
大会コード 17172008 

平成 29 年度 南信高等学校新人体育大会陸上競技大会 

記録集 

期 日 ： 平成 29 年 9月 9日（土）～10日（日） 

主 催 ： 長野陸上競技協会 南信高等学校体育連盟  

後 援 ： 伊那市教育委員会 上伊那陸上競技協会 

会 場 ： 伊那市陸上競技場（172030） 

審判長 ： トラック／城田 忠承 フィールド／北沢 豊治 

総 務 ： 名取 和訓 

記録主任： 田中 聡 

■ この大会で樹立された記録

月日 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 記録 氏名(学年) 男女 所属 従来の記録 備考 

9/9 女子 1500ｍ 予選 4 分 39秒 06 藤岡 緩奈(2) 女 東海大諏訪 4 分 39秒 34 大会新 

9/9 女子 100ｍ 決勝 12秒 58(-1.4) 宮澤 歩(2) 女 諏訪二葉 12秒 59 大会新 

9/10 男子走高跳 決勝 1m98 宮坂 夏輝(2) 男 諏訪清陵 1m97 大会新 

9/10 女子 4×400ｍＲ 決勝 4 分 00秒 46 

徳竹 美友(2) 
今井 希生(2) 
小林 叶音(2) 
藤岡 緩菜(2) 

女 東海大諏訪 4 分 00秒 93 大会新 

■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 ％ 

9 月 9 日 

9：30 晴 東 0.4 25.1 52.6 

10：00 晴 北東 0.5 27.0 46.7 

11：00 晴 東 0.4 27.2 42.4 

12：00 晴 南東 0.6 27.5 39.9 

13：00 晴 南南東 1.4 29.8 37.6 

14：00 晴 南 1.4 29.0 41.1 

15：00 晴 南 2.7 28.1 44.2 

16：00 晴 南 2.9 27.1 49.8 

月  日 時  刻 天  候 風  向 風速 m/s 気温 ℃ 湿度 ％ 

9 月 10日 

9：00 晴 東南東 1.2 22.6 70.2 

10：00 晴 南東 1.0 25.5 57.4 

11：00 晴 南東 1.4 27.3 49.8 

12：00 晴 南 2.8 27.7 44.5 

13：00 晴 南西 2.0 29.4 42.9 

14：00 晴 南西 1.4 30.1 40.8 

15：00 晴 南西 2.4 29.4 42.4 



平成29年度　南信高等学校新人体育大会陸上競技大会                                
　主催：(一財)長野陸上競技協会・南信高等学校体育連盟                            
　後援：伊那市教育委員会・上伊那陸上競技協会                                    
　期日：平成29年9月9日(土)、10日(日)                                            

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
09/09 男子  -1.8井出 純一朗(2) 11.56 松本 陸(2) 11.57 酒井 和馬(2) 11.63 中澤 新(1) 11.64 嵯峨座  綾(2) 11.65 小濱 律(1) 11.77 酒井 龍介(1) 12.02 藤井 隆聖(2) 20.56

100m 諏訪清陵 諏訪二葉 上伊那農 諏訪清陵 飯田風越 上伊那農 上伊那農 飯田
09/10  -1.8林 泰希(1) 22.95 宮坂 空(2) 23.26 小坂 晃大(1) 23.28 小濱 律(1) 23.57 酒井 龍介(1) 23.67 中澤 新(1) 23.78 井手 翼(1) 24.20 唐澤  秀作(1) 24.33

200m 諏訪清陵 下諏訪向陽 東海大諏訪 上伊那農 上伊那農 諏訪清陵 諏訪清陵 伊那弥生ヶ丘
09/09 小池  潤優(2) 50.26 宮坂 空(2) 51.00 林 泰希(1) 51.24 鈴木 颯太(2) 51.28 原  大貴(1) 52.46 片桐 聖護(2) 53.55 井手 翼(1) 53.73 松本 直大(1) 53.82

400m 伊那弥生ヶ丘 下諏訪向陽 諏訪清陵 諏訪二葉 伊那弥生ヶ丘 赤穂 諏訪清陵 東海大諏訪
09/10 熊谷 康成(2) 2,01.55 大峽 和(2) 2,02.26 鈴木 颯太(2) 2,03.25 松﨑 文哉(1) 2,04.10 酒井 龍一(2) 2,04.83 小池  潤優(2) 2,06.00 宮脇 祐歩(1) 2,06.03 原  大貴(1) 2,08.80

800m 伊那北 飯田 諏訪二葉 東海大諏訪 伊那北 伊那弥生ヶ丘 伊那北 伊那弥生ヶ丘
09/09 清水 龍斗(2) 4,07.75 酒井 龍一(2) 4,09.43 佐藤 龍我(2) 4,09.72 大峽 和(2) 4,10.53 熊谷 康成(2) 4,13.96 鈴木 稜哉(2) 4,15.90 伊藤 輝(2) 4,16.34 宮嶋 宇明(1) 4,16.91

1500m 伊那北 伊那北 上伊那農 飯田 伊那北 諏訪二葉 東海大諏訪 松川
09/10 伊藤 輝(2) 15,50.92 清水 龍斗(2) 16,06.59 佐藤 龍我(2) 16,08.78 小林 大亮(2) 16,13.59 久保田 祐梨(1) 16,24.74 鈴木 稜哉(2) 16,25.08 関 剛洸(2) 16,27.32 宮嶋 宇明(1) 16,30.65

5000m 東海大諏訪 伊那北 上伊那農 東海大諏訪 上伊那農 諏訪二葉 東海大諏訪 松川
09/09  -2.8井出 純一朗(2) 16.04 酒井 和馬(2) 16.43 山内 一輝(2) 16.47 雨宮 海斗(2) 16.54 関 雄飛(1) 17.44 井原 晟斗(2) 18.48 松田 蓮太郎(1) 18.49 安藤 俊輝(2) 20.04

110mH(1.067m) 諏訪清陵 上伊那農 上伊那農 諏訪二葉 上伊那農 松川 下諏訪向陽 飯田
09/10 山内 一輝(2) 56.14 酒井 和馬(2) 59.19 井原 晟斗(2) 1,00.00 雨宮 海斗(2) 1,00.12 清水 憲一(2) 1,01.70 塚田 千紘(1) 1,02.86 林 涼真(2) 1,04.70 立石 幸祐(1) 1,07.50

400mH(0.914m) 上伊那農 上伊那農 松川 諏訪二葉 飯田 下諏訪向陽 伊那北 岡谷工
09/09 関 剛洸(2) 9,59.44 小林 大亮(2) 10,02.93 南郷 隼翔(2) 10,29.10 宮坂 祐貴(2) 10,43.69 松下 純也(1) 10,48.20 岡 亮輔(2) 10,51.40 後沢 大紀(1) 10,52.18 両角 睦紀(2) 10,53.37

3000mSC 東海大諏訪 東海大諏訪 伊那北 岡谷南 飯田風越 伊那北 松川 諏訪二葉
09/10 石井 慎也(2) 22,49.74 小林 亮太(1) 22,52.40 水野 雄斗(2) 25,10.24 米山 諒(2) 35,00.91 市村 雅仁(2) 39,48.48

5000mW 東海大諏訪 東海大諏訪 東海大諏訪 赤穂 赤穂
09/10 宮坂 夏輝(2) 1.98 笠原 理央(2) 1.95 林 力輝(1) 1.75 大久保 海翔(1) 飯田風越 1.75 細川 隼(1) 1.75 丸山 怜治(1) 1.70 野々村 一人(2) 1.70

走高跳 諏訪清陵 GR 諏訪清陵 飯田風越 赤羽 健一(1) 下諏訪向陽 下諏訪向陽 高遠 茅野
09/09 中山 蓮(2) 4.00 鎌倉 慎太郎(2) 3.80 恒川 直澄(1) 3.80 河手 祥吾(1) 3.20 西山 星輝(1) 2.60 那須野  敦(2) 2.60

棒高跳 高遠 下諏訪向陽 伊那北 高遠 高遠 飯田風越
09/09 松本 陸(2) 6.84(+1.7) 名取 大輔(2) 6.57(+1.7) 嵯峨座 綾(2) 6.54(+2.4) 古瀬 友暉(2) 6.35(+2.3) 三石 隼斗(2) 6.25(+2.1) 小林 蓮(1) 6.25(+2.0) 菊池 秀太(2) 6.25(+1.0) 大郷佳已斗(1)5.91(-1.2)

走幅跳 諏訪二葉 東海大諏訪 飯田風越 飯田風越 飯田 諏訪二葉 岡谷工 諏訪実
09/10 山内 一輝(2)12.89(+3.5) 名取 大輔(2)12.82(+3.7) 三石 隼斗(2)12.41(+3.5) 小林 蓮(1) 12.04(+1.4) 上野 俊瑛(1)11.81(+4.0) 大郷佳已斗(1)11.51(+3.8) 西山 星輝(1)11.03(+1.2) 青山 諒成(1)10.68(+4.6)

三段跳 上伊那農 東海大諏訪 飯田 諏訪二葉 伊那北 諏訪実 高遠 松川
09/09 藤井 隆聖(2) 12.24 登内 達也(1) 10.16 松田 直也(2) 9.67 末元 昂成(2) 9.55 塚田 一勢(2) 8.73 向山 星来(1) 8.31 原田 将希(1) 7.66 市岡 佳大(1) 6.01

砲丸投(6.000kg) 飯田 高遠 上伊那農 阿南 飯田 高遠 諏訪実 飯田OIDE長姫
09/10 末元 昂成(2) 25.72 松田 直也(2) 25.23 倉田 優希(2) 23.83 塚田 一勢(2) 23.61 大淵 翔也(1) 22.57 向山 星来(1) 22.35 登内 達也(1) 22.04 雨宮 海斗(2) 15.17

円盤投(1.750kg) 阿南 上伊那農 高遠 飯田 下諏訪向陽 高遠 高遠 諏訪二葉
09/09 末元 昂成(2) 40.96 松田 直也(2) 40.13

ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 阿南 上伊那農
09/10 倉田 優希(2) 46.38 小林 泰平(2) 39.86 宮下 偉士(2) 38.77 浜 汐音(2) 37.13 藤原 将(2) 35.96 松本 陸(2) 33.37 小林 由暉(2) 32.26 原 玲緒(1) 31.63

やり投(0.800kg) 高遠 伊那北 赤穂 岡谷東 諏訪二葉 諏訪二葉 赤穂 諏訪二葉
09/09 諏訪清陵       43.71 諏訪二葉       43.72 松川       44.18 飯田風越       44.86 飯田       45.03 下諏訪向陽       45.18 伊那弥生ヶ丘      45.28 赤穂       46.21

4×100mR 中澤 新(1) 雨宮 海斗(2) 光沢 陽(2) 嵯峨座  綾(2) 安藤 俊輝(2) 松田 蓮太郎(1) 伊藤  陸(2) 仲村渠 海都(1)
井出 純一朗(2) 松本 陸(2) 井原 晟斗(2) 林 力輝(1) 三石 隼斗(2) 宮坂 空(2) 唐澤  秀作(1) 片桐 聖護(2)
井手 翼(1) 鈴木 颯太(2) 青山 諒成(1) 那須野  敦(2) 清水 憲一(2) 赤羽 健一(1) 小池  潤優(2) 伊藤 巧(1)
林 泰希(1) 小林 蓮(1) 近藤 惠哉(2) 熊谷  尚紀(2) 友保 尚樹(2) 鎌倉 慎太郎(2) 井内  一朗(1) 荻原 凌我(1)

09/10 上伊那農     3,25.64 伊那弥生ヶ丘    3,28.93 松川     3,30.45 飯田     3,32.51 下諏訪向陽     3,33.77 伊那北     3,35.16 諏訪清陵     3,36.15 諏訪二葉     3,42.81
4×400mR 酒井 龍介(1) 伊藤  陸(2) 光沢 陽(2) 友保 尚樹(2) 鎌倉 慎太郎(2) 林 涼真(2) 井手 翼(1) 原 玲緒(1)

山内 一輝(2) 小池  潤優(2) 井原 晟斗(2) 大峽 和(2) 宮坂 空(2) 熊谷 康成(2) 林 泰希(1) 松本 陸(2)
小濱 律(1) 唐澤  秀作(1) 後沢 大紀(1) 清水 憲一(2) 塚田 千紘(1) 宮脇 祐歩(1) 中澤 新(1) 小松 翔(2)
酒井 和馬(2) 原  大貴(1) 近藤 惠哉(2) 三石 隼斗(2) 赤羽 健一(1) 酒井 龍一(2) 井出 純一朗(2) 鈴木 颯太(2)

09/10 倉田 優希(2) 4558 赤羽 健一(1) 3984 塚田 千紘(1) 3776 吉澤 幸輝(2) 3694 北村 光(2) 3114 宮下 琉(2) 3081 松島 有軌(2) 3066
八種競技 高遠 下諏訪向陽 下諏訪向陽 赤穂 飯田 駒ヶ根工 飯田

上伊那農業 104 東海大諏訪 79 伊那北 71 諏訪二葉 68 諏訪清陵 67 飯田 60 高遠 58 下諏訪向陽 57.5
学校対抗得点



予選 9月9日 12:25
決勝 9月9日 14:10

県高新(HR)          10.32
南信新(NHR)         10.32
大会新(GR)          10.72

[ 1組] 風速 -2.1 [ 2組] 風速 -0.6

 1 小濱 律(1)     11.60 Q  1 酒井 和馬(2)     11.45 Q
ｺﾊﾏ ﾘﾂ 上伊那農 ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 上伊那農

 2 嵯峨座  綾(2)     11.69 q  2 藤井 隆聖(2)     11.49 q
ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ 飯田風越 ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田

 3 荻原 凌我(1)     12.01  3 原田 恒太朗(1)     11.79 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 赤穂 ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 諏訪実

 4 渡辺 慎(2)     12.07  4 伊藤  陸(2)     11.93 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 諏訪実 ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那弥生ヶ丘

 5 吉江 光司(1)     12.29  5 上野 俊瑛(1)     11.99 
ﾖｼｴ ｺｳｼﾞ 岡谷南 ｳｴﾉ ｼｭﾝｴｲ 伊那北

 6 西山 星輝(1)     12.79  6 光沢 陽(2)     12.05 
ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｷ 高遠 ｺｳｻﾞﾜ ｱｷﾗ 松川

 7 偆道 怜央(1)     13.75  7 小林 由暉(2)     12.50 
ｼｭﾝﾄﾞｳ ﾚｵ 茅野 ｺﾋﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 赤穂
小林 光輝(1)  8 市岡 佳大(1)     13.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 松川 ｲﾁｵｶ ｹｲﾀ 飯田OIDE長姫

[ 3組] 風速 -0.5 [ 4組] 風速 -2.0

 1 松本 陸(2)     11.49 Q  1 中澤 新(1)     11.74 Q
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 諏訪二葉 ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 諏訪清陵

 2 酒井 龍介(1)     11.66 q  2 中山 蓮(2)     12.11 
ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 上伊那農 ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ 高遠

 3 阿部 勇希(1)     11.80  3 友保 尚樹(2)     12.16 
ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 諏訪実 ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 飯田

 4 唐澤  秀作(1)     12.02  4 藤原 将(2)     12.41 
ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ 伊那弥生ヶ丘 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾄｼ 諏訪二葉

 5 小林 泰平(2)     12.20  5 奥田 裕貴(2)     12.70 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾍｲ 伊那北 ｵｸﾀﾞ ﾕｳｷ 阿南

 6 名取 裕基(1)     12.40  6 北原 大雅(1)     12.76 
ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 岡谷工 ｷﾀﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 伊那北

 7 古谷 聖斗(2)     12.55 古瀬 友暉(2)
ﾌﾙﾔ ﾏｻﾄ 岡谷東 ﾌﾙｾ ﾕｳｷ 飯田風越

 8 寺沢 俊輔(2)     13.12 
ﾃﾗｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 飯田OIDE長姫

[ 5組] 風速 -1.2

 1 井出 純一朗(2)     11.62 Q
ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 諏訪清陵

 2 小林 蓮(1)     11.75 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪二葉

 3 三嶋 蒼生(1)     12.09 
ﾐｼﾏ ｱｵｲ 下伊那農

 4 伊藤 巧(1)     12.34 
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 赤穂

 5 熊谷  尚紀(2)     12.50 
ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ 飯田風越
丸山 怜治(1)
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 高遠
近藤 惠哉(2)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 松川

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
4   334

1   613

男子

100m

予選 通過基準  5組  1着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考

  382

6   481

8    72

5    27

2   536

3   223

7

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
6   361

5   575

4    74

8   434

7   411

2   543

3   466

1   621

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

8   440

ﾚｰﾝ No.
3   141

7   332 7

  660

2   400

5   260

  379

6   182

4    75 2

氏  名 所属名 記録／備考
5   115

  577

8   147

3   759

4   412

6   611
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1

6   109

8   131

5   667

2   480

7   612

3   383
欠場

4   540
欠場



風速 -1.8

 1 井出 純一朗(2)     11.56 
ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 諏訪清陵

 2 松本 陸(2)     11.57 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 諏訪二葉

 3 酒井 和馬(2)     11.63 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 上伊那農

 4 中澤 新(1)     11.64 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 諏訪清陵

 5 嵯峨座  綾(2)     11.65 
ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ 飯田風越

 6 小濱 律(1)     11.77 
ｺﾊﾏ ﾘﾂ 上伊那農

 7 酒井 龍介(1)     12.02 
ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 上伊那農

 8 藤井 隆聖(2)     20.56 
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田

男子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   109

5   141

4   361

7   115

1   613

6   334

2   332

8   575



予選 9月10日 11:55
決勝 9月10日 13:40

県高新(HR)          20.93
南信新(NHR)         20.93
大会新(GR)          21.65

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -1.0

 1 唐澤  秀作(1)     24.46 Q  1 小濱 律(1)     23.25 Q
ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ 伊那弥生ヶ丘 ｺﾊﾏ ﾘﾂ 上伊那農

 2 篠田 健太(1)     25.06  2 小坂 晃大(1)     23.40 q
ｼﾉﾀﾞ ｹﾝﾀ 飯田 ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 東海大諏訪

 3 松田 蓮太郎(1)     25.17  3 井手 翼(1)     23.69 q
ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 下諏訪向陽 ｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ 諏訪清陵

 4 登内 和也(1)     26.14  4 三嶋 蒼生(1)     24.81 
ﾄﾉｳﾁ ｶｽﾞﾔ 上伊那農 ﾐｼﾏ ｱｵｲ 下伊那農

 5 寺沢 俊輔(2)     27.96  5 伊藤 巧(1)     24.95 
ﾃﾗｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 飯田OIDE長姫 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 赤穂
偆道 怜央(1)  6 大淵 翔也(1)     25.98 
ｼｭﾝﾄﾞｳ ﾚｵ 茅野 ｵｵﾌﾁ ｼｮｳﾔ 下諏訪向陽
土屋 哲平(2) 熊谷  尚紀(2)
ﾂﾁﾔﾃｯﾍﾟｲ 諏訪二葉 ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ 飯田風越

[ 3組] 風速 -0.6 [ 4組] 風速 -1.2

 1 宮坂 空(2)     23.24 Q  1 中澤 新(1)     23.55 Q
ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 下諏訪向陽 ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 諏訪清陵

 2 酒井 龍介(1)     23.36 q  2 荻原 凌我(1)     23.75 
ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 上伊那農 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 赤穂

 3 渡辺 慎(2)     24.11  3 友保 尚樹(2)     24.25 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 諏訪実 ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 飯田

 4 伊藤  陸(2)     24.12  4 阿部 勇希(1)     24.34 
ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那弥生ヶ丘 ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 諏訪実

 5 那須 祐己(1)     24.66  5 名取 裕基(1)     25.19 
ﾅｽ ﾕｳｷ 諏訪二葉 ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ 岡谷工

 6 宮下 日向(1)     26.31 小林 光輝(1)
ﾐﾔｼﾀ ﾋｭｳｶﾞ 伊那北 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 松川
杉山 海樹(2)
ｽｷﾞﾔﾏ ｶｲｷ 下伊那農

[ 5組] 風速 -3.3

 1 林 泰希(1)     23.17 Q
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 諏訪清陵

 2 藤原 将(2)     24.86 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾄｼ 諏訪二葉

 3 原田 恒太朗(1)     24.99 
ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 諏訪実

 4 松本 直大(1)     25.01 
ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 東海大諏訪

 5 吉江 光司(1)     25.34 
ﾖｼｴ ｺｳｼﾞ 岡谷南
片桐 聖護(2)
ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ 赤穂

風速 -1.8

 1 林 泰希(1)     22.95 
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 諏訪清陵

 2 宮坂 空(2)     23.26 
ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 下諏訪向陽

 3 小坂 晃大(1)     23.28 
ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 東海大諏訪

 4 小濱 律(1)     23.57 
ｺﾊﾏ ﾘﾂ 上伊那農

 5 酒井 龍介(1)     23.67 
ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 上伊那農

 6 中澤 新(1)     23.78 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 諏訪清陵

 7 井手 翼(1)     24.20 
ｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ 諏訪清陵

 8 唐澤  秀作(1)     24.33 
ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ 伊那弥生ヶ丘

男子

200m

予選 通過基準  5組  1着 + 3 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 記録／備考
5   440

6   561

3    27

4   151

2   333

欠場
7   142

欠場

順 ﾚｰﾝ

8   660

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   334

8    56

5   116

7   667

3   480

4   167

6   612
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
4   165

7   332

2   414

5    72

3   434

6   666
失格

順 ﾚｰﾝ No.
4   115

8   132

2   481

5   577

7    75

6   260

3   536
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   117

7   147

5    74

4    58

2   223

6   468
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   117

4   165

2    56

6   334

8   332

3   115

1   116

7   440



予選 9月9日 11:25
決勝 9月9日 13:40

県高新(HR)          46.98
南信新(NHR)         47.28
大会新(GR)          48.81

[ 1組] [ 2組]

 1 松本 直大(1)     53.78 Q  1 井手 翼(1)     52.38 Q
ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 東海大諏訪 ｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ 諏訪清陵

 2 原 玲緒(1)     54.58  2 小坂 晃大(1)     52.73 
ﾊﾗ ﾚｵ 諏訪二葉 ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 東海大諏訪

 3 林 涼真(2)     54.94  3 仲村渠 海都(1)     54.63 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 伊那北 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ 赤穂

 4 立石 幸祐(1)     57.29  4 井内  一朗(1)     54.98 
ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 岡谷工 ｲｳﾁ ｲﾁﾛｳ 伊那弥生ヶ丘
近藤 惠哉(2)  5 笠原 智哉(1)     56.05 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 松川 ｶｻﾊﾗ ﾄﾓﾔ 下諏訪向陽
田本 勇生(1)  6 大久保 海翔(1)     56.17 
ﾀﾓﾄ ﾕｳｾｲ 阿南 ｵｵｸﾎﾞ ｶｲﾄ 飯田風越
吉江 光司(1) 黒澤 友哉(1)
ﾖｼｴ ｺｳｼﾞ 岡谷南 ｸﾛｻﾜ ﾄﾓﾔ 岡谷工

[ 3組] [ 4組]

 1 宮坂 空(2)     50.90 Q  1 小池  潤優(2)     51.93 Q
ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 下諏訪向陽 ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ 伊那弥生ヶ丘

 2 片桐 聖護(2)     51.76 q  2 宮外 遼太郎(2)     54.53 
ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ 赤穂 ﾐﾔｶﾞｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 飯田OIDE長姫

 3 原  大貴(1)     52.62 q  3 春日 雄大郎(1)     55.13 
ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 伊那弥生ヶ丘 ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 伊那北

 4 菊池 樹輝(1)     55.45  4 小松 翔(2)     55.88 
ｷｸﾁ ｲﾂｷ 諏訪清陵 ｺﾏﾂｶｹﾙ 諏訪二葉

 5 登内 和也(1)     55.88  5 宮下 偉士(2)     57.43 
ﾄﾉｳﾁ ｶｽﾞﾔ 上伊那農 ﾐﾔｼﾀ ﾀｹﾄ 赤穂
木村 翔瑛(1)  6 細川 隼(1)   1,02.22 
ｷﾑﾗ ｼｮｳｴｲ 諏訪実 ﾎｿｶﾜ ﾊﾔﾄ 下諏訪向陽
吉川  七洋(2) 友保 尚樹(2)
ﾖｼｶﾜ ﾅﾅﾐ 飯田風越 ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 飯田

[ 5組]

 1 林 泰希(1)     51.10 Q
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 諏訪清陵

 2 鈴木 颯太(2)     51.27 q
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 諏訪二葉

 3 酒井 龍介(1)     53.45 
ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 上伊那農

 4 工藤 俊介(1)     56.37 
ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那北

 5 杉山 海樹(2)     56.76 
ｽｷﾞﾔﾏ ｶｲｷ 下伊那農
清水 祐来(1)
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾗ 高遠

 1 小池  潤優(2)     50.26 
ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ 伊那弥生ヶ丘

 2 宮坂 空(2)     51.00 
ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 下諏訪向陽

 3 林 泰希(1)     51.24 
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 諏訪清陵

 4 鈴木 颯太(2)     51.28 
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 諏訪二葉

 5 原  大貴(1)     52.46 
ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 伊那弥生ヶ丘

 6 片桐 聖護(2)     53.55 
ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ 赤穂

 7 井手 翼(1)     53.73 
ｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ 諏訪清陵

 8 松本 直大(1)     53.82 
ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 東海大諏訪

男子

400m

予選 通過基準  5組  1着 + 3 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 記録／備考
4    58

7   133

6   764

2   403

5   261

欠場
8   223

欠場

順 ﾚｰﾝ

3   540
欠場

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   116

4    56

8   482

2   441

6   168

3   603

7   262
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
8   165

5   468

6    79
欠場

4   437

3   118

7   614
欠場

順 ﾚｰﾝ No.
6   435

2   333

7   659

5   418

4  2602

2   465

8   171

3   577
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   117

6   144

3   332

4   419

7   666

5   386
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   435

6   165

3   117

7   144

1   437

2   468

5   116

8    58



予選 9月10日 11:05
決勝 9月10日 13:10

県高新(HR)        1,48.46
南信新(NHR)       1,51.98
大会新(GR)        1,56.80

[ 1組] [ 2組]

 1 大峽 和(2)   2,01.38 Q  1 酒井 龍一(2)   2,01.45 Q
ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ 飯田 ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 伊那北

 2 宮脇 祐歩(1)   2,02.40 q  2 井内  一朗(1)   2,06.73 
ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾎ 伊那北 ｲｳﾁ ｲﾁﾛｳ 伊那弥生ヶ丘

 3 原  大貴(1)   2,04.87 q  3 安藤 悠希(1)   2,07.35 
ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 伊那弥生ヶ丘 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 飯田風越

 4 宮澤 薫(1)   2,14.04  4 小塩 貫汰(2)   2,14.21 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｵﾙ 諏訪二葉 ｺｼｵ ｶﾝﾀ 赤穂

 5 遠藤 隼也(2)   2,18.85  5 柳澤 光(1)   2,15.37 
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ 諏訪実 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 岡谷東

 6 村松 俊之介(1)   2,25.56  6 鈴木 勇人(2)   2,16.32 
ﾑﾗﾏﾂ ｼｭﾝﾉｽｹ 飯田風越 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 岡谷南
宮下 翔伍(1)  7 森本 隆暉(1)   2,23.10 
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳｺﾞ 飯田OIDE長姫 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶｱｷ 下伊那農

[ 3組] [ 4組]

 1 熊谷 康成(2)   2,02.34 Q  1 鈴木 颯太(2)   2,02.77 Q
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ 伊那北 ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 諏訪二葉

 2 小池  潤優(2)   2,02.86 q  2 松﨑 文哉(1)   2,03.29 q
ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ 伊那弥生ヶ丘 ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 東海大諏訪

 3 小松 翔(2)   2,08.65  3 清水 冬威(2)   2,09.88 
ｺﾏﾂｶｹﾙ 諏訪二葉 ｼﾐｽﾞ ﾄｳｲ 茅野

 4 宮下 偉士(2)   2,12.40  4 小澤 将大(1)   2,18.99 
ﾐﾔｼﾀ ﾀｹﾄ 赤穂 ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 辰野

 5 菊池 樹輝(1)   2,12.72 黒澤 友哉(1)
ｷｸﾁ ｲﾂｷ 諏訪清陵 ｸﾛｻﾜ ﾄﾓﾔ 岡谷工
木下 恵太(2) 清水 祐来(1)
ｷﾉｼﾀ ｹｲﾀ 飯田OIDE長姫 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾗ 高遠

 1 熊谷 康成(2)   2,01.55 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ 伊那北

 2 大峽 和(2)   2,02.26 
ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ 飯田

 3 鈴木 颯太(2)   2,03.25 
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 諏訪二葉

 4 松﨑 文哉(1)   2,04.10 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 東海大諏訪

 5 酒井 龍一(2)   2,04.83 
ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 伊那北

 6 小池  潤優(2)   2,06.00 
ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ 伊那弥生ヶ丘

 7 宮脇 祐歩(1)   2,06.03 
ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾎ 伊那北

 8 原  大貴(1)   2,08.80 
ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 伊那弥生ヶ丘

男子

800m

予選 通過基準  4組  1着 + 4 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 記録／備考
6   579

4   410

7   605

5   437

3   137

2   622

順 ﾚｰﾝ

8    73

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   405

4   441

7   600

8   469

6   183

3   219

2   668

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
4   402

2   435

6  2602

3   465

7   118

5   653
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
4   144

6    41

7    21

3   284

2   262
欠場

5   386
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   402

5   579

3   144

1    41

6   405

7   435

8   410

2   437



予選 9月9日 10:35
決勝 9月9日 15:50

県高新  (HR )     3,38.49
南信新  (NHR)     3,49.26
大会新  (GR )     3,58.35

[ 1組] [ 2組]

 1 熊谷 康成(2)   4,16.05 Q  1 清水 龍斗(2)   4,14.16 Q
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ 伊那北 ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾄ 伊那北

 2 鈴木 稜哉(2)   4,17.59 Q  2 佐藤 龍我(2)   4,15.71 Q
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ 諏訪二葉 ｻﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 上伊那農

 3 松﨑 文哉(1)   4,17.62 Q  3 清水 冬威(2)   4,17.85 Q
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 東海大諏訪 ｼﾐｽﾞ ﾄｳｲ 茅野

 4 大杉 啓(2)   4,28.91  4 宮坂 祐貴(2)   4,26.40 q
ｵｵｽｷﾞ ﾋﾛﾑ 上伊那農 ﾐﾔｻｶ ﾕｳｷ 岡谷南

 5 村田 幸平(2)   4,31.04  5 松下 純也(1)   4,27.47 
ﾑﾗﾀ ｺｳﾍｲ 飯田 ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 飯田風越

 6 小塩 貫汰(2)   4,35.25  6 上條 真弥(2)   4,33.13 
ｺｼｵ ｶﾝﾀ 赤穂 ｶﾐｼﾞｮｳｼﾝﾔ 諏訪二葉

 7 安藤 悠希(1)   4,36.82  7 松山 准也(2)   4,42.45 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 飯田風越 ﾏﾂﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 松川

 8 目黒 道裕(1)   4,44.94  8 馬場 敦(2)   4,43.05 
ﾒｸﾞﾛ ﾐﾁﾋﾛ 松川 ﾊﾞﾊﾞ ｱﾂｼ 飯田

 9 井上 周治(2)   4,51.14  9 木下 恵太(2)   4,44.96 
ｲﾉｳｴ ｼｭｳｼﾞ 諏訪清陵 ｷﾉｼﾀ ｹｲﾀ 飯田OIDE長姫

10 小澤 将大(1)   4,51.69 10 米山 諒(2)   4,47.34 
ｵｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 辰野 ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ 赤穂

11 遠藤 隼也(2)   4,53.07 11 伊藤 聖真(1)   4,52.00 
ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ 諏訪実 ｲﾄｳ ｾｲﾏ 諏訪実

12 大平 剛大(2)   5,00.58 柴  尚玖(1)
ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾀｹﾊﾙ 飯田OIDE長姫 ｼﾊﾞ ﾅｵﾋｻ 伊那弥生ヶ丘

13 丸田 翔梧(1)   5,06.86 小林 竜也(2)
ﾏﾙﾀ ｼｮｳｺﾞ 岡谷南 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 東海大諏訪

[ 3組]

 1 酒井 龍一(2)   4,11.62 Q
ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 伊那北

 2 伊藤 輝(2)   4,14.27 Q
ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 東海大諏訪

 3 大峽 和(2)   4,16.46 Q
ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ 飯田

 4 久保田 祐梨(1)   4,18.28 q
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾘ 上伊那農

 5 宮嶋 宇明(1)   4,18.82 q
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 松川

 6 大場 翔太(2)   4,41.09 
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 飯田OIDE長姫

 7 鈴木 智也(2)   4,42.41 
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 飯田風越

 8 市村 雅仁(2)   4,43.02 
ｲﾁﾑﾗ ﾏｻﾄ 赤穂

 9 鈴木 勇人(2)   4,49.32 
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 岡谷南

10 柳澤 光(1)   4,51.32 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 岡谷東

11 巻淵 勇人(1)   4,55.85 
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ 諏訪二葉

12 有賀  大輝(1)   5,09.80 
ｱﾙｶﾞ ﾀｲｷ 伊那弥生ヶ丘
市瀬 裕馬(1)
ｲﾁﾉｾ ﾕｳﾏ 阿南

男子

1500m               

予選 通過基準  3組  3着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   402

7   145

5    41

3   364

11   576

6   469

9   600

1   537

13   656

4   112

12   284

2   222

順

10    73

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   401

9   359

5    21

10   229

6   601

3  2604

8   558

1   574

13   653

2   470

12    77

4   436
欠場

11    44
欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
10   405

6    42

8   579

3   336

4   538

2   654

9   616

7   467

11   219

5   183

12   136

13   438

1   763
欠場



 1 清水 龍斗(2)   4,07.75 
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾄ 伊那北

 2 酒井 龍一(2)   4,09.43 
ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 伊那北

 3 佐藤 龍我(2)   4,09.72 
ｻﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 上伊那農

 4 大峽 和(2)   4,10.53 
ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ 飯田

 5 熊谷 康成(2)   4,13.96 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ 伊那北

 6 鈴木 稜哉(2)   4,15.90 
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ 諏訪二葉

 7 伊藤 輝(2)   4,16.34 
ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 東海大諏訪

 8 宮嶋 宇明(1)   4,16.91 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 松川

 9 久保田 祐梨(1)   4,24.42 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾘ 上伊那農

10 松﨑 文哉(1)   4,26.59 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 東海大諏訪

11 清水 冬威(2)   4,27.00 
ｼﾐｽﾞ ﾄｳｲ 茅野

12 宮坂 祐貴(2)   4,36.81 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳｷ 岡谷南

男子

1500m               
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   401

11   405

2   359

1   579

3   402

6   145

9    42

8   538

5   336

10    41

4    21

12   229



決勝 9月10日 14:25

県高新(HR)       13,45.23
南信新(NHR)      14,19.87
大会新(GR)       15,03.64

 1 伊藤 輝(2)  15,50.92 
ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 東海大諏訪

 2 清水 龍斗(2)  16,06.59 
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾄ 伊那北

 3 佐藤 龍我(2)  16,08.78 
ｻﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 上伊那農

 4 小林 大亮(2)  16,13.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 東海大諏訪

 5 久保田 祐梨(1)  16,24.74 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾘ 上伊那農

 6 鈴木 稜哉(2)  16,25.08 
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ 諏訪二葉

 7 関 剛洸(2)  16,27.32 
ｾｷ ﾀｹﾋﾛ 東海大諏訪

 8 宮嶋 宇明(1)  16,30.65 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 松川

 9 宮坂 祐貴(2)  16,50.89 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳｷ 岡谷南

10 竹内 健人(2)  17,01.75 
ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾄ 上伊那農

11 岡 亮輔(2)  17,04.02 
ｵｶ ﾘｮｳｽｹ 伊那北

12 松下 純也(1)  17,06.66 
ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 飯田風越

13 赤座 拓真(1)  17,29.63 
ｱｶｻﾞ ﾀｸﾏ 伊那北

14 大場 翔太(2)  17,30.52 
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 飯田OIDE長姫

15 上條 真弥(2)  17,44.75 
ｶﾐｼﾞｮｳｼﾝﾔ 諏訪二葉

16 馬場 敦(2)  18,29.38 
ﾊﾞﾊﾞ ｱﾂｼ 飯田

17 鈴木 智也(2)  18,34.99 
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 飯田風越

18 山﨑 淳平(1)  18,38.68 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 飯田OIDE長姫

19 井上 周治(2)  18,39.07 
ｲﾉｳｴ ｼｭｳｼﾞ 諏訪清陵

20 目黒 道裕(1)  18,43.82 
ﾒｸﾞﾛ ﾐﾁﾋﾛ 松川

21 村田 幸平(2)  19,00.09 
ﾑﾗﾀ ｺｳﾍｲ 飯田

22 有賀  大輝(1)  19,06.31 
ｱﾙｶﾞ ﾀｲｷ 伊那弥生ヶ丘

23 伊藤 聖真(1)  19,24.65 
ｲﾄｳ ｾｲﾏ 諏訪実

24 松山 准也(2)  19,33.43 
ﾏﾂﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾔ 松川

25 大平 剛大(2)  19,39.03 
ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾀｹﾊﾙ 飯田OIDE長姫

26 丸田 翔梧(1)  19,57.14 
ﾏﾙﾀ ｼｮｳｺﾞ 岡谷南
赤沼 浩由(2)
ｱｶﾇﾏ ﾋﾛﾖｼ 諏訪二葉

13  2605
欠場

27   656

3   222

24    77

23   558

20   576

1   438

25   112

21   537

26   616

7   623

17  2604

5   574

4   413

9   654

6   406

8   601

11   229

2   365

12    46

19   538

22   336

15   145

10   359

16    45

14    42

18   401

男子

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 9月9日 13:05
決勝 9月9日 14:40

県高新(HR)          14.44
南信新(NHR)         14.79
大会新(GR)          15.72

[ 1組] 風速 -1.6 [ 2組] 風速 -1.9

 1 酒井 和馬(2)     16.27 Q  1 井出 純一朗(2)     16.18 Q
ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 上伊那農 ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 諏訪清陵

 2 関 雄飛(1)     17.21 Q  2 山内 一輝(2)     16.25 Q
ｾｷ ﾕｳﾋ 上伊那農 ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 上伊那農

 3 松田 蓮太郎(1)     17.97 Q  3 雨宮 海斗(2)     16.88 Q
ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 下諏訪向陽 ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ 諏訪二葉

 4 井原 晟斗(2)     18.18 q  4 安藤 俊輝(2)     20.04 q
ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 松川 ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 飯田

 5 篠田 健太(1)     23.34 
ｼﾉﾀﾞ ｹﾝﾀ 飯田

風速 -2.8

 1 井出 純一朗(2)     16.04 
ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 諏訪清陵

 2 酒井 和馬(2)     16.43 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 上伊那農

 3 山内 一輝(2)     16.47 
ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 上伊那農

 4 雨宮 海斗(2)     16.54 
ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ 諏訪二葉

 5 関 雄飛(1)     17.44 
ｾｷ ﾕｳﾋ 上伊那農

 6 井原 晟斗(2)     18.48 
ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 松川

 7 松田 蓮太郎(1)     18.49 
ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 下諏訪向陽

 8 安藤 俊輝(2)     20.04 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 飯田

8   151

1   578

6   331

2   539

4   360

7   143

記録／備考
5   109

3   361

3   578

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4   360

5   143

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   109

4   561

順 ﾚｰﾝ

6   151

5   539

記録／備考
3   361

7   331

男子

110mH(1.067m)

予選 通過基準  2組  3着 + 2 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 9月10日 12:35
決勝 9月10日 14:10

県高新(HR)          51.36
南信新(NHR)         51.36
大会新(GR)          53.30

[ 1組] 風速 [ 2組] 風速

 1 酒井 和馬(2)     59.87 Q  1 山内 一輝(2)     58.49 Q
ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 上伊那農 ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 上伊那農

 2 井原 晟斗(2)   1,00.35 Q  2 清水 憲一(2)   1,01.99 Q
ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 松川 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｲﾁ 飯田

 3 雨宮 海斗(2)   1,02.32 Q  3 塚田 千紘(1)   1,02.30 Q
ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ 諏訪二葉 ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 下諏訪向陽

 4 林 涼真(2)   1,02.90 q  4 立石 幸祐(1)   1,02.72 q
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 伊那北 ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 岡谷工

 5 笠原 智哉(1)   1,04.36  5 関 雄飛(1)   1,03.43 
ｶｻﾊﾗ ﾄﾓﾔ 下諏訪向陽 ｾｷ ﾕｳﾋ 上伊那農

 6 安藤 俊輝(2)   1,05.68  6 工藤 俊介(1)   1,05.57 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ 飯田 ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 伊那北
河手 祥吾(1)  7 光沢 陽(2)   1,07.63 
ｶﾜﾃ ｼｮｳｺﾞ 高遠 ｺｳｻﾞﾜ ｱｷﾗ 松川

風速

 1 山内 一輝(2)     56.14 
ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 上伊那農

 2 酒井 和馬(2)     59.19 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 上伊那農

 3 井原 晟斗(2)   1,00.00 
ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 松川

 4 雨宮 海斗(2)   1,00.12 
ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ 諏訪二葉

 5 清水 憲一(2)   1,01.70 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｲﾁ 飯田

 6 塚田 千紘(1)   1,02.86 
ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 下諏訪向陽

 7 林 涼真(2)   1,04.70 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ 伊那北

 8 立石 幸祐(1)   1,07.50 
ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ 岡谷工

男子

400mH(0.914m)

予選 通過基準  2組  3着 + 2 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 記録／備考
4   361

6   539

3   578

5   143

7   403

8   381
欠場

順 ﾚｰﾝ

2   168

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   360

5   585

3   169

8   261

2   331

7   419

4   543

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   360

5   361

4   539

8   143

6   585

7   169

2   403

1   261



決勝 9月9日 15:00

県高新  (HR )     8,51.11
南信新  (NHR)     8,57.13
大会新  (GR )     9,31.10

 1 関 剛洸(2)   9,59.44 
ｾｷ ﾀｹﾋﾛ 東海大諏訪

 2 小林 大亮(2)  10,02.93 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 東海大諏訪

 3 南郷 隼翔(2)  10,29.10 
ﾅﾝｺﾞｳ ﾊﾔﾄ 伊那北

 4 宮坂 祐貴(2)  10,43.69 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳｷ 岡谷南

 5 松下 純也(1)  10,48.20 
ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 飯田風越

 6 岡 亮輔(2)  10,51.40 
ｵｶ ﾘｮｳｽｹ 伊那北

 7 後沢 大紀(1)  10,52.18 
ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 松川

 8 両角 睦紀(2)  10,53.37 
ﾓﾛｽﾞﾐﾑﾂｷ 諏訪二葉

 9 大場 翔太(2)  10,59.37 
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 飯田OIDE長姫

10 林 龍介(2)  11,48.95 
ﾊﾔｼ ﾘｭｳｽｹ 松川

11 大平 剛大(2)  11,52.61 
ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾀｹﾊﾙ 飯田OIDE長姫

12 柴  尚玖(1)  11,57.64 
ｼﾊﾞ ﾅｵﾋｻ 伊那弥生ヶ丘

13 鈴木 勇人(2)  12,37.90 
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 岡谷南

14 丸田 翔梧(1)  12,55.43 
ﾏﾙﾀ ｼｮｳｺﾞ 岡谷南

6   219

10   222

11   656

2   436

9   654

13   551

5   560

4  2603

7   601

8   406

12   407

14   229

1    46

3    45

男子

3000mSC             

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月10日  9:45

県高新(HR)       19,45.72
南信新(NHR)      19,45.72
大会新(JR)       20,00.60

 1 石井 慎也(2)  22,49.74 
ｲｼｲ ｼﾝﾔ 東海大諏訪

 2 小林 亮太(1)  22,52.40 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 東海大諏訪

 3 水野 雄斗(2)  25,10.24 
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ 東海大諏訪

 4 米山 諒(2)  35,00.91 
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ 赤穂

 5 市村 雅仁(2)  39,48.48 
ｲﾁﾑﾗ ﾏｻﾄ 赤穂
那須野 寛生(2)
ﾅｽﾉ ﾋﾛｷ 上伊那農

1   467

3   363
失格(K1)

4    57

5   470

2    47

6    43

男子

5000mW

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 9月9日 10:05
決勝 9月9日 16:10

県高新(HR)          41.06
南信新(NHR)         41.70
大会新(GR)          43.33

[ 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   5 松川   543 光沢 陽(2)     44.43 Q  1   2 諏訪清陵   115 中澤 新(1)     43.43 Q

ﾏﾂｶﾜ ｺｳｻﾞﾜ ｱｷﾗ ｽﾜｾｲﾘｮｳ ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ
  539 井原 晟斗(2)   109 井出 純一朗(2)

ｲﾊﾗ ｾｲﾄ ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ
  556 青山 諒成(1)   116 井手 翼(1)

ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ ｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ
  540 近藤 惠哉(2)   117 林 泰希(1)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ ﾊﾔｼ ﾀｲｷ
 2   6 飯田   575 藤井 隆聖(2)     44.62 Q  2   7 諏訪二葉   143 雨宮 海斗(2)     44.02 Q

ｲｲﾀﾞ ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ
  580 三石 隼斗(2)   141 松本 陸(2)

ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ
  585 清水 憲一(2)   144 鈴木 颯太(2)

ｼﾐｽﾞ ｹﾝｲﾁ ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ
  577 友保 尚樹(2)   131 小林 蓮(1)

ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ
 3   4 飯田風越   613 嵯峨座  綾(2)     45.03 Q  3   3 下諏訪向陽   151 松田 蓮太郎(1)     44.76 Q

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳ ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ
  604 林 力輝(1)   165 宮坂 空(2)

ﾊﾔｼ ﾘｷ ﾐﾔｻｶ ｿﾗ
  615 那須野  敦(2)   166 赤羽 健一(1)

ﾅｽﾉ ｱﾂｼ ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ
  612 熊谷  尚紀(2)   164 鎌倉 慎太郎(2)

ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ
 4   2 伊那弥生ヶ丘   434 伊藤  陸(2)     45.63 q  4   4 赤穂   482 仲村渠 海都(1)     45.62 q

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ｲﾄｳ ﾘｸ ｱｶﾎ ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ
  440 唐澤  秀作(1)   468 片桐 聖護(2)

ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ
  435 小池  潤優(2)   480 伊藤 巧(1)

ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ ｲﾄｳ ﾀｸﾐ
  441 井内  一朗(1)   481 荻原 凌我(1)

ｲｳﾁ ｲﾁﾛｳ ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ
 5   3 高遠   379 中山 蓮(2)     46.34  5   5 諏訪実    74 原田 恒太朗(1)     45.92 

ﾀｶﾄｵ ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ ｽﾜｼﾞﾂ ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ
  384 向山 星来(1)    72 渡辺 慎(2)

ﾑｶｲﾔﾏ ｾｲﾗｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ
  380 倉田 優希(2)    75 阿部 勇希(1)

ｸﾗﾀ ﾏｻｷ ｱﾍﾞ ﾕｳｷ
  383 丸山 怜治(1)    78 大郷 佳已斗(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｼﾞ ﾀﾞｲｺﾞｳ ｶｲﾄ
 6   7 上伊那農   334 小濱 律(1)     47.89  6   6 岡谷工   259 菊池 秀太(2)     47.28 

ｶﾐｲﾅﾉｳ ｺﾊﾏ ﾘﾂ ｵｶﾔｺｳ ｷｸﾁ ｼｭｳﾀ
  361 酒井 和馬(2)   261 立石 幸祐(1)

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ ﾀﾃｲｼ ｺｳｽｹ
  332 酒井 龍介(1)   258 濵 琉斗(2)

ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ ﾊﾏ ﾘｭｳﾄ
  360 山内 一輝(2)   260 名取 裕基(1)

ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ ﾅﾄﾘ ﾕｳｷ

男子

4×100mR

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 諏訪清陵   115 中澤 新(1)     43.71 

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ
  109 井出 純一朗(2)

ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ
  116 井手 翼(1)

ｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ
  117 林 泰希(1)

ﾊﾔｼ ﾀｲｷ
 2   3 諏訪二葉   143 雨宮 海斗(2)     43.72 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ
  141 松本 陸(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ
  144 鈴木 颯太(2)

ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ
  131 小林 蓮(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ
 3   6 松川   543 光沢 陽(2)     44.18 

ﾏﾂｶﾜ ｺｳｻﾞﾜ ｱｷﾗ
  539 井原 晟斗(2)

ｲﾊﾗ ｾｲﾄ
  556 青山 諒成(1)

ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ
  540 近藤 惠哉(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ
 4   7 飯田風越   613 嵯峨座  綾(2)     44.86 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ
  604 林 力輝(1)

ﾊﾔｼ ﾘｷ
  615 那須野  敦(2)

ﾅｽﾉ ｱﾂｼ
  612 熊谷  尚紀(2)

ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ
 5   4 飯田   578 安藤 俊輝(2)     45.03 

ｲｲﾀﾞ ｱﾝﾄﾞｳ ﾄｼｷ
  580 三石 隼斗(2)

ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ
  585 清水 憲一(2)

ｼﾐｽﾞ ｹﾝｲﾁ
  577 友保 尚樹(2)

ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ
 6   8 下諏訪向陽   151 松田 蓮太郎(1)     45.18 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳ ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ
  165 宮坂 空(2)

ﾐﾔｻｶ ｿﾗ
  166 赤羽 健一(1)

ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ
  164 鎌倉 慎太郎(2)

ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ
 7   2 伊那弥生ヶ丘   434 伊藤  陸(2)     45.28 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ 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
 8   1 赤穂   482 仲村渠 海都(1)     46.21 

ｱｶﾎ 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
  480 伊藤 巧(1)

ｲﾄｳ ﾀｸﾐ
  481 荻原 凌我(1)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ

4×100mR
決勝

男子



予選 9月10日  9:30
決勝 9月10日 15:20

県高新  (HR )     3,15.32
南信新  (NHR)     3,16.73
大会新  (GR )     3,23.96

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 伊那弥生ヶ丘   437 原  大貴(1)   3,29.78 Q  1   6 上伊那農   332 酒井 龍介(1)   3,26.19 Q

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ ｶﾐｲﾅﾉｳ ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ
  435 小池  潤優(2)   360 山内 一輝(2)

ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ
  440 唐澤  秀作(1)   331 関 雄飛(1)

ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ ｾｷ ﾕｳﾋ
  434 伊藤  陸(2)   361 酒井 和馬(2)

ｲﾄｳ ﾘｸ ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ
 2   8 諏訪二葉   133 原 玲緒(1)   3,30.01 Q  2   8 松川   543 光沢 陽(2)   3,29.29 Q

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾊﾗ ﾚｵ ﾏﾂｶﾜ ｺｳｻﾞﾜ ｱｷﾗ
  141 松本 陸(2)   539 井原 晟斗(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ ｲﾊﾗ ｾｲﾄ
  145 鈴木 稜哉(2)   556 青山 諒成(1)

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ
  144 鈴木 颯太(2)   540 近藤 惠哉(2)

ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ
 3   2 諏訪清陵   116 井手 翼(1)   3,33.28 Q  3   3 下諏訪向陽   164 鎌倉 慎太郎(2)   3,29.91 Q

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳ ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ
  117 林 泰希(1)   165 宮坂 空(2)

ﾊﾔｼ ﾀｲｷ ﾐﾔｻｶ ｿﾗ
  115 中澤 新(1)   169 塚田 千紘(1)

ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ
  109 井出 純一朗(2)   166 赤羽 健一(1)

ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ
 4   6 伊那北   418 春日 雄大郎(1)   3,33.39 q  4   2 飯田   577 友保 尚樹(2)   3,32.88 q

ｲﾅｷﾀ ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ ｲｲﾀﾞ ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ
  402 熊谷 康成(2)   579 大峽 和(2)

ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ
  403 林 涼真(2)   580 三石 隼斗(2)

ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ
  405 酒井 龍一(2)   585 清水 憲一(2)

ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ ｼﾐｽﾞ ｹﾝｲﾁ
 5   4 高遠   384 向山 星来(1)   4,09.93  5   5 赤穂   482 仲村渠 海都(1)   3,34.63 

ﾀｶﾄｵ ﾑｶｲﾔﾏ ｾｲﾗｲ ｱｶﾎ ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ
  379 中山 蓮(2)   481 荻原 凌我(1)

ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ
  382 西山 星輝(1)   468 片桐 聖護(2)

ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｷ ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ
  381 河手 祥吾(1)   469 小塩 貫汰(2)

ｶﾜﾃ ｼｮｳｺﾞ ｺｼｵ ｶﾝﾀ
  5 飯田風越  6   7 諏訪実    74 原田 恒太朗(1)   3,42.64 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ 欠場 ｽﾜｼﾞﾂ ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ
   72 渡辺 慎(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ
   73 遠藤 隼也(2)

ｴﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝﾔ
   75 阿部 勇希(1)

ｱﾍﾞ ﾕｳｷ
  7 岡谷南  7   4 飯田OIDE長姫   659 宮外 遼太郎(2)   3,44.28 

ｵｶﾔﾐﾅﾐ 欠場 ｲｲﾀﾞｵｰｱｲﾃﾞｨｰｲｰｵｻ ﾐﾔｶﾞｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ
  653 木下 恵太(2)

ｷﾉｼﾀ ｹｲﾀ
  655 池沼 秋太(2)

ｲｹﾇﾏ ｼｭｳﾀ
  654 大場 翔太(2)

ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ

男子

4×400mR            

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 上伊那農   332 酒井 龍介(1)   3,25.64 

ｶﾐｲﾅﾉｳ ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ
  360 山内 一輝(2)

ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ
  334 小濱 律(1)

ｺﾊﾏ ﾘﾂ
  361 酒井 和馬(2)

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ
 2   3 伊那弥生ヶ丘   434 伊藤  陸(2)   3,28.93 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ｲﾄｳ ﾘｸ
  435 小池  潤優(2)

ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ
  440 唐澤  秀作(1)

ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ
  437 原  大貴(1)

ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ
 3   5 松川   543 光沢 陽(2)   3,30.45 

ﾏﾂｶﾜ ｺｳｻﾞﾜ ｱｷﾗ
  539 井原 晟斗(2)

ｲﾊﾗ ｾｲﾄ
  560 後沢 大紀(1)

ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ
  540 近藤 惠哉(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ
 4   2 飯田   577 友保 尚樹(2)   3,32.51 

ｲｲﾀﾞ ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ
  579 大峽 和(2)

ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ
  585 清水 憲一(2)

ｼﾐｽﾞ ｹﾝｲﾁ
  580 三石 隼斗(2)

ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ
 5   8 下諏訪向陽   164 鎌倉 慎太郎(2)   3,33.77 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳ ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ
  165 宮坂 空(2)

ﾐﾔｻｶ ｿﾗ
  169 塚田 千紘(1)

ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ
  166 赤羽 健一(1)

ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ
 6   1 伊那北   403 林 涼真(2)   3,35.16 

ｲﾅｷﾀ ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾏ
  402 熊谷 康成(2)

ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ
  410 宮脇 祐歩(1)

ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾎ
  405 酒井 龍一(2)

ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ
 7   7 諏訪清陵   116 井手 翼(1)   3,36.15 

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ
  117 林 泰希(1)

ﾊﾔｼ ﾀｲｷ
  115 中澤 新(1)

ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ
  109 井出 純一朗(2)

ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ
 8   4 諏訪二葉   133 原 玲緒(1)   3,42.81 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾊﾗ ﾚｵ
  141 松本 陸(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ
 2602 小松 翔(2)

ｺﾏﾂｶｹﾙ
  144 鈴木 颯太(2)

ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ

4×400mR            
決勝

男子



決勝 9月10日  9:15

県高新(HR)           2.17
南信新(NHR)          2.13
大会新(GR)           1.97

1m92 1m95 1m98 2m01
宮坂 夏輝(2) - - - - - - XO - O O 大会新
ﾐﾔｻｶ ﾅﾂｷ 諏訪清陵 XXO O XO XXX
笠原 理央(2) - - - - - - O - O O
ｶｻﾊﾗ ﾘｵ 諏訪清陵 O O XXX
林 力輝(1) - - - - O O XXX
ﾊﾔｼ ﾘｷ 飯田風越
大久保 海翔(1) - - - O O XO XXX
ｵｵｸﾎﾞ ｶｲﾄ 飯田風越
赤羽 健一(1) - - - - O XO XXX
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 下諏訪向陽
細川 隼(1) - - O XXO XO XO XXX
ﾎｿｶﾜ ﾊﾔﾄ 下諏訪向陽
丸山 怜治(1) - - O XXO O XXX
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 高遠
野々村 一人(2) - - - XO XXO XXX
ﾉﾉﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 茅野
北原 大雅(1) - XO XXX
ｷﾀﾊﾗ ﾀｲｶﾞ 伊那北
中山 蓮(2) - - - / 記録なし
ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ 高遠
片桐 聖護(2) 欠場
ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ 赤穂
池沼 秋太(2) 欠場
ｲｹﾇﾏ ｼｭｳﾀ 飯田OIDE長姫

3   655

7   379

1   468

8 8    22
 1.70

9 2   412
 1.55

6 6   171
 1.75

7 5   383
 1.70

4 4   603
 1.75

4 11   166
 1.75

2 10   110
 1.95

3 9   604
 1.75

1 12   111
 1.98

記録
1m60 1m65

備考
1m50 1m55 1m70 1m75 1m80 1m83 1m86 1m89

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月9日 10:00

県高新(HR)           5.11
南信新(NHR)          5.11
大会新(GR)           4.90

中山 蓮(2)
ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ 高遠
鎌倉 慎太郎(2)
ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 下諏訪向陽
恒川 直澄(1)
ﾂﾈｶﾜ ﾅｵﾄ 伊那北
河手 祥吾(1)
ｶﾜﾃ ｼｮｳｺﾞ 高遠
西山 星輝(1)
ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｷ 高遠
那須野  敦(2)
ﾅｽﾉ ｱﾂｼ 飯田風越

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録3m00 3m20 備考2m60 2m80 3m40 3m60 3m80 3m90 4m00 4m20
1 6   379

- - - - - - - - XXO XXX  4.00

2 5   164
- - - - - O XO XXX  3.80

3 4   416
- - XO - XXO XO XXO XXX  3.80

4 1   381
O O O XO XXX  3.20

5 2   382
O XXX  2.60

6 3   615
XO /  2.60



決勝 9月9日 13:00

県高新(HR)           7.61
南信新(NHR)          7.57
大会新(GR)           7.17

松本 陸(2)   6.52   6.77    X    X   6.84   6.77    6.84 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 諏訪二葉   +1.0   +3.7   +1.7   +0.8    +1.7
名取 大輔(2)    X   6.50   3.50   6.57    X   6.52    6.57 
ﾅﾄﾘ ﾀﾞｲｽｹ 東海大諏訪   +3.0   +1.1   +1.7   +2.2    +1.7
嵯峨座  綾(2)    X    X   6.42   6.54   6.40    X    6.54 
ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ 飯田風越   +2.6   +2.4   -0.1    +2.4
古瀬 友暉(2)   6.22   6.35   6.13   6.19   6.21   5.99    6.35 
ﾌﾙｾ ﾕｳｷ 飯田風越   +1.6   +2.3   +2.0   +1.2   +2.0   +1.1    +2.3
三石 隼斗(2)   6.06   6.17   5.92   6.25   6.08    X    6.25 
ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ 飯田   +1.6   +4.2   +2.2   +2.1   +0.7    +2.1
小林 蓮(1)    X   6.25   6.10    X    X    X    6.25 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪二葉   +2.0   +3.0    +2.0
菊池 秀太(2)   5.84   6.25   5.58   5.91    -   5.98    6.25 
ｷｸﾁ ｼｭｳﾀ 岡谷工   +1.9   +1.0   +3.0   +1.4   +1.6    +1.0
大郷 佳已斗(1)   5.87   5.91   5.60   5.88   5.75    X    5.91 
ﾀﾞｲｺﾞｳ ｶｲﾄ 諏訪実   -1.0   -1.2   +3.1   +2.9   +2.4    -1.2
中澤 新(1)   5.60   5.84   4.64    5.84 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 諏訪清陵   +2.0   +1.5   +2.4    +1.5
渡辺 慎(2)    X   5.77    X    5.77 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 諏訪実   +1.8    +1.8
古谷 聖斗(2)   5.44   5.02   4.82    5.44 
ﾌﾙﾔ ﾏｻﾄ 岡谷東   +0.9   +1.2   +2.1    +0.9
奥田 裕貴(2)    X   5.43   5.31    5.43 
ｵｸﾀﾞ ﾕｳｷ 阿南   +2.4   +1.4    +2.4
吉川  七洋(2)   4.88   5.26   4.62    5.26 
ﾖｼｶﾜ ﾅﾅﾐ 飯田風越   +2.0   +1.1   +1.4    +1.1
青山 諒成(1)   4.63   4.89    -    4.89 
ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 松川   +1.2   -0.1    -0.1
小林 由暉(2)   4.50   4.89    -    4.89 
ｺﾋﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 赤穂   -0.2   +1.6    +1.6
藤沢 竜児(2)   4.53    X   4.24    4.53 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｭｳｼﾞ 赤穂   +0.5   +3.1    +0.5
濵 琉斗(2)    X   4.53    X    4.53 
ﾊﾏ ﾘｭｳﾄ 岡谷工    0.0     0.0
向山 星来(1)    X   4.02   4.47    4.47 
ﾑｶｲﾔﾏ ｾｲﾗｲ 高遠   +0.5   +1.6    +1.6
河手 祥吾(1)   3.93    X   4.10    4.10 
ｶﾜﾃ ｼｮｳｺﾞ 高遠   +1.4   +2.2    +2.2
丸山 怜治(1) 欠場
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 高遠

19 3   381

2   383

17 8   258

18 5   384

15 10   466

16 6   464

13 4   614

14 7   556

11 15   182

12 11   759

9 13   115

10 14    72

7 16   259

8 9    78

5 20   580

6 12   131

3 17   613

4 19   611

1 18   141
-5-

2 21    55

-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 9月10日 12:00

県高新(HR)          15.58
南信新(NHR)         15.13
大会新(GR)          14.28

山内 一輝(2)  12.89  12.54  10.81  12.22  12.31  12.28   12.89 
ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 上伊那農   +3.5   +2.0   +1.7   +2.2   +1.9   +1.1    +3.5
名取 大輔(2)    X  12.38  12.63  12.82    X  12.79   12.82 
ﾅﾄﾘ ﾀﾞｲｽｹ 東海大諏訪   +3.6   +2.6   +3.7   +2.5    +3.7
三石 隼斗(2)  12.41    -  11.91    -  12.25    -   12.41 
ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ 飯田   +3.5   +2.7   +3.2    +3.5
小林 蓮(1)  11.58  11.70    X  11.58  11.75  12.04   12.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪二葉   +3.3   +1.4   +1.9   +2.8   +1.4    +1.4
上野 俊瑛(1)  11.71  11.59  11.73  11.44  11.81  11.77   11.81 
ｳｴﾉ ｼｭﾝｴｲ 伊那北   +3.3   +1.2   +1.6   +3.7   +4.0   +2.1    +4.0
大郷 佳已斗(1)  11.49  11.42  11.51    X  11.26    X   11.51 
ﾀﾞｲｺﾞｳ ｶｲﾄ 諏訪実   +1.9   +1.9   +3.8   +2.3    +3.8
西山 星輝(1)  10.65  10.89  11.03  10.38  11.01    X   11.03 
ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｷ 高遠   +2.2   +3.5   +1.2   +2.2   +2.1    +1.2
青山 諒成(1)  10.68    -    -  10.67    X    -   10.68 
ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 松川   +4.6   +0.8    +4.6
光沢 陽(2) 欠場
ｺｳｻﾞﾜ ｱｷﾗ 松川

3   543

7 2   382

8 1   556

5 4   411

6 5    78

3 6   580

4 9   131

1 8   360
-5-

2 7    55

-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 9月9日 10:30

県高新  (HR )       14.76
南信新  (NHR)       13.28
大会新  (GR )       12.33

藤井 隆聖(2)
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田
登内 達也(1)
ﾄﾉｳﾁ ﾀﾂﾔ 高遠
松田 直也(2)
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 上伊那農
末元 昂成(2)
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 阿南
塚田 一勢(2)
ﾂｶﾀﾞ ｲｯｾｲ 飯田
向山 星来(1)
ﾑｶｲﾔﾏ ｾｲﾗｲ 高遠
原田 将希(1)
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｷ 諏訪実
市岡 佳大(1)
ｲﾁｵｶ ｹｲﾀ 飯田OIDE長姫
米山 諒(2) 欠場
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｮｳ 赤穂
市村 雅仁(2) 欠場
ｲﾁﾑﾗ ﾏｻﾄ 赤穂

4   467

 5.28  5.17  5.20   6.01 

2   470

 7.12  7.21  6.70   7.66 

8 6   621
 6.01  5.60   X

 7.82  8.31  8.20   8.31 

7 3    76
 7.45  7.66  7.55

  X  8.37  8.18   8.73 

6 5   384
 7.80  7.66  8.00

 9.42  9.22  8.77   9.55 

5 7   586
 8.42   X  8.73

 9.67  9.35  8.28   9.67 

4 9   760
 9.21  9.33  9.55

10.13 10.09 10.16  10.16 

3 8   362
 8.94  8.84  9.49

11.84 11.72 12.24  12.24 

2 10   385
 9.18  9.58  9.71

1 11   575
11.13 11.54 11.77

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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 9月10日  9:15

県高新  (HR )       45.21
南信新  (NHR)       42.50
大会新  (GR )       39.31

末元 昂成(2)
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 阿南
松田 直也(2)
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 上伊那農
倉田 優希(2)
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 高遠
塚田 一勢(2)
ﾂｶﾀﾞ ｲｯｾｲ 飯田
大淵 翔也(1)
ｵｵﾌﾁ ｼｮｳﾔ 下諏訪向陽
向山 星来(1)
ﾑｶｲﾔﾏ ｾｲﾗｲ 高遠
登内 達也(1)
ﾄﾉｳﾁ ﾀﾂﾔ 高遠
雨宮 海斗(2)
ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ 諏訪二葉
原田 将希(1) 欠場
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｷ 諏訪実

  X   O 15.17  15.17 

2    76

  X 22.04   X  22.04 

8 1   143
  O 14.65   O

  -   O   O  22.35 

7 7   385
  X 21.74   O

  X   X 22.57  22.57 

6 3   384
22.35   -   -

  X   X   O  23.61 

5 6   167
  X 21.90   X

  X   X   X  23.83 

4 4   586
23.61   X   X

  O   X 25.23  25.23 

3 5   380
23.83   X   X

  X   X 25.72  25.72 

2 9   362
  O   O 24.78

1 8   760
25.42   X   X

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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 9月9日 14:30

県高新  (HR )       57.29
南信新  (NHR)       47.31
大会新  (GR )       46.46

末元 昂成(2)
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 阿南
松田 直也(2)
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 上伊那農

男子

ハンマー投(6.000kg) 

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 3   760

40.96   X   X

2 4   362
  O   X 39.89  40.13 40.13   O   X

  O   O   X  40.96 



決勝 9月10日 13:00

県高新(HR)          62.58
南信新(NHR)         61.66
大会新(GR)          56.99

倉田 優希(2)
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 高遠
小林 泰平(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾍｲ 伊那北
宮下 偉士(2)
ﾐﾔｼﾀ ﾀｹﾄ 赤穂
浜 汐音(2)
ﾊﾏ ｼｵﾝ 岡谷東
藤原 将(2)
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾄｼ 諏訪二葉
松本 陸(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 諏訪二葉
小林 由暉(2)
ｺﾋﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 赤穂
原 玲緒(1)
ﾊﾗ ﾚｵ 諏訪二葉
藤沢 竜児(2)
ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｭｳｼﾞ 赤穂
原田 将希(1)
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｷ 諏訪実
小林 光輝(1) 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 松川
登内 達也(1) 欠場
ﾄﾉｳﾁ ﾀﾂﾔ 高遠

5   385

 17.77 

2   536

 21.22 

10 3    76
  X   O 17.77

  X   X   X  31.63 

9 1   464
21.22   O   O

  X   X   O  32.26 

8 4   133
31.63   O   X

  X   X   O  33.37 

7 7   466
  X 32.26   X

35.96   O   O  35.96 

6 8   141
33.37   O   X

  O   O 37.13  37.13 

5 6   147
  O   O 35.33

  O 38.77   O  38.77 

4 10   185
  O 35.69   O

  O   O   O  39.86 

3 9   465
  X   O 36.20

  -   -   -  46.38 

2 11   400
  O 39.86   X

1 12   380
46.38   O   -

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



Ｐ　２５

コード17172008 審判長　城田　忠承

コード172030 記録主任　田中　聡

記録員　久保しのぶ

11"91 669 11"78 695 12"21 610 12"34 586 12"82 499 12"89 487 12"50 556

+0.3 669 +0.3 695 +0.3 610 +0.3 586 +0.3 499 +0.3 487 +0.3 556 DNS

6m02 591 5m66 514 5m61 504 5m09 400 5m00 382 4m95 373 4m97 377

+1.0 1260 -0.4 1209 -0.2 1114 -1.4 986 -1.4 881 -1.8 860 -0.1 933

10m47 514 7m52 338 7m51 337 7m07 311 6m28 265 7m83 356 6m10 255

1774 1547 1451 1297 1146 1216 1188

52"88 687 54"16 633 55"17 592 54"80 607 59"24 439 60"79 387 57"44 504

2461 2180 2043 1904 1585 1603 1692

第　１　日

得　点　計

順　　　位

19"12 422 18"78 452 18"80 450 19"89 358 21"18 262 21"00 274 21"63 232

-1.2 2883 -1.2 2632 -1.2 2493 -1.2 2262 -1.2 1847 -1.2 1877 -1.2 1924

43m94 499 28m02 271 24m14 218 28m40 277 29m41 291 32m66 337 23m85 214

3382 2903 2711 2539 2138 2214 2138

1m79 619 1m82 644 1m60 464 1m76 593 1m50 389 1m40 317 1m40 317

4001 3547 3175 3132 2527 2531 2455

5´00"45 557 5´22"55 437 4´53"00 601 4´59"57 562 4´55"37 587 5´01"76 550 4´51"26 611

4558 3984 3776 3694 3114 3081 3066

第　２　日

得　点　計

総　得　点

順　　　位

混成競技(八種）記録　　得点表　（　男　・　女　）

　　　　　　走幅跳の最高記録の風速が４ｍを超えた場合、セカンド記録以下に４ｍ以内のものがあればそれを付記してください。

１００ｍ

　備考　　左の欄は記録、右の欄の上は得点、下は合計得点、風向･風速を必要とする種目には必ず追・向の別と風速を記録欄に記入のこと。

１１０ｍＨ

砲丸投

やり投

走高跳

１５００ｍ

４００ｍ

2461

1374

走幅跳

76543

陸協名　　　長野陸上競技協会　コード17

北村　光

平成２９年 ９　月 ９　日（　土　曜）～　　９　月 １０　日（　日　曜）

競技会名　　南信高等学校新人体育大会陸上競技大会    　

583463

主催団体　長野陸上競技協会 競技場名　　伊那市陸上競技場　

380

倉田　優希

169166

吉澤　幸輝 宮下　琉塚田　千紘

下諏訪向陽 1高遠 2

赤羽　健一

581

20432180

520

16921603

駒ヶ根工 2

111
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決勝 9月9日  9:45

風速 +0.3

 1 赤羽 健一(1) 11.78(695)
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 下諏訪向陽

 2 倉田 優希(2) 11.91(669)
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 高遠

 3 塚田 千紘(1) 12.21(610)
ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 下諏訪向陽

 4 吉澤 幸輝(2) 12.34(586)
ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳｷ 赤穂

 5 松島 有軌(2) 12.50(556)
ﾏﾂｼﾏ ﾕｳｷ 飯田

 6 北村 光(2) 12.82(499)
ｷﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ 飯田

 7 宮下 琉(2) 12.89(487)
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 駒ヶ根工
宮坂 夏輝(2)
ﾐﾔｻｶ ﾅﾂｷ 諏訪清陵

決勝 9月9日 15:20

 1 倉田 優希(2) 52.88(687)
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 高遠

 2 赤羽 健一(1) 54.16(633)
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 下諏訪向陽

 3 吉澤 幸輝(2) 54.80(607)
ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳｷ 赤穂

 4 塚田 千紘(1) 55.17(592)
ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 下諏訪向陽

 5 松島 有軌(2) 57.44(504)
ﾏﾂｼﾏ ﾕｳｷ 飯田

 6 北村 光(2) 59.24(439)
ｷﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ 飯田

 7 宮下 琉(2) 1,00.79(387)
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 駒ヶ根工
宮坂 夏輝(2)
ﾐﾔｻｶ ﾅﾂｷ 諏訪清陵

2   520

4   111
欠場

3   581

1   583

7   169

8   463

5   166

6   380

八種男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

八種男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   380

4   166

1   463

2   169

6   581

8   583

7   520

5   111
欠場



決勝 9月10日 15:00

 1 松島 有軌(2) 4,51.26(611)
ﾏﾂｼﾏ ﾕｳｷ 飯田

 2 塚田 千紘(1) 4,53.00(601)
ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 下諏訪向陽

 3 北村 光(2) 4,55.37(587)
ｷﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ 飯田

 4 吉澤 幸輝(2) 4,59.57(562)
ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳｷ 赤穂

 5 倉田 優希(2) 5,00.45(557)
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 高遠

 6 宮下 琉(2) 5,01.76(550)
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 駒ヶ根工

 7 赤羽 健一(1) 5,22.55(437)
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 下諏訪向陽

決勝 9月10日  9:00

風速 -1.2

 1 赤羽 健一(1) 18.78(452)
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 下諏訪向陽

 2 塚田 千紘(1) 18.80(450)
ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 下諏訪向陽

 3 倉田 優希(2) 19.12(422)
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 高遠

 4 吉澤 幸輝(2) 19.89(358)
ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳｷ 赤穂

 5 宮下 琉(2) 21.00(274)
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 駒ヶ根工

 6 北村 光(2) 21.18(262)
ｷﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ 飯田

 7 松島 有軌(2) 21.63(232)
ﾏﾂｼﾏ ﾕｳｷ 飯田
宮坂 夏輝(2)
ﾐﾔｻｶ ﾅﾂｷ 諏訪清陵

2   166

1   380

5   520

6   583

4   463

7   581

3   169

八種男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   581

8   111
欠場

4   520

2   583

3   380

7   463

1   166

5   169

八種男子

110mH(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月10日 13:00

1m76 1m79 1m82 1m85
赤羽 健一(1) - - - - - - - - O -
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 下諏訪向陽 O XXO XO XXX (644)
倉田 優希(2) - - - - - - O O XO XXO
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 高遠 XXO O XXX (619)
吉澤 幸輝(2) - - - - - - O O XO XXO
ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳｷ 赤穂 XO XXX (593)
塚田 千紘(1) - - - - - O O XXX
ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 下諏訪向陽 (464)
北村 光(2) - - O O XO XXX
ｷﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ 飯田 (389)
松島 有軌(2) O O O XXX
ﾏﾂｼﾏ ﾕｳｷ 飯田 (317)
宮下 琉(2) - - O XXX
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 駒ヶ根工 (317)
宮坂 夏輝(2) 欠場
ﾐﾔｻｶ ﾅﾂｷ 諏訪清陵

決勝 9月9日 10:30

倉田 優希(2)   5.77   6.02   5.80    6.02 
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 高遠   -0.3   +1.0   -1.1    +1.0 (591)
赤羽 健一(1)   5.58   5.16   5.66    5.66 
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 下諏訪向陽   -0.6   +1.2   -0.4    -0.4 (514)
塚田 千紘(1)   5.42   5.45   5.61    5.61 
ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 下諏訪向陽   -1.5   +0.7   -0.2    -0.2 (504)
吉澤 幸輝(2)   5.09   4.73   4.49    5.09 
ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳｷ 赤穂   -1.4   -0.5   -0.4    -1.4 (400)
北村 光(2)   5.00    X   4.99    5.00 
ｷﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ 飯田   -1.4   +0.2    -1.4 (382)
松島 有軌(2)   4.97   4.90    X    4.97 
ﾏﾂｼﾏ ﾕｳｷ 飯田   -0.1   +0.3    -0.1 (377)
宮下 琉(2)   4.95    X   4.03    4.95 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 駒ヶ根工   -1.8   +1.1    -1.8 (373)
宮坂 夏輝(2) 欠場
ﾐﾔｻｶ ﾅﾂｷ 諏訪清陵

7 2   520

4   111

5 1   583

6 3   581

3 7   169

4 8   463

備考
1 6   380

-5-

2 5   166

-1- -6- 記録-2- -3- -4-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

氏  名 所属名
1m30 1m35

八種男子

走幅跳

1m50 1m55 1m60 1m65

八種男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
1m70 1m73

記録 備考

1 3   166
 1.82

1m40 1m45

2 2   380
 1.79

3 8   463
 1.76

  520
 1.40

4 1   169
 1.60

5 7   583
 1.50

4   111

6 5   581
 1.40

6 6



決勝 9月9日 13:30

倉田 優希(2)
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 高遠 (514)
宮下 琉(2)
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 駒ヶ根工 (356)
赤羽 健一(1)
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 下諏訪向陽 (338)
塚田 千紘(1)
ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 下諏訪向陽 (337)
吉澤 幸輝(2)
ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳｷ 赤穂 (311)
北村 光(2)
ｷﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ 飯田 (265)
松島 有軌(2)
ﾏﾂｼﾏ ﾕｳｷ 飯田 (255)
宮坂 夏輝(2) 欠場
ﾐﾔｻｶ ﾅﾂｷ 諏訪清陵

決勝 9月10日 10:30

倉田 優希(2)
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 高遠 (499)
宮下 琉(2)
ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳ 駒ヶ根工 (337)
北村 光(2)
ｷﾀﾑﾗ ﾋｶﾙ 飯田 (291)
吉澤 幸輝(2)
ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳｷ 赤穂 (277)
赤羽 健一(1)
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 下諏訪向陽 (271)
塚田 千紘(1)
ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 下諏訪向陽 (218)
松島 有軌(2)
ﾏﾂｼﾏ ﾕｳｷ 飯田 (214)
宮坂 夏輝(2)
ﾐﾔｻｶ ﾅﾂｷ 諏訪清陵

八種男子

砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 9   380

10.47 10.42 10.11  10.47 

2 5   520
 6.87  7.79  7.83   7.83 

3 10   166
 7.52  4.99  6.74   7.52 

4 8   169
 7.51  7.40  7.03   7.51 

5 7   463
 6.45  7.07  6.71   7.07 

6 6   583
 6.00  6.28  6.06   6.28 

7 4   581
  X  6.10  6.04

11   111

  6.10 

八種男子

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 5   380

  O   O 43.94  43.94 

2 9   520
32.66   O   O  32.66 

3 8   583
  O 29.41   O  29.41 

4 7   463
  O   X 28.40  28.40 

5 4   166
  O   O 28.02  28.02 

6 6   169
24.14   O   X  24.14 

7 10   581
  X 23.85   X

8 11   111

 23.85 



決勝 9月9日 12:45

県高新(HR)          10.32
南信新(NHR)         10.32

風速 -2.3

 1 那須 祐己(1)     12.36 
ﾅｽ ﾕｳｷ 諏訪二葉

 2 宮下 日向(1)     13.32 
ﾐﾔｼﾀ ﾋｭｳｶﾞ 伊那北
宮坂 翔馬(1)
ﾐﾔｻｶ ｼｮｳﾏ 諏訪実
西田 ガブリエル(2)
ﾆｼﾀﾞ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 箕輪進修
有賀  大輝(1)
ｱﾙｶﾞ ﾀｲｷ 伊那弥生ヶ丘
関 雄飛(1)
ｾｷ ﾕｳﾋ 上伊那農

5   438
欠場

7   331
欠場

2    80
欠場

3   313
欠場

4   132

6   414

オープン男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月10日 12:15

県高新  (HR )       20.93
南信新  (NHR)       20.93

風速 -0.9

 1 鎌倉 慎太郎(2)     24.70 
ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 下諏訪向陽
木村 翔瑛(1)
ｷﾑﾗ ｼｮｳｴｲ 諏訪実
宮坂 翔馬(1)
ﾐﾔｻｶ ｼｮｳﾏ 諏訪実
西田 ガブリエル(2)
ﾆｼﾀﾞ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 箕輪進修

4    80
欠場

6   313
欠場

5   164

3    79
欠場

オープン男子

200m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月10日 11:25

県高新(HR)        1,48.46
南信新(NHR)       1,51.98

 1 春日 雄大郎(1)   2,08.83 
ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 伊那北

 2 宮澤 隆之介(1)   2,25.57 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 伊那北

オープン男子

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   418

5   420



決勝 9月9日 10:55

県高新(HR)        3,38.49
南信新(NHR)       3,49.26

 1 宮脇 祐歩(1)   4,20.67 
ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾎ 伊那北

 2 宮澤 薫(1)   4,34.88 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｵﾙ 諏訪二葉

 3 志賀 太樹(2)   4,34.93 
ｼｶﾞ ﾀｲｷ 上伊那農

 4 竹内 健人(2)   4,37.68 
ﾀｹｳﾁ ｹﾝﾄ 上伊那農

 5 宮澤 岳(1)   4,38.25 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾞｸ 諏訪二葉

 6 後沢 大紀(1)   4,40.25 
ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 松川

 7 山﨑 淳平(1)   4,41.41 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 飯田OIDE長姫

 8 桑野 杏梧(1)   4,43.78 
ｸﾜﾉ ｷｮｳｺﾞ 諏訪二葉

 9 金澤 斗哉(1)   4,45.15 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾄｳﾔ 諏訪二葉

10 宮下 翔伍(1)   4,45.68 
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳｺﾞ 飯田OIDE長姫

11 林 龍介(2)   4,48.20 
ﾊﾔｼ ﾘｭｳｽｹ 松川

12 金田 隼輔(1)   4,50.95 
ｶﾈﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 伊那北

13 岩﨑 なつ希(1)   4,51.23 
ｲﾜｻｷ ﾅﾂｷ 飯田風越

14 宮澤 隆之介(1)   4,57.96 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳﾉｽｹ 伊那北

15 下平 勇希(2)   5,01.02 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 箕輪進修

16 村松 俊之介(1)   5,14.62 
ﾑﾗﾏﾂ ｼｭﾝﾉｽｹ 飯田風越
赤沼 浩由(2)
ｱｶﾇﾏ ﾋﾛﾖｼ 諏訪二葉

4  2605
欠場

6   314

16   605

15   602

5   420

13   551

7   417

12   134

2   622

17   623

1   135

9   149

8   560

3   366

11   365

14   410

10   137

オープン男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月10日 14:25

県高新  (HR )    13,45.23
南信新  (NHR)    14,19.87

 1 大杉 啓(2)  17,21.89 
ｵｵｽｷﾞ ﾋﾛﾑ 上伊那農

 2 志賀 太樹(2)  17,40.78 
ｼｶﾞ ﾀｲｷ 上伊那農

 3 宮澤 岳(1)  17,42.35 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾞｸ 諏訪二葉

 4 両角 睦紀(2)  17,53.34 
ﾓﾛｽﾞﾐﾑﾂｷ 諏訪二葉

 5 金澤 斗哉(1)  17,55.24 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾄｳﾔ 諏訪二葉

 6 桑野 杏梧(1)  18,01.13 
ｸﾜﾉ ｷｮｳｺﾞ 諏訪二葉

 7 池田 朋彦(1)  18,14.96 
ｲｹﾀﾞ ﾄﾓﾋｺ 伊那北

 8 巻淵 勇人(1)  18,58.18 
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾄ 諏訪二葉

 9 林 龍介(2)  19,20.35 
ﾊﾔｼ ﾘｭｳｽｹ 松川

10 金田 隼輔(1)  19,42.64 
ｶﾈﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 伊那北

34   551

37   417

32   415

36   136

35   134

33   135

40   149

38  2603

31   364

39   366

オープン男子

5000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月9日 15:00

県高新  (HR )     8,51.11
南信新  (NHR)     8,57.13

 1 下平 勇希(2)  11,56.21 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 箕輪進修

No. 氏  名 所属名 記録／備考
15   314

オープン男子

3000mSC             

決勝

順



決勝 9月9日 13:00

県高新  (HR )        7.61
南信新  (NHR)        7.57

鈴木 天人(2) 欠場
ｽｽﾞｷ ﾃﾝﾄ 飯田風越

1   617
-5- -6- 記録-2- -3- -4- 備考

オープン男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 9月9日 10:30

県高新  (HR )       14.76
南信新  (NHR)       13.28

小池 功一郎(2)
ｺｲｹ ｺｳｲﾁﾛｳ 箕輪進修

オープン男子

砲丸投(6.000kg)     

決勝

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

  8.98 
1 1   315

 8.95  8.98   X
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