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大会コード：19170526

第５９回 上伊那陸上競技選手権大会
記録集

期 日 令和元年８月１７日（土）

主 催 上伊那陸上競技協会、伊那市スポーツ協会陸上部

共 催 信濃毎日新聞社

後 援 伊那市、伊那市教育委員会

主 管 上伊那陸上競技協会

会 場 伊那市陸上競技場（競技場コード：172030）

総 務 桐山 勝次

審 判 長 有賀 保義（ﾄﾗｯｸ）　遠山 正洋（ﾌｨｰﾙﾄﾞ）

記録情報主任 竹内 秀樹

■ この大会で樹立された記録

ｸﾗｽ／種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 記録 氏名(学年) 所属 従来の記録 備考

2分22秒47 大会新

女子 400m 決 58秒79 林 千尋(3) 上伊那農高 59秒06

14秒74 唐澤 さくら(2) 箕輪中 15秒58

大会新

女子 800m 決 2分22秒11 中林 樹里(1) 辰野高

大会新

中学女子 砲丸投(2.721kg) 決 13ｍ35 倉田 紗優加(3) 南箕輪中 11ｍ64 大会新

中学女子 100mH(0.762m) 決

女子 4×100m 決 50秒47

氣賀澤 杏香(2)

上伊那農高 51秒07 大会新
加藤 ほのか(3)

加藤 こころ(3)

清水 華乃(3)

中学女子 4×100m 決 51秒86

山田 優芽(3)

赤穂中(A) 52秒20 大会新
原田 栞里(3)

宮澤 けい(2)

鎮西 花(3)

■ グラウンドコンディション

月日 時刻 天候 気温(℃) 湿度(％) 風向 風速(m/s)

8月17日(土)

8:50 晴れ 31.0 58.0 南 1.0

9:00 晴れ 31.3 56.0 南西 1.6

10:00 晴れ 31.4 52.0 南 2.6

11:00 晴れ 31.9 52.0 南西 2.5

12:00 晴れ 33.5 45.0 南 3.0

13:00 晴れ 33.7 45.0 南東 1.7

14:00 晴れ 33.5 46.0 南 2.7



第59回上伊那陸上競技選手権大会                                                  
　　主催：上伊那陸上競技協会・伊那市スポーツ協会陸上部                          
　　期日：2019年8月17日（土）                                                   

決勝記録一覧表
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
08/17 男子  -2.0小濱 律(3) 11.45 荻原 凌我(3) 11.51 有賀 匠吾(2) 11.70 古賀 直信(2) 11.70 丸岡 精二 11.86 新谷 佳汰(2) 12.05 田中 敦也(1) 12.29 今福 海斗(1) 12.34

１００ｍ 高校･上伊那農高 高校･赤穂高 高校･上伊那農高 高校･辰野高 一般･駒ヶ根AC 高校･上伊那農高 高校･赤穂高 高校･高遠高
08/17 荻原 凌我(3) 22.91 小濱 律(3) 23.05 三沢 和輝(2) 23.42 伊澤 拓人(2) 23.58 丸岡 精二 23.62 浦野 晃平(2) 23.76 山際 康太郎(2) 23.81 田中 敦也(1) 24.27

２００ｍ 高校･赤穂高 高校･上伊那農高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那北高 一般･駒ヶ根AC 高校･赤穂高 高校･上伊那農高 高校･赤穂高
08/17 伊澤 拓人(2) 51.40 久保田光太郎(2) 52.55 有賀 匠吾(2) 53.31 河西 希隆(2) 53.97 太田 一希(2) 54.25 浦野 優至(1) 55.97 浦野 亜武(2) 55.99 中原 愼二 56.02

４００ｍ 高校･伊那北高 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高 高校･赤穂高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･赤穂高 一般･駒ヶ根AC
08/17 高梨 良介 4,07.23 山川 拓馬(1) 4,07.78 大場 崇義(2) 4,16.29 大場 晴仁(1) 4,25.78 鈴木 駿平(2) 4,26.54 牧島 涼也(2) 4,31.11 日達 匠海(3) 4,34.73 篠原 良粋(1) 4,36.16

１５００ｍ 一般･ﾄｰﾊﾂ 高校･上伊那農高 中学･箕輪中 高校･上伊那農高 高校･上伊那農高 中学･伊那東部中 中学･南箕輪中 高校･辰野高
08/17 高梨 良介 15,20.52 原 広野 15,39.37 鈴木 昌幸 16,31.00 松村 博文 16,50.06 奥原 謙一 16,52.68 木村 和也 16,58.57 橋爪 颯生 17,05.49 樋口 正晃 17,10.38

５０００ｍ 一般･ﾄｰﾊﾂ 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 一般･ﾄｰﾊﾂ 一般･上伊那郡陸協 一般･上伊那郡陸協
08/17  -1.6逸見 崚輔(2) 16.57 佐野 修一郎(2) 19.00

110mH(1.067m) 高校･伊那北高 高校･伊那北高
08/17 福澤 洸士(1) 1.65

走高跳 高校･伊那北高
08/17 有賀 玄太(1) 4.00 北原 香音(2) 3.80 河手 靖次(1) 3.20

棒高跳 高校･高遠高 高校･高遠高 高校･高遠高
08/17 松田 拓巳(1) 5.86(+2.1) 上柳 凌平 5.68(+2.0) 浦野 快生(2) 5.54(+2.8) 前田 真孝 5.09(+2.8) 加藤 大起(2) 4.81(+2.5)

走幅跳 高校･赤穂高 一般･上伊那郡陸協 高校･伊那北高 一般･長野ﾏｽﾀｰｽﾞ 高校･伊那弥生ヶ丘高
08/17 金子 司 13.98(+2.0) 三沢 和輝(2)12.51(+2.4)

三段跳 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校･伊那弥生ヶ丘高
08/17 倉田 優希 10.60 小林 和夫 8.54

砲丸投(7.260kg) 一般･eS Design 一般･上伊那郡陸協
08/17 後藤 玲央(1) 10.37 下平 朱莉(1) 9.92 白鳥 和弥(2) 9.32 中山 友陽(1) 7.98

砲丸投(6.000kg) 高校･高遠高 高校･高遠高 高校･高遠高 高校･赤穂高
08/17 小林 和夫 24.60

円盤投(2.000kg) 一般･上伊那郡陸協
08/17 白鳥 和弥(2) 29.43 平澤 賢也(2) 25.41 中村 仁(1) 24.40 後藤 玲央(1) 23.82 下平 朱莉(1) 23.74 中山 友陽(1) 17.04

円盤投(1.750kg) 高校･高遠高 高校･高遠高 高校･上伊那農高 高校･高遠高 高校･高遠高 高校･赤穂高
08/17 平澤 賢也(2) 49.33 安田 真拓(1) 40.88 相川 隆太郎(2) 37.48 福島 健一 35.24 山﨑 陽太(2) 30.42 福澤 洸士(1) 28.96 中村 仁(1) 26.73

やり投(0.800kg) 高校･高遠高 高校･赤穂高 高校･上伊那農高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校･伊那弥生ヶ丘高 高校･伊那北高 高校･上伊那農高
08/17 上伊那農高       44.15 伊那北高       44.38 伊那弥生ヶ丘高      44.38

４×１００ｍＲ 久保田 光太郎(2) 佐野 修一郎(2) 瀧澤 直希(1)
有賀 匠吾(2) 逸見 崚輔(2) 太田 一希(2)
新谷 佳汰(2) 荻原 浩太郎(2) 山田 海斗(2)
小濱 律(3) 伊澤 拓人(2) 三沢 和輝(2)

08/17 中学男子  -1.3久保田 凱士(3) 11.86 古賀 涼輔(3) 12.04 樋口 シンジ(3) 12.19 柴 悠翔(3) 12.24 塩川 大樹(3) 12.47 赤羽 快(2) 12.61 酒井 奏楽(2) 12.95
１００ｍ 中学･赤穂中 中学･箕輪中 中学･伊那東部中 中学･箕輪中 中学･赤穂中 中学･伊那東部中 中学･春富中

08/17 久保田 凱士(3) 24.01 樋口 シンジ(3) 中学･伊那東部中 25.01 松澤 健耶(3) 25.05 伊藤 聖覧(3) 25.91 池上 竜馬(3) 25.99 青木 颯(2) 26.45 飯島 颯斗(2) 26.98
２００ｍ 中学･赤穂中 柴 悠翔(3) 中学･箕輪中 中学･箕輪中 中学･伊那東部中 中学･赤穂中 中学･駒ヶ根東中 中学･赤穂中

08/17 小林 隼人(3) 9,36.24 中島 温(2) 9,41.72 長谷部 直大(3) 9,51.92 野溝 兼佑(2) 9,58.59 大槻 心(1) 10,01.63 竹内 柊哉(2) 10,02.12 鈴木 哲平(2) 10,26.17 矢澤 蓮太郎(3) 10,30.03
３０００ｍ 中学･箕輪中 中学･宮田中 中学･赤穂中 中学･宮田中 中学･箕輪中 中学･宮田中 中学･赤穂中 中学･赤穂中

08/17  -2.0工藤 航介(3) 17.06 小幡 将太朗(2) 21.72 大平 伊吹(1) 25.55 小木曽 快(1) 28.83
110mH(0,914m) 中学･伊那東部中 中学･春富中 中学･宮田中 中学･宮田中

08/17 赤羽 快(2) 1.65 下村 考輝(2) 1.60 伊藤 嶺(2) 1.55 唐澤 伊織(1) 1.45 熊谷 知樹(3) 1.35
走高跳 中学･伊那東部中 中学･宮田中 中学･南箕輪中 中学･箕輪中 中学･赤穂中

08/17 工藤 航介(3) 6.02(+2.1) 酒井 奏楽(2) 5.76(+2.1) 唐澤 悠斗(3) 5.60(+2.7) 五味慎太郎(2)5.45(+3.7) 伊藤 聖覧(3) 5.39(+2.5) 土屋 颯太(2) 5.19(+3.0) 那須凜太郎(1)4.70(+4.2) 鈴木 瑛翔(1) 4.68(+1.6)
走幅跳 中学･伊那東部中 中学･春富中 中学･箕輪中 中学･南箕輪中 中学･伊那東部中 中学･伊那東部中 中学･箕輪中 中学･赤穂中

08/17 城取 颯(3) 8.06 春日 勇人(3) 6.21 伊藤 唯壱(1) 5.93
砲丸投(5.000kg) 中学･箕輪中 中学･伊那東部中 中学･春富中

08/17 伊那東部中(A)      46.90 赤穂中(B)       47.46 伊那東部中(B)      50.86 春富中(A)       50.90 南箕輪中       51.07 辰野中(A)       51.34 箕輪中(A)       51.71 赤穂中(A)       53.12
４×１００ｍＲ 樋口 シンジ(3) 塩川 大樹(3) 藤村 太士(1) 伊藤 穂(1) 武井 海斗(2) ﾛﾍﾟｽ田中ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(2) 那須 凜太郎(1) 原田 琢己(1)

伊藤 聖覧(3) 池上 竜馬(3) 赤羽 快(2) 酒井 奏楽(2) 伊藤 嶺(2) 池田 隆峨(2) 唐澤 伊織(1) 飯島 颯斗(2)
工藤 航介(3) 長谷部 直大(3) 土屋 颯太(2) 小幡 将太朗(2) 田坂 龍駕(2) 松田 竜介(2) 山口 智也(1) 木下 翔(1)
伊藤 史(3) 久保田 凱士(3) 坪木 涼佑(2) 川口 愛翔(2) 五味 慎太郎(2) 宮澤 駿也(2) 池上 雅哉(2) 鈴木 瑛翔(1)



予選 8月17日 11:55
決勝 8月17日 13:40

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

[ 1組] 風速 -2.0 [ 2組] 風速 -2.9

 1 新谷 佳汰(2) 高校     11.99 q  1 荻原 凌我(3) 高校     11.82 q
ｼﾝﾔ ｹｲﾀ 上伊那農高 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 赤穂高

 2 田中 敦也(1) 高校     12.20 q  2 瀧澤 直希(1) 高校     12.38 
ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ 赤穂高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ 伊那弥生ヶ丘高

 3 今福 海斗(1) 高校     12.28 q  3 江部 悠斗(2) 高校     12.55 
ｲﾏﾌｸ ｶｲﾄ 高遠高 ｴﾍﾞ ﾕｳﾄ 箕輪進修高

 4 竹越 勇斗(2) 高校     12.43  4 伊東 龍生(2) 高校     12.81 
ﾀｹｺﾞｼ ﾕｳﾄ 伊那弥生ヶ丘高 ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 高遠高

 5 柴田 晴夢(1) 高校     12.85  5 小倉 快心(1) 高校     13.17 
ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾑ 赤穂高 ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ 赤穂高
前田 真孝 一般  6 青木 健太(1) 高校     13.66 
ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ ｱｵｷ ｹﾝﾀ 伊那弥生ヶ丘高

山際 康太郎(2) 高校
ﾔﾏｷﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 上伊那農高

[ 3組] 風速 -2.9 [ 4組] 風速 -4.8

 1 小濱 律(3) 高校     11.57 q  1 有賀 匠吾(2) 高校     11.95 q
ｺﾊﾏ ﾘﾂ 上伊那農高 ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 上伊那農高

 2 古賀 直信(2) 高校     11.86 q  2 丸岡 精二 一般     12.16 q
ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ 辰野高 ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 3 小牧 大晟(1) 高校     12.44  3 西澤 歩夢(1) 高校     12.50 
ｺﾏｷ ﾀｲｾｲ 上伊那農高 ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 赤穂高

 4 松田 拓巳(1) 高校     12.49  4 小田切 民朗(1) 高校     13.06 
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 赤穂高 ｺﾀｷﾞﾘ ﾀﾐｵ 駒ヶ根工高

 5 田口 恵斗(2) 高校     12.69  5 山﨑 陽太(2) 高校     13.13 
ﾀｸﾞﾁ ｹｲﾄ 高遠高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀ 伊那弥生ヶ丘高

 6 加藤 大起(2) 高校     13.17 扇田 大雅(1) 高校
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 伊那弥生ヶ丘高 ｵｳｷﾞﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 上伊那農高
西野 瑛修(1) 高校
ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ 駒ヶ根工高

風速 -2.0

 1 小濱 律(3) 高校     11.45 
ｺﾊﾏ ﾘﾂ 上伊那農高

 2 荻原 凌我(3) 高校     11.51 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 赤穂高

 3 有賀 匠吾(2) 高校     11.70 
ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 上伊那農高

 4 古賀 直信(2) 高校     11.70 
ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ 辰野高

 5 丸岡 精二 一般     11.86 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 6 新谷 佳汰(2) 高校     12.05 
ｼﾝﾔ ｹｲﾀ 上伊那農高

 7 田中 敦也(1) 高校     12.29 
ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ 赤穂高

 8 今福 海斗(1) 高校     12.34 
ｲﾏﾌｸ ｶｲﾄ 高遠高

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

  443

記録／備考
7   344

2   486

6   490

8  9025

3   375

5

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   481

8   454

3   315

4   385

7   487

6   453

2   346
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   334

5   285

2   354

4   489

3   390

6   448

欠場

順 ﾚｰﾝ No.

2  9010

氏  名 所属名 記録／備考
6   337

3   484

7   505

8   444

4   353
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   504

5   334

3   481

6   337

4   285

7  9010

8   344

2   486

1   375



決勝 8月17日  9:30

県新(NR)            20.35
県高校新(KR)        20.93
大会新(GR)          22.24

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -2.1

 1 田中 敦也(1) 高校     24.27  1 山際 康太郎(2) 高校     23.81 
ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ 赤穂高 ﾔﾏｷﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 上伊那農高

 2 瀧澤 直希(1) 高校     24.48  2 荻原 浩太郎(2) 高校     24.48 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ 伊那弥生ヶ丘高 ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 伊那北高

 3 今福 海斗(1) 高校     25.04  3 新谷 佳汰(2) 高校     24.73 
ｲﾏﾌｸ ｶｲﾄ 高遠高 ｼﾝﾔ ｹｲﾀ 上伊那農高

 4 柴田 晴夢(1) 高校     25.68  4 太田 一希(2) 高校     24.76 
ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾑ 赤穂高 ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高

 5 田口 恵斗(2) 高校     25.90  5 西澤 歩夢(1) 高校     25.03 
ﾀｸﾞﾁ ｹｲﾄ 高遠高 ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 赤穂高

 6 小倉 快心(1) 高校     26.18  6 浦野 亜武(2) 高校     25.48 
ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ 赤穂高 ｳﾗﾉ ｱﾑ 赤穂高

 7 西野 瑛修(1) 高校     26.77 田畑 青透(2) 高校
ﾆｼﾉ ｱｷｻﾈ 駒ヶ根工高 ﾀﾊﾞﾀ ｱｵﾄ 上伊那農高
有賀 玄太(1) 高校 久保田 光太郎(2)高校
ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ 高遠高 ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 上伊那農高

[ 3組] 風速 -3.0

 1 荻原 凌我(3) 高校     22.91 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 赤穂高

 2 小濱 律(3) 高校     23.05 
ｺﾊﾏ ﾘﾂ 上伊那農高

 3 三沢 和輝(2) 高校     23.42 
ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高

 4 伊澤 拓人(2) 高校     23.58 
ｲｻﾜ ﾀｸﾄ 伊那北高

 5 丸岡 精二 一般     23.62 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 6 浦野 晃平(2) 高校     23.76 
ｳﾗﾉ ｺｳﾍｲ 赤穂高
山田 海斗(2) 高校
ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 伊那弥生ヶ丘高

   1 荻原 凌我(3) 高校 赤穂高     22.91 (-3.0)   3   1
   2 小濱 律(3) 高校 上伊那農高     23.05 (-3.0)   3   2
   3 三沢 和輝(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     23.42 (-3.0)   3   3
   4 伊澤 拓人(2) 高校 伊那北高     23.58 (-3.0)   3   4
   5 丸岡 精二 一般 駒ヶ根AC     23.62 (-3.0)   3   5
   6 浦野 晃平(2) 高校 赤穂高     23.76 (-3.0)   3   6
   7 山際 康太郎(2) 高校 上伊那農高     23.81 (-2.1)   2   1
   8 田中 敦也(1) 高校 赤穂高     24.27 (-1.1)   1   1
   9 瀧澤 直希(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高     24.48 (-1.1)   1   2
   9 荻原 浩太郎(2) 高校 伊那北高     24.48 (-2.1)   2   2
  11 新谷 佳汰(2) 高校 上伊那農高     24.73 (-2.1)   2   3
  12 太田 一希(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     24.76 (-2.1)   2   4
  13 西澤 歩夢(1) 高校 赤穂高     25.03 (-2.1)   2   5
  14 今福 海斗(1) 高校 高遠高     25.04 (-1.1)   1   3
  15 浦野 亜武(2) 高校 赤穂高     25.48 (-2.1)   2   6
  16 柴田 晴夢(1) 高校 赤穂高     25.68 (-1.1)   1   4
  17 田口 恵斗(2) 高校 高遠高     25.90 (-1.1)   1   5
  18 小倉 快心(1) 高校 赤穂高     26.18 (-1.1)   1   6
  19 西野 瑛修(1) 高校 駒ヶ根工高     26.77 (-1.1)   1   7
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決勝 8月17日 10:40

県新(NR)            46.54
大会新(GR)          49.73

[ 1組] [ 2組]

 1 浦野 優至(1) 高校     55.97  1 太田 一希(2) 高校     54.25 
ｳﾗﾉ ﾕｳｲ 伊那弥生ヶ丘高 ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高

 2 ﾛﾍﾟｽ田中ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(2)中学   1,00.27  2 浦野 亜武(2) 高校     55.99 
ﾛﾍﾟｽ ﾀﾅｶ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 辰野中 ｳﾗﾉ ｱﾑ 赤穂高

 3 土屋 颯太(2) 中学   1,00.92  3 中原 愼二 一般     56.02 
ﾂﾁﾔ ｿｳﾀ 伊那東部中 ﾅｶﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 駒ヶ根AC

 4 中野 聡太(2) 中学   1,01.86 浦野 晃平(2) 高校
ﾅｶﾉ ｿｳﾀ 駒ヶ根東中 ｳﾗﾉ ｺｳﾍｲ 赤穂高

 5 保科 陽斗(1) 中学   1,01.90 竹内 陽哉(1) 高校
ﾎｼﾅ ﾊﾙﾄ 宮田中 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 赤穂高

 6 西澤 岳大(1) 中学   1,08.71 扇田 大雅(1) 高校
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｹﾊﾙ 宮田中 ｵｳｷﾞﾀﾞ ﾀｲｶﾞ 上伊那農高

[ 3組]

 1 伊澤 拓人(2) 高校     51.40 
ｲｻﾜ ﾀｸﾄ 伊那北高

 2 久保田 光太郎(2)高校     52.55 
ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 上伊那農高

 3 有賀 匠吾(2) 高校     53.31 
ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 上伊那農高

 4 河西 希隆(2) 高校     53.97 
ｶｻｲ ｷﾘｭｳ 赤穂高
田畑 青透(2) 高校
ﾀﾊﾞﾀ ｱｵﾄ 上伊那農高
山田 海斗(2) 高校
ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 伊那弥生ヶ丘高

   1 伊澤 拓人(2) 高校 伊那北高       51.40   3   1
   2 久保田 光太郎(2) 高校 上伊那農高       52.55   3   2
   3 有賀 匠吾(2) 高校 上伊那農高       53.31   3   3
   4 河西 希隆(2) 高校 赤穂高       53.97   3   4
   5 太田 一希(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高       54.25   2   1
   6 浦野 優至(1) 高校 伊那弥生ヶ丘高       55.97   1   1
   7 浦野 亜武(2) 高校 赤穂高       55.99   2   2
   8 中原 愼二 一般 駒ヶ根AC       56.02   2   3
   9 ﾛﾍﾟｽ田中ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(2) 中学 辰野中     1,00.27   1   2
  10 土屋 颯太(2) 中学 伊那東部中     1,00.92   1   3
  11 中野 聡太(2) 中学 駒ヶ根東中     1,01.86   1   4
  12 保科 陽斗(1) 中学 宮田中     1,01.90   1   5
  13 西澤 岳大(1) 中学 宮田中     1,08.71   1   6

 7964
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決勝 8月17日 13:45

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

[ 1組] [ 2組]

 1 高梨 良介 一般   4,07.23  1 日達 匠海(3) 中学   4,34.73 
ﾀﾅｶｼ ﾘｮｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ 南箕輪中

 2 山川 拓馬(1) 高校   4,07.78  2 篠原 良粋(1) 高校   4,36.16 
ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾏ 上伊那農高 ｼﾉﾊﾗ ﾗｲｷ 辰野高

 3 大場 崇義(2) 中学   4,16.29  3 岩波 響介(2) 高校   4,38.04 
ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾖｼ 箕輪中 ｲﾜﾅﾐ ｷｮｳｽｹ 伊那弥生ヶ丘高

 4 大場 晴仁(1) 高校   4,25.78  4 小澤 優翔(2) 中学   4,39.16 
ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾋﾄ 上伊那農高 ｵｻﾞﾜ ﾏﾅﾄ 辰野中

 5 鈴木 駿平(2) 高校   4,26.54  5 清水 想介(2) 高校   4,45.83 
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 上伊那農高 ｼﾐｽﾞ ｿｳｽｹ 伊那弥生ヶ丘高

 6 牧島 涼也(2) 中学   4,31.11  6 吉江 健哉(2) 中学   4,51.33 
ﾏｷｼﾏ ﾘｮｳﾔ 伊那東部中 ﾖｼｴ ｹﾝﾔ 辰野中

 7 芦部 冬馬(2) 高校   4,36.49  7 福田 駿希(2) 高校   4,52.76 
ｱｼﾍﾞ ﾄｳﾏ 上伊那農高 ﾌｸﾀ ｼｭﾝｷ 伊那弥生ヶ丘高

 8 田中 稜馬(1) 高校   4,38.16  8 小川 聖司(2) 中学   4,55.81 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾏ 伊那北高 ｵｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ 箕輪中

 9 丸山 卓治(2) 高校   4,43.53  9 小松 佑生(3) 中学   4,56.14 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｼﾞ 上伊那農高 ｺﾏﾂ ﾕｳ 伊那東部中

10 南澤 道大(1) 中学   4,45.79 10 大原 翔輝(2) 中学   4,58.10 
ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ﾐﾁﾋﾛ 赤穂中 ｵｵﾊﾗ ﾄｷ 赤穂中
長谷部 直大(3) 中学 11 飯島 和紀(2) 中学   5,08.04 
ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ 赤穂中 ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 宮田中
瀧澤 健斗(1) 高校 12 牧田 げんき(2) 高校   5,10.84 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 上伊那農高 ﾏｷﾀ ｹﾞﾝｷ 伊那北高
菅沼 蒼太(1) 高校
ｽｶﾞﾇﾏ ｿｳﾀ 上伊那農高
久保田 祐梨(3) 高校
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾘ 上伊那農高
矢澤 蓮太郎(3) 中学
ﾔｻﾞﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ 赤穂中

[ 3組] [ 4組]

 1 飯塚 光輔 一般   4,40.03  1 伊東 龍生(2) 高校   5,21.57 
ｲｲﾂﾞｶ ｺｳｽｹ 上伊那郡陸協 ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 高遠高

 2 金野 隼男(2) 高校   4,42.43  2 中山 和歩(3) 中学   5,21.86 
ｺﾝﾉ ﾊﾔｵ 伊那弥生ヶ丘高 ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾎ 伊那東部中

 3 中原 悠理(2) 中学   4,50.73  3 宮澤 太地(2) 中学   5,27.77 
ﾅｶﾊﾗ ﾕｳﾘ 春富中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｲﾁ 駒ヶ根東中

 4 廣島 壮(1) 中学   5,08.23  4 六波羅 歩(1) 中学   5,29.04 
ﾋﾛｼﾏ ｿｳ 辰野中 ﾛｸﾊﾗ ｱﾕﾑ 春富中

 5 唐澤 来希(2) 中学   5,09.02  5 高見 渉大(1) 中学   5,29.71 
ｶﾗｻﾜ ﾗｲｷ 辰野中 ﾀｶﾐ ｼｮｳﾀ 伊那東部中

 6 大森 瑛稀(1) 中学   5,11.78  6 赤羽 倖輔(1) 中学   5,33.22 
ｵｵﾓﾘ ｴｲｷ 伊那東部中 ｱｶﾊﾈ ｺｳｽｹ 箕輪中

 7 鈴木 凰介(2) 中学   5,14.94  7 松井 優志(1) 中学   5,37.85 
ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 赤穂中 ﾏﾂｲ ﾕｳｼ 伊那東部中

 8 宮澤 駿也(2) 中学   5,22.91  8 澤井 勇斗(1) 中学   5,41.58 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 辰野中 ｻﾜｲ ﾊﾔﾄ 辰野中

 9 根橋 諒介(1) 中学   5,25.64  9 深谷 稲生(1) 中学   5,58.88 
ﾈﾊﾞｼ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中 ﾌｶﾔ ﾄｷ 駒ヶ根東中

10 中林 優(1) 中学   5,26.33 10 三島 颯斗(1) 中学   6,04.57 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 箕輪中 ﾐｼﾏ ﾊﾔﾄ 伊那東部中

11 矢澤 秀成(1) 中学   5,26.80 11 春日 和紀(1) 中学   6,08.81 
ﾔｻﾞﾜ ｼｭｳｾｲ 赤穂中 ｶｽｶﾞ ｶｽﾞｷ 宮田中

12 井内 悠人(1) 中学   5,29.61 12 北澤 広葉(1) 中学   6,12.65 
ｲｳﾁ ﾕｳﾄ 辰野中 ｷﾀｻﾞﾜ ｺｳﾖｳ 伊那東部中

13 吉澤 祐作(2) 中学   5,37.74 13 平澤 濡音(1) 中学   6,29.36 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｻｸ 春富中 ﾋﾗｻﾜ ﾚｵﾝ 伊那東部中

14 鈴木 隼汰(2) 中学   5,44.23 福澤 栄暉(2) 中学
ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾀ 赤穂中 ﾌｸｻﾞﾜ ｴｲｷ 駒ヶ根東中

15 仁平 優太(2) 中学   5,54.13 岡田 魂(1) 中学
ﾆﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾀ 駒ヶ根東中 ｵｶﾀﾞ ｿｳﾙ 南箕輪中

16 山口 陽也(1) 中学   6,08.06 野上 紘慎(2) 中学
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾔ 箕輪中 ﾉｶﾞﾐ ｺｳｼﾝ 春富中
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   1 高梨 良介 一般 ﾄｰﾊﾂ     4,07.23   1   1
   2 山川 拓馬(1) 高校 上伊那農高     4,07.78   1   2
   3 大場 崇義(2) 中学 箕輪中     4,16.29   1   3
   4 大場 晴仁(1) 高校 上伊那農高     4,25.78   1   4
   5 鈴木 駿平(2) 高校 上伊那農高     4,26.54   1   5
   6 牧島 涼也(2) 中学 伊那東部中     4,31.11   1   6
   7 日達 匠海(3) 中学 南箕輪中     4,34.73   2   1
   8 篠原 良粋(1) 高校 辰野高     4,36.16   2   2
   9 芦部 冬馬(2) 高校 上伊那農高     4,36.49   1   7
  10 岩波 響介(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     4,38.04   2   3
  11 田中 稜馬(1) 高校 伊那北高     4,38.16   1   8
  12 小澤 優翔(2) 中学 辰野中     4,39.16   2   4
  13 飯塚 光輔 一般 上伊那郡陸協     4,40.03   3   1
  14 金野 隼男(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     4,42.43   3   2
  15 丸山 卓治(2) 高校 上伊那農高     4,43.53   1   9
  16 南澤 道大(1) 中学 赤穂中     4,45.79   1  10
  17 清水 想介(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     4,45.83   2   5
  18 中原 悠理(2) 中学 春富中     4,50.73   3   3
  19 吉江 健哉(2) 中学 辰野中     4,51.33   2   6
  20 福田 駿希(2) 高校 伊那弥生ヶ丘高     4,52.76   2   7
  21 小川 聖司(2) 中学 箕輪中     4,55.81   2   8
  22 小松 佑生(3) 中学 伊那東部中     4,56.14   2   9
  23 大原 翔輝(2) 中学 赤穂中     4,58.10   2  10
  24 飯島 和紀(2) 中学 宮田中     5,08.04   2  11
  25 廣島 壮(1) 中学 辰野中     5,08.23   3   4
  26 唐澤 来希(2) 中学 辰野中     5,09.02   3   5
  27 牧田 げんき(2) 高校 伊那北高     5,10.84   2  12
  28 大森 瑛稀(1) 中学 伊那東部中     5,11.78   3   6
  29 鈴木 凰介(2) 中学 赤穂中     5,14.94   3   7
  30 伊東 龍生(2) 高校 高遠高     5,21.57   4   1
  31 中山 和歩(3) 中学 伊那東部中     5,21.86   4   2
  32 宮澤 駿也(2) 中学 辰野中     5,22.91   3   8
  33 根橋 諒介(1) 中学 箕輪中     5,25.64   3   9
  34 中林 優(1) 中学 箕輪中     5,26.33   3  10
  35 矢澤 秀成(1) 中学 赤穂中     5,26.80   3  11
  36 宮澤 太地(2) 中学 駒ヶ根東中     5,27.77   4   3
  37 六波羅 歩(1) 中学 春富中     5,29.04   4   4
  38 井内 悠人(1) 中学 辰野中     5,29.61   3  12
  39 高見 渉大(1) 中学 伊那東部中     5,29.71   4   5
  40 赤羽 倖輔(1) 中学 箕輪中     5,33.22   4   6
  41 吉澤 祐作(2) 中学 春富中     5,37.74   3  13
  42 松井 優志(1) 中学 伊那東部中     5,37.85   4   7
  43 澤井 勇斗(1) 中学 辰野中     5,41.58   4   8
  44 鈴木 隼汰(2) 中学 赤穂中     5,44.23   3  14
  45 仁平 優太(2) 中学 駒ヶ根東中     5,54.13   3  15
  46 深谷 稲生(1) 中学 駒ヶ根東中     5,58.88   4   9
  47 三島 颯斗(1) 中学 伊那東部中     6,04.57   4  10
  48 山口 陽也(1) 中学 箕輪中     6,08.06   3  16
  49 春日 和紀(1) 中学 宮田中     6,08.81   4  11
  50 北澤 広葉(1) 中学 伊那東部中     6,12.65   4  12
  51 平澤 濡音(1) 中学 伊那東部中     6,29.36   4  13

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
 9004
  348
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  350
  339
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  286
  340
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  395
 7957
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  451
  338
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  446
 8178
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  447
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 8228
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 7952
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  429
 8107
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  385
 8124
 7963
 7997
 8004
 8242
 8254
 8172
 7950
 8102
 8006
 8180
 8106
 7951
 8232
 8258
 8262
 8135
 7994
 9008
 8109
 8110



決勝 8月17日  8:50

県新(NR)         13,20.80
県高校新(KR)     13,45.23
大会新(GR)       15,02.58

 1 高梨 良介 一般  15,20.52 
ﾀﾅｶｼ ﾘｮｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ

 2 原 広野 一般  15,39.37 
ﾊﾗ ｺｳﾔ 上伊那郡陸協

 3 鈴木 昌幸 一般  16,31.00 
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ 上伊那郡陸協

 4 松村 博文 一般  16,50.06 
ﾏﾂﾑﾗ ﾋﾛﾌﾐ 上伊那郡陸協

 5 奥原 謙一 一般  16,52.68 
ｵｸﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 上伊那郡陸協

 6 木村 和也 一般  16,58.57 
ｷﾑﾗ ｶｽﾞﾔ ﾄｰﾊﾂ

 7 橋爪 颯生 一般  17,05.49 
ﾊｼｽﾞﾒ ｻﾂｷ 上伊那郡陸協

 8 樋口 正晃 一般  17,10.38 
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協

 9 上島 通成 一般  17,17.04 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐﾁﾅﾘ 上伊那郡陸協

10 宮下 泰智(2) 高校  18,07.58 
ﾐﾔｼﾀ ﾔｽﾄﾓ 伊那北高
大蔵 孝典 一般
ｵｵｸﾗ ﾀｶﾉﾘ 上伊那郡陸協
北原 裕一 一般
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 上伊那郡陸協

7  9020
途中棄権

1  9023
欠場

5  9018

16   393

19  9014

13  9022

11  9013

4  9005

17  9024

15  9017

18  9004

3  9015

男子

５０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月17日 12:50

県新(NR)            13.84
県高校新(KR)        14.44
大会新(GR)          15.50

風速 -1.6

 1 逸見 崚輔(2) 高校     16.57 
ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ 伊那北高

 2 佐野 修一郎(2) 高校     19.00 
ｻﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ 伊那北高
小田切 民朗(1) 高校
ｺﾀｷﾞﾘ ﾀﾐｵ 駒ヶ根工高

4   505
欠場

5   427

3   391

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17日 14:40

県新(NR)            40.62
県高校新(KR)        40.95
大会新(GR)          44.10

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 上伊那農高   341 久保田 光太郎(2)     44.15 

ｶﾐｲﾅﾉｳｺｳ ｸﾎﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ
  337 有賀 匠吾(2)

ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ
  344 新谷 佳汰(2)

ｼﾝﾔ ｹｲﾀ
  334 小濱 律(3)

ｺﾊﾏ ﾘﾂ
 2   5 伊那北高   391 佐野 修一郎(2)     44.38 

ｲﾅｷﾀｺｳ ｻﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ
  427 逸見 崚輔(2)

ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ
  423 荻原 浩太郎(2)

ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ
  430 伊澤 拓人(2)

ｲｻﾜ ﾀｸﾄ
 3   3 伊那弥生ヶ丘高  454 瀧澤 直希(1)     44.38 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ
  442 太田 一希(2)

ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ
  445 山田 海斗(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ
  449 三沢 和輝(2)

ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ

男子

４×１００ｍ

決勝



予選 8月17日 11:30
決勝 8月17日 13:35

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

[ 1組] 風速 -2.4 [ 2組] 風速 -2.7

 1 赤羽 快(2) 中学     12.56 q  1 塩川 大樹(3) 中学     12.62 q
ｱｶﾊﾈ ｶｲ 伊那東部中 ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ 赤穂中

 2 松澤 健耶(3) 中学     12.82 q  2 池田 隆峨(2) 中学     13.25 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ 箕輪中 ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ 辰野中

 3 木下 翔(1) 中学     14.12  3 川口 愛翔(2) 中学     13.98 
ｷﾉｼﾀ ｼｮｳ 赤穂中 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾅﾄ 春富中

 4 大蔵 優悟(2) 中学     14.12  4 山口 智也(1) 中学     14.34 
ｵｵｸﾗ ﾕｳｺﾞ 駒ヶ根東中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 箕輪中

 5 山中 章太(2) 中学     14.80  5 浦野 芳希(2) 中学     14.66 
ﾔﾏﾅｶ ｼｮｳﾀ 宮田中 ｳﾗﾉ ﾖｼｷ 宮田中

 6 尾込 航太郎(1) 中学     15.40  6 原田 琢己(1) 中学     15.12 
ｵｺﾞﾐ ｺｳﾀﾛｳ 南箕輪中 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 赤穂中

 7 中谷 太希(2) 中学     15.65  7 河崎 充琉(1) 中学     15.85 
ﾅｶﾔ ﾋﾛｷ 辰野中 ｶﾜｻｷ ﾐﾘｭｳ 辰野中

 8 佐藤 陽太(1) 中学     16.02  8 唐澤 将貴(1) 中学     16.29 
ｻﾄｳ ﾖｳﾀ 箕輪中 ｶﾗｻﾜ ｼｮｳｷ 南箕輪中

[ 3組] 風速 -2.5 [ 4組] 風速 -3.3

 1 池上 雅哉(2) 中学     13.03  1 柴 悠翔(3) 中学     12.39 q
ｲｹｶﾞﾐ ﾏｻﾔ 箕輪中 ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ 箕輪中

 2 池上 竜馬(3) 中学     13.23  2 飯島 颯斗(2) 中学     13.50 
ｲｹｶﾞﾐ ﾘｮｳﾏ 赤穂中 ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 赤穂中

 3 ロペス田中ガブリ中学     13.64  3 松田 竜介(2) 中学     13.68 
ﾛﾍﾟｽ ﾀﾅｶ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ辰野中 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 辰野中

 4 北原 快聖(1) 中学     14.03  4 藤村 太士(1) 中学     14.22 
ｷﾀﾊﾗ ｶｲｾｲ 駒ヶ根東中 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲｼ 伊那東部中

 5 小澤 力六(1) 中学     14.07  5 大前 侑也(1) 中学     14.28 
ｵｻﾞﾜ ﾘｷﾑ 伊那東部中 ｵｵﾏｴ ﾕｳﾔ 宮田中

 6 倉田 晃輔(1) 中学     14.84  6 竹内 蒼太朗(1) 中学     14.59 
ｸﾗﾀ ｺｳｽｹ 南箕輪中 ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾛｳ 箕輪中
小川 隆太(2) 中学  7 大木 尊仁(2) 中学     15.93 
ｵｶﾞﾜ ﾘｭｳﾀ 宮田中 ｵｵｷ ﾀｶﾄ 南箕輪中
五十嵐 亜聖(1) 中学
ｲｶﾞﾗｼ ｱｾｲ 宮田中

[ 5組] 風速 -2.4 [ 6組] 風速 -2.6

 1 古賀 涼輔(3) 中学     12.38 q  1 樋口 シンジ(3) 中学     12.45 q
ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中 ﾋｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 伊那東部中

 2 酒井 奏楽(2) 中学     12.92 q  2 小倉 心和(3) 中学     13.14 
ｻｶｲ ｿﾗ 春富中 ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ 赤穂中

 3 上山 航汰(2) 中学     14.04  3 武井 海斗(2) 中学     13.69 
ｶﾐﾔﾏ ｺｳﾀ 駒ヶ根東中 ﾀｹｲ ｶｲﾄ 南箕輪中

 4 田方 隼人(2) 中学     14.74  4 青木 羽琉(1) 中学     13.85 
ﾀｶﾞﾀ ﾊﾔﾄ 辰野中 ｱｵｷ ﾊﾙ 箕輪中

 5 上田 柊佑(1) 中学     15.13  5 保科 陽斗(1) 中学     14.01 
ｳｴﾀﾞ ｼｭｳ 箕輪中 ﾎｼﾅ ﾊﾙﾄ 宮田中

 6 小林 拓夢(1) 中学     15.63  6 松下 浩武(2) 中学     15.17 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾑ 宮田中 ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛﾑ 辰野中
小林 歩睦(1) 中学  7 宮下 恵冴(2) 中学     15.28 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ 赤穂中 ﾐﾔｼﾀ ｹｲｺﾞ 宮田中

[ 7組] 風速 -2.6

 1 久保田 凱士(3) 中学     12.15 q
ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 赤穂中

 2 竹村 昌之(1) 中学     13.45 
ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 駒ヶ根東中

 3 宮澤 駿也(2) 中学     13.63 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 辰野中

 4 久保村 康生(1) 中学     14.56 
ｸﾎﾞﾑﾗ ｺｳｾｲ 春富中

 5 田中 優一(1) 中学     14.92 
ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ 箕輪中

 6 松下 琉生(1) 中学     15.59 
ﾏﾂｼﾀ ﾘｭｳｾｲ 宮田中
久保口 優空(3) 中学
ｸﾎﾞｸﾞﾁ ﾕｳｱ 赤穂中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
1  8142

5  8833

中学男子

１００ｍ

予選 通過基準  7組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考

 8043

6  8244

2  8251

8  7962

3  7991

7  8197

4

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
3  8820

4  7961

5  8177

6  8002

7  8194

1  8243

2  7954

8  8053

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
3  8034

1  8826

7  7964

4  8260

5  8133

8  8054

2  8190
欠場

6  8205
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
8  8018

7  8238

2  7959

5  8103

6  8207

4  7999

3  8050

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
2  8014

8  8185

5  8252

4  7965

6  8000

3  8211

順 ﾚｰﾝ No.

5  8821

8  8042

所属名 記録／備考
7  8121

2  7998

4  8201

3  7966

6  8195

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場
7

4  8824

2  8263

 8245

7  7963

3  8170

6  8001

5  8209

8  8823
欠場



風速 -1.3

 1 久保田 凱士(3) 中学     11.86 
ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 赤穂中

 2 古賀 涼輔(3) 中学     12.04 
ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 箕輪中

 3 樋口 シンジ(3) 中学     12.19 
ﾋｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 伊那東部中

 4 柴 悠翔(3) 中学     12.24 
ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ 箕輪中

 5 塩川 大樹(3) 中学     12.47 
ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ 赤穂中

 6 赤羽 快(2) 中学     12.61 
ｱｶﾊﾈ ｶｲ 伊那東部中

 7 酒井 奏楽(2) 中学     12.95 
ｻｶｲ ｿﾗ 春富中
松澤 健耶(3) 中学
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ 箕輪中

中学男子

１００ｍ
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8824

4  8014

3  8121

6  8018

7  8820

8  8142

欠場

2  8185

1  8833



決勝 8月17日  9:20

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

[ 1組] 風速 -2.5 [ 2組] 風速 -1.9

 1 加藤 哲也(3) 中学     27.01  1 久保田 凱士(3) 中学     24.01 
ｶﾄｳ ﾃﾂﾔ 伊那東部中 ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 赤穂中

 2 小倉 心和(3) 中学     27.12  2 樋口 シンジ(3) 中学     25.01 
ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ 赤穂中 ﾋｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ 伊那東部中

 3 鈴木 瑛翔(1) 中学     27.53  2 柴 悠翔(3) 中学     25.01 
ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ 赤穂中 ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ 箕輪中

 4 小幡 将太朗(2) 中学     28.25  4 松澤 健耶(3) 中学     25.05 
ｵﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 春富中 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ 箕輪中

 5 湯澤 颯(2) 中学     28.41  5 伊藤 聖覧(3) 中学     25.91 
ﾕｻﾞﾜ ｿｳ 駒ヶ根東中 ｲﾄｳ ｾｲﾗﾝ 伊那東部中

 6 春日 勇人(3) 中学     29.51  6 池上 竜馬(3) 中学     25.99 
ｶｽｶﾞ ﾊﾔﾄ 伊那東部中 ｲｹｶﾞﾐ ﾘｮｳﾏ 赤穂中
塩川 大樹(3) 中学  7 青木 颯(2) 中学     26.45 
ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ 赤穂中 ｱｵｷ ﾊﾔﾃ 駒ヶ根東中
小林 歩睦(1) 中学  8 飯島 颯斗(2) 中学     26.98 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ 赤穂中 ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 赤穂中

   1 久保田 凱士(3) 中学 赤穂中     24.01 (-1.9)   2   1
   2 樋口 シンジ(3) 中学 伊那東部中     25.01 (-1.9)   2   2
   2 柴 悠翔(3) 中学 箕輪中     25.01 (-1.9)   2   2
   4 松澤 健耶(3) 中学 箕輪中     25.05 (-1.9)   2   4
   5 伊藤 聖覧(3) 中学 伊那東部中     25.91 (-1.9)   2   5
   6 池上 竜馬(3) 中学 赤穂中     25.99 (-1.9)   2   6
   7 青木 颯(2) 中学 駒ヶ根東中     26.45 (-1.9)   2   7
   8 飯島 颯斗(2) 中学 赤穂中     26.98 (-1.9)   2   8
   9 加藤 哲也(3) 中学 伊那東部中     27.01 (-2.5)   1   1
  10 小倉 心和(3) 中学 赤穂中     27.12 (-2.5)   1   2
  11 鈴木 瑛翔(1) 中学 赤穂中     27.53 (-2.5)   1   3
  12 小幡 将太朗(2) 中学 春富中     28.25 (-2.5)   1   4
  13 湯澤 颯(2) 中学 駒ヶ根東中     28.41 (-2.5)   1   5
  14 春日 勇人(3) 中学 伊那東部中     29.51 (-2.5)   1   6

 8247
 8176
 8255
 8122

 8126
 8826
 8250
 8238
 8125
 8821

組 順位
 8824
 8121
 8018
 8833

欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

欠場
8  8245 3  8238

2  8820 1  8250

7  8122 7  8826

5  8255 6  8126

1  8176 2  8833

6  8247 8  8018

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

4  8821 4  8121

所属名

中学男子

２００ｍ

No. 氏  名

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 記録／備考所属名
3  8125 5  8824



決勝 8月17日 10:20

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

 1 小林 隼人(3) 中学   9,36.24 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 箕輪中

 2 中島 温(2) 中学   9,41.72 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙ 宮田中

 3 長谷部 直大(3) 中学   9,51.92 
ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ 赤穂中

 4 野溝 兼佑(2) 中学   9,58.59 
ﾉﾐｿﾞ ｹﾝｽｹ 宮田中

 5 大槻 心(1) 中学  10,01.63 
ｵｵﾂｷ ｼﾝ 箕輪中

 6 竹内 柊哉(2) 中学  10,02.12 
ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾔ 宮田中

 7 鈴木 哲平(2) 中学  10,26.17 
ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ 赤穂中

 8 矢澤 蓮太郎(3) 中学  10,30.03 
ﾔｻﾞﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ 赤穂中

 9 田中 惠介(3) 中学  10,32.20 
ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ 箕輪中

10 堀田 匠和(2) 中学  10,51.52 
ﾎﾘﾀ ﾀｸﾄ 赤穂中

11 小木曽 翔太(2) 中学  10,53.29 
ｵｷﾞｿ ｼｮｳﾀ 駒ヶ根東中

12 中村 元紀(2) 中学  11,02.51 
ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ 赤穂中

13 木下 斎滉(1) 中学  11,15.84 
ｷﾉｼﾀ ｲｯｺｳ 駒ヶ根東中

14 伊藤 達也(2) 中学  11,20.07 
ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 箕輪中

15 岡添 智史(3) 中学  11,22.73 
ｵｶｿﾞｴ ｻﾄｼ 箕輪中

16 南郷 友輝(3) 中学  11,41.05 
ﾅﾝｺﾞｳ ﾕｳｷ 箕輪中
佐藤 大介ﾏｰｸ(3) 中学
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹﾏｰｸ 箕輪中
森村 徳一(3) 中学
ﾓﾘﾑﾗ ﾉﾘｶｽﾞ 駒ヶ根東中
渋谷 大和(2) 中学
ｼﾌﾞﾔ ﾔﾏﾄ 赤穂中
小松 真優(2) 中学
ｺﾏﾂ ﾏﾋﾛ 伊那AC

中学男子

３０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
21  8015

14  8198

4  8825

16  8196

19  7990

6  8217

8  8237

20  8827

5  8835

10  8239

1  8256

12  8234

15  8261

3  8037

11  8016

7  8031

9  8019
欠場

13  8287
欠場

18  8231
欠場

23  9006
欠場



決勝 8月17日 12:45

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

風速 -2.0

 1 工藤 航介(3) 中学     17.06 
ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 伊那東部中

 2 小幡 将太朗(2) 中学     21.72 
ｵﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 春富中

 3 大平 伊吹(1) 中学     25.55 
ｵｵﾀﾞｲﾗ ｲﾌﾞｷ 宮田中

 4 小木曽 快(1) 中学     28.83 
ｵｷﾞｿ ｶｲ 宮田中

4  8219

6  8208

3  8127

5  8176

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17日 14:30

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 春富中(A)  8186 伊藤 穂(1)     50.90  1   4 伊那東部中(A)  8121 樋口 シンジ(3)     46.90 

ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳA ｲﾄｳ ﾐﾉﾘ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾋｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ
 8185 酒井 奏楽(2)  8126 伊藤 聖覧(3)

ｻｶｲ ｿﾗ ｲﾄｳ ｾｲﾗﾝ
 8176 小幡 将太朗(2)  8127 工藤 航介(3)

ｵﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ
 8177 川口 愛翔(2)  8129 伊藤 史(3)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾅﾄ ｲﾄｳ ﾁｶ
 2   5 南箕輪中  8042 武井 海斗(2)     51.07  2   6 赤穂中(B)  8820 塩川 大樹(3)     47.46 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾀｹｲ ｶｲﾄ ｱｶﾎﾁｭｳB ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ
 8049 伊藤 嶺(2)  8826 池上 竜馬(3)

ｲﾄｳ ﾚｲ ｲｹｶﾞﾐ ﾘｮｳﾏ
 8044 田坂 龍駕(2)  8825 長谷部 直大(3)

ﾀｻｶ ﾘｮｳｶﾞ ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ
 8041 五味 慎太郎(2)  8824 久保田 凱士(3)

ｺﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ
 3   3 赤穂中(A)  8243 原田 琢己(1)     53.12  3   2 伊那東部中(B)  8103 藤村 太士(1)     50.86 

ｱｶﾎﾁｭｳA ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲｼ
 8238 飯島 颯斗(2)  8142 赤羽 快(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ ｱｶﾊﾈ ｶｲ
 8244 木下 翔(1)  8131 土屋 颯太(2)

ｷﾉｼﾀ ｼｮｳ ﾂﾁﾔ ｿｳﾀ
 8247 鈴木 瑛翔(1)  8143 坪木 涼佑(2)

ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ ﾂﾎﾞｷ ﾘｮｳｽｹ
 4   8 箕輪中(B)  7993 井口 陽稀(1)     56.04  4   3 辰野中(A)  7964 ﾛﾍﾟｽ田中ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(2    51.34 

ﾐﾉﾜﾁｭｳB ｲｸﾞﾁ ﾊﾙｷ ﾀﾂﾉﾁｭｳA ﾛﾍﾟｽ ﾀﾅｶ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ
 8001 田中 優一(1)  7961 池田 隆峨(2)

ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ
 8000 上田 柊佑(1)  7959 松田 竜介(2)

ｳｴﾀﾞ ｼｭｳ ﾏﾂﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ
 7998 青木 羽琉(1)  7963 宮澤 駿也(2)

ｱｵｷ ﾊﾙ ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ
 5   6 辰野中(B)  7954 河崎 充琉(1)     58.75  5   7 箕輪中(A)  7992 那須 凜太郎(1)     51.71 

ﾀﾂﾉﾁｭｳB ｶﾜｻｷ ﾐﾘｭｳ ﾐﾉﾜﾁｭｳA ﾅｽ ﾘﾝﾀﾛｳ
 7952 廣島 壮(1)  8005 唐澤 伊織(1)

ﾋﾛｼﾏ ｿｳ ｶﾗｻﾜ ｲｵﾘ
 7951 澤井 勇斗(1)  8002 山口 智也(1)

ｻﾜｲ ﾊﾔﾄ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ
 7950 井内 悠人(1)  8034 池上 雅哉(2)

ｲｳﾁ ﾕｳﾄ ｲｹｶﾞﾐ ﾏｻﾔ
 6   2 箕輪中(C)  7991 佐藤 陽太(1)   1,00.41  6   8 伊那東部中(C)  8133 小澤 力六(1)     55.17 

ﾐﾉﾜﾁｭｳC ｻﾄｳ ﾖｳﾀ ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳC ｵｻﾞﾜ ﾘｷﾑ
 7990 大槻 心(1)  8104 田中 尚也(1)

ｵｵﾂｷ ｼﾝ ﾀﾅｶ ﾅｵﾔ
 7994 山口 陽也(1)  8107 大森 瑛稀(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾔ ｵｵﾓﾘ ｴｲｷ
 7999 竹内 蒼太朗(1)  8122 春日 勇人(3)

ﾀｹｳﾁ ｿｳﾀﾛｳ ｶｽｶﾞ ﾊﾔﾄ
  4 駒ヶ根東中  8263 竹村 昌之(1)   5 箕輪中  8833 松澤 健耶(3)

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 棄権 ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ 失格
 8255 湯澤 颯(2)  8018 柴 悠翔(3) (FS)

ﾕｻﾞﾜ ｿｳ ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ
 8251 大蔵 優悟(2)  8028 唐澤 悠斗(3)

ｵｵｸﾗ ﾕｳｺﾞ ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ
 8250 青木 颯(2)  8014 古賀 涼輔(3)

ｱｵｷ ﾊﾔﾃ ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ

中学男子

４×１００ｍ

決勝



   1 伊那東部中(A)     46.90 樋口 シンジ(3)伊藤 聖覧(3) 工藤 航介(3) 伊藤 史(3)   2   1
   2 赤穂中(B)     47.46 塩川 大樹(3) 池上 竜馬(3) 長谷部 直大(3)久保田 凱士(3)  2   2
   3 伊那東部中(B)     50.86 藤村 太士(1) 赤羽 快(2) 土屋 颯太(2) 坪木 涼佑(2)   2   3
   4 春富中(A)     50.90 伊藤 穂(1) 酒井 奏楽(2) 小幡 将太朗(2)川口 愛翔(2)   1   1
   5 南箕輪中     51.07 武井 海斗(2) 伊藤 嶺(2) 田坂 龍駕(2) 五味 慎太郎(2)  1   2
   6 辰野中(A)     51.34 ロペス田中ガブ池田 隆峨(2) 松田 竜介(2) 宮澤 駿也(2)   2   4
   7 箕輪中(A)     51.71 那須 凜太郎(1)唐澤 伊織(1) 山口 智也(1) 池上 雅哉(2)   2   5
   8 赤穂中(A)     53.12 原田 琢己(1) 飯島 颯斗(2) 木下 翔(1) 鈴木 瑛翔(1)   1   3
   9 伊那東部中(C)     55.17 小澤 力六(1) 田中 尚也(1) 大森 瑛稀(1) 春日 勇人(3)   2   6
  10 箕輪中(B)     56.04 井口 陽稀(1) 田中 優一(1) 上田 柊佑(1) 青木 羽琉(1)   1   4
  11 辰野中(B)     58.75 河崎 充琉(1) 廣島 壮(1) 澤井 勇斗(1) 井内 悠人(1)   1   5
  12 箕輪中(C)   1,00.41 佐藤 陽太(1) 大槻 心(1) 山口 陽也(1) 竹内 蒼太朗(1)  1   6

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 ｵｰﾀﾞｰ1

中学男子

４×１００ｍＲ
タイムレース



決勝 8月17日 12:00

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

福澤 洸士(1) 高校
ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｼ 伊那北高
竹内 陽哉(1) 高校 欠場
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 赤穂高

決勝 8月17日 12:00

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

赤羽 快(2) 中学
ｱｶﾊﾈ ｶｲ 伊那東部中
下村 考輝(2) 中学
ｼﾓﾑﾗ ｺｳｷ 宮田中
伊藤 嶺(2) 中学
ｲﾄｳ ﾚｲ 南箕輪中
唐澤 伊織(1) 中学
ｶﾗｻﾜ ｲｵﾘ 箕輪中
熊谷 知樹(3) 中学
ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ 赤穂中

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m40 1m45 備考1m30 1m35 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70
1 4  8142 - - - - O O O XXO XXX  1.65

2 5  8199 - - - O O O XXO XXX  1.60

3 3  8049 - - - O O XO XXX  1.55

4 1  8005 XO XO XXO XXO XXX  1.45

5 2  8822 - XO XXX  1.35

2   485

 1.651 1   398 O - O O XXX

記録1m60 1m65 備考1m50 1m55 1m70

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17日  9:30

県新(NR)             5.40
大会新(GR)           4.70

有賀 玄太(1) 高校
ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ 高遠高
北原 香音(2) 高校
ｷﾀﾊﾗ ｶﾉﾝ 高遠高
河手 靖次(1) 高校
ｶﾜﾃ ｾｲｼﾞ 高遠高

 3.20

 3.80

3 1   372 O O XXX

- O XXX2 4   387 - - -

XXO XXr  4.001 3   371 - - - XO O

記録3m40 3m60 備考3m00 3m20 3m80 4m00 4m20

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17日 11:00

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

松田 拓巳(1) 高校    X   5.52    -    -    -   5.86    5.86 
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 赤穂高   +1.4   +2.1    +2.1
上柳 凌平 一般   4.60   5.68   4.15   5.30   4.14   5.46    5.68 
ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾘｨｳﾍｲ 上伊那郡陸協   +1.4   +2.0   +2.6   +3.1   +3.2   +3.0    +2.0
浦野 快生(2) 高校   5.54    r    5.54 
ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ 伊那北高   +2.8    +2.8
前田 真孝 一般   4.72   4.34   4.60   4.87   5.09   4.83    5.09 
ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ   +2.6   +2.1   +2.7   +3.8   +2.8   +2.4    +2.8
加藤 大起(2) 高校   3.66   4.55   4.81    -    -    X    4.81 
ｶﾄｳ ﾀﾞｲｷ 伊那弥生ヶ丘高   +3.2   +2.3   +2.5    +2.5

決勝 8月17日 11:00

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

工藤 航介(3) 中学   5.75   6.02    -   5.81    -   5.82    6.02 
ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 伊那東部中   +0.2   +2.1   +3.1   +3.5    +2.1
酒井 奏楽(2) 中学   5.76   5.64    -   5.48    X    X    5.76 
ｻｶｲ ｿﾗ 春富中   +2.1   +2.1   +3.0    +2.1
唐澤 悠斗(3) 中学   5.53   5.41   5.53   5.60   5.49   5.44    5.60 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ 箕輪中   +1.7   +1.5   +2.6   +2.7   +2.4   +1.2    +2.7
五味 慎太郎(2) 中学   5.03   5.03   3.24   4.99   5.16   5.45    5.45 
ｺﾞﾐ ｼﾝﾀﾛｳ 南箕輪中   +2.4   +0.5   +3.7   +2.7   +2.7   +3.7    +3.7
伊藤 聖覧(3) 中学   5.13   5.15   5.39   5.24    X   5.32    5.39 
ｲﾄｳ ｾｲﾗﾝ 伊那東部中   +2.9   +1.7   +2.5   +2.5   +0.3    +2.5
土屋 颯太(2) 中学    X    X   5.15   5.17   5.19   3.53    5.19 
ﾂﾁﾔ ｿｳﾀ 伊那東部中   +2.4   +2.1   +3.0   +2.6    +3.0
那須 凜太郎(1) 中学    X   4.53   4.70   3.99   3.92   4.67    4.70 
ﾅｽ ﾘﾝﾀﾛｳ 箕輪中   +2.0   +4.2   +3.1   +2.6   +2.2    +4.2
鈴木 瑛翔(1) 中学    X   4.68   4.66   4.67   4.44    X    4.68 
ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ 赤穂中   +1.6   +2.6   +3.0   +3.6    +1.6
伊藤 穂(1) 中学   4.49   4.52   4.65    4.65 
ｲﾄｳ ﾐﾉﾘ 春富中   +2.4   +2.0   +3.2    +3.2
木下 翔(1) 中学   4.16   3.85   4.52    4.52 
ｷﾉｼﾀ ｼｮｳ 赤穂中   +3.1   +1.7   +1.9    +1.9
井口 陽稀(1) 中学   3.79   4.12   3.96    4.12 
ｲｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 箕輪中   +2.8   +2.8   +2.8    +2.8
大澤 翔成(1) 中学   3.97    X   3.89    3.97 
ｵｵｻﾜ ｶｲｾｲ 宮田中   +3.6   +3.4    +3.6
小林 拓夢(1) 中学   3.63    X    X    3.63 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾑ 宮田中   +1.7    +1.7
小山 大河(1) 中学   2.86    X   3.09    3.09 
ｺﾔﾏ ﾀｲｶﾞ 宮田中   +2.9   +3.9    +3.9
城倉 伸紀(1) 中学 欠場
ｼﾞｮｳｸﾗ ﾉﾌﾞｷ 宮田中
武井 琥冴(1) 中学 欠場
ﾀｹｲ ｺｳｶﾞ 春富中
加藤 哲也(3) 中学 欠場
ｶﾄｳ ﾃﾂﾔ 伊那東部中

10  8125

4  9009

7  8173

13 1  8211

14 3  8204

11 2  7993

12 5  8203

9 6  8186

10 8  8244

7 9  7992

8 12  8247

5 11  8126

6 16  8131

3 15  8028

4 13  8041

1 17  8127

2 14  8185

-3- -4- -5- -6- 記録 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- -2-

5 1   448

3 7   422

4 2  9025

1 4   489
-5-

2 3  9019

-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17日 12:30

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

金子 司 一般  13.98    X    X    X  12.84  12.95   13.98 
ｶﾈｺ ﾂｶｻ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ   +2.0   +2.4   +1.1    +2.0
三沢 和輝(2) 高校  12.28  12.51  12.37  12.07    X  12.39   12.51 
ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高   +2.3   +2.4   +1.9   +1.2   +1.7    +2.4

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 3  9002

-5-

2 1   449



決勝 8月17日  9:00

県新(NR)            16.11
大会新(GR)          12.48

倉田 優希 一般
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ eS Design
小林 和夫 一般
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 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

決勝 8月17日  9:00

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

後藤 玲央(1) 高校
ｺﾞﾄｳ ﾚｵ 高遠高
下平 朱莉(1) 高校
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｭﾘ 高遠高
白鳥 和弥(2) 高校
ｼﾛﾄﾘ ｶｽﾞﾔ 高遠高
中山 友陽(1) 高校
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾊﾙ 赤穂高

決勝 8月17日  9:00

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

城取 颯(3) 中学
ｼﾛﾄﾘ ｿｳ 箕輪中
春日 勇人(3) 中学
ｶｽｶﾞ ﾊﾔﾄ 伊那東部中
伊藤 唯壱(1) 中学
ｲﾄｳ ﾀｲﾁ 春富中

 8.40   X  8.52   8.54 

2  9001

10.31   X 10.52  10.60 

2 1  9016  8.41  8.54   X

1 3  9000 10.11 10.29 10.60

-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-

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 4   373  9.99 10.35   X 10.37   X 10.32  10.37 

2 3   374  8.85  9.92  9.72  8.95  8.83  8.54   9.92 

3 2   388  8.72   X   X   X   X  9.32   9.32 

4 1   491  7.98  7.85  7.83   X  7.39  7.04   7.98 

中学男子

砲丸投(5.000kg)

-6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 7.35  7.34

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

  X  5.96

記録 備考
1 3  8023  7.67  8.06  7.26

  X  5.48

 6.97   8.06 

2 2  8122   -   -  5.83

 4.33   5.93 

 6.21   6.21 

3 1  8169  5.33  5.28  5.93



決勝 8月17日 11:15

県新(NR)            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
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

決勝 8月17日 11:15

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

白鳥 和弥(2) 高校
ｼﾛﾄﾘ ｶｽﾞﾔ 高遠高
平澤 賢也(2) 高校
ﾋﾗｻﾜ ｹﾝﾔ 高遠高
中村 仁(1) 高校
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ 上伊那農高
後藤 玲央(1) 高校
ｺﾞﾄｳ ﾚｵ 高遠高
下平 朱莉(1) 高校
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｭﾘ 高遠高
中山 友陽(1) 高校
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾊﾙ 赤穂高

 17.04   O   O   X

  O   X   X  23.74 

6 1   491 17.04   O   X

23.82   X   X  23.82 

5 2   374   O 23.74   O

  X   O   O  24.40 

4 3   373   X 23.08   X

  O   X   X  25.41 

3 4   352 24.40   X   O

  O 29.43   O  29.43 

2 5   386   X 25.41   X

1 6   388   O   X 27.52

-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-

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 2  9016 24.60   O   O

1  9001

  O   O   O  24.60 



決勝 8月17日 13:00

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

平澤 賢也(2) 高校
ﾋﾗｻﾜ ｹﾝﾔ 高遠高
安田 真拓(1) 高校
ﾔｽﾀﾞ ﾏﾋﾛ 赤穂高
相川 隆太郎(2) 高校
ｱｲｶﾜ ﾘｭｳﾀﾛｳ 上伊那農高
福島 健一 一般
ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
山﨑 陽太(2) 高校
ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｳﾀ 伊那弥生ヶ丘高
福澤 洸士(1) 高校
ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｼ 伊那北高
中村 仁(1) 高校
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ 上伊那農高

  O   X   X  26.73 

  O   O 28.96  28.96 

7 3   352   O 26.73   O

30.42   O   X  30.42 

6 2   398   - 26.60   O

  O   -   O  35.24 

5 1   444   X 26.91   O

  O   X   O  37.48 

4 4  9003 35.24   O   -

  X 40.88   O  40.88 

3 5   342   O 37.48   O

  O   O   O  49.33 

2 6   488 37.95   O   O

1 7   386 49.33   O   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-



決勝 8月17日 11:55

[ 1組] 風速 -2.0 [ 4組] 風速 -4.8

 1 小山 竜司(2) 一般     11.61  1 古瀬 尚暉(1) 高校     12.43 
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 東海大北海道 ﾌﾙｾ ﾅｵｷ 飯田風越高

決勝 8月17日 13:45

[ 1組] [ 2組]

 1 武田 寧登(3) 中学   4,15.78  1 鬼頭 陽太(1) 高校   4,48.27 
ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ 白馬中 ｷﾄｳ ﾖｳﾀ 飯田風越高

 2 福与 真生琉(1) 高校   4,31.14  2 大峽 謙(1) 高校   4,48.46 
ﾌｸﾖ ﾏｷﾙ 飯田高 ｵｵﾊﾞ ﾕｽﾞﾙ 飯田高

 3 千葉 恭大(2) 高校   4,34.72  3 富永 陸(2) 高校   4,50.89 
ﾁﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ 飯田高 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾘｸ 飯田風越高

北澤 響(2) 高校
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋﾋﾞｷ 飯田高

決勝 8月17日  8:50

 1 仁科 利弥 一般  15,29.11 
ﾆｼﾅ ﾄｼﾔ 飯田市陸協

 2 早野 吉信 一般  15,32.14 
ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 下伊那郡陸協

 3 伊藤 洸介 一般  15,50.67 
ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 飯田市陸協

 4 代田 貴嗣 一般  16,18.29 
ｼﾛﾀ ﾀｶﾂｸﾞ 飯田市陸協

 5 平澤 宏幸 一般  16,57.31 
ﾋﾗｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 飯田市陸協

 6 大西 元気(1) 一般  17,25.12 
ｵｵﾆｼ ｹﾞﾝｷ 日大国際
片桐 蒼太(2) 高校
ｶﾀｷﾞﾘ ｿｳﾀ 飯田高

決勝 8月17日 12:50

風速 -1.6

 1 依田 幸裕 一般     17.14 
ﾖﾀﾞ ﾕｷﾋﾛ 山梨大AC

決勝 8月17日 10:20

山田 隼輔(2) 中学
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 高森中
松尾 悠登(3) 中学
ﾏﾂｵ ﾊﾙﾄ 下諏訪社中
田所 夢太郎(3) 中学
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ 富士見中

欠場

2   591

5   565

記録／備考
8   613

15   567

順 No. 氏  名 所属名

9   569

11   564

No. 氏  名 所属名 記録／備考
18  6823

オープン男子

１００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 所属名 記録／備考
5   611

No.
4  9026

順 ﾚｰﾝ

オープン男子

氏  名

オープン男子

１５００ｍ

順

５０００ｍ

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
12  9029

14  9007

10  9028

8  9030

9   566
途中棄権

2  9031

6  9027

記録／備考
6  9012

オープン男子

１１０ｍＨ(1.067m)

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

22  7927
欠場

2  8381
欠場

17  7692
欠場

オープン中学男子

３０００ｍ

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月17日  9:30

安部 桂史郎(3) 中学
ｱﾍﾞ ｹｲｼﾛｳ 原中

決勝 8月17日 11:00

小山 竜司(2) 一般   7.02   6.89   6.94    7.02 
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 東海大北海道   +2.7   +2.8   +2.4    +2.7
塩澤 昂(2) 高校   6.45   6.38    X    6.45 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ 飯田高   +2.1   +2.7    +2.1
椚谷 元(1) 高校   6.25   6.30   5.93    6.30 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ 飯田高   +2.6   +3.9   +2.7    +3.9

決勝 8月17日 12:30

塩澤 昂(2) 高校  13.07  13.24  13.06   13.24 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ 飯田高   +2.0   +2.9   +2.0    +2.9

備考

3 5   568

1 8  9026

2

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

6   563

所属名 -1- -4- -5--2- -3- -6- 記録

オープン男子

走幅跳

2  7896 r

備考3m00 3m20 3m80 4m00 4m20 記録

オープン男子

棒高跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 3m40 3m60

備考

オープン男子

三段跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-
1 2   563

-5- -6- 記録-2- -3- -4-
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