沢中

 5 長瀬 成雅(2) 中学校     13.64  5 大蔵 永竣(1) 中学校     13.33 
ﾅｶﾞｾ ｾｲｶﾞ 飯田高陵中 ｵｵｸﾗ ｴｲｼｭﾝ 下伊那松川中

 6 赤木 将士(2) 中学校     13.68  6 南澤 爽太 中学校     13.51 
ｱｶｷﾞ ﾏｻﾄ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 7 百瀬 景哉(1) 中学校     14.42  7 塩澤 直樹(3) 中学校     13.79 
ﾓﾓｾ ｹｲﾔ 塩尻市陸協 ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 緑ヶ丘中

 8 山本 蒼天(3) 中学校     15.21  8 梶間 勇斗(2) 中学校     14.39 
ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ 豊丘中 ｶｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 飯田高陵中

[ 5組] 風速 +2.4 [ 6組] 風速 +1.4

 1 古瀬 尚暉(2) 中学校     12.37  1 林 大翔(3) 中学校     12.27 
ﾌﾙｾ ﾅｵｷ 飯田高陵中 ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ 伊那AC

 2 伊藤 新(1) 中学校     12.58  2 坪井 康生(3) 中学校     12.42 
ｲﾄｳ ｱﾗﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾂﾎﾞｲ ｺｳｾｲ 野沢中

 3 塩澤 昂(3) 中学校     12.63  3 竹内 大輔(3) 中学校     12.55 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 高森中

 4 飯島 大陽(3) 中学校     12.76  4 小澤 拓哉(3) 中学校     12.57 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 野沢中 ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 駒ヶ根東中

 5 伊藤 小次郎(2) 中学校     12.94  5 久保田 凱士(1) 中学校     12.76 
ｲﾄｳ ｺｼﾞﾛｳ 飯田高陵中 ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 駒ヶ根市陸協

 6 竹村 悠斗(3) 中学校     13.12  6 椚谷 元(2) 中学校     12.80 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｳﾄ 駒ヶ根東中 ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ 高森中

 7 松岡 裕雅(2) 中学校     13.18  7 上柳 豪 一般     12.82 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳｶﾞ 高森中 ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾀｹｼ 伊那市陸協
小松 誠 一般  8 戸田 全飛(2) 中学校     13.00 
ｺﾏﾂ ﾏｺﾄ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾄﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 箕輪中
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[ 7組] 風速 +1.6 [ 8組] 風速 +1.5

 1 安藤 俊輝(2) 高校     12.08  1 肥後 琉之介(2) 中学校     11.96 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 飯田高 ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 2 市瀬 嵩唯(3) 中学校     12.12  2 古賀 直信(3) 中学校     12.25 
ｲﾁﾉｾ ｺｳｲ 高森中 ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ 箕輪中

 3 瀧澤 直希(2) 中学校     12.15  3 大平 雄斗(3) 中学校     12.26 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ 箕輪中 ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ 緑ヶ丘中

 4 深谷 朝海(3) 中学校     12.37  4 樋口 創太(2) 中学校     12.35 
ﾌｶﾔ  ｻﾐ 駒ヶ根東中 ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 5 林 雅斗(3) 中学校     12.47  5 金子 昂星(3) 中学校     12.46 
ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 駒ヶ根東中 ｶﾈｺ ｺｳｾｲ 緑ヶ丘中

 6 木下 耀仁(3) 中学校     12.54  6 村澤 和真(3) 中学校     12.48 
ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ 緑ヶ丘中 ﾑﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘中

 7 竹内 一弘 一般     13.10  7 奥田 裕貴(2) 高校     12.51 
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ DreamA.C ｵｸﾀﾞ ﾕｳｷ 阿南高
古谷 聖斗(2) 高校  8 奥村 洸平(3) 中学校     12.51 
ﾌﾙﾔ ﾏｻﾄ 岡谷東 ｵｸﾑﾗ ｺｳﾍｲ 飯田高陵中

[ 9組] 風速 +0.6 [ 10組] 風速 +2.0

 1 嵯峨座  綾(2) 高校     11.91  1 小澤 晃平(3) 高校     11.60 
ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ 飯田風越高 ｵｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ OIDE長姫高

 2 山口 大貴(3) 中学校     11.93  2 秦 翔(3) 高校     11.61 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 野沢中 ﾊﾀ ｼｮｳ 松川高

 3 三石 隼斗(2) 高校     11.96  3 鳴海 裕斗(3) 高校     11.66 
ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ 飯田高 ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東

 4 正木 太陽(3) 中学校     12.10  4 井原 晟斗(2) 高校     11.68 
ﾏｻｷ ﾀｲﾖｳ 飯田高陵中 ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 松川高

 5 光沢 陽(2) 高校     12.17  5 友保 尚樹(2) 高校     11.70 
ｺｳｻﾞﾜ ｱｷﾗ 松川高 ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 飯田高
古瀬 友暉(2) 高校  6 家苗 薫(3) 高校     11.77 
ﾌﾙｾ ﾕｳｷ 飯田風越高 ｶﾅｴ ｶｵﾙ 松川高
清水 憲一(2) 高校  7 山口 凌平(3) 高校     11.80 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｲﾁ 飯田高 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 松川高
熊谷  尚紀(2) 高校 神谷 宗尭(3) 中学校
ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ 飯田風越高 ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ 箕輪中

[ 11組] 風速 +1.4

 1 川上 真弥 一般     10.55 
ｶﾜｶﾐ  ｼﾝﾔ 飯田病院

 2 近藤 雅哉(3) 高校     11.25 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 松川高

 3 西村 武登(3) 高校     11.43 
ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 飯田高

 4 篠田 知樹(3) 高校     11.51 
ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ 飯田高

 5 園原 昇汰(3) 高校     11.53 
ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 阿智高

 6 藤井 隆聖(2) 高校     11.59 
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田高

 7 丸岡 精二 一般     11.82 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 8 米澤 和真(3) 高校     11.99 
ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 飯田高
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   1 川上 真弥 一般 飯田病院     10.55 (+1.4) 県中学新  11   1
   2 近藤 雅哉(3) 高校 松川高     11.25 (+1.4)  11   2
   3 西村 武登(3) 高校 飯田高     11.43 (+1.4)  11   3
   4 篠田 知樹(3) 高校 飯田高     11.51 (+1.4)  11   4
   5 園原 昇汰(3) 高校 阿智高     11.53 (+1.4)  11   5
   6 藤井 隆聖(2) 高校 飯田高     11.59 (+1.4)  11   6
   7 小澤 晃平(3) 高校 OIDE長姫高     11.60 (+2.0)  10   1
   8 秦 翔(3) 高校 松川高     11.61 (+2.0)  10   2
   9 鳴海 裕斗(3) 高校 岡谷東     11.66 (+2.0)  10   3
  10 井原 晟斗(2) 高校 松川高     11.68 (+2.0)  10   4
  11 友保 尚樹(2) 高校 飯田高     11.70 (+2.0)  10   5
  12 家苗 薫(3) 高校 松川高     11.77 (+2.0)  10   6
  13 山口 凌平(3) 高校 松川高     11.80 (+2.0)  10   7
  14 丸岡 精二 一般 駒ヶ根AC     11.82 (+1.4)  11   7
  15 嵯峨座  綾(2) 高校 飯田風越高     11.91 (+0.6)   9   1
  16 山口 大貴(3) 中学校 野沢中     11.93 (+0.6)   9   2
  17 肥後 琉之介(2) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     11.96 (+1.5)   8   1
  17 三石 隼斗(2) 高校 飯田高     11.96 (+0.6)   9   3
  19 米澤 和真(3) 高校 飯田高     11.99 (+1.4)  11   8
  20 安藤 俊輝(2) 高校 飯田高     12.08 (+1.6)   7   1
  21 正木 太陽(3) 中学校 飯田高陵中     12.10 (+0.6)   9   4
  22 市瀬 嵩唯(3) 中学校 高森中     12.12 (+1.6)   7   2
  23 瀧澤 直希(2) 中学校 箕輪中     12.15 (+1.6)   7   3
  24 光沢 陽(2) 高校 松川高     12.17 (+0.6)   9   5
  25 古賀 直信(3) 中学校 箕輪中     12.25 (+1.5)   8   2
  26 大平 雄斗(3) 中学校 緑ヶ丘中     12.26 (+1.5)   8   3
  27 林 大翔(3) 中学校 伊那AC     12.27 (+1.4)   6   1
  28 樋口 創太(2) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     12.35 (+1.5)   8   4
  29 古瀬 尚暉(2) 中学校 飯田高陵中     12.37 (+2.4)   5   1
  29 深谷 朝海(3) 中学校 駒ヶ根東中     12.37 (+1.6)   7   4
  31 坪井 康生(3) 中学校 野沢中     12.42 (+1.4)   6   2
  32 金子 昂星(3) 中学校 緑ヶ丘中     12.46 (+1.5)   8   5
  33 林 雅斗(3) 中学校 駒ヶ根東中     12.47 (+1.6)   7   5
  34 村澤 和真(3) 中学校 緑ヶ丘中     12.48 (+1.5)   8   6
  35 奥田 裕貴(2) 高校 阿南高     12.51 (+1.5)   8   7
  35 奥村 洸平(3) 中学校 飯田高陵中     12.51 (+1.5)   8   8
  37 木下 耀仁(3) 中学校 緑ヶ丘中     12.54 (+1.6)   7   6
  38 竹内 大輔(3) 中学校 高森中     12.55 (+1.4)   6   3
  39 小澤 拓哉(3) 中学校 駒ヶ根東中     12.57 (+1.4)   6   4
  40 伊藤 新(1) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     12.58 (+2.4)   5   2
  41 塩澤 昂(3) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     12.63 (+2.4)   5   3
  42 飯島 大陽(3) 中学校 野沢中     12.76 (+2.4)   5   4
  42 久保田 凱士(1) 中学校 駒ヶ根市陸協     12.76 (+1.4)   6   5
  44 椚谷 元(2) 中学校 高森中     12.80 (+1.4)   6   6
  45 上柳 豪 一般 伊那市陸協     12.82 (+1.4)   6   7
  46 伊藤 小次郎(2) 中学校 飯田高陵中     12.94 (+2.4)   5   5
  47 戸田 全飛(2) 中学校 箕輪中     13.00 (+1.4)   6   8
  48 寺沢 俊輔(2) 高校 OIDE長姫高     13.06 (+1.0)   4   1
  49 竹内 一弘 一般 DreamA.C     13.10 (+1.6)   7   7
  50 竹村 悠斗(3) 中学校 駒ヶ根東中     13.12 (+2.4)   5   6
  51 近藤 皓哉(1) 中学校 下伊那松川中     13.15 (+2.6)   2   1
  52 岩崎 将人(2) 中学校 飯田高陵中     13.18 (+1.0)   3   1
  52 松岡 裕雅(2) 中学校 高森中     13.18 (+2.4)   5   7
  54 木内 温斗(2) 中学校 野沢中     13.22 (+1.0)   3   2
  54 宮下 司(3) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     13.22 (+1.0)   4   2
  56 井原 隆基(2) 中学校 緑ヶ丘中     13.26 (+1.0)   4   3
  57 林 亮典(2) 中学校 野沢中     13.31 (+1.0)   4   4
  58 大蔵 永竣(1) 中学校 下伊那松川中     13.33 (+1.0)   4   5
  59 小椋 悠也(2) 中学校 飯田高陵中     13.44 (+1.0)   3   3
  60 南澤 爽太 中学校 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     13.51 (+1.0)   4   6
  61 市瀬 優樹(3) 中学校 緑ヶ丘中     13.60 (+1.0)   3   4
  62 正木 健登(2) 中学校 飯田高陵中     13.64 (+1.2)   1   1
  62 長瀬 成雅(2) 中学校 飯田高陵中     13.64 (+1.0)   3   5
  64 赤木 将士(2) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     13.68 (+1.0)   3   6
  65 関戸 勝琉(2) 中学校 野沢中     13.71 (+2.6)   2   2
  66 塩澤 直樹(3) 中学校 緑ヶ丘中     13.79 (+1.0)   4   7
  67 松村 喜道(1) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     13.82 (+2.6)   2   3
  68 青木 健太(2) 中学校 駒ヶ根東中     14.08 (+2.6)   2   4
  69 内藤 輝(2) 中学校 野沢中     14.13 (+2.6)   2   5
  70 清水 健至(3) 中学校 野沢中     14.19 (+1.2)   1   2
  71 梶間 勇斗(2) 中学校 飯田高陵中     14.39 (+1.0)   4   8
  72 百瀬 景哉(1) 中学校 塩尻市陸協     14.42 (+1.0)   3   7
  73 塩川 大樹(1) 中学校 駒ヶ根市陸協     14.43 (+2.6)   2   6
  74 福与 真生琉(2) 中学校 緑ヶ丘中     14.44 (+2.6)   2   7
  75 福島 翔太 中学校 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14.46 (+1.2)   1   3
  76 伊藤 光之介(2) 中学校 駒ヶ根東中     14.53 (+1.2)   1   4
  77 山崎 拓夢(1) 中学校 下伊那松川中     14.56 (+1.2)   1   5
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  78 小倉 心和(1) 中学校 駒ヶ根市陸協     14.78 (+2.6)   2   8
  79 山本 蒼天(3) 中学校 豊丘中     15.21 (+1.0)   3   8  225

組 順位
  107
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決勝 4月8日 13:20

長野県新            46.54
県高校新            46.98
県中学新            50.35

[ 1組] [ 2組]

 1 林 大翔(3) 中学校     58.17  1 清水 理久(3) 高校     54.91 
ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ 伊那AC ｼﾐｽﾞ ﾘｸ 飯田高

 2 杉山 海樹(2) 高校   1,00.54  2 肥後 琉之介(2) 中学校     55.71 
ｽｷﾞﾔﾏ ｶｲｷ 下伊那農業高 ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 3 市瀬 優樹(3) 中学校   1,02.43  3 清水 憲一(2) 高校     55.91 
ｲﾁﾉｾ ﾕｳｷ 緑ヶ丘中 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｲﾁ 飯田高

 4 木内 温斗(2) 中学校   1,03.45  4 山口 大貴(3) 中学校     57.44 
ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ 野沢中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 野沢中

 5 福澤 洸士(2) 中学校   1,06.64  5 吉沢 雄人(3) 中学校     59.52 
ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｼ 伊那AC ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 高森中

 6 正木 健登(2) 中学校   1,11.30  6 芦部 冬馬(3) 中学校   1,00.26 
ﾏｻｷ ｹﾝﾄ 飯田高陵中 ｱｼﾍﾞ ﾄｳﾏ 宮田中

 7 内藤 輝(2) 中学校   1,13.87 金子 昂星(3) 中学校
ﾅｲﾄｳ ｶｸﾞﾔ 野沢中 ｶﾈｺ ｺｳｾｲ 緑ヶ丘中
井原 隆基(2) 中学校 伊東 龍生(3) 中学校
ｲﾊﾗ ﾘｭｳｷ 緑ヶ丘中 ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 伊那AC

[ 3組] [ 4組]

 1 宮外 遼太郎(2) 高校     56.78  1 那須野  敦(2) 高校     54.89 
ﾐﾔｶﾞｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ OIDE長姫高 ﾅｽﾉ ｱﾂｼ 飯田風越高

 2 安藤 俊輝(2) 高校     57.36  2 玉置 惇輝(3) 高校     56.29 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 飯田高 ﾀﾏｵｷ ｱﾂｷ OIDE長姫高

 3 松島 有軌(2) 高校     58.59  3 家苗 薫(3) 高校     57.52 
ﾏﾂｼﾏ ﾕｳｷ 飯田高 ｶﾅｴ ｶｵﾙ 松川高
熊谷  尚紀(2) 高校 林 洸希(3) 高校
ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ 飯田風越高 ﾊﾔｼ ﾃﾙｷ 阿南高
浦野 亜武(3) 中学校 光沢 陽(2) 高校
ｳﾗﾉ ｱﾑ 箕輪中 ｺｳｻﾞﾜ ｱｷﾗ 松川高
嵯峨座  綾(2) 高校 吉川  七洋(2) 高校
ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ 飯田風越高 ﾖｼｶﾜ ﾅﾅﾐ 飯田風越高
古瀬 友暉(2) 高校 松尾 将文 一般
ﾌﾙｾ ﾕｳｷ 飯田風越高 ﾏﾂｵ ﾏｻﾌﾐ DreamA.C

[ 5組]

 1 中野 直哉 一般     49.10 
ﾅｶﾉ  ﾅｵﾔ 飯田病院

 2 近藤 雅哉(3) 高校     50.58 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 松川高

 3 西村 武登(3) 高校     51.60 
ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 飯田高

 4 後沢 大地(3) 高校     52.11 
ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 松川高

 5 篠田 知樹(3) 高校     53.60 
ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ 飯田高

 6 三石 隼斗(2) 高校     53.76 
ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ 飯田高

 7 友保 尚樹(2) 高校     56.91 
ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 飯田高

8   188

2   174

7   175

3   145

6   181

5   143

4   213
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

8     3
欠場

6   216
欠場

6   214
欠場

5   146
欠場

3    57
欠場

7   142

順 ﾚｰﾝ No.

4    20

2   222

4   217
欠場

3   226
欠場

2   215
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5   178

順 ﾚｰﾝ No.

7   172

8    19

欠場

4   261
欠場
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8   127

5    58

3   179

2    93

7   180

1   250

所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

6    35

7   259
欠場

3   254

4   198

2    61

1   256

5   262

8    81

6    63

男子

400m

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



   1 中野 直哉 一般 飯田病院       49.10   5   1
   2 近藤 雅哉(3) 高校 松川高       50.58   5   2
   3 西村 武登(3) 高校 飯田高       51.60   5   3
   4 後沢 大地(3) 高校 松川高       52.11   5   4
   5 篠田 知樹(3) 高校 飯田高       53.60   5   5
   6 三石 隼斗(2) 高校 飯田高       53.76   5   6
   7 那須野  敦(2) 高校 飯田風越高       54.89   4   1
   8 清水 理久(3) 高校 飯田高       54.91   2   1
   9 肥後 琉之介(2) 中学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC       55.71   2   2
  10 清水 憲一(2) 高校 飯田高       55.91   2   3
  11 玉置 惇輝(3) 高校 OIDE長姫高       56.29   4   2
  12 宮外 遼太郎(2) 高校 OIDE長姫高       56.78   3   1
  13 友保 尚樹(2) 高校 飯田高       56.91   5   7
  14 安藤 俊輝(2) 高校 飯田高       57.36   3   2
  15 山口 大貴(3) 中学校 野沢中       57.44   2   4
  16 家苗 薫(3) 高校 松川高       57.52   4   3
  17 林 大翔(3) 中学校 伊那AC       58.17   1   1
  18 松島 有軌(2) 高校 飯田高       58.59   3   3
  19 吉沢 雄人(3) 中学校 高森中       59.52   2   5
  20 芦部 冬馬(3) 中学校 宮田中     1,00.26   2   6
  21 杉山 海樹(2) 高校 下伊那農業高     1,00.54   1   2
  22 市瀬 優樹(3) 中学校 緑ヶ丘中     1,02.43   1   3
  23 木内 温斗(2) 中学校 野沢中     1,03.45   1   4
  24 福澤 洸士(2) 中学校 伊那AC     1,06.64   1   5
  25 正木 健登(2) 中学校 飯田高陵中     1,11.30   1   6
  26 内藤 輝(2) 中学校 野沢中     1,13.87   1   7  254
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  127
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  178
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組 順位都道府県 所属名 記録
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男子
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タイムレース

備考



決勝 4月8日 13:50

長野県新          3,38.49
県高校新          3,38.49
県中学新          3,56.2

[ 1組] [ 2組]

 1 鈴木 智也(2) 高校   4,53.22  1 山川 拓馬(2) 中学校   4,30.34 
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 飯田風越高 ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾏ 箕輪中

 2 山本 光汰(3) 高校   4,56.63  2 大場 晴仁(2) 中学校   4,31.95 
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾀ 阿南高 ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾋﾄ 箕輪中

 3 本島 尚緒(2) 中学校   4,58.23  3 河西 希隆(3) 中学校   4,31.97 
ﾓﾄｼﾞﾏ ﾅｵ 高森中 ｶｻｲ ｷﾘｭｳ 箕輪中

 4 田中 稜馬(2) 中学校   4,59.38  4 松下 純也(4) 中学校   4,33.00 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 伊那AC ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ISｼﾞｭﾆｱ

 5 浦野 優至(2) 中学校   4,59.92  5 石川 颯(3) 高校   4,33.85 
ｳﾗﾉ ﾕｳｲ 箕輪中 ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾃ 下伊那農業高

 6 岩﨑 貴平(2) 中学校   5,03.35  6 安藤 雅陽(3) 中学校   4,37.11 
ｲﾜｻｷ ﾀｶﾗ 高森中 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾊﾙ 駒ヶ根東中

 7 福島 翔太 中学校   5,10.65  7 帯川 伊吹(2) 中学校   4,38.50 
ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｵﾋﾞｶﾜ ｲﾌﾞｷ ISｼﾞｭﾆｱ

 8 久松 賢悟(2) 中学校   5,14.87  8 島 謙介(3) 中学校   4,39.20 
ﾋｻﾏﾂ ｹﾝｺﾞ 野沢中 ｼﾏ ｹﾝｽｹ 駒ヶ根東中

 9 森村 徳一(1) 中学校   5,15.69  9 松山 克敏 一般   4,39.49 
ﾓﾘﾑﾗ ﾉﾘｶｽﾞ 駒ｹ根中沢RC ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那郡陸協

10 福与 真生琉(2) 中学校   5,18.57 10 松沢 圭途(3) 高校   4,40.14 
ﾌｸﾖ ﾏｷﾙ 緑ヶ丘中 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲﾄ 飯田風越高

11 大平 剛大(2) 高校   5,20.97 11 大場 翔太(2) 高校   4,41.90 
ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾀｹﾊﾙ OIDE長姫高 ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ OIDE長姫高

12 田口 央士郎(2) 中学校   5,25.09 12 大峽 謙(2) 中学校   4,47.56 
ﾀｸﾞﾁ ｵｳｼﾞﾛｳ 飯田高陵中 ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ ISｼﾞｭﾆｱ

13 木村 衣音(2) 中学校   5,26.09 13 小野寺悠人(2) 高校   4,48.64 
ｷﾑﾗ ｲｵ 飯田高陵中 ｵﾉﾃﾞﾗﾕｳﾄ 阿南高

14 小國 陽大(2) 中学校   5,31.27 14 増田 輝(3) 高校   4,52.38 
ｵｸﾆ ﾖｳﾀ 飯田高陵中 ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾗ OIDE長姫高

15 清水 健至(3) 中学校   5,34.41 15 木下 恵太(2) 高校   4,53.44 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 野沢中 ｷﾉｼﾀ ｹｲﾀ OIDE長姫高

16 北原 伶人(2) 中学校   5,35.08 16 清水 理久(3) 高校   4,57.21 
ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳﾄ 飯田高陵中 ｼﾐｽﾞ ﾘｸ 飯田高

17 近藤 来旺(2) 中学校   5,38.29 17 松島 有軌(2) 高校   5,08.23 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾗｲｵ 飯田高陵中 ﾏﾂｼﾏ ﾕｳｷ 飯田高

18 後沢 大道(2) 中学校   5,46.46 大峽 和(2) 高校
ｺﾞｻﾞﾜ ﾀｲﾄﾞｵ 飯田高陵中 ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ 飯田高

19 赤羽 大雅(1) 中学校   5,47.29 小出 大地(3) 中学校
ｱｶﾊﾞ ﾀｲｶﾞ ISｼﾞｭﾆｱ ｺｲﾃﾞ ﾀﾞｲﾁ 駒ヶ根東中

20 松﨑 勇起(3) 高校   5,54.37 櫻井 雄大(3) 高校
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 駒ｹ根工高 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾀ 飯田風越高
中島 快都(3) 中学校 玉置 惇輝(3) 高校
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ 下伊那松川中 ﾀﾏｵｷ ｱﾂｷ OIDE長姫高
有坂 泰希(2) 中学校
ｱﾘｻｶ ﾀｲｷ 野沢中
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1500m
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   1 山川 拓馬(2) 中学校 箕輪中     4,30.34   2   1
   2 大場 晴仁(2) 中学校 箕輪中     4,31.95   2   2
   3 河西 希隆(3) 中学校 箕輪中     4,31.97   2   3
   4 松下 純也(4) 中学校 ISｼﾞｭﾆｱ     4,33.00   2   4
   5 石川 颯(3) 高校 下伊那農業高     4,33.85   2   5
   6 安藤 雅陽(3) 中学校 駒ヶ根東中     4,37.11   2   6
   7 帯川 伊吹(2) 中学校 ISｼﾞｭﾆｱ     4,38.50   2   7
   8 島 謙介(3) 中学校 駒ヶ根東中     4,39.20   2   8
   9 松山 克敏 一般 下伊那郡陸協     4,39.49   2   9
  10 松沢 圭途(3) 高校 飯田風越高     4,40.14   2  10
  11 大場 翔太(2) 高校 OIDE長姫高     4,41.90   2  11
  12 大峽 謙(2) 中学校 ISｼﾞｭﾆｱ     4,47.56   2  12
  13 小野寺悠人(2) 高校 阿南高     4,48.64   2  13
  14 増田 輝(3) 高校 OIDE長姫高     4,52.38   2  14
  15 鈴木 智也(2) 高校 飯田風越高     4,53.22   1   1
  16 木下 恵太(2) 高校 OIDE長姫高     4,53.44   2  15
  17 山本 光汰(3) 高校 阿南高     4,56.63   1   2
  18 清水 理久(3) 高校 飯田高     4,57.21   2  16
  19 本島 尚緒(2) 中学校 高森中     4,58.23   1   3
  20 田中 稜馬(2) 中学校 伊那AC     4,59.38   1   4
  21 浦野 優至(2) 中学校 箕輪中     4,59.92   1   5
  22 岩﨑 貴平(2) 中学校 高森中     5,03.35   1   6
  23 松島 有軌(2) 高校 飯田高     5,08.23   2  17
  24 福島 翔太 中学校 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     5,10.65   1   7
  25 久松 賢悟(2) 中学校 野沢中     5,14.87   1   8
  26 森村 徳一(1) 中学校 駒ｹ根中沢RC     5,15.69   1   9
  27 福与 真生琉(2) 中学校 緑ヶ丘中     5,18.57   1  10
  28 大平 剛大(2) 高校 OIDE長姫高     5,20.97   1  11
  29 田口 央士郎(2) 中学校 飯田高陵中     5,25.09   1  12
  30 木村 衣音(2) 中学校 飯田高陵中     5,26.09   1  13
  31 小國 陽大(2) 中学校 飯田高陵中     5,31.27   1  14
  32 清水 健至(3) 中学校 野沢中     5,34.41   1  15
  33 北原 伶人(2) 中学校 飯田高陵中     5,35.08   1  16
  34 近藤 来旺(2) 中学校 飯田高陵中     5,38.29   1  17
  35 後沢 大道(2) 中学校 飯田高陵中     5,46.46   1  18
  36 赤羽 大雅(1) 中学校 ISｼﾞｭﾆｱ     5,47.29   1  19
  37 松﨑 勇起(3) 高校 駒ｹ根工高     5,54.37   1  20
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決勝 4月8日  9:55

長野県新          7,54.68
県高校新          8,05.82
県中学新          8,31.86

 1 熊谷 澪(3) 中学校   9,47.69 
ｸﾏｶﾞｲ ﾚｲ ISｼﾞｭﾆｱ

 2 福澤 刀耶(2) 中学校   9,49.55 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾄｳﾔ 駒ヶ根東中

 3 岩波 響介(3) 中学校   9,55.36 
ｲﾜﾅﾐ ｷｮｳｽｹ 箕輪中

 4 宮下 泰智(3) 中学校   9,57.09 
ﾐﾔｼﾀ ﾔｽﾄﾓ 駒ヶ根東中

 5 征矢 快誠(3) 中学校  10,06.59 
ｿﾔ ｶｲｾｲ 箕輪中

 6 大峽 謙(2) 中学校  10,12.89 
ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 菅沼 蒼太(2) 中学校  10,18.51 
ｽｶﾞﾇﾏ ｿｳﾀ 駒ヶ根東中

 8 芦部 冬馬(3) 中学校  10,28.11 
ｱｼﾍﾞ ﾄｳﾏ 宮田中

 9 丸山 卓治(3) 中学校  10,28.24 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｼﾞ 箕輪中

10 中島 快都(3) 中学校  10,28.72 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲﾄ 下伊那松川中

11 岩﨑 貴平(2) 中学校  10,32.58 
ｲﾜｻｷ ﾀｶﾗ 高森中

12 滝沢 朋季(3) 中学校  10,50.99 
ﾀｷｻﾞﾜ  ﾄﾓｷ 駒ヶ根東中

13 益山 颯琉(2) 中学校  10,54.58 
ﾏｽﾔﾏ ﾊﾙ ISｼﾞｭﾆｱ

14 中谷 純(2) 中学校  11,05.78 
ﾅｶﾔ ｼﾞｭﾝ 箕輪中

15 山本 蒼天(3) 中学校  11,06.42 
ﾔﾏﾓﾄ ｿｳﾀ 豊丘中

16 山崎 成央(2) 中学校  11,26.60 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵ ISｼﾞｭﾆｱ
瀧澤 健人(2) 中学校
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ISｼﾞｭﾆｱ
本島 尚緒(2) 中学校
ﾓﾄｼﾞﾏ ﾅｵ 高森中
岩波 颯真(2) 中学校
ｲﾜﾅﾐ ｿｳﾏ 箕輪中
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決勝 4月8日  9:30

長野県新         13,20.80
県高校新         13,45.23
県中学新         15,22.41

 1 仁科 利弥 一般  15,18.80 
ﾆｼﾅ ﾄｼﾔ 飯田市陸協

 2 早野 吉信 一般  15,26.21 
ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 下伊那郡陸協

 3 伊藤 洸介 一般  15,32.55 
ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 飯田市陸協

 4 原 武司 一般  15,54.17 
ﾊﾗ ﾀｹｼ 下伊那郡陸協

 5 松村 健一 一般  16,10.88 
ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 下伊那郡陸協

 6 代田 貴嗣 一般  16,32.15 
ｼﾛﾀ ﾀｶﾂｸﾞ 飯田市陸協

 7 小平 宗弥(3) 高校  16,40.78 
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞﾔ 松川高

 8 平澤 宏幸 一般  16,46.60 
ﾋﾗｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 飯田市陸協

 9 小平 俊介(3) 高校  16,52.56 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼｭﾝｽｹ 飯田高

10 松山 克敏 一般  17,06.25 
ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那郡陸協

11 松下 哲也(3) 高校  17,15.06 
ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾔ OIDE長姫高

12 中村 賢太郎 一般  17,44.87 
ﾅｶﾑﾗ  ｹﾝﾀﾛｳ 飯田病院

13 松沢 圭途(3) 高校  18,35.32 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲﾄ 飯田風越高

14 駒澤 信二 一般  18,38.52 
ｺﾏｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 飯田市陸協

15 増田 輝(3) 高校  18,49.63 
ﾏｽﾀﾞ ｱｷﾗ OIDE長姫高

16 山崎 哲也 一般  19,04.22 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾃﾂﾔ 下伊那郡陸協

17 小野寺悠人(2) 高校  19,04.78 
ｵﾉﾃﾞﾗﾕｳﾄ 阿南高
勾田 達也 一般
ﾏｶﾞﾀ ﾀﾂﾔ 飯田市陸協
大峽 和(2) 高校
ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ 飯田高
櫻井 雄大(3) 高校
ｻｸﾗｲ ﾕｳﾀ 飯田風越高
村田 幸平(2) 高校
ﾑﾗﾀ ｺｳﾍｲ 飯田高
唐沢 一弥 一般
ｶﾗｻﾜ ｶｽﾞﾔ 下伊那郡陸協
小池 迅平(2) 高校
ｺｲｹ ｼﾞﾝﾍﾟｲ 飯田高

23   176
欠場

17    75
欠場

11   182
欠場

8   224
欠場

7   183
欠場

2   206
欠場

9    53

13    71

18    26

20   205

4   219

10   212

16    25

19    72

21   177

6   210

3   148

12   209

1    73

15    70

22   204

5    74

14   208
氏  名 所属名 記録／備考順 No.

男子

5000m

決勝



決勝 4月8日 12:50

長野県新            13.85
県高校新            14.44

風速 +2.0

 1 井原 晟斗(2) 高校     17.70 
ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 松川高

4   141
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

男子

110mH(1.067m)

決勝



決勝 4月8日 12:20

長野県新             2.18
県高校新             2.17
県中学新             1.97

1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 1m95 2m00
松島 稜之 一般 - - - - - - - - - -
ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾕｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 O O O O XO O XXX
本多 俊平 一般 - - - - - - - O O O
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 XO XXO XXX
秦 翔(3) 高校 - - - - - - - - - O
ﾊﾀ ｼｮｳ 松川高 O XXX
佐藤 友行(3) 中学校 - - - O O O O XXO XXX
ｻﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 高森中
北村 光(2) 高校 O O O O XO O XXX
ｷﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ 飯田高
関戸 勝琉(2) 中学校 O O O XO O XO XXX
ｾｷﾄﾞ ｽｸﾞﾙ 野沢中
古瀬 尚暉(2) 中学校 O O O O XO XXO XXX
ﾌﾙｾ ﾅｵｷ 飯田高陵中
巻渕 来樹(2) 中学校 O O O XXX
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾀｲﾑ 箕輪中
有賀 泰徳(2) 中学校 O O O XXX
ｱﾙｶﾞ ﾔｽﾉﾘ 箕輪中
高倉 駿斗(2) 中学校 O O XXX
ﾀｶｸﾗ ﾊﾔﾄ 箕輪中
林 秀磨(2) 中学校 O O XXX
ﾊﾔｼ ｼｭｳﾏ 箕輪中
田中 隆斗(1) 中学校 O O XXX
ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ 阿智村RC
福澤 洸士(2) 中学校 O - - - - XXX
ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｼ 伊那AC
井原 彪(3) 高校 - - - - - - - - - - 記録なし
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高 - XXX
小松 和真(3) 高校 欠場
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾏ 飯田風越高
唐澤 慶大(3) 高校 欠場
ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ 飯田風越高

12   221

11   218

 1.20

16   173

13 6    61

 1.25

10 7    50
 1.25

10 2   246

 1.30

10 1   236
 1.25

8 5   245

 1.45

8 4   230
 1.30

7 3   194

 1.45

6 8   248
 1.45

5 10   187

 1.70

4 9   128
 1.55

3 14   149

1m45

 1.95

2 15    47
 1.75

1 13    44

備考
1m20 1m25 1m30

所属名 記録
1m60 1m651m50 1m55

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位 試技

男子

走高跳

決勝

1m35 1m40



決勝 4月8日  9:30

長野県新             7.94
県高校新             7.61
県中学新             7.04

浦野 快生(3) 中学校    X   6.08    X    6.08 
ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ 箕輪中   +0.6    +0.6
山口 凌平(3) 高校    X   5.71    X    5.71 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 松川高   +0.9    +0.9
三石 隼斗(2) 高校   5.28   5.61   5.52    5.61 
ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ 飯田高   +0.2   +0.7   +0.9    +0.7
嵯峨座  綾(2) 高校   5.29   5.43    X    5.43 
ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ 飯田風越高   +0.5   +0.5    +0.5
松田 拓巳(2) 中学校   5.38    X   5.16    5.38 
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 箕輪中   +1.3   +0.4    +1.3
椚谷 元(2) 中学校   5.15   5.34    X    5.34 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ 高森中   +0.5   +0.6    +0.6
塩澤 昂(3) 中学校   5.13   5.13   4.93    5.13 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +1.3   +1.2   +0.3    +1.3
古瀬 尚暉(2) 中学校   4.88   5.04   5.10    5.10 
ﾌﾙｾ ﾅｵｷ 飯田高陵中   +0.1   +1.5   +0.8    +0.8
林 亮典(2) 中学校   5.00    X    X    5.00 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 野沢中   -0.2    -0.2
吉川  七洋(2) 高校   4.80   4.92   4.51    4.92 
ﾖｼｶﾜ ﾅﾅﾐ 飯田風越高   +0.4   -0.3   +0.7    -0.3
南澤 爽太 中学校   4.88   4.88   4.82    4.88 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +1.1   +0.9   +0.9    +1.1
古谷 聖斗(2) 高校   4.87   4.63   4.67    4.87 
ﾌﾙﾔ ﾏｻﾄ 岡谷東   +0.7   +1.7   +1.0    +0.7
宮下 琉(2) 高校   2.95   4.68   4.83    4.83 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 駒ｹ根工高   +1.3   +0.6   -0.4    -0.4
樋口 創太(2) 中学校   4.68   4.25   3.96    4.68 
ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +1.0   +1.8   +1.3    +1.0
竹村 晃多(3) 中学校   4.66    X    X    4.66 
ﾀｹﾑﾗ  ｺｳﾀ 駒ヶ根東中   +1.2    +1.2
松岡 裕雅(2) 中学校    X   4.62   4.53    4.62 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳｶﾞ 高森中   +1.2   -0.2    +1.2
唐澤 慶大(3) 高校   4.57   4.35   4.60    4.60 
ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ 飯田風越高   +1.5   +1.0   +1.1    +1.1
百瀬 景哉(1) 中学校   4.60    X   4.53    4.60 
ﾓﾓｾ ｹｲﾔ 塩尻市陸協   +0.9   +0.5    +0.9
岡田 陸 中学校   4.47    X   4.53    4.53 
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +0.5   +0.6    +0.6
坪井 康生(3) 中学校   4.29    X   4.13    4.29 
ﾂﾎﾞｲ ｺｳｾｲ 野沢中   +1.9   +0.1    +1.9
手塚 嵐太 中学校    X   4.22   4.11    4.22 
ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +0.7   +0.3    +0.7
松村 喜道(1) 中学校   4.10    X    X    4.10 
ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC   +0.9    +0.9
伊藤 新(1) 中学校   2.83   4.07   3.69    4.07 
ｲﾄｳ ｱﾗﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC    0.0   +0.2   +1.2    +0.2
塩澤 直樹(3) 中学校    X    X   4.05    4.05 
ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 緑ヶ丘中   +0.9    +0.9
内藤 輝(2) 中学校   3.31    X    X    3.31 
ﾅｲﾄｳ ｶｸﾞﾔ 野沢中   +2.7    +2.7
臼田 寛一(2) 中学校 欠場
ｳｽﾀﾞ ｶﾝｲﾁ 野沢中
那須野  敦(2) 高校 欠場
ﾅｽﾉ ｱﾂｼ 飯田風越高
小松 和真(3) 高校 欠場
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾏ 飯田風越高
伊東 龍生(3) 中学校 欠場
ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 伊那AC
古瀬 友暉(2) 高校 欠場
ﾌﾙｾ ﾕｳｷ 飯田風越高
神谷 宗尭(3) 中学校 欠場
ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ 箕輪中

26   239

25   216

23    58

12   218

7   222

2   247

25 1   254

24 14   260

23 6    30

22 3    33

21 4   135

20 27   253

19 8   134

18 11    65

17 22   221

16 5   130

15 15   121

14 9    36

13 19    95

12 24    66

11 13   138

10 18   214

9 20   258

8 10   194

7 17    31

6 16   133

5 21   238

4 29   217

3 28   174

2 30   147

備考
1 31   227

-5- -6- 記録-2- -3- -4-

男子

走幅跳

決勝

氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 4月8日  9:20

長野県新            16.11

上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
遠藤 邦彦 一般
ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾋｺ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
上條 健 一般
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
佐々木久孝 一般
ｻｻｷ ﾋｻﾀｶ 飯田市陸協

 4.85  4.98  4.91
4 1   207

  7.21  6.69  6.84

  4.98 

 10.25 

3 2    46
 7.21

10.15   X 10.25
2 3    42

 11.28 11.28 11.25

備考
1 4    45

  X

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

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝



決勝 4月8日 13:00

長野県新            50.52

上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
佐々木久孝 一般
ｻｻｷ ﾋｻﾀｶ 飯田市陸協
上條 健 一般 記録なし
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

  X   X

 13.63 

2    46
  X

  O   O 13.63
2 1   207

 33.80   X   O

備考
1 3    45

33.80

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

男子

円盤投(2.000kg)

決勝



決勝 4月8日 14:00

長野県新            62.50

上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
上條 健 一般
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
佐々木久孝 一般
ｻｻｷ ﾋｻﾀｶ 飯田市陸協
本多 俊平 一般
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

  /   /   /
2    47

 11.95   O   O

 23.19 

3 1   207
11.95

23.19   X   X
2 3    46

 42.85   O 42.85

備考
1 4    45

  O

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

男子

ハンマー投

決勝



決勝 4月8日 11:00

長野県新            68.34
県高校新            62.58

友田 利男 一般
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那郡陸協
伯耆原 志一(3) 高校
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｷｶｽﾞ 岡谷東
宮島 真吾 一般
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ DreamA.C
小松 和真(3) 高校
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾏ 飯田風越高
園原 昇汰(3) 高校
ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 阿智高
本多 俊平 一般
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
浜 汐音(2) 高校
ﾊﾏ ｼｵﾝ 岡谷東
髙田 雅也(3) 高校
ﾀｶﾀﾞ ﾏｻﾔ 阿智高
上條 健 一般
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
佐々木久孝 一般
ｻｻｷ ﾋｻﾀｶ 飯田市陸協

 15.16 15.16   O

 30.71 

11 1   207
  O

30.71   O   O
10 4    45

 31.14 31.14   O

 32.72 

9 5    46
  O

32.72   O   O
8 2    49

 33.80 33.80   O

 37.45 

7 3    68
  O

  O 37.45   O
6 6    47

 37.55 37.55   X

 44.88 

5 8    48
  /

  O   O 44.88
4 9   218

 45.64   O 45.64

 50.72 

3 11     1
  O

  O   O 50.72
2 7    67

 52.45 52.45   O

備考
1 10    76

  O

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

男子

やり投

決勝



決勝 4月8日 15:05

長野県新            40.62
県高校新            41.06
県中学新            43.57

[ 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   2 高森中   133 椚谷 元(2)     48.21  1   7 松川高   149 秦 翔(3)     44.50 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾊﾀ ｼｮｳ
  127 吉沢 雄人(3)   143 近藤 雅哉(3)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
  129 市瀬 嵩唯(3)   147 山口 凌平(3)

ｲﾁﾉｾ ｺｳｲ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ
  131 竹内 大輔(3)   141 井原 晟斗(2)

ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ ｲﾊﾗ ｾｲﾄ
 2   7 駒ヶ根東中   121 竹村 晃多(3)     48.56  2   6 飯田高(A)   186 米澤 和真(3)     44.99 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾀｹﾑﾗ  ｺｳﾀ ｲｲﾀﾞｺｳA ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
  116 深谷 朝海(3)   175 篠田 知樹(3)

ﾌｶﾔ  ｻﾐ ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ
  115 小澤 拓哉(3)   188 友保 尚樹(2)

ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾔ ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ
  125 林 雅斗(3)   181 西村 武登(3)

ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ
 3   1 飯田高陵中   189 伊藤 小次郎(2)     48.70  3   3 飯田風越高   217 嵯峨座  綾(2)     46.75 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｲﾄｳ ｺｼﾞﾛｳ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ
  190 奥村 洸平(3)   214 吉川  七洋(2)

ｵｸﾑﾗ ｺｳﾍｲ ﾖｼｶﾜ ﾅﾅﾐ
  194 古瀬 尚暉(2)   222 那須野  敦(2)

ﾌﾙｾ ﾅｵｷ ﾅｽﾉ ｱﾂｼ
  199 正木 太陽(3)   221 唐澤 慶大(3)

ﾏｻｷ ﾀｲﾖｳ ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ
 4   6 野沢中(A)   258 林 亮典(2)     48.96  4   8 箕輪中(A)   238 松田 拓巳(2)     47.49 

ﾉｻﾞﾜﾁｭｳA ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ ﾐﾉﾜﾁｭｳA ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ
  253 坪井 康生(3)   227 浦野 快生(3)

ﾂﾎﾞｲ ｺｳｾｲ ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ
  255 飯島 大陽(3)   234 古賀 直信(3)

ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ
  250 山口 大貴(3)   242 瀧澤 直希(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ
 5   4 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC    32 宮下 司(3)     48.97  5   2 飯田高(B)   178 松島 有軌(2)     47.72 

ｲｲﾀﾞｯｼｭAC ﾐﾔｼﾀ ﾂｶｻ ｲｲﾀﾞｺｳB ﾏﾂｼﾏ ﾕｳｷ
   36 樋口 創太(2)   174 三石 隼斗(2)

ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ
   31 塩澤 昂(3)   172 安藤 俊輝(2)

ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ
   35 肥後 琉之介(2)   179 清水 憲一(2)

ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ｼﾐｽﾞ ｹﾝｲﾁ
 6   3 箕輪中(B)   246 林 秀磨(2)     53.83  6   4 緑ヶ丘中   261 金子 昂星(3)     48.00 

ﾐﾉﾜﾁｭｳB ﾊﾔｼ ｼｭｳﾏ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ｶﾈｺ ｺｳｾｲ
  235 戸田 全飛(2)   264 大平 雄斗(3)

ﾄﾀﾞ ﾏｻﾀｶ ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ
  245 有賀 泰徳(2)   266 木下 耀仁(3)

ｱﾙｶﾞ ﾔｽﾉﾘ ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ
  230 巻渕 来樹(2)   263 村澤 和真(3)

ﾏｷﾌﾞﾁ ﾀｲﾑ ﾑﾗｻﾜ ｶｽﾞﾏ
 7   8 野沢中(B)   254 内藤 輝(2)     55.00  7   5 DreamA.C     2 山本 純也     49.27 

ﾉｻﾞﾜﾁｭｳB ﾅｲﾄｳ ｶｸﾞﾔ ﾄﾞﾘｰﾑA.C ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ
  249 久松 賢悟(2)     4 浅野 大輔

ﾋｻﾏﾂ ｹﾝｺﾞ ｱｻﾉ ﾀﾞｲｽｹ
  248 関戸 勝琉(2)     5 竹内 一弘

ｾｷﾄﾞ ｽｸﾞﾙ ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ
  256 木内 温斗(2)     3 松尾 将文

ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ ﾏﾂｵ ﾏｻﾌﾐ
 8   5 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   134 岡田 陸     55.17 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ ｵｶﾀﾞ ﾘｸ
  139 福島 翔太

ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ
  135 手塚 嵐太

ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ
  138 南澤 爽太

ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ

男子

4×100mR

決勝



   1 松川高     44.50 秦 翔(3) 近藤 雅哉(3) 山口 凌平(3) 井原 晟斗(2)   2   1
   2 飯田高(A)     44.99 米澤 和真(3) 篠田 知樹(3) 友保 尚樹(2) 西村 武登(3)   2   2
   3 飯田風越高     46.75 嵯峨座  綾(2) 吉川  七洋(2) 那須野  敦(2) 唐澤 慶大(3)   2   3
   4 箕輪中(A)     47.49 松田 拓巳(2) 浦野 快生(3) 古賀 直信(3) 瀧澤 直希(2)   2   4
   5 飯田高(B)     47.72 松島 有軌(2) 三石 隼斗(2) 安藤 俊輝(2) 清水 憲一(2)   2   5
   6 緑ヶ丘中     48.00 金子 昂星(3) 大平 雄斗(3) 木下 耀仁(3) 村澤 和真(3)   2   6
   7 高森中     48.21 椚谷 元(2) 吉沢 雄人(3) 市瀬 嵩唯(3) 竹内 大輔(3)   1   1
   8 駒ヶ根東中     48.56 竹村 晃多(3) 深谷 朝海(3) 小澤 拓哉(3) 林 雅斗(3)   1   2
   9 飯田高陵中     48.70 伊藤 小次郎(2) 奥村 洸平(3) 古瀬 尚暉(2) 正木 太陽(3)   1   3
  10 野沢中(A)     48.96 林 亮典(2) 坪井 康生(3) 飯島 大陽(3) 山口 大貴(3)   1   4
  11 ｲｲﾀﾞｯｼｭAC     48.97 宮下 司(3) 樋口 創太(2) 塩澤 昂(3) 肥後 琉之介(2)   1   5
  12 DreamA.C     49.27 山本 純也 浅野 大輔 竹内 一弘 松尾 将文   2   7
  13 箕輪中(B)     53.83 林 秀磨(2) 戸田 全飛(2) 有賀 泰徳(2) 巻渕 来樹(2)   1   6
  14 野沢中(B)     55.00 内藤 輝(2) 久松 賢悟(2) 関戸 勝琉(2) 木内 温斗(2)   1   7
  15 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     55.17 岡田 陸 福島 翔太 手塚 嵐太 南澤 爽太   1   8

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1順位 所属名 都道府県

男子

4×100mR
タイムレース



決勝 4月8日 11:40

県小学新            12.27

[ 1組] 風速 +2.0 [ 2組] 風速 +2.5

 1 岩下 隼絆(2) 小学校     17.27  1 鈴木 拓斗(4) 小学校     15.94 
ｲﾜｼﾀ ﾊﾔﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｽｽﾞｷ ﾀｸﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 外山  稜真(2) 小学校     17.77  2 西村 琉汰(5) 小学校     16.20 
ﾄﾔﾏ    ﾘｮｳﾏ 下條小 ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 3 諸山 琉生(4) 小学校     17.78  3 伊原  颯太(3) 小学校     16.82 
ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｲﾊﾗ    ｿｳﾀ 下條小

 4 筒井  陽(2) 小学校     18.52  4 熊谷  永遠(3) 小学校     17.05 
ﾂﾂｲ ﾊﾙ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｸﾏｶﾞｲ   ﾄﾜ 下條小

 5 鳥海 倖正(2) 小学校     18.87  5 矢澤 藍義(4) 小学校     17.90 
ﾄﾘｳﾐ ｺｳｾｲ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾔｻﾞﾜ ﾗﾝｷﾞ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 6 近藤 紫矢(3) 小学校     19.67  6 加藤  陽馬(2) 小学校     18.11 
ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭｳﾔ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｶﾄｳ    ﾊﾙﾏ 下條小

 7 中平  櫂(2) 小学校     20.88  7 前澤  蓮(4) 小学校     18.12 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｶｲ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾏｴｻﾞﾜ ﾚﾝ 下條小
福岡 遥斗(2) 小学校  8 ?木  優太(3) 小学校     18.35 
ﾌｸｵｶ ﾊﾙﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｳﾒｷ    ﾕｳﾀ 下條小

[ 3組] 風速 +2.7 [ 4組] 風速 +2.4

 1 塩澤 蒼(4) 小学校     14.99  1 高野 善郎(6) 小学校     14.80 
ｼｵｻﾞﾜ ｿｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾀｶﾉ ﾖｼﾛｳ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 2 木内 光波(5) 小学校     15.09  2 山岸 亮太(6) 小学校     15.57 
ｷｳﾁ ｺｳﾊ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾀ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 中原  稜(5) 小学校     15.50  3 宮澤 柊太(6) 小学校     15.76 
ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 土屋 太木(5) 小学校     15.84  4 丸山 由晴(4) 小学校     16.00 
ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾊﾙ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 今村 悠真(5) 小学校     15.93  5 西村 成(5) 小学校     16.06 
ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾏ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾆｼﾑﾗ ﾅﾙ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ

 6 佐藤  颯(4) 小学校     16.46  6 宮脇 怜雅(4) 小学校     16.53 
ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾐﾔﾜｷ ﾘｮｳｶﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 仲田 駿求(4) 小学校     16.47  7 野村 陽斗(3) 小学校     16.61 
ﾅｶﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾄ 伊那AC

 8 藤本 輝伸(4) 小学校     17.10  8 中島 賢吾(4) 小学校     16.97 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｷｼﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｺﾞ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

[ 5組] 風速 +2.1

 1 山口 耕(5) 小学校     13.86 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳ 上郷小

 2 吉澤 遼真(6) 小学校     14.08 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 中山 椋介(6) 小学校     14.88 
ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 飯島 颯斗(6) 小学校     14.97 
ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

 5 安藤 陽人(6) 小学校     14.99 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 6 伊藤 嶺(6) 小学校     15.02 
ｲﾄｳ ﾚｲ 伊那AC

 7 藤本  音緒(6) 小学校     15.08 
ﾌｼﾞﾓﾄ   ﾈｵ 下條小

 8 羽生 祥基(6) 小学校     16.95 
ﾊﾆｭｳ ﾖｼｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
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   1 山口 耕(5) 小学校 上郷小     13.86 (+2.1)   5   1
   2 吉澤 遼真(6) 小学校 ISｼﾞｭﾆｱ     14.08 (+2.1)   5   2
   3 高野 善郎(6) 小学校 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     14.80 (+2.4)   4   1
   4 中山 椋介(6) 小学校 ISｼﾞｭﾆｱ     14.88 (+2.1)   5   3
   5 飯島 颯斗(6) 小学校 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少     14.97 (+2.1)   5   4
   6 塩澤 蒼(4) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     14.99 (+2.7)   3   1
   6 安藤 陽人(6) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     14.99 (+2.1)   5   5
   8 伊藤 嶺(6) 小学校 伊那AC     15.02 (+2.1)   5   6
   9 藤本  音緒(6) 小学校 下條小     15.08 (+2.1)   5   7
  10 木内 光波(5) 小学校 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.09 (+2.7)   3   2
  11 中原  稜(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.50 (+2.7)   3   3
  12 山岸 亮太(6) 小学校 ISｼﾞｭﾆｱ     15.57 (+2.4)   4   2
  13 宮澤 柊太(6) 小学校 ISｼﾞｭﾆｱ     15.76 (+2.4)   4   3
  14 土屋 太木(5) 小学校 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.84 (+2.7)   3   4
  15 今村 悠真(5) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.93 (+2.7)   3   5
  16 鈴木 拓斗(4) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     15.94 (+2.5)   2   1
  17 丸山 由晴(4) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.00 (+2.4)   4   4
  18 西村 成(5) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     16.06 (+2.4)   4   5
  19 西村 琉汰(5) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     16.20 (+2.5)   2   2
  20 佐藤  颯(4) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.46 (+2.7)   3   6
  21 仲田 駿求(4) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     16.47 (+2.7)   3   7
  22 宮脇 怜雅(4) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.53 (+2.4)   4   6
  23 野村 陽斗(3) 小学校 伊那AC     16.61 (+2.4)   4   7
  24 伊原  颯太(3) 小学校 下條小     16.82 (+2.5)   2   3
  25 羽生 祥基(6) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.95 (+2.1)   5   8
  26 中島 賢吾(4) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.97 (+2.4)   4   8
  27 熊谷  永遠(3) 小学校 下條小     17.05 (+2.5)   2   4
  28 藤本 輝伸(4) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     17.10 (+2.7)   3   8
  29 岩下 隼絆(2) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     17.27 (+2.0)   1   1
  30 外山  稜真(2) 小学校 下條小     17.77 (+2.0)   1   2
  31 諸山 琉生(4) 小学校 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     17.78 (+2.0)   1   3
  32 矢澤 藍義(4) 小学校 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ     17.90 (+2.5)   2   5
  33 加藤  陽馬(2) 小学校 下條小     18.11 (+2.5)   2   6
  34 前澤  蓮(4) 小学校 下條小     18.12 (+2.5)   2   7
  35 ?木  優太(3) 小学校 下條小     18.35 (+2.5)   2   8
  36 筒井  陽(2) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     18.52 (+2.0)   1   4
  37 鳥海 倖正(2) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     18.87 (+2.0)   1   5
  38 近藤 紫矢(3) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     19.67 (+2.0)   1   6
  39 中平  櫂(2) 小学校 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     20.88 (+2.0)   1   7
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タイムレース



決勝 4月8日 14:10

県小学新          2,49.83

 1 山田 隼輔(6) 小学校   3,20.57 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 2 吉澤 遼真(6) 小学校   3,25.07 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ ISｼﾞｭﾆｱ

 3 宮澤 柊太(6) 小学校   3,25.95 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ ISｼﾞｭﾆｱ

 4 藤本 憲伸(6) 小学校   3,26.31 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 5 熊谷  航陽(6) 小学校   3,26.60 
ｸﾏｶﾞｲ   ｺｳﾖｳ 下條小

 6 山岸 亮太(6) 小学校   3,28.33 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾀ ISｼﾞｭﾆｱ

 7 中山 椋介(6) 小学校   3,30.19 
ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ ISｼﾞｭﾆｱ

 8 仲田 初志(6) 小学校   3,33.98 
ﾅｶﾀ ﾊﾂｼ ISｼﾞｭﾆｱ

 9 福島 圭亮(5) 小学校   3,41.72 
ﾌｸｼﾏ ｹｲｽｹ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

10 羽生 大起(6) 小学校   3,43.34 
ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

11 中野 聡太(6) 小学校   3,44.95 
ﾅｶﾉ ｿｳﾀ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

12 矢澤 颯介(3) 小学校   3,46.49 
ﾔｻﾞﾜ ｿｳｽｹ 駒ｹ根中沢RC

13 熊谷  駿汰(4) 小学校   3,47.82 
ｸﾏｶﾞｲ   ｼｭﾝﾀ 下條小

14 山下 竣太郎(6) 小学校   3,51.47 
ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝﾀﾛｳ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

15 鈴木 凰介(6) 小学校   3,52.39 
ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

16 鈴木 哲平(6) 小学校   3,56.87 
ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

17 中村 元紀(6) 小学校   4,01.57 
ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

18 宮澤 太地(6) 小学校   4,02.53 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｲﾁ 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少

19 木内 光波(5) 小学校   4,05.01 
ｷｳﾁ ｺｳﾊ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

20 佐藤  颯(4) 小学校   4,05.85 
ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

21 土屋 太木(5) 小学校   4,16.42 
ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

22 諸山 琉生(4) 小学校   4,21.30 
ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
矢澤 秀成(5) 小学校
ﾔｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 駒ｹ根中沢RC
中平  翔(4) 小学校
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｼｮｳ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ
山口 耕(5) 小学校
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳ 上郷小
伊藤 嶺(6) 小学校
ｲﾄｳ ﾚｲ 伊那AC

20    59
欠場

18   171
欠場

5   163
欠場

4   109
欠場

12   136

16   137

7   158

10   140

2    97

24   100

26   103

14   104

22    99

9    88

6   110

8   101

13   152

11   169

3    18

1    17

15    10

23    87

21   167

19     8

25     7

17   159

小学男子

1000m

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 No.



決勝 4月8日 14:55

県小学新            51.04

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(A  102 飯島 颯斗(6)   1,02.84 

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳ(A) ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ
   98 高野 善郎(6)

ﾀｶﾉ ﾖｼﾛｳ
  101 中野 聡太(6)

ﾅｶﾉ ｿｳﾀ
   99 山下 竣太郎(6)

ﾔﾏｼﾀ ｼｭﾝﾀﾛｳ
 2   3 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(A)  157 今村 悠真(5)   1,03.65 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞA ｲﾏﾑﾗ ﾕｳﾏ
  151 羽生 祥基(6)

ﾊﾆｭｳ ﾖｼｷ
  160 中原  稜(5)

ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳ
  150 安藤 陽人(6)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ
 3   7 下條小(A)    88 熊谷  駿汰(4)   1,04.39 

ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳA ｸﾏｶﾞｲ   ｼｭﾝﾀ
   87 熊谷  航陽(6)

ｸﾏｶﾞｲ   ｺｳﾖｳ
   89 中島  尚哉(6)

ﾅｶｼﾏ   ﾅｵﾔ
   90 藤本  音緒(6)

ﾌｼﾞﾓﾄ   ﾈｵ
 4   2 ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ    37 塩澤 蒼(4)   1,04.52 

ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ ｼｵｻﾞﾜ ｿｳ
   40 仲田 駿求(4)

ﾅｶﾀ
   38 西村 成(5)

ﾆｼﾑﾗ ﾅﾙ
   39 西村 琉汰(5)

ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳﾀ
 5   5 松川陸上ｸﾗﾌﾞ(B)  158 佐藤  颯(4)   1,06.63 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞB ｻﾄｳ ﾊﾔﾃ
  153 丸山 由晴(4)

ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾊﾙ
  155 宮脇 怜雅(4)

ﾐﾔﾜｷ ﾘｮｳｶﾞ
  170 鈴木 拓斗(4)

ｽｽﾞｷ ﾀｸﾄ
  6 駒ヶ根市ｽﾎﾟ少(   104 鈴木 凰介(6)

ｺﾏｶﾞﾈｼｽﾎﾟｼｮｳ(B) ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 失格
  100 中村 元紀(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ
   97 宮澤 太地(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｲﾁ
  103 鈴木 哲平(6)

ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ

小学男子

4×100mR

決勝



決勝 4月8日 12:50

県中学新            14.19

風速 +2.5

 1 飯島 大陽(3) 中学校     15.69 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 野沢中

 2 木下 耀仁(3) 中学校     18.16 
ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ 緑ヶ丘中

 3 小椋 悠也(2) 中学校     20.51 
ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾔ 飯田高陵中

 4 正木 健登(2) 中学校     22.81 
ﾏｻｷ ｹﾝﾄ 飯田高陵中
井原 晟斗(2) 高校
ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 松川高

6   141
欠場

3   198

5   196

7   266

4   255
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

中学男子

110mH(0.914m)

決勝



決勝 4月8日  9:20

県中学新            13.45

白鳥 和弥(2) 中学校
ｼﾛﾄﾘ ｶｽﾞﾔ 箕輪中
竹内 大輔(3) 中学校
ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲｽｹ 高森中
鷹野 羽也斗(2) 中学校
ﾀｶﾉ ﾊﾔﾄ 野沢中
神田 健勝(3) 中学校 欠場
ｶﾝﾀﾞ  ﾀｹﾏｻ 駒ヶ根東中

2   117

  4.73  4.73  4.03

  8.33 

3 1   252
  X

 8.33   X  7.99
2 3   131

  8.92  8.61  8.92

備考
1 4   244

  X

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

中学男子

砲丸投(5.000kg)

決勝



決勝 4月8日 13:00

白鳥 和弥(2) 中学校
ｼﾛﾄﾘ ｶｽﾞﾔ 箕輪中

 19.61   X   X

備考
1 1   244

19.61

-5- -6- 記録-2- -3-

中学男子

円盤投(1.500kg)

決勝

-4-氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 4月8日 11:00

県中学新            72.60

奥村 洸平(3) 中学校
ｵｸﾑﾗ ｺｳﾍｲ 飯田高陵中
手塚 嵐太 中学校
ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
岡田 陸 中学校
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

2   134

1   135

 27.12 27.12   O

備考
1 3   190

  -

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

中学男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝



決勝 4月8日  9:20

県高校新            14.76

藤井 隆聖(2) 高校
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田高
折山 景柊(3) 高校
ｵﾘﾔﾏ ｹｲｼｭｳ 飯田風越高
カルロス アウグスト高校
ｶﾙﾛｽ ｱｳｸﾞｽﾄ 駒ｹ根工高
塚田 一勢(2) 高校
ﾂｶﾀﾞ ｲｯｾｲ 飯田高

 7.40  7.80   X
4 1   184

  8.71  8.19  8.41

  7.80 

 10.63 

3 3    94
 8.71

10.53 10.31 10.63
2 2   220

 10.77 10.60 10.70

備考
1 4   185

10.77

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

高校男子

砲丸投(6.000kg)

決勝



決勝 4月8日 13:00

県高校新            45.21

折山 景柊(3) 高校
ｵﾘﾔﾏ ｹｲｼｭｳ 飯田風越高
塚田 一勢(2) 高校
ﾂｶﾀﾞ ｲｯｾｲ 飯田高

16.91   X   X
2 1   184

 33.94   O   O

 16.91 

備考
1 2   220

33.94

-5- -6- 記録-2- -3-

高校男子

円盤投(1.750kg)

決勝

-4-氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 4月8日 14:00

中嶋 宏太(3) 高校
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ 阿南高
末元 昂成(2) 高校
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 阿南高
小林 薫(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾙ 阿南高
伯耆原 志一(3) 高校
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｷｶｽﾞ 岡谷東

  X 22.53   O
4 1    67

 30.42   X 30.42

 22.53 

 34.41 

3 2    54
  O

  O 34.41   X
2 3    56

 34.82   O 34.82

備考
1 4    55

  X

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

高校男子

ハンマー投          

決勝
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