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第74回長野県陸上競技伊那大会 ﾄﾗｯｸ審判長 熊谷 賢二

　　　主　催　：　上伊那陸上競技協会 跳躍審判長 遠山 正洋
　　　後　援　：　伊那市　　伊那市教育委員会　　伊那市スポーツ協会 投てき審判長 遠山 正洋
【開催日】 令和4年5月3日（火・憲法記念日） 記録主任 桜井 健一

【主催団体】 上伊那陸上競技協会 決勝記録一覧表 招集所審判長 中澤 博和

(GR:大会新) 男  子 【競技場】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

 5/ 3 男子  -2.0 漆戸 柊哉(3) 11.38 宮坂 匠(3) 11.58 山崎 雄太(2) 11.60 古賀 涼輔(3) 11.60 征矢 超(2) 11.62 青木 謙尚 11.63 松下 穂路(2) 11.66
100m 諏訪二葉高 諏訪二葉高 上伊那農高 辰野高 駒ヶ根工高 N.S.T.C 阿南高

 5/ 3 田中 隆斗(3) 51.29 西尾  洸希(3) 52.01 唐澤 悠斗(3) 52.09 酒井 洸一(3) 52.41 羽生 大起(2) 53.11 小松 裕昭(2) 53.38 廣瀬 琉斗(2) 53.51 壬生 新(3) 53.69
400m 松川高 阿南高 上伊那農高 赤穂高 飯田風越高 下諏訪向陽高 飯田OIDE長姫高 岡谷南高

 5/ 3 日野 志朗 3:58.56 瀬戸 雅史(3) 4:02.99 小林 季生 4:06.69 早野 吉信 4:06.85 中村 優希 4:08.23 河西 希隆 4:08.63 鈴木 哲平(2) 4:12.31 小澤 優翔(2) 4:12.63
1500m RUNJOY GR 上伊那農高 ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ 飯伊陸協 INAFRS 上伊那陸協 上伊那農高 上伊那農高

 5/ 3 北原 裕一 15:45.19 小林 季生 16:00.63 清沢 創一 16:05.29 今井 結斗(2) 16:30.04 代田 貴嗣 16:32.74 吉江 健哉(2) 16:47.64 竹内 浩二(2) 16:49.43 平澤 宏幸 17:23.32
5000m 上伊那陸協 ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ 癒しの森AC 下諏訪向陽高 飯伊陸協 伊那北高 諏訪清陵高 飯伊陸協

 5/ 3  -1.6 吉村 健吾 14.86 中島 瑞樹 15.70 小林 歩睦(1) 17.20 壬生 新(3) 17.60 北原 将道(1) 23.44
110mH(1.067m) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ GR 上伊那陸協 GR 上伊那農高 岡谷南高 諏訪清陵高

 5/ 3 松島 稜之 1.90 小平 遥暉(3) 1.81 赤羽 快(2) 1.75 伊藤 嶺(2) 伊那北高 1.70 日野 要(1) 1.70
走高跳 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 飯田風越高 伊那北高 熊谷 知樹(3) 上伊那農高 上伊那農高

下村 考輝(2) 高遠高
 5/ 3 伊藤 拓也 4.00 両角 駿介(3) 3.80 根橋 拓也 3.60 五味 駿太(1) 3.40 飯島 颯斗(2) 3.20

棒高跳 ｻﾝ工業 諏訪二葉高 XSPOﾅｶﾞﾉ 諏訪清陵高 高遠高
 5/ 3 鈴木 瑛翔(1) 6.81(+1.9) 佐藤 智哉(2) 6.57(-0.5) 西山 陸(3) 6.51(+0.2) 下平 真吾(3) 5.79(+0.2) 酒井 奏楽(2) 5.77(+0.4) 内藤 陽葵(2) 5.72(-2.3) 上柳 凌平 5.59(+0.6) 土屋 颯太(2) 5.39(-2.5)

走幅跳 赤穂高 諏訪理科大 岡谷工高 駒ヶ根工高 伊那北高 飯田高 上伊那陸協 赤穂高
 5/ 3 佐藤 智哉(2) 12.92(+0.6) 桃澤 翼(3) 10.70(+1.6)

三段跳 諏訪理科大 松川高
 5/ 3 本多 俊平 8.99 小林 和夫 8.80

砲丸投(7.260kg) ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 上伊那陸協
 5/ 3 本多 俊平 25.63 小林 和夫 25.50

円盤投(2.000kg) ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 上伊那陸協
 5/ 3 日達 匠海(3) 55.29 川崎  龍二(2) 44.85 藤森 寿馬(2) 44.23 田坂 龍駕(2) 42.48 伊東 飛呂人(2) 42.21 太田 敦 41.38 両角 俐音(3) 33.37 今村 友哉(2) 30.21

やり投(800g) 上伊那農高 諏訪理科大 諏訪清陵高 伊那北高 岡谷南高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 茅野高 飯田風越高
 5/ 3 赤穂高       45.22 阿南高 下諏訪向陽高       46.72 飯田風越高       47.08 伊那弥生ヶ丘高      52.48

4×100m 土屋 颯太(2) 松下 昇龍(2) 望月 翔太(3) 春原 賢(2) 尾込 航太郎(1)
小林 海惺(2) 西尾 洸希(3) 小松 裕昭(2) 羽生 大起(2) 伊藤 嶺翼(1)
酒井 洸一(3) 松下 穂路(2) 太田 皓大(2) 小平 遥暉(3) 澤井 勇斗(1)
鈴木 瑛翔(1) 下平 晟人(1) 伊東 奏風(2) 吉田 賢三(3) 齋藤 晃希(1)

 5/ 3 高校男子 田近 資武(3) 11.61 新垣 健琉(3) 9.16 今村 友哉(2) 9.12 春原 賢(2) 7.23

砲丸投(6.000kg) 木曽青峰高 岡谷工高 飯田風越高 飯田風越高
 5/ 3 田近 資武(3) 32.38 両角 俐音(3) 26.05 牧野 楓(3) 19.46

円盤投(1.750kg) 木曽青峰高 茅野高 松川高
 5/ 3 中学男子  -1.4 垣内 友仁(3) 11.66 小澤 碧大(3) 11.96 吉澤 悠人(3) 11.98 遠藤 晄(3) 11.98 上田 暖幸(2) 11.99 小島 千空(2) 12.10 新井 大誠(3) 12.16 小川 夏生(2) 12.26

100m 清陵附属中 赤穂中 飯田高陵中 上諏訪中 赤穂中 南箕輪中 喬木中 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ
 5/ 3 小林 睦(3) 9:32.78 中澤 一也(3) 9:48.46 滝澤 秀斗(2) 9:55.51 藤満 優樹(2) 10:03.94 宮内 達矢(3) 10:04.22 牧内 宇龍(2) 10:20.70 向山 陽貴(2) 10:29.58 坂井斗己彌(2) 10:36.87

3000m 富士見中 箕輪中 赤穂中 赤穂中 高森中 喬木中 伊那東部中 駒ヶ根東中
 5/ 3 松林 陽大(3) 18.86 橋爪 千慧(3) 19.15 小口 双葉(2) 19.44 橋倉 巧英(3) 19.51 原田 一史(3) 19.71 砂塲 未蘭(2) 20.06 髙野 徳之(2) 20.09 深谷 昂平(2) 21.06

110mH(0.914m) 長峰中 緑ヶ丘中 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 宮田中 春富中 赤穂中 赤穂中 緑ヶ丘中
 5/ 3 藤岡 悠人(2) 1.65 小平 楓(2) 1.60 横道 礼(2) 1.50 松下 太陽(3) 1.50 牛山 航(3) 岡谷南部中 1.40 有賀 皓大(3) 1.40 城倉 光晴(2) 1.35

走高跳 赤穂中 長峰中 茅野東部中 宮田中 平澤 琉唯(3) 伊那東部中 箕輪中 宮田中
 5/ 3 奥 直也(3) 3.50 田中 仁(3) 原中 2.80 窪田 琉真(3) 2.80 髙橋 輝(2) 2.80 岡戸 獅門(2) 2.40 小松 瑠希(2) 箕輪中 2.20

棒高跳 原中 牧 慶貴(2) 茅野東部中 富士見中 箕輪中 原中 飯山 想斗(2) 茅野東部中
 5/ 3 新井 大誠(3) 5.94(+1.4) 小口 陽大(3) 5.61(+1.2) 仲田 駿求(3) 5.51(+0.6) 小川 夏生(2) 5.48(-0.1) 井口 安爾(3) 5.39(+0.8) 白鳥 遥大(3) 5.36(-3.6) 藤森 祐吏(2) 4.93(+0.4) 上野山 善仁(2) 4.70(+0.7)

走幅跳 喬木中 箕輪中 旭ヶ丘中 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 箕輪中 箕輪中 諏訪市陸協 伊那中
 5/ 3 松下 白龍(3) 8.48 成田 将吾(2) 8.43 長田 宙斗(3) 8.27 田中 結惺(3) 7.34 寺澤 快斗(2) 7.15 奥山 和晃(2) 6.70 片桐 一平(2) 6.65 稲村 綾真(2) 6.39

砲丸投(5.000kg) 緑ヶ丘中 駒ヶ根東中 茅野東部中 岡谷南部中 駒ヶ根東中 永明中 緑ヶ丘中 宮田中
 5/ 3 田坂 斗暉(2) 51.20 田口 悠聖(3) 47.12 成田 将吾(2) 45.76 松林 陽大(3) 43.85 坪木 庵(2) 36.08 寺澤 快斗(2) 31.83 北原 昊輝(2) 30.29 髙嶋 啓矢(2) 29.64

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 南箕輪中 箕輪中 駒ヶ根東中 長峰中 南箕輪中 駒ヶ根東中 駒ヶ根東中 伊那中
 5/ 3 赤穂中       46.76 緑ヶ丘中       47.43 南箕輪中       48.11 飯田高陵中       48.73 春富中       49.59 箕輪中       49.99 辰野中       50.86 高森中       51.53

4×100m 砂塲 未蘭(2) 森 蒼馬(3) 代田 柚斗(3) 髙田 登夢(2) 原田 一史(3) 田口 悠聖(3) 寺平 恵斗(3) 齊藤 音生(2)
小澤 碧大(3) 石原 隆(3) 小島 千空(2) 野口 厚気(3) 穴澤 祐翔(3) 太田 慶聖(2) 木見尻 蓮(3) 後藤 大河(2)
藤岡 悠人(2) 平澤 文弥(3) 飯島 稜(2) 春原 秀(3) 元吉 大翔(2) 松井 孝太朗(2) 白鳥 蒼大(2) 筑丸 心斗(2)
上田 暖幸(2) 片桐 颯泰(3) 野村 陽斗(2) 吉澤 悠人(3) 板山 正宗(3) 中澤 達也(3) 福島 旬太朗(2) 安藤 康正(3)



予選 5月3日 10:24
決勝 5月3日 13:29

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        
大会記録(GR)                    11.02 佐藤 賢一                    ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ        2012        

[ 1組] 風速 -1.6 [ 2組] 風速 -1.3

 1 宮坂 匠(3)     11.61 q  1 石井 雄大     11.84 
ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 諏訪二葉高 ｲｼｲ ﾕｳﾀﾞｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 2 小林 海惺(2)     11.66  2 柴 悠翔(3)     12.15 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｾｲ 赤穂高 ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ 上伊那農高

 3 松村 草児(2)     11.77  3 山崎 夏月(1)     12.25 
ﾏﾂﾑﾗｿｳｼﾞ 飯田高 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂｷ 諏訪二葉高

 4 新垣 健琉(3)     12.43  4 宮澤 駿也(2)     12.26 
ｱﾗｶｷ ﾀｹﾙ 岡谷工高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 辰野高

 5 合津 春快(2)     12.75  5 伊藤 拓也     12.36 
ｺﾞｳﾂﾞ ｼｭﾝｶｲ 松川高 ｲﾄｳ ﾀｸﾔ ｻﾝ工業

 6 望月 翔太(3)     12.92  6 飯島 颯斗(2)     12.61 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ 下諏訪向陽高 ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 高遠高

 7 齋藤 晃希(1)     13.48  7 尾込 航太郎(1)     13.69 
ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 伊那弥生ヶ丘高 ｵｺﾞﾐ ｺｳﾀﾛｳ 伊那弥生ヶ丘高

 8 梅津 創成(2)     14.59 
ｳﾒﾂ ｿｳｾｲ 茅野高

[ 3組] 風速 -2.1 [ 4組] 風速 -0.1

 1 松下 昇龍(2)     11.72  1 山崎 雄太(2)     11.59 q
ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾘｭｳ 阿南高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ 上伊那農高

 2 増田 光月(3)     11.80  2 根橋 拓也     11.86 
ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ 岡谷工高 ﾈﾊﾞｼ ﾀｸﾔ XSPOﾅｶﾞﾉ

 3 小松 裕昭(2)     12.14  3 中島 瑞樹     11.92 
ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 下諏訪向陽高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 上伊那陸協

 4 椎名 啓太     12.43  4 原田 裕哉(3)     11.97 
ｼｲﾅ ｹｲﾀ 飯伊陸協 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ 諏訪清陵高

 5 太田 敦     12.45  5 古庄 武(3)     12.31 
ｵｵﾀ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾌﾙｼｮｳ ﾀｹﾙ 辰野高

 6 相馬 未来(1)     13.01  6 伊東 奏風(2)     13.04 
ｿｳﾏ ﾐﾗｲ 諏訪二葉高 ｲﾄｳ ｶﾅﾀ 下諏訪向陽高

 7 澤井 勇斗(1)     13.40  7 小林 快聖(1)     13.13 
ｻﾜｲ ﾊﾔﾄ 伊那弥生ヶ丘高 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 諏訪二葉高

 8 上柳 豪     13.67  8 清水 尚樹     13.97 
ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾀｹｼ 上伊那陸協 ｼﾐｽﾞ ﾅｵｷ ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ

[ 5組] 風速 +0.0 [ 6組] 風速 -0.1

 1 古賀 涼輔(3)     11.49 q  1 征矢 超(2)     11.40 q
ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 辰野高 ｿﾔ ｺﾕﾙ 駒ヶ根工高

 2 西山 陸(3)     11.67  2 青木 謙尚     11.57 q
ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ 岡谷工高 ｱｵｷ ｹﾝｼｮｳ N.S.T.C

 3 荻原 諒太(3)     11.83  3 松下 穂路(2)     11.59 q
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 伊那北高 ﾏﾂｼﾀ ﾎﾛ 阿南高

 4 太田 皓大(2)     11.97  4 吉田 賢三(3)     11.97 
ｵｵﾀ ｺｳﾀﾞｲ 下諏訪向陽高 ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 飯田風越高

 5 両角 駿介(3)     12.62  5 宮﨑 志貴(2)     12.53 
ﾓﾛﾂﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ 諏訪二葉高 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｷ 諏訪清陵高

 6 西澤 岳大(1)     13.16  6 ﾛﾍﾟｽ田中ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ     12.53 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 伊那弥生ヶ丘高 ﾛﾍﾟｽﾀﾅｶ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 辰野高

 7 前田 真孝     13.36  7 原 裕汰(1)     12.63 
ﾏｴﾀ ﾏｻﾀｶ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ ﾊﾗ ﾕｳﾀ 諏訪二葉高

  樋口 誠太(2)       8 伊東 柊哉(1)     14.27 
ﾋｸﾞﾁ ｾｲﾀ 飯田高 ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 伊那弥生ヶ丘高

記録／備考所属名氏  名No.ﾚｰﾝ順記録／備考順

Q:順位順通過者  q：タイム順通過者通過基準  8組  0着 + 8予選

所属名氏  名No.ﾚｰﾝ

DNS

7  9035 4   134

3   435 1   291

4   289 2   508

8   565 8   433

2   154 7   602

6  2620 3   120

1   279 6

5   410 5   771
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 記録／備考

4   439 8   136
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5  90082  9024

No.

8  9041 7   109

6   160 1  9027

1  9013 2   290

7   133 3   166

5   252 6  9007

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
3   770 4   333

記録／備考記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4   438 6   436

5    24
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男子

100m

8   251 7   292

5  2617 3  9012

1   562 4   137

3   456 8   361



[ 7組] 風速 -2.1 [ 8組] 風速 +1.5

 1 園原 昇汰     11.69  1 漆戸 柊哉(3)     11.14 q
ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 飯伊陸協 ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪二葉高

 2 山岡 陸兎(2)     11.85  2 鈴木 瑛翔(1)     11.56 q
ﾔﾏｵｶ ﾘｸﾄ 岡谷南高 ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ 赤穂高

 3 酒井 琢磨(3)     11.93  3 丸岡 精二     11.83 
ｻｶｲ ﾀｸﾏ 岡谷工高 ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 4 小幡 将太朗(2)     12.04  4 小久保 納知(2)     12.31 
ｵﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 伊那北高 ｺｸﾎﾞ ﾅﾁ 下伊那農高

 5 小平 遥暉(3)     12.17  5 井内 悠人(1)     13.32 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ 飯田風越高 ｲｳﾁ ﾕｳﾄ 伊那弥生ヶ丘高

 6 安藤 陽人(2)     12.49  6 春原 賢(2)     13.79 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 飯田OIDE長姫高 ｽﾉﾊﾗ ｹﾝ 飯田風越高

 7 矢澤 恵一     12.61 
ﾔｻﾞﾜ ｹｲｲﾁ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

 8 伊藤 嶺翼(1)     14.52 
ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 伊那弥生ヶ丘高

風速 -2.0

 1 漆戸 柊哉(3)     11.38 
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪二葉高

 2 宮坂 匠(3)     11.58 
ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 諏訪二葉高

 3 山崎 雄太(2)     11.60 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ 上伊那農高

 4 古賀 涼輔(3)     11.60 
ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 辰野高

 5 征矢 超(2)     11.62 
ｿﾔ ｺﾕﾙ 駒ヶ根工高

 6 青木 謙尚     11.63 
ｱｵｷ ｹﾝｼｮｳ N.S.T.C

 7 松下 穂路(2)     11.66 
ﾏﾂｼﾀ ﾎﾛ 阿南高

  鈴木 瑛翔(1)      
ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ 赤穂高

6   486
DQ(FS)

1  2617

2   333

3   289

8  9005

7   771

5   508

5  9036

8   434

決勝
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決勝 5月3日 13:43

長野県記録(NR)                  46.54 宮沢 洋平                    法大             2008/7/25   
長野県高校記録(KR)              46.98 塚田 英彦                    上田東           1993        
大会記録(GR)                    49.09 島津 英明                    塩尻市役所       2005        

[ 1組] [ 2組]

 1 太田 慶聖(2)     57.58  1 羽生 大起(2)     53.11 
ｵｵﾀ ｹｲｾｲ 箕輪中 ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ 飯田風越高

 2 原 裕汰(1)     59.46  2 小松 裕昭(2)     53.38 
ﾊﾗ ﾕｳﾀ 諏訪二葉高 ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 下諏訪向陽高

 3 伊東 奏風(2)     59.92  3 廣瀬 琉斗(2)     53.51 
ｲﾄｳ ｶﾅﾀ 下諏訪向陽高 ﾋﾛｾ ﾘｭｳﾄ 飯田OIDE長姫高

 4 平澤 澪(3)   1:00.39  4 壬生 新(3)     53.69 
ﾋﾗｻﾜ ﾚｲ 宮田中 ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ 岡谷南高

 5 濱嶋 大輝(3)   1:00.67  5 太田 皓大(2)     55.75 
ﾊﾏｼﾏ ﾀｲｷ 緑ヶ丘中 ｵｵﾀ ｺｳﾀﾞｲ 下諏訪向陽高

 6 栗原 賢(2)   1:03.52  6 中澤 達也(3)     57.18 
ｸﾘﾊﾗ ｹﾝ 清陵附属中 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 箕輪中

[ 3組]

 1 田中 隆斗(3)     51.29 
ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ 松川高

 2 西尾 洸希(3)     52.01 
ﾆｼｵ ｺｳｷ 阿南高

 3 唐澤 悠斗(3)     52.09 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ 上伊那農高

 4 酒井 洸一(3)     52.41 
ｻｶｲ ｺｳｲﾁ 赤穂高

 5 松村 青悟(2)     53.84 
ﾏﾂﾑﾗｾｲｺﾞ 飯田高

  工藤 航介(3)      
ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 伊那北高

   1 田中 隆斗(3) 松川高       51.29   3   1
   2 西尾 洸希(3) 阿南高       52.01   3   2
   3 唐澤 悠斗(3) 上伊那農高       52.09   3   3
   4 酒井 洸一(3) 赤穂高       52.41   3   4
   5 羽生 大起(2) 飯田風越高       53.11   2   1
   6 小松 裕昭(2) 下諏訪向陽高       53.38   2   2
   7 廣瀬 琉斗(2) 飯田OIDE長姫高       53.51   2   3
   8 壬生 新(3) 岡谷南高       53.69   2   4
   9 松村 青悟(2) 飯田高       53.84   3   5
  10 太田 皓大(2) 下諏訪向陽高       55.75   2   5
  11 中澤 達也(3) 箕輪中       57.18   2   6
  12 太田 慶聖(2) 箕輪中       57.58   1   1
  13 原 裕汰(1) 諏訪二葉高       59.46   1   2
  14 伊東 奏風(2) 下諏訪向陽高       59.92   1   3
  15 平澤 澪(3) 宮田中     1:00.39   1   4
  16 濱嶋 大輝(3) 緑ヶ丘中     1:00.67   1   5
  17 栗原 賢(2) 清陵附属中     1:03.52   1   6
    工藤 航介(3) 伊那北高 DNS   3    
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決勝 5月3日 14:34

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        
大会記録(GR)                 15:08.39 仁科 利弥                    飯田市陸協       2012        

 1 北原 裕一  15:45.19 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｲﾁ 上伊那陸協

 2 小林 季生  16:00.63 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ

 3 清沢 創一  16:05.29 
ｷﾖｻﾜ ｿｳｲﾁ 癒しの森AC

 4 今井 結斗(2)  16:30.04 
ｲﾏｲ ﾕｲﾄ 下諏訪向陽高

 5 代田 貴嗣  16:32.74 
ｼﾛﾀ ﾀｶﾂｸﾞ 飯伊陸協

 6 吉江 健哉(2)  16:47.64 
ﾖｼｴ ｹﾝﾔ 伊那北高

 7 竹内 浩二(2)  16:49.43 
ﾀｹｳﾁ ｺｳｼﾞ 諏訪清陵高

 8 平澤 宏幸  17:23.32 
ﾋﾗｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 飯伊陸協

 9 佐藤 大介ﾏｰｸ(3)  17:29.98 
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹﾏｰｸ 辰野高

10 斎藤 雅樹(2)  18:00.07 
ｻｲﾄｳ ﾏｻｷ 諏訪理科大

11 小松 真優(2)  18:18.88 
ｺﾏﾂ ﾏﾋﾛ 高遠高

8  9010

男子

5000m

決勝
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3  9042

1   382
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決勝 5月3日 10:49

長野県記録(NR)                3:38.49 佐藤 清治                    佐久長聖高       1999/5/22   
長野県高校記録(KR)            3:38.49 佐藤 清治                    佐久長聖         1999        
大会記録(GR)                  4:02.43 北原 崇志                    上伊那郡陸協     2014        

[ 1組] [ 2組]

 1 中塚 陵太   4:42.50  1 矢澤 真秀   4:42.36 
ﾅｶﾂｶ ﾘｮｳﾀ 上伊那陸協 ﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾃﾞ 上伊那陸協

 2 吉川 一平   4:44.75  2 下平 晟人(1)   4:59.14 
ﾖｼｶﾜ ｲｯﾍﾟｲ EASTERS ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｾｲﾄ 阿南高

 3 北原 朋弥(3)   5:17.22  3 筒井 陽(1)   5:00.59 
ｷﾀﾊﾗ ﾄﾓﾔ 宮田中 ﾂﾂｲ ﾊﾙ 飯田高陵中

 4 木下 孝太(3)   5:18.88  4 荻原 悠大(2)   5:08.98 
ｷﾉｼﾀ ｺｳﾀ 阿南高 ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 箕輪中

 5 三澤 祐仁(1)   5:24.73  5 平林 陽真(1)   5:11.72 
ﾐｻﾜ ﾕｳﾄ 西箕輪中 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾏ 諏訪市陸協

 6 三澤 紀夫   5:24.98  6 井上 夏輝(3)   5:15.51 
ﾐｻﾜ ﾉﾘｵ 上伊那陸協 ｲﾉｳｴ ﾅﾂｷ 伊那東部中

 7 飯島 康成(2)   5:34.18  7 橋本 蒼平(1)   5:17.19 
ｲｲｼﾞﾏ ｺｳｾｲ 春富中 ﾊｼﾓﾄ ｿｳﾍｲ 高森中

 8 橋爪 京葵(1)   5:34.52  7 代田 洵也(3)   5:17.19 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｱﾂｷ 緑ヶ丘中 ｼﾛﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 緑ヶ丘中

 9 伊藤 拓実(2)   5:41.24  9 田中 唯(3)   5:17.32 
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 旭ヶ丘中 ﾀﾅｶ ﾕｲ 高森中

10 林 祐太朗(2)   5:45.61 10 野村 一馬(1)   5:19.26 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾀﾛｳ 高森中 ﾉﾑﾗ  ｶｽﾞﾏ ISｼﾞｭﾆｱ

11 石見 蓮(2)   5:47.83 11 嵯峨 健介(1)   5:19.43 
ｲｼﾐ ﾚﾝ 中川中 ｻｶﾞ ｹﾝｽｹ 下伊那農高

12 松澤 稜大(2)   5:49.46 12 下枝 翔(3)   5:19.53 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 諏訪南中 ｼﾓｴﾀﾞ ｶｹﾙ 緑ヶ丘中

13 吉原宗志郞(2)   5:57.61 13 篠原 陸玖(3)   5:25.57 
ﾖｼﾊﾗ ｿｳｼﾛｳ 春富中 ｼﾉﾊﾗ ﾘｸ 長峰中

14 坂田 秀介(2)   5:58.62 14 小林 良輔(2)   5:27.04 
ｻｶﾀ ｼｭｳｽｹ 永明中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 原中

15 竹内 駿太(2)   5:59.10 15 代田 真司(1)   5:28.03 
ﾀｹｳﾁ ｼｭﾝﾀ 伊那東部中 ｼﾛﾀ  ｼﾝｼﾞ ISｼﾞｭﾆｱ

16 中森 瞭太朗(3)   6:06.22 16 吉川 星来(2)   5:48.31 
ﾅｶﾓﾘ ﾘｮｳﾀﾛｳ 中川中 ﾖｼｶﾜ ｾﾗ 飯田高陵中

  横澤 奏生(2)      17 牛山 介翔(3)   6:01.38 
ﾖｺｻﾜ ｶﾅｳ 中川中 ｳｼﾔﾏ ｶｲﾄ 茅野東部中

  塚原 斗羽(3)      
ﾂｶﾊﾗ ﾄﾜ 岡谷東部中

[ 3組] [ 4組]

 1 西澤 惟定(2)   4:43.62  1 米山 元章(3)   4:18.02 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｻﾀﾞ 茅野東部中 ﾖﾈﾔﾏ ﾏｻｷ 松川高

 2 井口 航希(3)   4:44.48  2 清水 應佑(3)   4:18.59 
ｲｸﾞﾁ ｺｳｷ 箕輪中 ｼﾐｽﾞ ｵｳｽｹ 赤穂中

 3 松原 楓(3)   4:47.18  3 山田 隼輔(2)   4:22.72 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｶｴﾃﾞ 箕輪中 ﾔﾏﾀﾞｼｭﾝｽｹ 飯田高

 4 宮澤 柊太(2)   4:50.49  4 竹内 柊哉(3)   4:22.88 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 飯田風越高 ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾔ 上伊那農高

 5 上村 和音(2)   4:56.58  5 玉木 輝(3)   4:22.91 
ｶﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾄ 駒ヶ根東中 ﾀﾏｷ ﾋｶﾙ 赤穂中

 6 井沼 佑樹(1)   4:58.75  6 三岡 拓実(3)   4:26.99 
ｲﾇﾏ ﾕｳｷ 駒ヶ根中沢RC ﾐﾂｵｶ ﾀｸﾐ 諏訪理科大

 7 長田 大和(2)   4:59.01  7 矢澤 颯介(2)   4:30.54 
ﾅｶﾞﾀ ﾔﾏﾄ 諏訪実高 ﾔｻﾞﾜ ｿｳｽｹ 赤穂中

 8 伊東 柊哉(1)   4:59.34  8 沓掛 珀(2)   4:34.13 
ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 伊那弥生ヶ丘高 ｸﾂｶｹ ﾊｸ 下諏訪向陽高

 9 鳥海 倖正(1)   5:00.08  9 入谷 星穏(3)   4:37.05 
ﾄﾘｳﾐ ｺｳｾｲ 高森中 ｲﾘﾔ ｼｵﾝ 赤穂中

10 青木 勇和(3)   5:03.29 10 飯澤 星(2)   4:39.09 
ｱｵｷ ﾕｳﾜ 宮田中 ｲｲｻﾞﾜ ｼｮｳ 諏訪南中

11 春日 佑仁(2)   5:03.45 11 福澤 一真(3)   4:41.78 
ｶｽｶﾞ ﾕｳｼﾞﾝ 高遠高 ﾌｸｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 伊那東部中

12 本島 岳(1)   5:21.09 12 堀田 匠和(2)   4:41.91 
ﾓﾄｼﾞﾏ ﾀｹｼ 高森中 ﾎﾘﾀ ﾀｸﾄ 伊那北高

13 西隈 大賀(3)   5:25.58 13 西澤 岳大(1)   4:48.42 
ﾆｼｸﾏ ﾀｲｶﾞ 岡谷東部中 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 伊那弥生ヶ丘高

  小林 泰雅(2)      14 眞道 叶羽(2)   5:01.00 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｶﾞ 箕輪中 ｼﾝﾄﾞｳ ｷｮｳ 岡谷南高

  小泉 陽貴(3)      15 難波 光輝(2)   5:12.42 
ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ 岡谷工高 ﾅﾝﾊﾞ ｺｳｷ 諏訪清陵高

  淺川 悠月(3)      16 塚平 琉(1)   5:36.52 
ｱｻｶﾜ ﾕｳｷ 茅野東部中 ﾂｶﾀﾞｲﾗ ﾙｲ 阿南高

  浦野 竜一(2)        岡添 智史(3)      
ｳﾗﾉ ﾘｭｳｲﾁ 箕輪中 ｵｶｿﾞｴ ｻﾄｼ 岡谷工高

4   411

12   435

DNS

16   111

6   775

5   280

  158

15  8121

2

8   218

7  8225

14

16  7877
DNS

15   380

10  8372

13

3  8030
DNS

9   253
DNS

14  9020

2    73

 7651

6   433

12  8395

1  8902

記録／備考
8  7879

17  8029

13   362

9

4   592

No. 氏  名 所属名

11  8013

7  8014

5

DNS

1   538

17  8227

10   564

3  9033

11  8234

 7765

 8316 6  8421

 8224

DNS

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ORD

 8271

DNS
11  7650

17  7799 5  8693

9  8118 15  9003

5  8323 8  7887

1

6  8168 7  7846

2  7766 4  8595

15  8321 11   677

14  8392 17  9004

12  8623 1  8375

7  8600 16  8596

8  8166 13  8405

16  9022 10  8122

3  8150 14  8002

18   763 2  8019

13  8215 12  8422

10  9000 9   774

所属名 記録／備考
4  9026 3  9029

ORD No. 氏  名

男子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



[ 5組]

 1 日野 志朗   3:58.56 
ﾋﾉ ｼﾛｳ RUNJOY

 2 瀬戸 雅史(3)   4:02.99 
ｾﾄ ﾏｻｼ 上伊那農高

 3 小林 季生   4:06.69 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ

 4 早野 吉信   4:06.85 
ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 飯伊陸協

 5 中村 優希   4:08.23 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ INAFRS

 6 河西 希隆   4:08.63 
ｶｻｲ ｷﾘｭｳ 上伊那陸協

 7 鈴木 哲平(2)   4:12.31 
ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ 上伊那農高

 8 小澤 優翔(2)   4:12.63 
ｵｻﾞﾜ ﾏﾅﾄ 上伊那農高

 9 下島 凌空(3)   4:15.01 
ｼﾓｼﾞﾏ ﾘｸ 赤穂中

10 原 謙二郎   4:17.39 
ﾊﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ 飯伊陸協

11 熊谷 駿汰(3)   4:22.82 
ｸﾏｶﾞｲ  ｼｭﾝﾀ ISｼﾞｭﾆｱ

12 大槻 心(1)   4:25.89 
ｵｵﾂｷ ｼﾝ 上伊那農高

13 佐藤 龍我   4:26.57 
ｻﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 岡谷市陸協

14 藤原 優介   4:30.09 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｽｹ INAFRS

15 荒井 康汰(3)   5:28.35 
ｱﾗｲ  ｺｳﾀ 辰野中

  大場 崇義(2)      
ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾖｼ 上伊那農高

  長谷部 直大(3)      
ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ 伊那北高

DNS
15   405

DNS

16  9002

11  7967

3   331

14  8483

5   336

8  9015

1   332

12  8226

6  9038

2  9001

13  9021

17   334

大会新
7   356

9  9010

10  9039

男子

1500m

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  9006



   1 日野 志朗 RUNJOY     3:58.56 大会新   5   1
   2 瀬戸 雅史(3) 上伊那農高     4:02.99   5   2
   3 小林 季生 ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ     4:06.69   5   3
   4 早野 吉信 飯伊陸協     4:06.85   5   4
   5 中村 優希 INAFRS     4:08.23   5   5
   6 河西 希隆 上伊那陸協     4:08.63   5   6
   7 鈴木 哲平(2) 上伊那農高     4:12.31   5   7
   8 小澤 優翔(2) 上伊那農高     4:12.63   5   8
   9 下島 凌空(3) 赤穂中     4:15.01   5   9
  10 原 謙二郎 飯伊陸協     4:17.39   5  10
  11 米山 元章(3) 松川高     4:18.02   4   1
  12 清水 應佑(3) 赤穂中     4:18.59   4   2
  13 山田 隼輔(2) 飯田高     4:22.72   4   3
  14 熊谷 駿汰(3) ISｼﾞｭﾆｱ     4:22.82   5  11
  15 竹内 柊哉(3) 上伊那農高     4:22.88   4   4
  16 玉木 輝(3) 赤穂中     4:22.91   4   5
  17 大槻 心(1) 上伊那農高     4:25.89   5  12
  18 佐藤 龍我 岡谷市陸協     4:26.57   5  13
  19 三岡 拓実(3) 諏訪理科大     4:26.99   4   6
  20 藤原 優介 INAFRS     4:30.09   5  14
  21 矢澤 颯介(2) 赤穂中     4:30.54   4   7
  22 沓掛 珀(2) 下諏訪向陽高     4:34.13   4   8
  23 入谷 星穏(3) 赤穂中     4:37.05   4   9
  24 飯澤 星(2) 諏訪南中     4:39.09   4  10
  25 福澤 一真(3) 伊那東部中     4:41.78   4  11
  26 堀田 匠和(2) 伊那北高     4:41.91   4  12
  27 矢澤 真秀 上伊那陸協     4:42.36   2   1
  28 中塚 陵太 上伊那陸協     4:42.50   1   1
  29 西澤 惟定(2) 茅野東部中     4:43.62   3   1
  30 井口 航希(3) 箕輪中     4:44.48   3   2
  31 吉川 一平 EASTERS     4:44.75   1   2
  32 松原 楓(3) 箕輪中     4:47.18   3   3
  33 西澤 岳大(1) 伊那弥生ヶ丘高     4:48.42   4  13
  34 宮澤 柊太(2) 飯田風越高     4:50.49   3   4
  35 上村 和音(2) 駒ヶ根東中     4:56.58   3   5
  36 井沼 佑樹(1) 駒ヶ根中沢RC     4:58.75   3   6
  37 長田 大和(2) 諏訪実高     4:59.01   3   7
  38 下平 晟人(1) 阿南高     4:59.14   2   2
  39 伊東 柊哉(1) 伊那弥生ヶ丘高     4:59.34   3   8
  40 鳥海 倖正(1) 高森中     5:00.08   3   9
  41 筒井 陽(1) 飯田高陵中     5:00.59   2   3
  42 眞道 叶羽(2) 岡谷南高     5:01.00   4  14
  43 青木 勇和(3) 宮田中     5:03.29   3  10
  44 春日 佑仁(2) 高遠高     5:03.45   3  11
  45 荻原 悠大(2) 箕輪中     5:08.98   2   4
  46 平林 陽真(1) 諏訪市陸協     5:11.72   2   5
  47 難波 光輝(2) 諏訪清陵高     5:12.42   4  15
  48 井上 夏輝(3) 伊那東部中     5:15.51   2   6
  49 橋本 蒼平(1) 高森中     5:17.19   2   7
  49 代田 洵也(3) 緑ヶ丘中     5:17.19   2   7
  51 北原 朋弥(3) 宮田中     5:17.22   1   3
  52 田中 唯(3) 高森中     5:17.32   2   9
  53 木下 孝太(3) 阿南高     5:18.88   1   4
  54 野村 一馬(1) ISｼﾞｭﾆｱ     5:19.26   2  10
  55 嵯峨 健介(1) 下伊那農高     5:19.43   2  11
  56 下枝 翔(3) 緑ヶ丘中     5:19.53   2  12
  57 本島 岳(1) 高森中     5:21.09   3  12
  58 三澤 祐仁(1) 西箕輪中     5:24.73   1   5
  59 三澤 紀夫 上伊那陸協     5:24.98   1   6
  60 篠原 陸玖(3) 長峰中     5:25.57   2  13
  61 西隈 大賀(3) 岡谷東部中     5:25.58   3  13
  62 小林 良輔(2) 原中     5:27.04   2  14
  63 代田 真司(1) ISｼﾞｭﾆｱ     5:28.03   2  15
  64 荒井 康汰(3) 辰野中     5:28.35   5  15
  65 飯島 康成(2) 春富中     5:34.18   1   7
  66 橋爪 京葵(1) 緑ヶ丘中     5:34.52   1   8
  67 塚平 琉(1) 阿南高     5:36.52   4  16
  68 伊藤 拓実(2) 旭ヶ丘中     5:41.24   1   9
  69 林 祐太朗(2) 高森中     5:45.61   1  10
  70 石見 蓮(2) 中川中     5:47.83   1  11
  71 吉川 星来(2) 飯田高陵中     5:48.31   2  16
  72 松澤 稜大(2) 諏訪南中     5:49.46   1  12
  73 吉原宗志郞(2) 春富中     5:57.61   1  13
  74 坂田 秀介(2) 永明中     5:58.62   1  14
  75 竹内 駿太(2) 伊那東部中     5:59.10   1  15
  76 牛山 介翔(3) 茅野東部中     6:01.38   2  17
  77 中森 瞭太朗(3) 中川中     6:06.22   1  16

 8421
 7766
 8168
 7799
 8118
 7887
 8316

 8693
 9003
 7967
 8166
 8600
  775
 8623
 8392
 8321

  763
 9004
  677
 8595
 8372
 8150
 9022
 7846
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 8596
 8215
 8375

 8271
 9020
   73
  774
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  380
 8019
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 9029
 9026
 7879
 8013
 9000
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  592

  336
 9015
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  158
 8225
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 8483
  362
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組 順位
 9006
  356
 9010
 9039
 9001

  332
 8226
 9038
  538
 8227
  564

備考

男子

 9021
  334

1500m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録



    横澤 奏生(2) 中川中 DNS   1    
    塚原 斗羽(3) 岡谷東部中 DNS   1    
    小林 泰雅(2) 箕輪中 DNS   3    
    小泉 陽貴(3) 岡谷工高 DNS   3    
    淺川 悠月(3) 茅野東部中 DNS   3    
    浦野 竜一(2) 箕輪中 DNS   3    
    岡添 智史(3) 岡谷工高 DNS   4    
    大場 崇義(2) 上伊那農高 DNS   5    
    長谷部 直大(3) 伊那北高 DNS   5    

 8029
  280
  331
  405

順位 No.
 8323
 7650
 8030
  253
 7877

氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位

男子

1500m



決勝 5月3日 11:44

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        
大会記録(GR)                    15.74 藤森 要                      諏訪陸協         2000        

風速 -1.6

 1 吉村 健吾     14.86 
ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 中島 瑞樹     15.70 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 上伊那陸協

 3 小林 歩睦(1)     17.20 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ 上伊那農高

 4 壬生 新(3)     17.60 
ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ 岡谷南高

 5 北原 将道(1)     23.44 
ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾐﾁ 諏訪清陵高

  伊藤 良真(2)      
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 諏訪清陵高 DNS

7   124

5   114

大会新
3   366

4   212

大会新
6  9027

男子

110mH(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  9017



決勝 5月3日 15:24

長野県記録(NR)                  40.62                              ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC      2015/9/5    
                                      （高木 佑希・岩田 晃・吉冨 和也・佐藤 賢一）
長野県高校記録(KR)              40.95                              松商学園         2018        
                                      （小池・中嶋・西村・柳沢）
大会記録(GR)                          

[ 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 阿南高   770 松下 昇龍(2)     46.72  1   7 赤穂高   478 土屋 颯太(2)     45.22 

ｱﾅﾝｺｳ ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾘｭｳ ｱｶﾎｺｳ ﾂﾁﾔ ｿｳﾀ
  764 西尾 洸希(3)   456 小林 海惺(2)

ﾆｼｵ ｺｳｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｾｲ
  771 松下 穂路(2)   457 酒井 洸一(3)

ﾏﾂｼﾀ ﾎﾛ ｻｶｲ ｺｳｲﾁ
  774 下平 晟人(1)   486 鈴木 瑛翔(1)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｾｲﾄ ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ
 1   6 下諏訪向陽高   167 望月 翔太(3)     46.72  2   3 飯田風越高   591 春原 賢(2)     47.08 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｽﾉﾊﾗ ｹﾝ
  160 小松 裕昭(2)   593 羽生 大起(2)

ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ
  154 太田 皓大(2)   601 小平 遥暉(3)

ｵｵﾀ ｺｳﾀﾞｲ ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ
  166 伊東 奏風(2)   602 吉田 賢三(3)

ｲﾄｳ ｶﾅﾀ ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ
 3   4 伊那弥生ヶ丘高  436 尾込 航太郎(1)     52.48     5 伊那北高   425 小幡 将太朗(2)      

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｵｺﾞﾐ ｺｳﾀﾛｳ ｲﾅｷﾀ ｵﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ
  434 伊藤 嶺翼(1)   422 酒井 奏楽(2) R1(2-3)

ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ ｻｶｲ ｿﾗ
  439 澤井 勇斗(1)   423 田坂 龍駕(2)

ｻﾜｲ ﾊﾔﾄ ﾀｻｶ ﾘｮｳｶﾞ
  438 齋藤 晃希(1)   421 伊藤 嶺(2)

ｻｲﾄｳ ｺｳｷ ｲﾄｳ ﾚｲ
    3 辰野高          4 岡谷工高      

ﾀﾂﾉｺｳ DNS ｵｶﾔｺｳｺｳ DNS

    7 飯田高          6 諏訪二葉高      
ｲｲﾀﾞｺｳ DNS ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ DNS

   1 赤穂高     45.22 土屋 颯太(2) 小林 海惺(2) 酒井 洸一(3) 鈴木 瑛翔(1)   2   1
   2 阿南高     46.72 松下 昇龍(2) 西尾 洸希(3) 松下 穂路(2) 下平 晟人(1)   1   1
   2 下諏訪向陽高     46.72 望月 翔太(3) 小松 裕昭(2) 太田 皓大(2) 伊東 奏風(2)   1   1
   4 飯田風越高     47.08 春原 賢(2) 羽生 大起(2) 小平 遥暉(3) 吉田 賢三(3)   2   2
   5 伊那弥生ヶ丘高     52.48 尾込 航太郎(1)伊藤 嶺翼(1) 澤井 勇斗(1) 齋藤 晃希(1)   1   3
    伊那北高          小幡 将太朗(2)酒井 奏楽(2) 田坂 龍駕(2) 伊藤 嶺(2)   2    
    辰野高          DNS   1    
    飯田高          DNS   1    
    岡谷工高          DNS   2    
    諏訪二葉高          DNS   2    

順位備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

男子

4×100m

決勝

組

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録



決勝 5月3日 10:59

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        
大会記録(GR)                     2.03 阿部 和也                    下伊那農業高     1997        

1m90 1m93
松島 稜之 - - - - - o - xo xxo o
ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾕｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 o xxx
小平 遥暉(3) - - - - - xxo - o xxx
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ 飯田風越高
赤羽 快(2) - - - - o xo xxx
ｱｶﾊﾈ ｶｲ 伊那北高
伊藤 嶺(2) - - o o o xxx
ｲﾄｳ ﾚｲ 伊那北高
熊谷 知樹(3) - - - o o xxx
ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ 上伊那農高
下村 考輝(2) - - - o o xxx
ｼﾓﾑﾗ ｺｳｷ 高遠高
日野 要(1) - - o o xxo xxx
ﾋﾉ ｶﾅﾒ 上伊那農高

4 3   384  1.70

7 4   364  1.70

4 1   421  1.70

4 2   359  1.70

2 7   601  1.81

3 6   430  1.75

記録 備考

1 5  9011  1.90

1m75 1m78 1m81 1m84 1m87

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m50 1m55 1m60 1m65 1m70



決勝 5月3日  9:59

長野県記録(NR)                   5.40 松澤 ジアン成治              中京大           2013/8/4    
長野県高校記録(KR)               5.11 松澤 ジアン成治              高遠             2009        
大会記録(GR)                     4.91 松澤 勝治                    上伊那郡陸協     2015        

4m15
伊藤 拓也 - - - - - o - xo - o
ｲﾄｳ ﾀｸﾔ ｻﾝ工業 xxx
両角 駿介(3) - - - - - o - o xxx
ﾓﾛﾂﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ 諏訪二葉高
根橋 拓也 - - - - o o - xxx
ﾈﾊﾞｼ ﾀｸﾔ XSPOﾅｶﾞﾉ
五味 駿太(1) - - o o xxx
ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ 諏訪清陵高
飯島 颯斗(2) xxo xo xo xxx
ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 高遠高
両角 優介 - xr NM
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 茅野市陸協

1  9018      

4 5   122  3.40

5 3   383  3.20

2 4  2620  3.80

3 2  9007  3.60

記録 備考

1 6  9009  4.00

3m60 3m70 3m80 3m90 4m00

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
2m80 3m00 3m20 3m40 3m50



決勝 5月3日  9:00

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        
大会記録(GR)                     7.02 菅沼 敬一                    飯田ｸﾗﾌﾞ         1986        

 ３回の
 最高記録

鈴木 瑛翔(1)   6.44  6.28  6.78   6.78   6.49  6.20  6.81   6.81 
ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ 赤穂高   -0.2  -2.1  +2.1   +2.1   -1.2  -2.1  +1.9   +1.9
佐藤 智哉(2)   6.34  6.49  6.52   6.52   6.57  6.10  6.55   6.57 
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 諏訪理科大   -1.0   0.0  -0.3   -0.3   -0.5  +0.3  -0.2   -0.5
西山 陸(3)   6.15  5.91  6.25   6.25   6.27  6.47  6.51   6.51 
ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ 岡谷工高   -0.8  -1.6  +1.7   +1.7   -1.3  -0.8  +0.2   +0.2
下平 真吾(3)   5.69   x   5.76   5.76   5.60  5.75  5.79   5.79 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼﾝｺﾞ 駒ヶ根工高   -1.2        -0.6   -0.6   -1.1  +0.3  +0.2   +0.2
酒井 奏楽(2)   5.40  5.57  5.77   5.77   5.69  5.72   x    5.77 
ｻｶｲ ｿﾗ 伊那北高   -0.8  -0.4  +0.4   +0.4   -0.8  -0.3         +0.4
内藤 陽葵(2)   5.60  5.15  5.49   5.60   5.58   x   5.72   5.72 
ﾅｲﾄｳ ﾊﾙｷ 飯田高   -0.2   0.0  -0.8   -0.2   -1.5        -2.3   -2.3
上柳 凌平   5.36  5.59  5.29   5.59   5.48  5.29  5.35   5.59 
ｳｴﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 上伊那陸協   -0.3  +0.6  -0.5   +0.6   +0.4  -1.3  -0.6   +0.6
土屋 颯太(2)   5.27   x    x    5.27    x   5.39  5.39   5.39 
ﾂﾁﾔ ｿｳﾀ 赤穂高   -1.4               -1.4         -0.3  -2.5   -2.5
角田 捷太郎(4)   4.47  4.08  5.06   5.06             5.06 
ﾂﾉﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 諏訪理科大   -0.8  +0.1  +0.1   +0.1                      +0.1
前田 真孝   4.72  4.82  4.83   4.83             4.83 
ﾏｴﾀ ﾏｻﾀｶ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ   -0.7  -0.1  -0.6   -0.6                      -0.6
木下 航希(1)   4.80  4.44  4.60   4.80             4.80 
ｷﾉｼﾀ ｺｳｷ 諏訪二葉高   -1.4  +0.1  -1.5   -1.4                      -1.4
塩澤 拓虎(1)   3.85   x   3.61   3.85             3.85 
ｼｵｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 阿南高   -0.4  -0.7  -1.1   -0.4                      -0.4
倉澤 傑(2)    x    x    x                   NM
ｸﾗｻﾜ ﾀｶｼ 岡谷南高                                                   
樋口 誠太(2)                            DNS
ﾋｸﾞﾁ ｾｲﾀ 飯田高                                                   

4   216

3   565

11 2   135

12 1   773

9 7  9030

10 5  9035

7 8  9025

8 9   478

5 11   422

6 6   561

3 13   279

4 10   506

1 14   486

2 12  9031

-4- -5- -6- 記録 備考

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



決勝 5月3日 13:59

長野県記録(NR)                  16.98 石川 和義                    筑波大           2004/10/10  
長野県高校記録(KR)              15.58 石川 和義                    中野実           2000        
大会記録(GR)                    15.72 佐藤 賢一                    ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ        2012        

 ３回の
 最高記録

佐藤 智哉(2)  12.67 12.91 12.19  12.91  12.92   x  11.81  12.92 
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 諏訪理科大   -0.2  +1.2  +1.2   +1.2   +0.6        +1.6   +0.6
桃澤 翼(3)  10.50   x  10.70  10.70    x    x    x   10.70 
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 松川高   +1.3        +1.6   +1.6                      +1.6

1 2  9031

2 1   557

備考

男子

三段跳

決勝

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



決勝 5月3日  9:18

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)                    13.27 小笠原 聖士                  三井生命         1963        

 ３回の
 最高記録

本多 俊平
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
小林 和夫
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 上伊那陸協

決勝 5月3日  9:18

長野県高校記録(KR)              14.76 米倉 朋輝                    長野工           2015        
大会記録(GR)                    12.50 飯田 謙治                    松商学園         2012        

 ３回の
 最高記録

田近 資武(3)
ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ 木曽青峰高
新垣 健琉(3)
ｱﾗｶｷ ﾀｹﾙ 岡谷工高
今村 友哉(2)
ｲﾏﾑﾗ ﾄﾓﾔ 飯田風越高
春原 賢(2)
ｽﾉﾊﾗ ｹﾝ 飯田風越高

-5- -6- 記録 備考-4-

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- -3-

 11.61 1 4  1949  11.47 11.61 11.31  11.61    -    -    -

  8.89   9.16    -    -   9.16    -2 3   251   8.86

   -4 1   591   6.29  6.88

3 2   594   7.85  8.91

  9.16

  7.23 

  8.79   8.91   8.75  9.12  7.44  9.12 

  6.89   6.89   7.23   -

2 1  9023    -   7.83   8.80  8.80 

  8.99   8.99   8.58  8.84  8.76  8.99 

   -    7.83   7.82  8.46

1 2  9014   8.53  8.91

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- -5- -6- 記録 備考-4-



決勝 5月3日 10:39

長野県記録(NR)                  50.52 北林 栄峰                    順大             1980/4/26   
大会記録(GR)                    39.10 勝野 英貴                    松本大           2012        

 ３回の
 最高記録

本多 俊平
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
小林 和夫
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 上伊那陸協

決勝 5月3日 10:39

長野県高校記録(KR)              45.21 笹野 弘允                    丸子実           2005        
大会記録(GR)                    40.17 奥垣内 崇史                  東海大諏訪       2017        

 ３回の
 最高記録

田近 資武(3)
ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ 木曽青峰高
両角 俐音(3)
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｵﾝ 茅野高
牧野 楓(3)
ﾏｷﾉ ｶｴﾃﾞ 松川高

 19.46  19.46  19.46    -    x    -3 1   555    x    o

 32.38 

2 2    30  24.04   o    x   24.04    x  26.05   o  26.05 

 32.38  32.38    o    o1 3  1949    o   o   o

 25.50 25.50 

   x   24.67  25.63   x    x  25.63 

   x   22.23    o    o

備考

高校男子

円盤投(1.750kg)

決勝

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

備考

男子

円盤投(2.000kg)

決勝

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

1 2  9014  24.67   o

2 1  9023  22.23   x



決勝 5月3日 14:39

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        
大会記録(GR)                    59.50 福島 恵                      上田陸協         1994        

 ３回の
 最高記録

日達 匠海(3)
ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ 上伊那農高
川崎  龍二(2)
ｶﾜｻｷ ﾘｭｳｼﾞ 諏訪理科大
藤森 寿馬(2)
ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 諏訪清陵高
田坂 龍駕(2)
ﾀｻｶ ﾘｮｳｶﾞ 伊那北高
伊東 飛呂人(2)
ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 岡谷南高
太田 敦
ｵｵﾀ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
両角 俐音(3)
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｵﾝ 茅野高
今村 友哉(2)
ｲﾏﾑﾗ ﾄﾓﾔ 飯田風越高
小久保 納知(2)
ｺｸﾎﾞ ﾅﾁ 下伊那農高

       16.96 

   o    o

 30.21 30.21 

6 5  9013  41.38   o    o   41.38    o  41.38 

   o   27.96    o    x

9 1   676    x  16.96   x

   -    -  33.37 7 3    30  33.37   o    -   33.37    o

8 2   594    o  27.96

  16.96    

  37.83  42.21   o    o  42.21 

4 9   423    o    x

5 4   215    o  37.83   o

 42.48 42.48  40.50  40.50    -    o

  44.23    o    o    o  44.23  44.233 6   112    o    o

 44.85  44.85    o    o

  55.29    o    o    o  55.29 

   o  44.85 

1 8   360  55.29   o    o

2 7  9034    x    o

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

やり投(800g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



予選 5月3日  9:54
決勝 5月3日 13:24

長野県中学記録(CR)              10.85 塚原 直貴                    岡谷北部         20007/9     
大会記録(GR)                    11.02 木下 博貴                    緑ヶ丘           2014        

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 -0.1

 1 石原 隆(3)     12.44  1 吉澤 悠人(3)     11.98 q
ｲｼﾊﾗ ﾀｶｼ 緑ヶ丘中 ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 飯田高陵中

 2 穴澤 祐翔(3)     12.75  2 吉田 健広(2)     12.29 
ｱﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 春富中 ﾖｼﾀﾞ ﾀｹﾋﾛ 原中

 3 石川 星奏(2)     12.99  3 松井 孝太朗(2)     12.70 
ｲｼｶﾜ ｾﾅ 赤穂中 ﾏﾂｲ ｺｳﾀﾛｳ 箕輪中

 4 相馬 一護(3)     13.87  4 後藤 大河(2)     13.06 
ｿｳﾏ ｲﾁｺﾞ 諏訪南中 ｺﾞﾄｳ ﾀｲｶﾞ 高森中

 5 山下 陽大(2)     14.31  5 濱島 陸(3)     13.39 
ﾔﾏｼﾀ ﾖｳﾀﾞｲ 宮田中 ﾊﾏｼﾏ ﾘｸ 緑ヶ丘中

 6 篠田 夏輝(2)     15.21  6 田口 元暉(2)     13.58 
ｼﾉﾀﾞ ﾅﾂｷ 飯田高陵中 ﾀｸﾞﾁ ｹﾞﾝｷ 赤穂中

 7 小林 空良(1)     15.42  7 宮下 徳久(3)     13.69 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 原中 ﾐﾔｼﾀ ﾉﾘﾋｻ 中川中

  松野 大馳(2)       8 今村 晟南(2)     16.55 
ﾏﾂﾉ ﾀﾞｲﾁ 茅野東部中 ｲﾏﾑﾗ ｾﾅ 旭ヶ丘中

[ 3組] 風速 -0.7 [ 4組] 風速 -1.5

 1 遠藤 晄(3)     12.01 q  1 大矢 光(2)     12.28 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾘ 上諏訪中 ｵｵﾔ ﾋｶﾙ 岡谷西部中

 2 元吉 大翔(2)     12.56  2 加藤 頼道(3)     12.56 
ﾓﾄﾖｼ ﾀﾞｲﾄ 春富中 ｶﾄｳ ﾖﾘﾐﾁ 諏訪南中

 3 森 蒼馬(3)     12.59  3 平林 來(2)     13.26 
ﾓﾘ ｿｳﾏ 緑ヶ丘中 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾗｲ 富士見中

 4 岩井 崇和(2)     13.23  4 髙田 登夢(2)     13.84 
ｲﾜｲ ﾀｶｵ 富士見中 ﾀｶﾀﾞ ﾄﾑ 飯田高陵中

 5 安藤 康正(3)     13.44  5 齊藤  遼太(3)     13.98 
ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｾｲ 高森中 ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 清陵附属中

 6 飯島 稜(2)     13.81  6 原田 和磨(2)     14.04 
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｮｳ 南箕輪中 ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 赤穂中

 7 髙坂 隼人(2)     14.85  7 冨永 哲平(3)     14.11 
ｺｳｻｶ ﾊﾔﾄ 赤穂中 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾃｯﾍﾟｲ 中川中

 8 下平 光太郎(2)     14.94  8 秋葉 瑛介(2)     15.07 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｺｳﾀﾛｳ 駒ヶ根東中 ｱｷﾊﾞ  ｴｲｽｹ 辰野中

[ 5組] 風速 -0.1 [ 6組] 風速 -1.8

 1 小川 夏生(2)     12.08 q  1 片桐 颯泰(3)     12.31 
ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｶﾀｷﾞﾘ ｿｳﾀ 緑ヶ丘中

 2 小島 千空(2)     12.12 q  2 藤岡 悠人(2)     12.92 
ｺｼﾞﾏ ｾﾗ 南箕輪中 ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳﾄ 赤穂中

 3 砂塲 未蘭(2)     12.64  3 春原 秀(3)     13.37 
ｽﾅﾊﾞ ﾐﾗﾝ 赤穂中 ｽﾉﾊﾗ ｼｭｳ 飯田高陵中

 4 筑丸 心斗(2)     13.27  4 中村 拓人(3)     13.59 
ﾁｸﾏﾙ ｼﾝﾄ 高森中 ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾄ 春富中

 5 野口 海燕(2)     13.38  5 木見尻 蓮(3)     13.81 
ﾉｸﾞﾁ ｶｲｴﾝ 富士見中 ｷﾐｼﾞﾘ  ﾚﾝ 辰野中

 6 六波羅 漣(3)     13.43  6 齊藤 音生(2)     14.56 
ﾛｸﾊﾗ ﾚﾝ 伊那東部中 ｻｲﾄｳ ﾈｵ 高森中

 7 池田 壱惺(2)     13.76  7 伊藤 和羽(2)     15.75 
ｲｹﾀﾞ ｲｯｾｲ 緑ヶ丘中 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾊ 宮田中

 8 米山 閏悠(2)     13.97 
ﾖﾈﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾕｳ 中川中

[ 7組] 風速 +0.5 [ 8組] 風速 -1.1

 1 上田 暖幸(2)     11.90 q  1 新井 大誠(3)     12.11 q
ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾕｷ 赤穂中 ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ 喬木中

 2 野口 厚気(3)     12.59  2 平澤 文弥(3)     12.86 
ﾉｸﾞﾁ ｺｳｷ 飯田高陵中 ﾋﾗｻﾜ ﾌﾐﾔ 緑ヶ丘中

 3 笠原 夕暉(2)     12.98  3 神谷 蒼士(3)     13.06 
ｶｻﾊﾗ ﾕｳｷ 諏訪西中 ｶﾐﾔ ｿｳｼ 岡谷南部中

 4 小島 健太郎(3)     13.10  4 久保口 聖空(3)     13.28 
ｺｼﾞﾏ ｹﾝﾀﾛｳ 岡谷南部中 ｸﾎﾞｸﾞﾁ ｾｲｱ 赤穂中

 5 服部 裕一(3)     13.33  5 代田 柚斗(3)     13.51 
ﾊｯﾄﾘ ﾋﾛｶｽﾞ 上諏訪中 ｼﾛﾀ ﾕｳﾄ 南箕輪中

 6 松原 颯士朗(2)     13.85  6 大倉 匠瑛(2)     14.17 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｿｳｼﾛｳ 永明中 ｵｵｸﾗ ｼｮｳｴｲ 宮田中

 7 中山 珀空(3)     13.91  7 市瀬 悠斗(2)     14.55 
ﾅｶﾔﾏ ﾊｸｱ 中川中 ｲﾁﾉｾ ﾕｳﾄ 旭ヶ丘中

2  8907 4

中学男子

100m

1  8591 5  8414

Q:順位順通過者  q：タイム順通過者通過基準  11組  0着 + 8予選

順

3  7760 6  8370

6  8236 7  8027

8  8163 1  8694

 8593

所属名 記録／備考

4  7898 2  8318

7  8410 8  8239

5  7872 3  8620

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1  8167 2  7762

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
6  7708 1  7567

2  8376 7  8868

8  8061 5  8233

4  7932 3  8418

5  8613 6  7918

所属名 記録／備考

7  8231 4  8315

氏  名

8  79713  8274

No.順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

3  8062 2

6  8235 5  8416

 8229

4  7851 7  8594

7  8324

2  8406 6  8162

1  7915 3  7955

5  8930 8  8908

8  8123 4  8407

記録／備考
3  8237 4  8532

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名

7  7610

No. 氏  名

6  8417 2  8609

 7746

4  7709 5  8056

5  8320 8  8731

2  7629 3  8223

7  7797 6  8193

8

記録／備考所属名氏  名No.ﾚｰﾝ順記録／備考所属名氏  名No.ﾚｰﾝ



[ 9組] 風速 -1.3 [ 10組] 風速 -0.9

 1 小澤 碧大(3)     12.05 q  1 垣内 友仁(3)     11.79 q
ｵｻﾞﾜ ｱｵｲ 赤穂中 ｶｷｳﾁ ﾄﾓﾋﾄ 清陵附属中

 2 濱嶋 大輝(3)     13.32  2 野村 陽斗(2)     12.30 
ﾊﾏｼﾏ ﾀｲｷ 緑ヶ丘中 ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾄ 南箕輪中

 3 北原 昊輝(2)     13.50  3 橋爪 千慧(3)     12.85 
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 駒ヶ根東中 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾁｻﾄ 緑ヶ丘中

 4 白鳥 蒼大(2)     13.71  4 福島 旬太朗(2)     13.33 
ｼﾛﾄﾘ  ｿｳﾀ 辰野中 ﾌｸｼﾏ  ｼｭﾝﾀﾛｳ 辰野中

 5 近藤 良祐(2)     14.07  5 嶽野 瑛人(1)     13.85 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳｽｹ 高森中 ﾀｹﾉ ｴｲﾄ 飯田高陵中

 6 水野 朔太郎(2)     14.31  6 増田 祐輝(2)     14.06 
ﾐｽﾞﾉ ｻｸﾀﾛｳ 宮田中 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 諏訪南中

  横山 広明(2)       7 名取 駿(3)     14.35 
ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛｱｷ 岡谷西部中 ﾅﾄﾘ ｼｭﾝ 富士見中

[ 11組] 風速 -1.2

 1 ﾚﾅﾊﾝ 莉生(1)     12.99 
ﾚﾅﾊﾝ ﾘｵ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 寺平 恵斗(3)     13.31 
ﾃﾗﾀﾞｲﾗ  ｹｲﾄ 辰野中

 3 阿部 瑞樹(2)     13.50 
ｱﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 赤穂中

 4 古籏 育(2)     13.97 
ﾌﾙﾊﾀ ﾊｸﾞﾐ 高森中

 5 行政 嶺(3)     13.99 
ﾕｷﾏｻ ﾘｮｳ 宮田中

 6 橋場 佑大(3)     14.35 
ﾊｼﾊﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 伊那東部中

 7 川尻 悠人(3)     16.13 
ｶﾜｼﾞﾘ ﾕｳﾄ 旭ヶ丘中

風速 -1.4

 1 垣内 友仁(3)     11.66 
ｶｷｳﾁ ﾄﾓﾋﾄ 清陵附属中

 2 小澤 碧大(3)     11.96 
ｵｻﾞﾜ ｱｵｲ 赤穂中

 3 吉澤 悠人(3)     11.98 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 飯田高陵中

 4 遠藤 晄(3)     11.98 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾘ 上諏訪中

 5 上田 暖幸(2)     11.99 
ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾕｷ 赤穂中

 6 小島 千空(2)     12.10 
ｺｼﾞﾏ ｾﾗ 南箕輪中

 7 新井 大誠(3)     12.16 
ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ 喬木中

 8 小川 夏生(2)     12.26 
ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

中学男子

100m

順 ﾚｰﾝ

7  8607 7  8063

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  8222 3  7944

6  7972 2  7973

3  8268 5  8601

5  8906 6  7764

8  8381 4  8423

2  8905

4  8120

4  7566 8  7913
DQ(T2)

 9016

3  7956

5  8230

6  8404

7  8622

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8

 8222

3

6  7708

5  8237

 8414

8  7851

2  8532

1  8062

4  7944

7



決勝 5月3日 12:59

長野県中学記録(CR)            8:30.96 吉岡 大翔                    川中島           2019        
大会記録(GR)                  9:02.48 名取 燎太                    富士見           2013        

 1 小林 睦(3)   9:32.78 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 富士見中

 2 中澤 一也(3)   9:48.46 
ﾅｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 箕輪中

 3 滝澤 秀斗(2)   9:55.51 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾃﾞﾄ 赤穂中

 4 藤満 優樹(2)  10:03.94 
ﾌｼﾞﾐﾂ ﾕｳｷ 赤穂中

 5 宮内 達矢(3)  10:04.22 
ﾐﾔｳﾁ ﾀﾂﾔ 高森中

 6 牧内 宇龍(2)  10:20.70 
ﾏｷｳﾁ ｳﾘｭｳ 喬木中

 7 向山 陽貴(2)  10:29.58 
ﾑｶｲﾔﾏ ﾊﾙｷ 伊那東部中

 8 坂井斗己彌(2)  10:36.87 
ｻｶｲ ﾄｷﾔ 駒ヶ根東中

 9 渋谷 悠斗(3)  10:41.37 
ｼﾌﾞﾔ ﾕｳﾄ 赤穂中

10 竹村 基誉成(3)  10:47.43 
ﾀｹﾑﾗ ｷﾖﾅﾘ 駒ヶ根東中

11 北原 弥真斗(3)  10:51.44 
ｷﾀﾊﾗ ﾔﾏﾄ 伊那東部中

12 五味 慎之助(3)  10:51.83 
ｺﾞﾐ ｼﾝﾉｽｹ 岡谷南部中

13 新井 海吏(2)  11:00.16 
ｱﾗｲ ｶｲﾘ 宮田中

14 坂井 千紘(2)  11:05.91 
ｻｶｲ ﾁﾋﾛ 駒ヶ根東中

15 関根 史義(3)  11:08.05 
ｾｷﾈ ﾌﾐﾖｼ 清陵附属中

16 保科 優太(2)  11:10.99 
ﾎｼﾅ ﾕｳﾀ 宮田中

17 唐木 哲平(2)  11:23.83 
ｶﾗｷ ﾃｯﾍﾟｲ 宮田中

18 牧内 快(3)  11:34.10 
ﾏｷｳﾁ ｶｲ 緑ヶ丘中

19 竹原 壮介(3)  11:54.97 
ﾀｹﾊﾗ ｿｳｽｹ 永明中

20 岩田 大輝(3)  11:56.39 
ｲﾜﾀ ﾀﾞｲｷ 高森中

21 藤本 透也(2)  11:56.49 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾕｷﾔ 緑ヶ丘中

22 梓澤 岳大(2)  11:58.01 
ｱｽﾞｻﾜ ﾀｹﾋﾛ 富士見中

23 村上 蒼一郎(2)  12:14.75 
ﾑﾗｶﾐ ｿｳｲﾁﾛｳ 清陵附属中

24 大平 隼汰(2)  12:38.67 
ｵｵﾀﾞｲﾗ ﾊﾔﾀ 緑ヶ丘中

25 小笠原 琉成(3)  12:40.55 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾘｭｳｾｲ 緑ヶ丘中

26 伊藤 大和(3)  13:27.28 
ｲﾄｳ ﾔﾏﾄ 永明中

27 柳澤 旭飛(2)  13:48.68 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｻﾋ 富士見中

  澁谷 晃太(3)      
ｼﾌﾞﾔ ｺｳﾀ 駒ヶ根東中

18  8009

中学男子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
13  7912

22  8238

16  8240

5  8373

19  8533

14  8116

3  8273

12  8221

25  8265

10  8125

27  7628

9  8192

21  8272

28  8869

7  8190

23  8191

26  8611

24  7794

11  8374

8  8936

17  7919

20  7943

6  8932

4  8592

2  7990

DNF

15  7931

1  8264



決勝 5月3日 11:54

長野県中学記録(CR)              14.01 中村 駿汰                    旭町             2021/8/3    
大会記録(GR)                    15.59 森 雅貴                      赤穂             2007        

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 -1.2

 1 原田 一史(3)     19.71  1 松林 陽大(3)     18.86 
ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｼ 春富中 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 長峰中

 2 深谷 昂平(2)     21.06  2 橋爪 千慧(3)     19.15 
ﾌｶﾔ ｺｳﾍｲ 緑ヶ丘中 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾁｻﾄ 緑ヶ丘中

 3 原 康太朗(2)     21.19  3 小口 双葉(2)     19.44 
ﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 南箕輪中 ｵｸﾞﾁ ﾌﾀﾊﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 4 南波 竜二(3)     21.81  4 橋倉 巧英(3)     19.51 
ﾅﾝﾊﾞ ﾘｭｳｼﾞ 中川中 ﾊｼｸﾗ ｺｳｴｲ 宮田中

 5 大場 詩月(3)     21.90  5 砂塲 未蘭(2)     20.06 
ｵｵﾊﾞ ｼﾂﾞｷ 中川中 ｽﾅﾊﾞ ﾐﾗﾝ 赤穂中

 6 原 伊吹(2)     22.93  6 髙野 徳之(2)     20.09 
ﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 中川中 ﾀｶﾉ ﾉﾘﾕｷ 赤穂中

 7 石原 龍輝(2)     23.05  7 高坂 旬輝(2)     22.00 
ｲｼﾊﾗ ﾘｭｳｷ 緑ヶ丘中 ｺｳｻｶ ｼｭﾝｷ 宮田中

 8 穂高 蒼波(2)     23.21  8 小澤 碧大(3)     22.80 
ﾎﾀｶ ｱｵﾊﾞ 南箕輪中 ｵｻﾞﾜ ｱｵｲ 赤穂中

   1 松林 陽大(3) 長峰中     18.86 (-1.2)   2   1
   2 橋爪 千慧(3) 緑ヶ丘中     19.15 (-1.2)   2   2
   3 小口 双葉(2) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     19.44 (-1.2)   2   3
   4 橋倉 巧英(3) 宮田中     19.51 (-1.2)   2   4
   5 原田 一史(3) 春富中     19.71 (+0.3)   1   1
   6 砂塲 未蘭(2) 赤穂中     20.06 (-1.2)   2   5
   7 髙野 徳之(2) 赤穂中     20.09 (-1.2)   2   6
   8 深谷 昂平(2) 緑ヶ丘中     21.06 (+0.3)   1   2
   9 原 康太朗(2) 南箕輪中     21.19 (+0.3)   1   3
  10 南波 竜二(3) 中川中     21.81 (+0.3)   1   4
  11 大場 詩月(3) 中川中     21.90 (+0.3)   1   5
  12 高坂 旬輝(2) 宮田中     22.00 (-1.2)   2   7
  13 小澤 碧大(3) 赤穂中     22.80 (-1.2)   2   8
  14 原 伊吹(2) 中川中     22.93 (+0.3)   1   6
  15 石原 龍輝(2) 緑ヶ丘中     23.05 (+0.3)   1   7
  16 穂高 蒼波(2) 南箕輪中     23.21 (+0.3)   1   8

中学男子

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 所属名 記録／備考
5  8164 2  7847

ﾚｰﾝ No. 氏  名

8  8935 4  8601

4  8064 5  7752

7  8317 8  8904

3  8319 3  8235

1  8322 1  8232

2  8931 6  8199

タイムレース

6  8060 7  8222

備考 組 順位
 7847

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

 8601
 7752
 8904
 8164
 8235

 8199
 8222
 8322
 8931
 8060

 8232
 8935
 8064
 8317
 8319



決勝 5月3日 15:00

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 　　瑠）
大会記録(GR)                    44.85                              豊科北           2017        
                                      （丸山直・白澤・篠原・丸山拓）

[ 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   6 箕輪中  8011 田口 悠聖(3)     49.99  1   8 赤穂中  8235 砂塲 未蘭(2)     46.76 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｾｲ ｱｶﾎﾁｭｳ ｽﾅﾊﾞ ﾐﾗﾝ
 8026 太田 慶聖(2)  8222 小澤 碧大(3)

ｵｵﾀ ｹｲｾｲ ｵｻﾞﾜ ｱｵｲ
 8027 松井 孝太朗(2)  8229 藤岡 悠人(2)

ﾏﾂｲ ｺｳﾀﾛｳ ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳﾄ
 8012 中澤 達也(3)  8237 上田 暖幸(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾕｷ
 2   7 高森中  8404 齊藤 音生(2)     51.53  2   4 緑ヶ丘中  8613 森 蒼馬(3)     47.43 

ﾀｶﾓﾘﾁｭｳ ｻｲﾄｳ ﾈｵ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾓﾘ ｿｳﾏ
 8370 後藤 大河(2)  8591 石原 隆(3)

ｺﾞﾄｳ ﾀｲｶﾞ ｲｼﾊﾗ ﾀｶｼ
 8406 筑丸 心斗(2)  8609 平澤 文弥(3)

ﾁｸﾏﾙ ｼﾝﾄ ﾋﾗｻﾜ ﾌﾐﾔ
 8376 安藤 康正(3)  8594 片桐 颯泰(3)

ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳｾｲ ｶﾀｷﾞﾘ ｿｳﾀ
 3   5 伊那東部中  8124 平澤 琉唯(3)     51.58  3   3 南箕輪中  8056 代田 柚斗(3)     48.11 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾋﾗｻﾜ ﾙｲ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ｼﾛﾀ ﾕｳﾄ
 8126 伊藤 朱雀(3)  8062 小島 千空(2)

ｲﾄｳ ｽｻﾞｸ ｺｼﾞﾏ ｾﾗ
 8123 六波羅 漣(3)  8061 飯島 稜(2)

ﾛｸﾊﾗ ﾚﾝ ｲｲｼﾞﾏ ﾘｮｳ
 8120 橋場 佑大(3)  8063 野村 陽斗(2)

ﾊｼﾊﾞ ﾕｳﾀﾞｲ ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾄ
 4   8 中川中  8317 南波 竜二(3)     52.84  4   5 飯田高陵中  8418 髙田 登夢(2)     48.73 

ﾅｶｶﾞﾜﾁｭｳ ﾅﾝﾊﾞ ﾘｭｳｼﾞ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾀｶﾀﾞ ﾄﾑ
 8318 宮下 徳久(3)  8417 野口 厚気(3)

ﾐﾔｼﾀ ﾉﾘﾋｻ ﾉｸﾞﾁ ｺｳｷ
 8319 大場 詩月(3)  8416 春原 秀(3)

ｵｵﾊﾞ ｼﾂﾞｷ ｽﾉﾊﾗ ｼｭｳ
 8315 冨永 哲平(3)  8414 吉澤 悠人(3)

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾃｯﾍﾟｲ ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
 5   2 駒ヶ根東中  8268 北原 昊輝(2)     53.30  5   6 春富中  8164 原田 一史(3)     49.59 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞｼ
 8270 成田 将吾(2)  8163 穴澤 祐翔(3)

ﾅﾘﾀ ｼｮｳｺﾞ ｱﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
 8269 寺澤 快斗(2)  8167 元吉 大翔(2)

ﾃﾗｻﾜ ｶｲﾄ ﾓﾄﾖｼ ﾀﾞｲﾄ
 8274 下平 光太郎(2)  8160 板山 正宗(3)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｺｳﾀﾛｳ ｲﾀﾔﾏ ﾏｻﾑﾈ
    3 宮田中  8219 平澤 澪(3)       6   2 辰野中  7956 寺平 恵斗(3)     50.86 

ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳ ﾋﾗｻﾜ ﾚｲ DQ ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾃﾗﾀﾞｲﾗ  ｹｲﾄ
 8902 青木 勇和(3) R1(1-2)  7955 木見尻 蓮(3)

ｱｵｷ ﾕｳﾜ ｷﾐｼﾞﾘ  ﾚﾝ
 8905 行政 嶺(3)  7972 白鳥 蒼大(2)

ﾕｷﾏｻ ﾘｮｳ ｼﾛﾄﾘ  ｿｳﾀ
 8216 中島 幸太(3)  7973 福島 旬太朗(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ ﾌｸｼﾏ  ｼｭﾝﾀﾛｳ
    4 富士見中          7 岡谷東部中      

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ DNS ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ DNS

中学男子

4×100m

決勝



   1 赤穂中     46.76 砂塲 未蘭(2) 小澤 碧大(3) 藤岡 悠人(2) 上田 暖幸(2)   2   1
   2 緑ヶ丘中     47.43 森 蒼馬(3) 石原 隆(3) 平澤 文弥(3) 片桐 颯泰(3)   2   2
   3 南箕輪中     48.11 代田 柚斗(3) 小島 千空(2) 飯島 稜(2) 野村 陽斗(2)   2   3
   4 飯田高陵中     48.73 髙田 登夢(2) 野口 厚気(3) 春原 秀(3) 吉澤 悠人(3)   2   4
   5 春富中     49.59 原田 一史(3) 穴澤 祐翔(3) 元吉 大翔(2) 板山 正宗(3)   2   5
   6 箕輪中     49.99 田口 悠聖(3) 太田 慶聖(2) 松井 孝太朗(2)中澤 達也(3)   1   1
   7 辰野中     50.86 寺平 恵斗(3) 木見尻 蓮(3) 白鳥 蒼大(2) 福島 旬太朗(2)  2   6
   8 高森中     51.53 齊藤 音生(2) 後藤 大河(2) 筑丸 心斗(2) 安藤 康正(3)   1   2
   9 伊那東部中     51.58 平澤 琉唯(3) 伊藤 朱雀(3) 六波羅 漣(3) 橋場 佑大(3)   1   3
  10 中川中     52.84 南波 竜二(3) 宮下 徳久(3) 大場 詩月(3) 冨永 哲平(3)   1   4
  11 駒ヶ根東中     53.30 北原 昊輝(2) 成田 将吾(2) 寺澤 快斗(2) 下平 光太郎(2)  1   5
    宮田中          DQ 平澤 澪(3) 青木 勇和(3) 行政 嶺(3) 中島 幸太(3)   1    
    富士見中          DNS   1    
    岡谷東部中          DNS   2    

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録

中学男子

4×100m

組 順位備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4



決勝 5月3日 12:28

長野県中学記録(CR)               1.97 中野 昌幸                    波田             1980/9/23   
大会記録(GR)                     1.81 丸山 拓哉                    筑摩野           2012        

藤岡 悠人(2)
ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳﾄ 赤穂中
小平 楓(2)
ｺﾀﾞｲﾗ ｶｴﾃﾞ 長峰中
横道 礼(2)
ﾖｺﾐﾁ ﾚｲ 茅野東部中
松下 太陽(3)
ﾏﾂｼﾀ ﾀｲﾖｳ 宮田中
牛山 航(3)
ｳｼﾔﾏ ﾜﾀﾙ 岡谷南部中
平澤 琉唯(3)
ﾋﾗｻﾜ ﾙｲ 伊那東部中
有賀 皓大(3)
ｱﾙｶﾞ ｺｳﾀﾞｲ 箕輪中
城倉 光晴(2)
ｼﾞｮｳｸﾗ ｺｳｾｲ 宮田中
伊藤 朱雀(3)
ｲﾄｳ ｽｻﾞｸ 伊那東部中
敦賀 志稀(2) DNS
ﾂﾙｶﾞ ｼｷ 箕輪中

     9  8020

 1.35

 1.35

9 1  8126 o xxo xxx

8 4  8901 o xo xxx

o o

 1.40

5 3  8124 o o xo xxx  1.40

7 6  8007 o o xxo xxx

 1.40

4 8  8900 o o o xo

xo xxx

 1.50

5 2  7615

o xxx

xo xxx

 1.50

 1.602 7  7853 - - o o xo xxo

3 5  7874 o o o o o xxx

備考
1 10  8229 o o o o o o

1m55 1m60 1m65 1m68 記録

xo xxx  1.65o

中学男子

走高跳

決勝

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



決勝 5月3日  9:59

長野県中学記録(CR)               4.75 松澤 勝治                    春富             2011/10/15  
大会記録(GR)                     4.20 松澤 勝治                    春富             2010        
                                      安部 桂四郎                  富士見           2019        

奥 直也(3)
ｵｸ ﾅｵﾔ 原中
田中 仁(3)
ﾀﾅｶ ｼﾞﾝ 原中
牧 慶貴(2)
ﾏｷ ﾖｼﾀｶ 茅野東部中
窪田 琉真(3)
ｸﾎﾞﾀ ﾘｭｳﾏ 富士見中
髙橋 輝(2)
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 箕輪中
岡戸 獅門(2)
ｵｶﾄﾞ ｼﾓﾝ 原中
小松 瑠希(2)
ｺﾏﾂ ﾙｷ 箕輪中
飯山 想斗(2)
ｲｲﾔﾏ ｿｳﾄ 茅野東部中
五十川 遥翔(2)
ｲｿｶﾞﾜ ﾊﾙﾄ 箕輪中
蟹澤 流衣(2) NM
ｶﾆｻﾜ ﾙｲ 箕輪中
松野 大馳(2) DNS
ﾏﾂﾉ ﾀﾞｲﾁ 茅野東部中

中学男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 3m60 記録所属名 2m00 2m20 2m40 2m60 2m80

10  7871

備考
1 11  7897 - - - -

o xxx

3m00 3m20 3m40 3m50

- o xo xo o xxx  3.50

 2.80

2 9  8682 - - - o

- o o xxx

 2.80

2

5 7  8023 - o xo xo xxo xxx

4 8  7914 - - o o xxo xxx

- -

 2.20

 2.40

 2.80

 2.80

6 3  8692 o xo o xxx

xxx7 4  8031 o xo

 2.20

9 1  8021 o xxo xxx

7 5  7870 - xo xxx

     

     

 2.20

2  8022 xxx

6  7872



決勝 5月3日  9:00

長野県中学記録(CR)               7.04 内川 佳祐                    白馬             2010/9/4    
大会記録(GR)                     6.46 窪田 章吾                    岡谷北部         2012        

 ３回の
 最高記録

新井 大誠(3)   5.63  5.94   x    5.94    -   5.65   x    5.94 
ｱﾗｲ ﾀｲｾｲ 喬木中   +0.5  +1.4         +1.4         +0.2         +1.4
小口 陽大(3)    x   5.42   x    5.42   5.61   x    x    5.61 
ｵｸﾞﾁ ﾖｳﾀ 箕輪中         -0.9         -0.9   +1.2               +1.2
仲田 駿求(3)   5.51  4.22   x    5.51   5.43  5.48  5.20   5.51 
ﾅｶﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ 旭ヶ丘中   +0.6  +1.8         +0.6    0.0  -0.5  -1.7   +0.6
小川 夏生(2)   4.78  5.48   -    5.48    x    x   4.82   5.48 
ｵｶﾞﾜ ﾅﾂｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   -0.1  -0.1         -0.1               -1.2   -0.1
井口 安爾(3)   5.23  5.12  5.39   5.39   5.22  4.95  5.01   5.39 
ｲｸﾞﾁ ｱﾝｼﾞ 箕輪中   -0.3  -0.2  +0.8   +0.8   +1.8  -1.8  -2.9   +0.8
白鳥 遥大(3)    x   5.12  5.16   5.16    x   5.26  5.36   5.36 
ｼﾛﾄﾘ ﾊﾙﾄ 箕輪中         -0.2  -1.3   -1.3         -1.4  -3.6   -3.6
藤森 祐吏(2)    x    x   4.86   4.86   4.85  4.80  4.93   4.93 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳﾘ 諏訪市陸協               +0.9   +0.9   -1.0  -2.0  +0.4   +0.4
上野山 善仁(2)   4.55  4.44  4.70   4.70   4.04  4.64  3.52   4.70 
ｳｴﾉﾔﾏ ﾖｼﾄ 伊那中   -0.8  -1.1  +0.7   +0.7   -0.9  -0.5  +0.5   +0.7
横道 礼(2)   4.63  4.62   x    4.63             4.63 
ﾖｺﾐﾁ ﾚｲ 茅野東部中   -0.8  -0.1         -0.8                      -0.8
中塚 一綺(2)   4.53  4.52  4.25   4.53             4.53 
ﾅｶﾂｶ ｲﾂｷ 宮田中   +0.2  -0.6  +0.2   +0.2                      +0.2
板山 正宗(3)   4.53   x    x    4.53             4.53 
ｲﾀﾔﾏ ﾏｻﾑﾈ 春富中   +0.2        +1.4   +0.2                      +0.2
北原 悠真(2)    x    x   4.43   4.43             4.43 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳﾏ 春富中               +0.1   +0.1                      +0.1
小林 宇宙(2)   3.96  3.70  4.23   4.23             4.23 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 岡谷西部中   -1.3  -1.6  +2.0   +2.0                      +2.0
矢ヶ﨑 匠実(3)   3.97  3.88  3.40   3.97             3.97 
ﾔｶﾞｻｷ ﾀｸﾐ 上諏訪中   -1.4  -1.4  +2.4   -1.4                      -1.4
松下 浩也(2)   3.60  3.40  3.83   3.83             3.83 
ﾏﾂｼﾀ ﾋﾛﾔ 緑ヶ丘中   -0.7  -0.8  +1.1   +1.1                      +1.1
小林 健伸(2)   3.28  3.64  3.52   3.64             3.64 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾝ 緑ヶ丘中   -0.4  -0.1  +2.2   -0.1                      -0.1
下平 春樹(2)   3.61  3.29  3.28   3.61             3.61 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ 宮田中   -0.4  +0.6  +1.4   -0.4                      -0.4
新谷 渉(2)   3.53  3.30  3.58   3.58             3.58 
ｼﾝﾔ ﾜﾀﾙ 宮田中   +0.2  -0.6  +2.0   +2.0                      +2.0
河野 茂仁(2)   3.36  3.17  3.04   3.36             3.36 
ｺｳﾉ ｼｹﾞﾋﾄ 宮田中   -0.6  -1.2  +0.7   -0.6                      -0.6
田中 智也(3)   3.27  3.35  3.18   3.35             3.35 
ﾀﾅｶ ﾄﾓﾔ 南箕輪中   -1.1   0.0  +1.1    0.0                       0.0
木下 大樹(2)   2.62  2.88   x    2.88             2.88 
ｷﾉｼﾀ ﾀｲｷ 岡谷西部中   -0.3  +0.5         +0.5                      +0.5
中島 幸太(3)                            DNS
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ 宮田中                                                   
池田 仁(2)                            DNS
ｲｹﾀﾞ ﾋﾄｼ 茅野東部中                                                   

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 22  8532

2 17  8015

3 23  8621

4 21  7851

5 14  8008

6 20  8010

7 16  7750

8 7  8094

9 15  7874

10 12  8194

11 13  8160

12 11  8165

13 8  7568

14 9  7710

15 10  8937

16 4  8934

17 2  8197

18 6  8200

19 5  8196

20 3  8059

19  7873

21 1  7565

18  8216



決勝 5月3日  9:18

長野県中学記録(CR)              14.52 髙橋 勇翔                    開成             2019/10/5   
大会記録(GR)                    11.84 佐藤 高央                    岡谷東部         2008        

 ３回の
 最高記録

松下 白龍(3)
ﾏﾂｼﾀ ﾊｸﾘｭｳ 緑ヶ丘中
成田 将吾(2)
ﾅﾘﾀ ｼｮｳｺﾞ 駒ヶ根東中
長田 宙斗(3)
ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾄ 茅野東部中
田中 結惺(3)
ﾀﾅｶ ﾕｳｾｲ 岡谷南部中
寺澤 快斗(2)
ﾃﾗｻﾜ ｶｲﾄ 駒ヶ根東中
奥山 和晃(2)
ｵｸﾔﾏ ｶｽﾞｱｷ 永明中
片桐 一平(2)
ｶﾀｷﾞﾘ ｲｯﾍﾟｲ 緑ヶ丘中
稲村 綾真(2)
ｲﾅﾑﾗ ﾘｮｳﾏ 宮田中
下平 澄真(3)
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾄｳﾏ 春富中
澁谷 朋也(3)
ｼﾌﾞﾔ ﾄﾓﾔ 岡谷東部中
岩波 航裕(2)
ｲﾜﾅﾐ ｺｳｽｹ 岡谷東部中
山崎 来輝(2)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾗｲｷ 箕輪中
原 凜乃介(2)
ﾊﾗ ﾘﾝﾉｽｹ 箕輪中
板山 正宗(3) NM
ｲﾀﾔﾏ ﾏｻﾑﾈ 春富中
渡邊 琉太(2) DNS
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｭｳﾀ 旭ヶ丘中

          

11  8160    x    x    x            

5  8733                 

      

     5.47 

13 3  8024   4.17  4.31  4.65   4.65            4.65 

12 8  8028   4.91  5.39  5.47   5.47       

     6.14 

   5.57            5.57 

10 2  7649   6.04  5.44  6.14   6.14       

11 4  7658   5.39  5.57  5.40

  6.51

        6.24 

8 1  8195   6.20  6.16  6.39   6.39   5.26  6.39 

9 6  8161   5.99  6.24  6.13   6.24    

  5.36  5.81

  7.73  8.27  8.27 

  6.44  6.70 

7 9  8933   5.65  6.45  6.37   6.45   6.37  6.52  6.65  6.65 

6 7  7800   6.43  6.67  6.70   6.70   6.08

  7.27  7.34 

   7.11   6.82  7.15  6.96

3 13  7878   7.86  7.36  7.14   7.86   7.90

  7.15 

4 14  7616   7.34   x   7.12   7.34   7.06  6.93

5 10  8269   7.11  7.09  6.59

2 12  8270   7.64  8.15  7.83

備考

1 15  8612   7.99  8.25  7.86   8.25   6.53  8.27

-3-

  8.48 

   8.15   7.52  8.43   8.43  8.20

-4- -5- -6- 記録

  8.48

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-



決勝 5月3日 13:49

長野県中学記録(CR)              72.60 小林 竜也                    高社             2013/10/25  

 ３回の
 最高記録

田坂 斗暉(2)
ﾀｻｶ ﾄｷ 南箕輪中
田口 悠聖(3)
ﾀｸﾞﾁ ﾕｳｾｲ 箕輪中
成田 将吾(2)
ﾅﾘﾀ ｼｮｳｺﾞ 駒ヶ根東中
松林 陽大(3)
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 長峰中
坪木 庵(2)
ﾂﾎﾞｷ ｲｵﾘ 南箕輪中
寺澤 快斗(2)
ﾃﾗｻﾜ ｶｲﾄ 駒ヶ根東中
北原 昊輝(2)
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ 駒ヶ根東中
髙嶋 啓矢(2)
ﾀｶｼﾏ ｹｲﾔ 伊那中

中学男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考

1 5  8065    o  45.69   x   45.69    o

-2- -3-

 51.20 

記録

   o    x

-4- -5- -6-

   o  51.20

2 8  8011  47.12   o    o    o  47.12 

3 7  8270  45.76   o

4 4  7847    x    x  29.47    o  43.85 

   o   45.76    x    o    o  45.76 

  29.47    o  43.85

  47.12

5 3  8066    o    o

 30.29   o    o  30.29 

6 6  8269    o    o  28.45

 36.08  36.08    x    o    o  36.08 

  28.45    o  31.83

   o

   o  31.83 

7 2  8268    x    x  24.72  24.72

   o  29.64 8 1  8095    o  29.64   o   29.64    o


	表紙
	決勝記録一覧表
	1
	4
	50
	15
	11H
	4R
	HJ
	PV
	LJ
	TJ
	SP
	DT
	JT
	c1
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	c11H
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	cHJ
	cPV
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	cSP
	cJT

