
：

：

：

：

：

：

：

：

な　し

0.3

東 0.1

11:00 曇り 27.6 57.0 東 0.5

12:00 曇り 25.6 65.0 南

0.1

9:00 曇り 24.6 62.0 南 0.7

南東

8月20日(土)

8:40 曇り 24.2 64.0

10:00 曇り 26.6 59.0

■ この大会で樹立された記録

■ 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)

総 務 桐山 勝次

審 判 長 中澤 博和（ﾄﾗｯｸ）　遠山 正洋（ﾌｨｰﾙﾄﾞ）

記録情報主任 桜井 健一

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）

主 催 上伊那陸上競技協会、伊那市スポーツ協会陸上部

大会コード：22170526

第６１回 上伊那陸上競技選手権大会
記録集

期 日 令和４年８月２０日（土）



第61回上伊那陸上競技選手権大会 ﾄﾗｯｸ審判長 中澤 博和

跳躍審判長 遠山 正洋
投てき審判長 遠山 正洋

【開催日】 令和4年8月20日（土） ｽﾀｰﾄ審判長 小池 充

【主催団体】 上伊那陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任 桜井 健一

男  子 【競技場】伊那市陸上競技場 招集所審判長 玉垣 政博
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

 8/20 男子  -0.3 金子 司 11.24 征矢 超(2) 11.36 小林 海惺(2) 11.41 上柳 凌平 12.17 原田 琢己(1) 12.30 中嶋 憲一 12.32 清水 尚樹 12.65 前田 真孝 13.15
100m ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 駒ヶ根工高 赤穂高 上伊那陸協 高遠高 上伊那陸協 上伊那陸協 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

 8/20  +0.5 小林 海惺(2) 22.82 飯島 颯斗(2) 24.27 加藤 一毅(1) 25.19 中嶋 憲一 25.31 清水 尚樹 26.04
200m 赤穂高 高遠高 伊那弥生ヶ丘高 上伊那陸協 上伊那陸協

 8/20 小島 千空(2) 54.12 野村 陽斗(2) 55.92 井内 悠人(1) 56.10 太田 慶聖(2) 56.23 西澤 岳大(1) 56.82 伊藤 羽琉(2) 57.30 中山 友貴(2) 1:11.10
400m 南箕輪中 南箕輪中 伊那弥生ヶ丘高 箕輪中 伊那弥生ヶ丘高 南箕輪中 伊那東部中

 8/20 小川 聖司(2) 4:15.39 坂井 斗己彌(2) 4:41.13 吉川 一平 4:44.29 武村 翔月(1) 5:02.20 板山 航大(1) 5:11.03 斉藤 拓人(2) 5:13.73 上村 和音(2) 5:15.55 春日 大和(1) 5:15.98
1500m 伊那弥生ヶ丘高 駒ヶ根東中 EASTERS 箕輪中 春富中 南箕輪中 駒ヶ根東中 駒ヶ根東中

 8/20 瀬戸 雅史(3) 15:33.03 大槻 心(1) 15:53.28 鈴木 哲平(2) 16:00.72 小澤 優翔(2) 16:02.77 奥原 謙一 16:04.22 中川 敬介 16:12.29 伊藤 康孝 16:26.21 小松 真優(2) 17:58.20
5000m 上伊那農高 上伊那農高 上伊那農高 上伊那農高 INAFRS 上伊那陸協 INAFRS 高遠高

 8/20  -0.1 春日 佑仁(2) 24.96
110mH(1.067m) 高遠高

 8/20 下村 考輝(2) 1.75
走高跳 高遠高

 8/20 飯島 颯斗(2) 3.40 髙橋 輝(2) 3.30 五十川 遥翔(2) 2.40
棒高跳 高遠高 箕輪中 箕輪中

 8/20 土屋 颯太(2) 6.16(+0.9) 金子 司 6.14(+1.4) 上柳 凌平 5.69(+1.9) 三沢 優太(2) 5.43(+0.5) 前田 真孝 5.13(+1.2)
走幅跳 赤穂高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 上伊那陸協 伊那弥生ヶ丘高 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

 8/20 小松 央 9.43 本多 俊平 8.46 唐澤 良二 4.59

砲丸投(7.260kg) 上伊那陸協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 上伊那陸協
 8/20 小松 央 27.87 本多 俊平 25.93

円盤投(2.000kg) 上伊那陸協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
 8/20 下村 考輝(2) 25.97 春日 佑仁(2) 14.79

やり投(800g) 高遠高 高遠高
 8/20 高遠高       46.71

4×100m 飯島 颯斗(2)
小澤 力六(1)
原田 琢己(1)
下村 考輝(2)

 8/20 高校男子 北澤 遥翔(2) 8.33 小澤 力六(1) 6.83

砲丸投(6.000kg) 高遠高 高遠高
 8/20 小澤 力六(1) 20.85

円盤投(1.750kg) 高遠高
 8/20 中学男子  -0.4 上田 暖幸(2) 11.59 小島 千空(2) 11.88 元吉 大翔(2) 11.91 野村 陽斗(2) 12.27 松井 孝太朗(2) 12.74 北原 昊輝(2) 13.26 中村 悠人(1) 13.43 竹村 圭史(1) 13.61

100m 赤穂中 南箕輪中 春富中 南箕輪中 箕輪中 駒ヶ根東中 箕輪中 駒ヶ根東中
 8/20  +0.7 上田 暖幸(2) 23.74 伊藤 羽琉(2) 25.43 髙野 徳之(2) 26.07 田口 元暉(2) 27.14 飯島 稜(2) 29.00

200m 赤穂中 南箕輪中 赤穂中 赤穂中 南箕輪中
 8/20 下島 凌空(3) 9:18.54 矢澤 颯介(2) 9:31.76 玉木 輝(3) 9:37.08 入谷 星穏(3) 9:54.43 藤満 優樹(2) 9:56.65 浦野 竜一(2) 10:05.55 渋谷 悠斗(3) 10:05.74 向山 陽貴(2) 10:14.01

3000m 赤穂中 赤穂中 赤穂中 赤穂中 赤穂中 箕輪中 赤穂中 伊那東部中
 8/20  -0.5 砂塲 未蘭(2) 18.55 原 康太朗(2) 20.09 原田 和磨(2) 20.48 穂高 蒼波(2) 20.58 有賀 志燕(1) 22.51 河野 隼士(1) 24.35 小坂 柊矢(1) 24.68

110mH(0.914m) 赤穂中 南箕輪中 赤穂中 南箕輪中 伊那東部中 伊那東部中 伊那東部中
 8/20 有賀 皓大(3) 1.40 小坂 柊矢(1) 1.25 ﾗﾋﾟﾝｸﾞﾄﾝ 新月(1) 1.15

走高跳 箕輪中 伊那東部中 駒ヶ根東中
 8/20 上野山 善仁(2) 5.12(+1.4) 元吉 大翔(2) 5.00(+1.0) 北原 悠真(2) 4.40(+0.5) 市川 優一(1) 4.30(+1.1) 新田 琉輝(1) 3.49(+1.5)

走幅跳 伊那中 春富中 春富中 駒ヶ根東中 駒ヶ根東中
 8/20 成田 将吾(2) 9.61 寺澤 快斗(2) 8.23 田坂 斗暉(2) 7.12 松井 孝太朗(2) 6.56 山崎 来輝(2) 6.16

砲丸投(5.000kg) 駒ヶ根東中 駒ヶ根東中 南箕輪中 箕輪中 箕輪中
 8/20 南箕輪中       47.82 箕輪中       50.51 駒ヶ根東中       51.37 伊那東部中       56.03

4×100m 伊藤 羽琉(2) 松沢 翔或(1) 北原 昊輝(2) 河野 隼士(1)
小島 千空(2) 中村 悠人(1) 成田 将吾(2) 有賀 志燕(1)
飯島 稜(2) 太田 慶聖(2) 竹村 圭史(1) 小坂 柊矢(1)
野村 陽斗(2) 松井 孝太朗(2) 下平 光太郎(2) 橋爪 翔哉(1)



決勝 8月20日 11:50

長野県記録(NR)                  10.15 塚原 直貴                    東海大           2007/9/16   
長野県高校記録(KR)              10.32 塚原 直貴                    東海大三         2003/7/30   
大会記録(GR)                    11.0  竹村 晃忠                    伊那北高         1963        

風速 -0.3

 1 金子 司     11.24 
ｶﾈｺ ﾂｶｻ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 2 征矢 超(2)     11.36 
ｿﾔ ｺﾕﾙ 駒ヶ根工高

 3 小林 海惺(2)     11.41 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｾｲ 赤穂高

 4 上柳 凌平     12.17 
ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 上伊那陸協

 5 原田 琢己(1)     12.30 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 高遠高

 6 中嶋 憲一     12.32 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 上伊那陸協

 7 清水 尚樹     12.65 
ｼﾐｽﾞ ﾅｵｷ 上伊那陸協

 8 前田 真孝     13.15 
ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

8   508

男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  9003

5   456

4  9006

7   371

2  9009

6  9007

3  9012



決勝 8月20日  9:40

長野県記録(NR)                  20.35 塚原 直貴                    東海大           2006/5/24   
長野県高校記録(KR)              20.93 塚原 直貴                    東海大三         2003/7/12   
大会記録(GR)                    22.24 酒井 和馬                    上伊那農高       2018        

風速 +0.5

 1 小林 海惺(2)     22.82 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｾｲ 赤穂高

 2 飯島 颯斗(2)     24.27 
ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 高遠高

 3 加藤 一毅(1)     25.19 
ｶﾄｳ ｲﾂｷ 伊那弥生ヶ丘高

 4 中嶋 憲一     25.31 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｲﾁ 上伊那陸協

 5 清水 尚樹     26.04 
ｼﾐｽﾞ ﾅｵｷ 上伊那陸協

6   383

男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   456

7  9007

4   441

3  9009



決勝 8月20日 11:20

長野県高校記録(KR)              46.98 塚田 英彦                    上田東           1993/8/2    
長野県中学記録(CR)              49.54 落合 華七斗                  堀金             2019/9/1    
大会記録(GR)                    49.73 小林 英和                    高遠高           2012        

 1 小島 千空(2)     54.12 
ｺｼﾞﾏ ｾﾗ 南箕輪中

 2 野村 陽斗(2)     55.92 
ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾄ 南箕輪中

 3 井内 悠人(1)     56.10 
ｲｳﾁ ﾕｳﾄ 伊那弥生ヶ丘高

 4 太田 慶聖(2)     56.23 
ｵｵﾀ ｹｲｾｲ 箕輪中

 5 西澤 岳大(1)     56.82 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 伊那弥生ヶ丘高

 6 伊藤 羽琉(2)     57.30 
ｲﾄｳ ﾊﾙ 南箕輪中

 7 中山 友貴(2)   1:11.10 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 伊那東部中

  宮澤 悠悟(1)      
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ 駒ヶ根東中 DNS

2  8114

7  8276

4   435

1  8049

6   437

8  8026

3  8063

男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8062



決勝 8月20日 12:00

長野県高校記録(KR)            3:38.49 佐藤 清治                    佐久長聖         1999/5/22   
長野県中学記録(CR)            3:56.20 和田 仁志                    赤穂             1983/9/18   
大会記録(GR)                  4:02.86 北原 崇志                    上伊那陸協       2012        

 1 小川 聖司(2)   4:15.39 
ｵｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ 伊那弥生ヶ丘高

 2 坂井 斗己彌(2)   4:41.13 
ｻｶｲ ﾄｷﾔ 駒ヶ根東中

 3 吉川 一平   4:44.29 
ﾖｼｶﾜ ｲｯﾍﾟｲ EASTERS

 4 武村 翔月(1)   5:02.20 
ﾀｹﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 箕輪中

 5 板山 航大(1)   5:11.03 
ｲﾀﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 春富中

 6 斉藤 拓人(2)   5:13.73 
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾄ 南箕輪中

 7 上村 和音(2)   5:15.55 
ｶﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 駒ヶ根東中

 8 春日 大和(1)   5:15.98 
ｶｽｶﾞ ﾔﾏﾄ 駒ヶ根東中

 9 三澤 祐仁(1)   5:18.56 
ﾐｻﾜ ﾕｳﾄ 西箕輪中

10 宮下 大真(2)   5:22.03 
ﾐﾔｼﾀ ﾋﾛﾏ 伊那東部中

11 吉原 宗志郞(2)   5:22.65 
ﾖｼﾊﾗ ｿｳｼﾛｳ 春富中

12 木下 朝仁(1)   5:41.84 
ｷﾉｼﾀ ｱｻﾄ 駒ヶ根東中

13 上田 玲音(1)   5:50.26 
ｳｴﾀﾞ ﾚｵﾝ 箕輪中

14 白鬚 璃苑(1)   5:55.93 
ｼﾗﾋｹﾞ ﾘｵﾝ 箕輪中

4  8273

男子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
10   431

11  9000

13  8034

9  8171

2  8051

8  8271

12  8282

14  8152

1  8115

5  8168

6  8275

3  8037

7  8036



決勝 8月20日  8:40

長野県記録(NR)               13:20.80 大迫 傑                      早大             2013/11/17  
長野県高校記録(KR)           13:36.57 伊藤 大志                    佐久長聖         2020/11/15  
大会記録(GR)                 15:02.58 桃澤 大祐                    サン工業         2016        

 1 瀬戸 雅史(3)  15:33.03 
ｾﾄ ﾏｻｼ 上伊那農高

 2 大槻 心(1)  15:53.28 
ｵｵﾂｷ ｼﾝ 上伊那農高

 3 鈴木 哲平(2)  16:00.72 
ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ 上伊那農高

 4 小澤 優翔(2)  16:02.77 
ｵｻﾞﾜ ﾏﾅﾄ 上伊那農高

 5 奥原 謙一  16:04.22 
ｵｸﾊﾗ ｹﾝｲﾁ INAFRS

 6 中川 敬介  16:12.29 
ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 上伊那陸協

 7 伊藤 康孝  16:26.21 
ｲﾄｳ ﾔｽﾀｶ INAFRS

 8 小松 真優(2)  17:58.20 
ｺﾏﾂ ﾏﾋﾛ 高遠高

  田原 直貴      
ﾀﾊﾗ ﾅｵｷ INAFRS

  大場 崇義(2)      
ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾖｼ 上伊那農高

  北原 裕一      
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 上伊那陸協

DNS
9  9011

DNS

3  9002
DNS

8   331

11  9013

7   382

1  9001

5  9008

2   334

6   332

10   356

4   336

男子

5000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月20日 10:10

長野県記録(NR)                  13.84 太田 和彰                    日大             2014/5/17   
長野県高校記録(KR)              14.44 早川 恭平                    長野吉田         2009/8/2    
大会記録(GR)                    15.50 酒井 和馬                    上伊那農高       2018        

風速 -0.1

 1 春日 佑仁(2)     24.96 
ｶｽｶﾞ ﾕｳｼﾞﾝ 高遠高

4   380

男子

110mH(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月20日 12:20

長野県記録(NR)                  40.59                              佐久長聖高       2022/5/27   
                                      （木村 伊吹・落合 華七斗・安坂 丈瑠・福澤 耀明）
長野県高校記録(KR)              40.59                              佐久長聖         2022/5/27   
                                      （木村 伊吹・落合 華七斗・安坂 丈瑠・福澤 耀明）
大会記録(GR)                    44.1                               上伊那陸協                   
                                      （森田・白鳥・中嶋・窪田）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 高遠高   383 飯島 颯斗(2)     46.71 

ﾀｶﾄｵｺｳ ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ
  372 小澤 力六(1)

ｵｻﾞﾜ ﾘｷﾑ
  371 原田 琢己(1)

ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ
  384 下村 考輝(2)

ｼﾓﾑﾗ ｺｳｷ

男子

4×100m

決勝



決勝 8月20日 11:00

長野県記録(NR)                   2.18 吉田 剛                      仙台大           2002/5/19   
長野県高校記録(KR)               2.17 小柳 和朗                    中野実           1990/7/7    
大会記録(GR)                     2.05 有賀 大成                    高遠高教         1988        

1m80
下村 考輝(2) - - - - - - - o xo o
ｼﾓﾑﾗ ｺｳｷ 高遠高 xxx

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m30 1m35 1m40 1m45 1m50

記録 備考

1 1   384
 1.75

1m55 1m60 1m65 1m70 1m75



決勝 8月20日 10:00

長野県記録(NR)                   7.94 嶺村 鴻汰                    筑波大           2014/6/8    
長野県高校記録(KR)               7.61 嶺村 鴻汰                    大町             2010/10/2   
大会記録(GR)                     7.12 池上 順也                    東海大           2007        

 ３回の
 最高記録

土屋 颯太(2)    x   6.14  6.13   6.14   6.00  6.16  6.00   6.16 
ﾂﾁﾔ ｿｳﾀ 赤穂高         +1.5  +1.0   +1.5   +0.5  +0.9  +1.0   +0.9
金子 司   5.94  6.14  5.97   6.14   5.79   -   5.43   6.14 
ｶﾈｺ ﾂｶｻ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +1.7  +1.4  +2.2   +1.4   +1.3        +1.6   +1.4
上柳 凌平   5.69  5.57  5.58   5.69   5.36   -   5.23   5.69 
ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 上伊那陸協   +1.9  +0.6  +1.5   +1.9   +0.2        +0.9   +1.9
三沢 優太(2)   5.25  5.26  3.89   5.26   4.99  4.84  5.43   5.43 
ﾐｻﾜ ﾕｳﾀ 伊那弥生ヶ丘高   +0.7  +1.1  +1.1   +1.1   +0.1  +1.1  +0.5   +0.5
前田 真孝   4.98   x   4.96   4.98   5.13   -    x    5.13 
ﾏｴﾀﾞ ﾏｻﾀｶ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ   +0.6        +1.3   +0.6   +1.2               +1.2

備考

男子

走幅跳

決勝

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

1 5   478

2 4  9003

5 2  9012

3 3  9006

4 1   432



決勝 8月20日 10:00

長野県高校記録(KR)               5.11 松澤 ジアン成治              高遠             2009/7/20   
長野県中学記録(CR)               4.75 松澤 勝治                    春富             2011/10/15  
大会記録(GR)                     4.70 松澤 ジアン成治              高遠高           2007        

3m50
飯島 颯斗(2) - - - - xxo - o - xo o
ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 高遠高 xxx
髙橋 輝(2) - - - - - xxo o o o xxx
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 箕輪中
五十川 遥翔(2) o o o xxx
ｲｿｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 箕輪中
小松 瑠希(2) - - - - - xxx NM
ｺﾏﾂ ﾙｷ 箕輪中
蟹澤 流衣(2) DNS
ｶﾆｻﾜ ﾙｲ 箕輪中

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
2m00 2m20 2m40 2m60 2m80

記録 備考

1 4   383
 3.40

3m00 3m10 3m20 3m30 3m40

2 3  8023
 3.30

3 2  8021
 2.40

5  8031
     

1  8022
     



決勝 8月20日  9:00

長野県記録(NR)                  16.55 米倉 朋輝                    協栄電気興業     2021/7/11   
大会記録(GR)                    12.48 小川 靖                      赤穂中教         1989        

 ３回の
 最高記録

小松 央
ｺﾏﾂ ﾋｻｼ 上伊那陸協
本多 俊平
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
唐澤 良二
ｶﾗｻﾜ ﾘｮｳｼﾞ 上伊那陸協

決勝 8月20日  9:00

長野県高校記録(KR)              15.01 木藤 海琉                    長野高専         2022/5/28   
大会記録(GR)                    12.09 小松 央                      赤穂高           2014        

 ３回の
 最高記録

北澤 遥翔(2)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 高遠高
小澤 力六(1)
ｵｻﾞﾜ ﾘｷﾑ 高遠高

-5- -6- 記録 備考-4-

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- -3-

1 2  9005
  8.45  9.08

  8.46 

  8.99   9.08   8.74  8.92  9.43

  8.46

  9.43 

  8.32   x    8.41    x   8.44

記録

2 3  9004
  8.41

  4.59   4.59   4.59   4.43   -    -
3 1  9010

  4.59  4.40

備考

  7.99
1 2   381

  7.93  7.45   8.33   8.33   8.33   8.07  7.39

-3- -4- -5- -6-

高校男子

砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

2 1   372
  5.73  5.60   6.83    x    5.73   6.83  6.65   -



決勝 8月20日 10:30

長野県記録(NR)                  50.52 北林 栄峰                    順大             1980/4/26   
大会記録(GR)                    34.88 小川 靖                      赤穂中教         1988        

 ３回の
 最高記録

小松 央
ｺﾏﾂ ﾋｻｼ 上伊那陸協
本多 俊平
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

決勝 8月20日 10:30

長野県高校記録(KR)              45.21 笹野 弘允                    丸子実           2005/6/26   
大会記録(GR)                    38.34 林 滉介                      上伊那農高       2014        

 ３回の
 最高記録

小澤 力六(1)
ｵｻﾞﾜ ﾘｷﾑ 高遠高

-6- 記録 備考

高校男子

円盤投(1.750kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

 10.61  10.61  18.65 18.66

-3- -4- -5-

 20.85

 27.87 

2 2  9004
 24.83 25.93   x   25.93    x

1 1   372
   x    x  20.85 

   x  25.54 25.93 

   x   27.87    x    x    x
1 1  9005

 27.87   x

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- -5- -6- 記録 備考-4-



決勝 8月20日 11:30

長野県記録(NR)                  72.50 塩川 拓                      国武大           2017/3/18   
長野県高校記録(KR)              63.41 小平 将斗                    松本国際         2021/5/1    
大会記録(GR)                    45.56 福島 健一                    駒ヶ根市陸協     2006        

 ３回の
 最高記録

下村 考輝(2)
ｼﾓﾑﾗ ｺｳｷ 高遠高
春日 佑仁(2)
ｶｽｶﾞ ﾕｳｼﾞﾝ 高遠高

-5- -6- 記録 備考-4-

男子

やり投(800g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

1 2   384
 25.97 22.99

 10.55 14.79 

   -   25.97  21.79 22.67 24.77 25.97 

   x   14.79  12.91   x
2 1   380

 14.48 14.79



予選 8月20日 10:35
決勝 8月20日 11:45

長野県中学記録(CR)              10.85 塚原 直貴                    岡谷北部         2000/7/9    
大会記録(GR)                    11.40 向山 俊勝                    伊那東部中       1987        

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +0.2

 1 上田 暖幸(2)     11.62 q  1 小島 千空(2)     11.78 q
ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾕｷ 赤穂中 ｺｼﾞﾏ ｾﾗ 南箕輪中

 2 橋爪 翔哉(1)     13.89  2 松井 孝太朗(2)     12.57 q
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｮｳﾔ 伊那東部中 ﾏﾂｲ ｺｳﾀﾛｳ 箕輪中

 3 下平 光太郎(2)     14.05  3 中村 悠人(1)     13.43 q
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｺｳﾀﾛｳ 駒ヶ根東中 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 箕輪中

 4 松﨑 圭佑(1)     14.44  4 竹村 圭史(1)     13.48 q
ﾏﾂｻﾞｷ ｹｲｽｹ 赤穂中 ﾀｹﾑﾗ ｹｲｼﾞ 駒ヶ根東中

 5 松沢 翔或(1)     14.50  5 瀧澤 瑞稀(1)     13.97 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾄﾜ 箕輪中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 赤穂中

 6 本道 晴貴(1)     16.02  6 内堀 陽太(1)     15.02 
ﾎﾝﾄﾞｳ ﾊﾙｷ 箕輪中 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾖｳﾀ 箕輪中

  宮澤 悠悟(1)        藤岡 悠人(2)      
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ 駒ヶ根東中 ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳﾄ 赤穂中

[ 3組] 風速 +0.4

 1 野村 陽斗(2)     12.01 q
ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾄ 南箕輪中

 2 元吉 大翔(2)     12.07 q
ﾓﾄﾖｼ ﾀﾞｲﾄ 春富中

 3 北原 昊輝(2)     12.96 q
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 駒ヶ根東中

 4 原 康太朗(2)     13.92 
ﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 南箕輪中

 5 丸山 央(1)     14.36 
ﾏﾙﾔﾏ ｵｳﾀ 箕輪中

 6 高山 大輝(1)     15.41 
ﾀｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 箕輪中

  砂塲 未蘭(2)      
ｽﾅﾊﾞ ﾐﾗﾝ 赤穂中

風速 -0.4

 1 上田 暖幸(2)     11.59 
ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾕｷ 赤穂中

 2 小島 千空(2)     11.88 
ｺｼﾞﾏ ｾﾗ 南箕輪中

 3 元吉 大翔(2)     11.91 
ﾓﾄﾖｼ ﾀﾞｲﾄ 春富中

 4 野村 陽斗(2)     12.27 
ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾄ 南箕輪中

 5 松井 孝太朗(2)     12.74 
ﾏﾂｲ ｺｳﾀﾛｳ 箕輪中

 6 北原 昊輝(2)     13.26 
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 駒ヶ根東中

 7 中村 悠人(1)     13.43 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ 箕輪中

 8 竹村 圭史(1)     13.61 
ﾀｹﾑﾗ ｹｲｼﾞ 駒ヶ根東中

中学男子

100m

6  8237 7  8062

Q:順位順通過者  q：タイム順通過者通過基準  3組  0着 + 8予選

7  7990 5  8243

8  8241 4  8277

4  8274 2  7991

5  8128 8  8027

2  8276 3  8229
DNS DNS

3  8032 6  8033

8  8063

2  8167

7  8268

順

6  8064

3  8039

5  8038

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  8235
DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 8062

6

5  8063

8  8027

 8167

2  8277

記録／備考所属名氏  名No.ﾚｰﾝ順記録／備考

1  7991

所属名氏  名No.ﾚｰﾝ

7  8268

4  8237

3



決勝 8月20日  9:35

長野県中学記録(CR)              21.73 落合 華七斗                  堀金             2019/8/21   
大会記録(GR)                    22.98 林 泰希                      辰野中           2016        

風速 +0.7

 1 上田 暖幸(2)     23.74 
ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾕｷ 赤穂中

 2 伊藤 羽琉(2)     25.43 
ｲﾄｳ ﾊﾙ 南箕輪中

 3 髙野 徳之(2)     26.07 
ﾀｶﾉ ﾉﾘﾕｷ 赤穂中

 4 田口 元暉(2)     27.14 
ﾀｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ 赤穂中

 5 飯島 稜(2)     29.00 
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｮｳ 南箕輪中

  藤岡 悠人(2)      
ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳﾄ 赤穂中

4  8049

中学男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  8237

2  8232

3  8239

DNS

6  8061

5  8229



決勝 8月20日  9:10

長野県中学記録(CR)            8:30.96 吉岡 大翔                    川中島           2019/12/15  
大会記録(GR)                  9:13.48 蟹沢 淳平                    駒ヶ根東中       2009        

 1 下島 凌空(3)   9:18.54 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｸ 赤穂中

 2 矢澤 颯介(2)   9:31.76 
ﾔｻﾞﾜ ｿｳｽｹ 赤穂中

 3 玉木 輝(3)   9:37.08 
ﾀﾏｷ ﾋｶﾙ 赤穂中

 4 入谷 星穏(3)   9:54.43 
ｲﾘﾔ ｼｵﾝ 赤穂中

 5 藤満 優樹(2)   9:56.65 
ﾌｼﾞﾐﾂ ﾕｳｷ 赤穂中

 6 浦野 竜一(2)  10:05.55 
ｳﾗﾉ ﾘｭｳｲﾁ 箕輪中

 7 渋谷 悠斗(3)  10:05.74 
ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾄ 赤穂中

 8 向山 陽貴(2)  10:14.01 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾊﾙｷ 伊那東部中

 9 渋谷 晃太(3)  10:21.68 
ｼﾌﾞﾔ ｺｳﾀ 駒ヶ根東中

10 松原 楓(3)  10:23.88 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｴﾃﾞ 箕輪中

11 小林 泰雅(2)  10:32.47 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ 箕輪中

12 井口 航希(3)  10:43.90 
ｲｸﾞﾁ ｺｳｷ 箕輪中

13 竹村 基誉成(3)  10:58.16 
ﾀｹﾑﾗ ｷﾖﾅﾘ 駒ヶ根東中

14 竹内 駿太(2)  11:20.82 
ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝﾀ 伊那東部中

15 坂井 千紘(2)  11:25.86 
ｻｶｲ ﾁﾋﾛ 駒ヶ根東中

16 鳴海 澄晴(1)  11:36.70 
ﾅﾙﾐ ｽﾊﾞﾙ 赤穂中

  清水 應佑(3)      
ｼﾐｽﾞ ｵｳｽｹ 赤穂中

  滝澤 秀斗(2)      
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄ 赤穂中

  井沼 佑樹(1)      
ｲﾇﾏ ﾕｳｷ 赤穂中

DNS
19  8246

DNS

3  8227
DNS

17  8238

18  8272

13  8245

12  8265

2  8118

16  8030

8  8013

4  8264

10  8014

7  8221

14  8116

9  8240

6  8029

1  8224

11  8225

15  8234

中学男子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8226



決勝 8月20日 10:05

長野県中学記録(CR)              14.01 中村 駿汰                    旭町             2021/8/3    
大会記録(GR)                    16.37 中島 瑞樹                    中川中           2010        

風速 -0.5

 1 砂塲 未蘭(2)     18.55 
ｽﾅﾊﾞ ﾐﾗﾝ 赤穂中

 2 原 康太朗(2)     20.09 
ﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 南箕輪中

 3 原田 和磨(2)     20.48 
ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 赤穂中

 4 穂高 蒼波(2)     20.58 
ﾎﾀｶ ｱｵﾊﾞ 南箕輪中

 5 有賀 志燕(1)     22.51 
ｱﾙｶﾞ ｼｴﾝ 伊那東部中

 6 河野 隼士(1)     24.35 
ｺｳﾉ ﾊﾔﾄ 伊那東部中

 7 小坂 柊矢(1)     24.68 
ｺｻｶ ｼｭｳﾔ 伊那東部中

5  8064

中学男子

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  8235

7  8233

2  8060

4  8131

8  8130

6  8129



決勝 8月20日 12:20

長野県中学記録(CR)              43.32                              小諸東           2020/10/18  
                                      （榊原 歩・伊藤 壮一郎・佐々木 隆之介・山本 赳瑠）
大会記録(GR)                    45.50                              赤穂中           2006        
                                      （松尾・加藤・大野・山下）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 南箕輪中  8049 伊藤 羽琉(2)     47.82 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ｲﾄｳ ﾊﾙ
 8062 小島 千空(2)

ｺｼﾞﾏ ｾﾗ
 8061 飯島 稜(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾘｮｳ
 8063 野村 陽斗(2)

ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾄ
 2   4 箕輪中  7990 松沢 翔或(1)     50.51 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾄﾜ
 7991 中村 悠人(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ
 8026 太田 慶聖(2)

ｵｵﾀ ｹｲｾｲ
 8027 松井 孝太朗(2)

ﾏﾂｲ ｺｳﾀﾛｳ
 3   6 駒ヶ根東中  8268 北原 昊輝(2)     51.37 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ
 8270 成田 将吾(2)

ﾅﾘﾀ ｼｮｳｺﾞ
 8277 竹村 圭史(1)

ﾀｹﾑﾗ ｹｲｼﾞ
 8274 下平 光太郎(2)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｺｳﾀﾛｳ
 4   7 伊那東部中  8129 河野 隼士(1)     56.03 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｺｳﾉ ﾊﾔﾄ
 8130 有賀 志燕(1)

ｱﾙｶﾞ ｼｴﾝ
 8131 小坂 柊矢(1)

ｺｻｶ ｼｭｳﾔ
 8128 橋爪 翔哉(1)

ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｮｳﾔ

中学男子

4×100m

決勝



決勝 8月20日 11:00

長野県中学記録(CR)               1.97 中野 昌幸                    波田             1980/9/23   
大会記録(GR)                     1.78 赤羽 健一                    辰野中           2016        

有賀 皓大(3)
ｱﾙｶﾞ ｺｳﾀﾞｲ 箕輪中
小坂 柊矢(1)
ｺｻｶ ｼｭｳﾔ 伊那東部中
ﾗﾋﾟﾝｸﾞﾄﾝ 新月(1)
ﾗﾋﾟﾝｸﾞﾄﾝ ｼﾝｹﾞﾂ 駒ヶ根東中

1m35 1m40 1m45 1m50

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 1m25 1m30ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m10 1m15 1m20

 1.40

記録 備考
1 3  8007

- - - - - o o xxx

o xo xxx
2 1  8131

o o

xxx
3 2  8281

o o  1.15

 1.25



決勝 8月20日 10:00

長野県中学記録(CR)               7.04 内川 佳祐                    白馬             2010/9/4    
大会記録(GR)                     6.32 平澤 智弘                    箕輪中           1983        

 ３回の
 最高記録

上野山 善仁(2)   4.79  4.73  4.90   4.90    x   5.12  4.83   5.12 
ｳｴﾉﾔﾏ ﾖｼﾄ 伊那中   +1.2  +0.5  +0.3   +0.3         +1.4  +0.5   +1.4
元吉 大翔(2)   4.83  4.76  5.00   5.00   4.78  4.94  3.21   5.00 
ﾓﾄﾖｼ ﾀﾞｲﾄ 春富中   +0.6  +0.1  +1.0   +1.0   +1.4  +0.8  +0.6   +1.0
北原 悠真(2)    x   3.48  4.28   4.28   4.30  4.32  4.40   4.40 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾏ 春富中         -0.4  +0.7   +0.7   +1.9  +0.9  +0.5   +0.5
市川 優一(1)   4.30  4.27  4.09   4.30   3.99  3.65  4.12   4.30 
ｲﾁｶﾜ ﾕｳｲﾁ 駒ヶ根東中   +1.1  +1.0  +0.3   +1.1   +1.5  +1.3  +0.2   +1.1
新田 琉輝(1)   3.49   x   2.64   3.49   2.47  2.97  3.48   3.49 
ﾆｯﾀ ﾘｭｳｷ 駒ヶ根東中   +1.5        +0.1   +1.5   +1.1  +0.7  +0.2   +1.5

備考

中学男子

走幅跳

決勝

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

1 4  8094

2 5  8167

5 1  8279

3 3  8165

4 2  8278



決勝 8月20日  9:00

長野県中学記録(CR)              14.25 髙橋 勇翔                    開成             2019/10/5   
大会記録(GR)                    10.19 重森 文宏                    箕輪中           2011        

 ３回の
 最高記録

成田 将吾(2)
ﾅﾘﾀ ｼｮｳｺﾞ 駒ヶ根東中
寺澤 快斗(2)
ﾃﾗｻﾜ ｶｲﾄ 駒ヶ根東中
田坂 斗暉(2)
ﾀｻｶ ﾄｷ 南箕輪中
松井 孝太朗(2)
ﾏﾂｲ ｺｳﾀﾛｳ 箕輪中
山崎 来輝(2)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾗｲｷ 箕輪中
佐藤 煌斗(1) DNS
ｻﾄｳ ｱｷﾄ 南箕輪中

-5- -6- 記録 備考-4-

中学男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

1 6  8270
  9.28  9.20

  8.23 

  8.83   9.28   9.52  9.61  8.89

  8.23

  9.61 

   x    x    6.72   6.95   x
2 5  8269

  6.72

  6.56 

  6.83   6.94   7.12  6.63  6.73

  6.31  6.56   6.56   5.66  5.79  5.64

5 3  8028
  5.47  6.16

  7.12 

4 1  8027
  6.14

3 4  8065
  6.75  6.94

       

  6.06   6.16   5.80  5.99  6.04  6.16 

             
2  8042
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