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◆ この大会で樹立された記録

名取 勇人(3)
小坂 悠太(3)

東海大諏訪 3分20秒81 大会新
鈴木 慎吾(2)

5/15 男子 4×400mR 決勝 3分19秒77 窪田 翔真(3)
阪 千都(1)

松下 輝来(3)

東海大諏訪 大会新
福田 笑未(2)

5/15 女子 4×400mR 決勝 3分58秒63 濵田 みなと(3)
5/15 女子 800m 決勝 2分13秒49 松下 輝来(3) 東海大諏訪 2分16秒40 大会新

窪田 翔真(3)
名取 勇人(3)
鈴木 慎吾(2)

大会新
5/14 男子 4×100mR 決勝 42秒32 久保田 凱士(3) 東海大諏訪 42秒55 大会新

4分41秒22 大会新
5/13 女子 やり投 決勝 48m70 倉田 紗優加(3) 伊那北 47m38

東海大諏訪 15秒66 大会新
5/13 女子 1500m 決勝 4分38秒17 松下 輝来(3) 東海大諏訪
5/13 男子 110mH 決勝 15秒46 小口 蒼葉(1)

窪田 翔真(3)
名取 勇人(3)

東海大諏訪 42秒55 大会新
鈴木 慎吾(2)

氏　名(学年) 所　属 従来の記録 備考
5/13 男子 4×100mR 予選 42秒26 久保田 凱士(3)

(一財)長野陸上競技協会
共　　催 南信地区陸上競技協会
主　　管 南信高等学校体育連盟陸上競技専門部

月日 男女 種　目 ラウンド 記　録

会　　場 伊那市陸上競技場
(競技場コード 172030)

主　　催 南信高等学校体育連盟

高校総体
前進しよう 向上しよう 飛躍しよう

期　　日 令和4年5月13日(金)・14日(土)・15日(日)

大会コード 22172002

令和4年度 長野県高等学校総合体育大会陸上競技 南信大会
公式記録集



◆ グラウンドコンディション

◆ 失格の理由を示す略号の説明

◆ フィールド競技における記号の説明

ｒ 試合放棄

× 失敗・無効試技
－ パス

記号 　内容 　備考
○ 成功・有効試技 走高跳・棒高跳

H4 手や体、振り上げ脚の上側でハードルを倒した TR22.6.2
R2 バトンを落とした際に規則違反があった TR24.6.3
R1 TR24.7()内は区間を表す　 (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走

1.2

略号 　内　容 Rules

曇り 17.9 33.3 南東 1.8
15:00 曇り 21.6 69.9 南南東

曇り 21.4 74.6 南南東 1.8 14:00
30.5 南南西 0.4

15:00 雨 19.3 90.0 南南西 1.8 14:00
81.6 南南東 2.1 13:00 曇り 18.1

0.4
14:00 曇り 21.6 69.1 南南西 1.2 13:00 曇り 20.6

2.1 12:00 曇り 17.7 30.1 東北東0.7 12:00 曇り 20.4 78.7 南
曇り 17.1 31.9 南西 0.2

13:00 曇り 22.3 66.4 南南西
曇り 21.8 70.4 南南東 2.5 11:00

29.7 東北東 0.1
12:00 曇り 21.4 71.0 南 0.4 11:00

82.9 南 1.2 10:00 曇り 17.0
0.4

11:00 曇り 20.7 69.8 北北西 0.2 10:00 曇り 20.8
0.9 9:30 曇り 15.7 39.9 南西0.2 9:30 曇り 19.5 86.2 南南東

天候 気温 湿度 風向 風速m/s

10:30 曇り 21.0 64.3 北東
天候 気温 湿度 風向 風速m/s 時刻

5/13(金) 5/14(土) 5/15(日)
時刻 天候 気温 湿度 風向 風速m/s 時刻



令和4年度　長野県高等学校総合体育大会陸上競技大会南信大会 ﾄﾗｯｸ審判長 北澤 忠弘

跳躍審判長 篠原 克修
投てき審判長 篠原 克修

【開催日】 令和4年5月13日（金）～15日（日） 記録主任 竹内 秀樹

【主催団体】 南信高等学校体育連盟陸上競技専門部 決勝記録一覧表
(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

 5/14 男子  -2.4 鈴木 慎吾(2) 11.29 漆戸 柊哉(3) 11.32 山崎 雄太(2) 11.53 宮坂 匠(3) 11.58 古賀 涼輔(3) 11.59 久保田 凱士(3) 11.70 松下 穂路(2) 11.75 増田 光月(3) 11.76
100m 東海大諏訪 諏訪二葉 上伊那農 諏訪二葉 辰野 東海大諏訪 阿南 岡谷工

 5/15  -0.2 鈴木 慎吾(2) 21.96 名取 勇人(3) 21.96 久保田 凱士(3) 23.10 鈴木 瑛翔(1) 23.23 塩川 大樹(3) 23.90 酒井 琢磨(3) 24.08 伊藤 新(3) 25.47 漆戸 柊哉(3) 35.45
200m 東海大諏訪 東海大諏訪 東海大諏訪 赤穂 上伊那農 岡谷工 飯田OIDE長姫 諏訪二葉

 5/13 名取 勇人(3) 49.71 窪田 翔真(3) 50.85 唐澤 悠斗(3) 51.41 田中 隆斗(3) 51.64 矢島 壮野(3) 52.05 酒井 洸一(3) 52.09 羽生 大起(2) 53.22 小松 裕昭(2) 54.29
400m 東海大諏訪 東海大諏訪 上伊那農 松川 東海大諏訪 赤穂 飯田風越 下諏訪向陽

 5/15 小坂 悠太(3) 1:59.03 中澤 京聖(2) 1:59.36 伊藤 晴希(3) 2:05.09 羽生 大起(2) 2:06.26 廣島 壮(1) 2:06.38 前田 翔太(2) 2:06.74 沓掛 珀(2) 2:07.71 保科 陽斗(1) 2:09.55
800m 東海大諏訪 東海大諏訪 岡谷東 飯田風越 諏訪清陵 東海大諏訪 下諏訪向陽 伊那北

 5/13 大場 崇義(2) 3:57.27 小坂 悠太(3) 3:57.51 瀬戸 雅史(3) 4:00.34 小澤 優翔(2) 4:06.04 中澤 京聖(2) 4:11.98 鈴木 創太(3) 4:12.20 小木曽 翔太(2) 4:12.36 竹内 浩二(2) 4:12.74
1500m 上伊那農 東海大諏訪 上伊那農 上伊那農 東海大諏訪 東海大諏訪 伊那北 諏訪清陵

 5/15 瀬戸 雅史(3) 15:10.61 大場 崇義(2) 15:26.10 鈴木 哲平(2) 15:42.65 鈴木 創太(3) 15:57.07 林 幸史郎(3) 16:00.48 今井 結斗(2) 16:15.06 小木曽 翔太(2) 16:17.80 竹内 浩二(2) 16:22.55
5000m 上伊那農 上伊那農 上伊那農 東海大諏訪 東海大諏訪 下諏訪向陽 伊那北 諏訪清陵

 5/13  -0.6 小口 蒼葉(1) 15.46 坂口 和音(2) 16.02 壬生 新(3) 16.69 小林 歩睦(1) 16.97 北原 将道(1) 18.98 伊藤 良真(2) 19.53 遠藤 誠志郎(1) 22.27
110mH(1.067m) 東海大諏訪 GR 東海大諏訪 岡谷南 上伊那農 諏訪清陵 諏訪清陵 飯田OIDE長姫

 5/14 窪田 翔真(3) 54.89 田中 隆斗(3) 56.27 壬生 新(3) 57.52 矢島 壮野(3) 58.48 酒井 隼斗(1) 1:00.23 工藤 航介(3) 1:01.45
400mH(0.914m) 東海大諏訪 松川 岡谷南 東海大諏訪 東海大諏訪 伊那北

 5/14 竹内 柊哉(3) 10:07.58 鈴木 哲平(2) 10:07.68 米山 元章(3) 10:12.53 長谷部 直大(3) 10:13.74 林 幸史郎(3) 10:15.39 伊藤 紅羽(3) 10:22.71 小松 悟一(3) 10:31.01 佐藤 大介ﾏｰｸ(3) 10:45.41

3000mSC(0.914m) 上伊那農 上伊那農 松川 伊那北 東海大諏訪 東海大諏訪 諏訪清陵 辰野
 5/15 平澤 航大(2) 25:53.71

5000m競歩 松川
 5/14 赤羽 快(2) 1.83 小平 遥暉(3) 1.80 熊谷 知樹(3) 1.75 日野 要(1) 1.75 下村 考輝(2) 1.70 伊藤 嶺(2) 1.70

走高跳 伊那北 飯田風越 上伊那農 上伊那農 高遠 伊那北
 5/14 両角 駿介(3) 3.80 日達 羽流(2) 東海大諏訪 3.20 飯島 颯斗(2) 3.00

棒高跳 諏訪二葉 五味 駿太(1) 諏訪清陵 高遠
 5/13 鈴木 瑛翔(1) 6.64(+0.4) 西山 陸(3) 6.51(-1.1) 小口 蒼葉(1) 6.26(+0.6) 名取 陽(2) 6.16(+0.2) 北原 将道(1) 6.05(0.0) 矢沢 佑真(3) 6.02(-1.2) 酒井 奏楽(2) 6.02(-0.6) 下平 真吾(3) 5.96(-0.4)

走幅跳 赤穂 岡谷工 東海大諏訪 諏訪清陵 諏訪清陵 東海大諏訪 伊那北 駒ヶ根工
 5/15 矢沢 佑真(3) 12.48(-0.6) 西山 陸(3) 12.01(-0.6) 名取 陽(2) 11.51(-0.6) 小口 蒼葉(1) 11.47(-0.7) 倉澤 傑(2) 11.34(-0.3) 市川 志音(1) 10.83(-0.1) 桃澤 翼(3) 10.81(-1.5) 伊藤 和輝(1) 10.74(-2.2)

三段跳 東海大諏訪 岡谷工 諏訪清陵 東海大諏訪 岡谷南 東海大諏訪 松川 諏訪清陵
 5/14 藤森 寿馬(2) 9.98 新垣 健琉(3) 9.46 今村 友哉(2) 9.09 髙見澤 真詩(1) 8.45 伊藤 和輝(1) 8.44 伊東 飛呂人(2) 8.38 小林 郁弥(3) 8.20 春原 賢(2) 7.52

砲丸投(6.000kg) 諏訪清陵 岡谷工 飯田風越 下諏訪向陽 諏訪清陵 岡谷南 諏訪実 飯田風越
 5/15 田坂 龍駕(2) 28.20 両角 俐音(3) 26.52 熊谷 知樹(3) 26.00 唐木 智徳(2) 23.66 日達 匠海(3) 23.12 中村 楓大(2) 20.99 新垣 健琉(3) 20.89 小澤 力六(1) 20.43

円盤投(1.750kg) 伊那北 茅野 上伊那農 伊那北 上伊那農 伊那北 岡谷工 高遠
 5/13 日達 匠海(3) 51.49 伊東 飛呂人(2) 43.29 倉田 晃輔(1) 42.72 藤森 寿馬(2) 42.06 田坂 龍駕(2) 40.24 中村 楓大(2) 33.75 両角 俐音(3) 32.67 桃澤 翼(3) 31.40

やり投(800g) 上伊那農 岡谷南 伊那北 諏訪清陵 伊那北 伊那北 茅野 松川
 5/14 東海大諏訪       42.32 上伊那農       43.71 岡谷工       44.21 諏訪二葉       44.51 伊那北       44.96 辰野       46.19 飯田風越       46.58

4×100m 久保田 凱士(3) GR 唐澤 悠斗(3) 新垣 健琉(3) 両角 駿介(3) 小幡 将太朗(2) ﾛﾍﾟｽ田中ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(2) 春原 賢(2)
鈴木 慎吾(2) 山崎 雄太(2) 酒井 琢磨(3) 漆戸 柊哉(3) 酒井 奏楽(2) 古賀 涼輔(3) 吉田 賢三(3)
名取 勇人(3) 塩川 大樹(3) 西山 陸(3) 宮坂 匠(3) 田坂 龍駕(2) 宮澤 駿也(2) 羽生 大起(2)
窪田 翔真(3) 柴 悠翔(3) 増田 光月(3) 山崎 夏月(1) 伊藤 嶺(2) 古庄 武(3) 小平 遥暉(3)

 5/15 東海大諏訪     3:19.77 上伊那農     3:30.28 辰野     3:30.71 伊那北     3:31.89 諏訪清陵     3:33.52 下諏訪向陽     3:39.21 岡谷南     3:39.49 伊那弥生ヶ丘     3:48.96
4×400m 窪田 翔真(3) GR 唐澤 悠斗(3) ﾛﾍﾟｽ田中ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(2) 酒井 奏楽(2) 傳田 悠人(2) 小松 裕昭(2) 山岡 陸兎(2) 井内 悠人(1)

鈴木 慎吾(2) 山崎 雄太(2) 古庄 武(3) 堀田 匠和(2) 原田 裕哉(3) 沓掛 珀(2) 壬生 新(3) 小川 聖司(2)
小坂 悠太(3) 柴 悠翔(3) 宮澤 駿也(2) 工藤 航介(3) 名取 陽(2) 太田 皓大(2) 眞道 叶羽(2) 西澤 岳大(1)
名取 勇人(3) 塩川 大樹(3) 佐藤 大介ﾏｰｸ(3) 伊藤 嶺(2) 小松 悟一(3) 伊東 奏風(2) 伊東 飛呂人(2) 中山 和歩(3)

男子学校対校 東海大諏訪 上伊那農業 伊那北 諏訪清陵 岡谷工業 松川 岡谷南 諏訪二葉
学校別得点 179 点 119 点 64 点 59 点 33 点 29 点 28 点 26 点



P. 1
学校別得点表（男子）

合計 順位 合計 順位 人数 順位

東海大諏訪 11 21 19 18 14 9 15 17 7 8 8 147 1 7 9 16 32 3 179 1 9 1
上伊那農 6 4 6 19 21 5 15 7 7 90 2 11 10 8 29 4 119 2 4 2
伊那北 1 2 2 3 5 4 5 22 4 11 2 0 16 13 42 1 64 3 2 3
諏訪清陵 4 1 1 7 2 4 19 5 7 9 7 12 5 40 2 59 4 1 4
岡谷工 1 3 6 10 9 7 7 7 2 23 5 33 5
松川 5 0 7 6 8 26 3 2 0 0 1 3 13 29 6 1 5
岡谷南 6 6 2 14 7 0 4 3 7 14 7 28 7
諏訪二葉 12 1 5 18 6 8 0 8 10 26 8 1 6
飯田風越 2 5 0 2 9 10 7 7 0 14 6 23 9
赤穂 5 3 8 12 8 0 8 10 16 10 1 7
辰野 4 1 3 6 14 8 14 11
下諏訪向陽 1 2 0 3 3 9 11 0 5 0 5 12 14 12
高遠 0 4 5 0 1 10 8 10 13
茅野 7 2 9 9 9 14
岡谷東 6 6 13 6 15
飯田OIDE長姫 2 2 4 14 4 16
阿南 2 2 15 0 2 17
諏訪実 2 2 14 2 17
伊那弥生ヶ丘 0 1 1 16 1 19
駒ヶ根工 1 1 15 1 19
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予選 5月13日 15:05
準決勝 5月14日  9:50
決勝 5月14日 12:10

長野県高校記録(KR)              10.32 塚原 直貴                    東海大三         2003/7/30   
南信高校記録(NR)                10.32 塚原 直貴                    東海大三         2003        
大会記録(GR)                    10.81 松下 優太                    松川             2015        

[ 1組] 風速 -2.4 [ 2組] 風速 -1.7

 1 古賀 涼輔(3)     11.62 Q  1 山岡 陸兎(2)     11.80 Q
ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 辰野 ﾔﾏｵｶ ﾘｸﾄ 岡谷南

 2 松村 草児(2)     12.01 Q  2 塩川 大樹(3)     11.89 Q
ﾏﾂﾑﾗ ｿｳｼﾞ 飯田 ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ 上伊那農

 3 山崎 夏月(1)     12.20 Q  3 宮澤 駿也(2)     12.27 Q
ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂｷ 諏訪二葉 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 辰野

 4 伊藤 史(3)     12.54  4 杉井 瑛澄(1)     12.30 
ｲﾄｳ ﾁｶ 高遠 ｽｷﾞｲ ｴｲｽ 諏訪清陵

 5 曽我 佑治郎(1)     12.57  5 梅津 創成(2)     14.49 
ｿｶﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 岡谷南 ｳﾒﾂ ｿｳｾｲ 茅野

 6 春原 賢(2)     13.29   樋口 誠太(2)      
ｽﾉﾊﾗ ｹﾝ 飯田風越 ﾋｸﾞﾁ ｾｲﾀ 飯田

  荻原 諒太(3)        竹村 昌之(1)      
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 伊那北 ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 赤穂

  塩澤 拓虎(1)      
ｼｵｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 阿南

[ 3組] 風速 -2.4 [ 4組] 風速 -2.1

 1 久保田 凱士(3)     11.58 Q  1 松下 穂路(2)     11.65 Q
ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 東海大諏訪 ﾏﾂｼﾀ ﾎﾛ 阿南

 2 鈴木 瑛翔(1)     11.65 Q  2 増田 光月(3)     11.69 Q
ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ 赤穂 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ 岡谷工

 3 原田 裕哉(3)     11.83 Q  3 小林 海惺(2)     11.76 Q
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ 諏訪清陵 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｾｲ 赤穂

 4 合津 春快(2)     12.58  4 臼井 伶(2)     11.92 q
ｺﾞｳﾂﾞ ｼｭﾝｶｲ 松川 ｳｽｲ ﾚｲ 東海大諏訪

 5 望月 翔太(3)     12.90  5 小澤 力六(1)     13.30 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ 下諏訪向陽 ｵｻﾞﾜ ﾘｷﾑ 高遠

 6 尾込 航太郎(1)     13.45  6 齋藤 晃希(1)     13.33 
ｵｺﾞﾐ ｺｳﾀﾛｳ 伊那弥生ヶ丘 ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 伊那弥生ヶ丘

  市川 蓮也(2)       7 牛山 莉琉(1)     13.82 
ｲﾁｶﾜ ﾚﾝﾔ 岡谷工 ｳｼﾔﾏ ﾚｲﾙ 岡谷東

[ 5組] 風速 -0.9 [ 6組] 風速 -1.3

 1 漆戸 柊哉(3)     11.24 Q  1 鈴木 慎吾(2)     11.06 Q
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪二葉 ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 東海大諏訪

 2 征矢 超(2)     11.63 Q  2 山崎 雄太(2)     11.55 Q
ｿﾔ ｺﾕﾙ 駒ヶ根工 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ 上伊那農

 3 小幡 将太朗(2)     11.81 Q  3 酒井 琢磨(3)     11.78 Q
ｵﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 伊那北 ｻｶｲ ﾀｸﾏ 岡谷工

 4 柴 悠翔(3)     12.20 q  4 小久保 納知(2)     12.46 
ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ 上伊那農 ｺｸﾎﾞ ﾅﾁ 下伊那農

 5 原田 琢己(1)     12.64  5 宮﨑 志貴(2)     12.60 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 高遠 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｷ 諏訪清陵

 6 伊東 奏風(2)     13.05  6 山田 龍(2)     13.23 
ｲﾄｳ ｶﾅﾀ 下諏訪向陽 ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳ 諏訪実

  安藤 陽人(2)      
ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 飯田OIDE長姫

[ 7組] 風速 -1.5

 1 宮坂 匠(3)     11.67 Q
ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 諏訪二葉

 2 松下 昇龍(2)     11.70 Q
ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾘｭｳ 阿南

 3 吉田 賢三(3)     12.13 Q
ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 飯田風越

 4 太田 皓大(2)     12.22 q
ｵｵﾀ ｺｳﾀﾞｲ 下諏訪向陽

 5 廣瀬 琉斗(2)     12.27 
ﾋﾛｾ ﾘｭｳﾄ 飯田OIDE長姫

 6 内藤 陽葵(2)     12.40 
ﾅｲﾄｳ ﾊﾙｷ 飯田

 7 丸山 晃輝(1)     16.10 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 茅野

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

男子

100m

予選 通過基準  7組  3着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
6   289 4   217

1   137 6   292

4   562 5   355

DNS
7   773

8   376 7   125

3   202 8    24

DNS
5   410 3   489

2   591 2   565

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

DQ(FS)

2   167 8   372

氏  名

7   486 5   252

所属名 記録／備考
5    57 3   771

3   552 4    42

8   436 7   438

4   109 6   456

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   256 2   197

6   508 6   333

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
5  2618 4    41

所属名 記録／備考

3   361 2   676

4   425 5   278

2   166 8    74

8   371 3   120

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

  602

7   633
DNS

6   561

5  2617

7   770

4

2   154

8   641

3    26



[ 1組] 風速 -2.8 [ 2組] 風速 -2.6

 1 古賀 涼輔(3)     11.50 Q  1 漆戸 柊哉(3)     11.29 Q
ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 辰野 ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪二葉

 2 久保田 凱士(3)     11.56 Q  2 山崎 雄太(2)     11.48 Q
ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 東海大諏訪 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ 上伊那農

 3 征矢 超(2)     11.67  3 松下 穂路(2)     11.56 q
ｿﾔ ｺﾕﾙ 駒ヶ根工 ﾏﾂｼﾀ ﾎﾛ 阿南

 4 鈴木 瑛翔(1)     11.71  4 増田 光月(3)     11.65 q
ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ 赤穂 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ 岡谷工

 5 原田 裕哉(3)     11.83  5 松村 草児(2)     11.87 
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ 諏訪清陵 ﾏﾂﾑﾗ ｿｳｼﾞ 飯田

 6 酒井 琢磨(3)     11.84  6 小幡 将太朗(2)     11.89 
ｻｶｲ ﾀｸﾏ 岡谷工 ｵﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 伊那北

 7 柴 悠翔(3)     12.23  7 臼井 伶(2)     11.91 
ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ 上伊那農 ｳｽｲ ﾚｲ 東海大諏訪

 8 山崎 夏月(1)     12.24  8 宮澤 駿也(2)     12.17 
ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂｷ 諏訪二葉 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 辰野

[ 3組] 風速 -2.8

 1 鈴木 慎吾(2)     11.21 Q
ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 東海大諏訪

 2 宮坂 匠(3)     11.55 Q
ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 諏訪二葉

 3 山岡 陸兎(2)     11.66 
ﾔﾏｵｶ ﾘｸﾄ 岡谷南

 4 小林 海惺(2)     11.70 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｾｲ 赤穂

 5 松下 昇龍(2)     11.74 
ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾘｭｳ 阿南

 6 塩川 大樹(3)     12.04 
ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ 上伊那農

 7 吉田 賢三(3)     12.10 
ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 飯田風越

 8 太田 皓大(2)     12.19 
ｵｵﾀ ｺｳﾀﾞｲ 下諏訪向陽

風速 -2.4

 1 鈴木 慎吾(2)     11.29 
ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 東海大諏訪

 2 漆戸 柊哉(3)     11.32 
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪二葉

 3 山崎 雄太(2)     11.53 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ 上伊那農

 4 宮坂 匠(3)     11.58 
ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 諏訪二葉

 5 古賀 涼輔(3)     11.59 
ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 辰野

 6 久保田 凱士(3)     11.70 
ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 東海大諏訪

 7 松下 穂路(2)     11.75 
ﾏﾂｼﾀ ﾎﾛ 阿南

 8 増田 光月(3)     11.76 
ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ 岡谷工

ﾚｰﾝ

4    57 3

No. 氏  名 所属名 記録／備考

通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

5   486 4   252

  333

男子

100m
準決勝

3   289 5  2618
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

6   508 6   771

8   109 7   562

7   278 8   425

1   361 2    42

2   137 1   292

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    41

3  2617

4   217

7   456

6   770

8   355

1   602

  333

2   154

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    41

6  2618

3

8  2617

2   771

1   252

7    57

5   289



予選 5月15日  9:50
準決勝 5月15日 11:30
決勝 5月15日 13:25

長野県高校記録(KR)              20.93 塚原 直貴                    東海大三         2003/7/12   
南信高校記録(NR)                20.93 塚原 直貴                    東海大三         2003        
大会記録(GR)                    21.33 塚原 直貴                    東海大三         2003        

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 +1.3

 1 久保田 凱士(3)     23.21 Q  1 鈴木 瑛翔(1)     23.12 Q
ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 東海大諏訪 ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ 赤穂

 2 原田 裕哉(3)     23.97 Q  2 増田 光月(3)     23.67 Q
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ 諏訪清陵 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ 岡谷工

 3 壬生 新(3)     24.34  3 太田 皓大(2)     24.48 
ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ 岡谷南 ｵｵﾀ ｺｳﾀﾞｲ 下諏訪向陽

 4 柴 悠翔(3)     24.46  4 山崎 夏月(1)     24.57 
ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ 上伊那農 ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂｷ 諏訪二葉

 5 廣瀬 琉斗(2)     24.51  5 小林 歩睦(1)     24.66 
ﾋﾛｾ ﾘｭｳﾄ 飯田OIDE長姫 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ 上伊那農

 6 ﾛﾍﾟｽ田中ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ     25.03  6 合津 春快(2)     25.66 
ﾛﾍﾟｽﾀﾅｶｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 辰野 ｺﾞｳﾂﾞ ｼｭﾝｶｲ 松川

 7 原田 琢己(1)     25.75   伊藤 良真(2)      
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 高遠 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 諏訪清陵

  吉田 賢三(3)      
ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ 飯田風越

[ 3組] 風速 +0.5 [ 4組] 風速 -0.6

 1 漆戸 柊哉(3)     23.20 Q  1 鈴木 慎吾(2)     22.66 Q
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪二葉 ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 東海大諏訪

 2 田中 隆斗(3)     23.49 Q  2 宮坂 匠(3)     23.45 Q
ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ 松川 ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 諏訪二葉

 3 松村 草児(2)     23.64 q  3 酒井 琢磨(3)     23.55 q
ﾏﾂﾑﾗ ｿｳｼﾞ 飯田 ｻｶｲ ﾀｸﾏ 岡谷工

 4 古庄 武(3)     24.65  4 松下 昇龍(2)     23.71 q
ﾌﾙｼｮｳ ﾀｹﾙ 辰野 ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾘｭｳ 阿南

 5 望月 翔太(3)     26.55  5 小幡 将太朗(2)     23.98 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ 下諏訪向陽 ｵﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 伊那北

  西尾 洸希(3)       6 安藤 陽人(2)     24.77 
ﾆｼｵ ｺｳｷ 阿南 ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ 飯田OIDE長姫

  竹村 昌之(1)       7 宮﨑 志貴(2)     25.63 
ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾕｷ 赤穂 ﾐﾔｻﾞｷ ｼｷ 諏訪清陵

[ 5組] 風速 +2.1 [ 6組] 風速 +0.6

 1 名取 勇人(3)     22.97 Q  1 伊藤 新(3)     23.48 Q
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 東海大諏訪 ｲﾄｳ ｱﾗﾀ 飯田OIDE長姫

 2 塩川 大樹(3)     23.71 Q  2 小林 海惺(2)     23.63 Q
ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ 上伊那農 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｾｲ 赤穂

 3 小松 裕昭(2)     23.88 q  3 松村 青悟(2)     24.10 
ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 下諏訪向陽 ﾏﾂﾑﾗ ｾｲｺﾞ 飯田

 4 土屋 颯太(2)     24.25  4 古賀 涼輔(3)     24.28 
ﾂﾁﾔ ｿｳﾀ 赤穂 ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 辰野

 5 小久保 納知(2)     25.52  5 飯島 颯斗(2)     24.65 
ｺｸﾎﾞ ﾅﾁ 下伊那農 ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 高遠

 6 伊藤 聖覧(3)     25.81  6 荻原 諒太(3)     24.70 
ｲﾄｳ ｾｲﾗﾝ 高遠 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 伊那北

  市川 蓮也(2)        牛山 莉琉(1)      
ｲﾁｶﾜ ﾚﾝﾔ 岡谷工 ｳｼﾔﾏ ﾚｲﾙ 岡谷東

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +1.1

 1 鈴木 慎吾(2)     22.09 Q  1 名取 勇人(3)     22.09 Q
ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 東海大諏訪 ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 東海大諏訪

 2 漆戸 柊哉(3)     22.95 Q  2 鈴木 瑛翔(1)     22.82 Q
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪二葉 ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ 赤穂

 3 久保田 凱士(3)     23.09 Q  3 塩川 大樹(3)     23.22 Q
ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 東海大諏訪 ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ 上伊那農

 4 酒井 琢磨(3)     23.26 q  4 伊藤 新(3)     23.28 
ｻｶｲ ﾀｸﾏ 岡谷工 ｲﾄｳ ｱﾗﾀ 飯田OIDE長姫

 5 田中 隆斗(3)     23.43  5 松下 昇龍(2)     23.28 
ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ 松川 ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾘｭｳ 阿南

 6 原田 裕哉(3)     23.68  6 松村 草児(2)     23.31 
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ 諏訪清陵 ﾏﾂﾑﾗ ｿｳｼﾞ 飯田

 7 小松 裕昭(2)     23.76  7 宮坂 匠(3)     23.34 
ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 下諏訪向陽 ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 諏訪二葉

 8 小林 海惺(2)     23.83   増田 光月(3)      
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｾｲ 赤穂 ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ 岡谷工

記録／備考所属名氏  名No.ﾚｰﾝ順
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風速 -0.2

 1 鈴木 慎吾(2)     21.96 
ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 東海大諏訪

 2 名取 勇人(3)     21.96 
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 東海大諏訪

 3 久保田 凱士(3)     23.10 
ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 東海大諏訪

 4 鈴木 瑛翔(1)     23.23 
ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ 赤穂

 5 塩川 大樹(3)     23.90 
ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ 上伊那農

 6 酒井 琢磨(3)     24.08 
ｻｶｲ ﾀｸﾏ 岡谷工

 7 伊藤 新(3)     25.47 
ｲﾄｳ ｱﾗﾀ 飯田OIDE長姫

 8 漆戸 柊哉(3)     35.45 
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪二葉

4  2618

3    41

1   640

(21.951)
6    58

(21.958)
8    57

5

7   355

2   278

  486

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

200m
決勝

順

男子



予選 5月13日 11:15
決勝 5月13日 13:40

長野県高校記録(KR)              46.98 塚田 英彦                    上田東           1993/8/2    
南信高校記録(NR)                47.28 小林 英和                    高遠             2013        
大会記録(GR)                    48.47 伊藤 秀隆                    松川             1996        

[ 1組] [ 2組]

 1 窪田 翔真(3)     50.55 Q  1 唐澤 悠斗(3)     51.29 Q
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 東海大諏訪 ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ 上伊那農

 2 田中 隆斗(3)     52.00 Q  2 矢島 壮野(3)     51.95 Q
ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ 松川 ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 東海大諏訪

 3 伊藤 新(3)     53.50  3 古庄 武(3)     54.17 
ｲﾄｳ ｱﾗﾀ 飯田OIDE長姫 ﾌﾙｼｮｳ ﾀｹﾙ 辰野

 4 宮澤 駿也(2)     55.43  4 伊藤 嶺(2)     55.14 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 辰野 ｲﾄｳ ﾚｲ 伊那北

 5 唐木 智徳(2)     57.42  5 傳田 悠人(2)     55.95 
ｶﾗｷ ﾄﾓﾉﾘ 伊那北 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 諏訪清陵

 6 原 裕汰(1)     58.38  6 井内 悠人(1)     59.79 
ﾊﾗ ﾕｳﾀ 諏訪二葉 ｲｳﾁ ﾕｳﾄ 伊那弥生ヶ丘

 7 伊東 奏風(2)     58.48  7 小林 快聖(1)   1:00.28 
ｲﾄｳ ｶﾅﾀ 下諏訪向陽 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 諏訪二葉

  芳澤 大樹(3)        西尾 洸希(3)      
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｷ 諏訪清陵 ﾆｼｵ ｺｳｷ 阿南

[ 3組]

 1 名取 勇人(3)     51.71 Q
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 東海大諏訪

 2 酒井 洸一(3)     51.99 Q
ｻｶｲ ｺｳｲﾁ 赤穂

 3 小松 裕昭(2)     52.26 q
ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 下諏訪向陽

 4 羽生 大起(2)     52.79 q
ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ 飯田風越

 5 ﾛﾊﾟｽ田中ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ     54.08 
ﾛﾍﾟｽﾀﾅｶｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 辰野

 6 松村 青悟(2)     54.48 
ﾏﾂﾑﾗ ｾｲｺﾞ 飯田

  相馬 未来(1)      
ｿｳﾏ ﾐﾗｲ 諏訪二葉

 1 名取 勇人(3)     49.71 
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 東海大諏訪

 2 窪田 翔真(3)     50.85 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 東海大諏訪

 3 唐澤 悠斗(3)     51.41 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ 上伊那農

 4 田中 隆斗(3)     51.64 
ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ 松川

 5 矢島 壮野(3)     52.05 
ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 東海大諏訪

 6 酒井 洸一(3)     52.09 
ｻｶｲ ｺｳｲﾁ 赤穂

 7 羽生 大起(2)     53.22 
ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ 飯田風越

 8 小松 裕昭(2)     54.29 
ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 下諏訪向陽

所属名 記録／備考 順

4   553 5    56

男子

400m

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

順
6    59 2   358

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名
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DNS DNS
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

  133

8   457

3   160

4   593

DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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5   358

8   553

2   160
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7   457
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予選 5月14日 10:40
決勝 5月15日 13:00

長野県高校記録(KR)            1:48.46 川元 奨                      北佐久農         2010/10/24  
南信高校記録(NR)              1:49.19 二見 優輝                    諏訪清陵         2020        
大会記録(GR)                  1:53.79 二見 優輝                    諏訪清陵         2019        

[ 1組] [ 2組]

 1 羽生 大起(2)   2:04.63 Q  1 中澤 京聖(2)   2:03.00 Q
ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ 飯田風越 ﾅｶｻﾞﾜ ｷｮｳｾｲ 東海大諏訪

 2 前田 翔太(2)   2:06.72 Q  2 廣島 壮(1)   2:06.72 Q
ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ 東海大諏訪 ﾋﾛｼﾏ ｿｳ 諏訪清陵

 3 堀田 匠和(2)   2:09.16  3 沓掛 珀(2)   2:06.80 q
ﾎﾘﾀ ﾀｸﾄ 伊那北 ｸﾂｶｹ ﾊｸ 下諏訪向陽

 4 中山 和歩(3)   2:14.38  4 富永 陽人(1)   2:07.32 
ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾎ 伊那弥生ヶ丘 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ 伊那北

 5 眞道 叶羽(2)   2:18.34  5 大橋 優生(3)   2:12.24 
ｼﾝﾄﾞｳ ｷｮｳ 岡谷南 ｵｵﾊｼ ﾕｳｾｲ 上伊那農

 6 西澤 知(3)   2:27.70  6 中村 佳獅(2)   2:31.06 
ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ 岡谷東 ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼ 赤穂

 7 三澤 恒太(1)   2:36.18  7 大久保 諒人(1)   2:32.82 
ﾐｻﾜ ｺｳﾀ 上伊那農 ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳﾄ 岡谷東

 8 春日 佑仁(2)   2:36.87  8 伊藤 嶺翼(1)   2:37.94 
ｶｽｶﾞ ﾕｳｼﾞﾝ 高遠 ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ 伊那弥生ヶ丘

[ 3組]

 1 小坂 悠太(3)   1:58.04 Q
ｺｻｶ ﾕｳﾀ 東海大諏訪

 2 保科 陽斗(1)   2:06.21 Q
ﾎｼﾅ ﾊﾙﾄ 伊那北

 3 伊藤 晴希(3)   2:06.56 q
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 岡谷東

 4 大森 瑛稀(1)   2:09.72 
ｵｵﾓﾘ ｴｲｷ 上伊那農

 5 宮澤 柊太(2)   2:17.35 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 飯田風越

 6 澤井 勇斗(1)   2:25.38 
ｻﾜｲ ﾊﾔﾄ 伊那弥生ヶ丘

 7 塚平 琉(1)   2:29.38 
ﾂｶﾀﾞｲﾗ ﾙｲ 阿南

  芳澤 大樹(3)      
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｷ 諏訪清陵

 1 小坂 悠太(3)   1:59.03 
ｺｻｶ ﾕｳﾀ 東海大諏訪

 2 中澤 京聖(2)   1:59.36 
ﾅｶｻﾞﾜ ｷｮｳｾｲ 東海大諏訪

 3 伊藤 晴希(3)   2:05.09 
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 岡谷東

 4 羽生 大起(2)   2:06.26 
ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ 飯田風越

 5 廣島 壮(1)   2:06.38 
ﾋﾛｼﾏ ｿｳ 諏訪清陵

 6 前田 翔太(2)   2:06.74 
ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ 東海大諏訪

 7 沓掛 珀(2)   2:07.71 
ｸﾂｶｹ ﾊｸ 下諏訪向陽

 8 保科 陽斗(1)   2:09.55 
ﾎｼﾅ ﾊﾙﾄ 伊那北

1   158

3   412

8    51

6    61

4    52

2

5   593

7   126

  186

3   105
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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800m

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

順
6   593 6    52

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



予選 5月13日 10:30
決勝 5月13日 14:10

長野県高校記録(KR)            3:38.49 佐藤 清治                    佐久長聖         1999/5/22   
南信高校記録(NR)              3:49.26 和田 仁志                    伊那北           1985        
大会記録(GR)                  3:54.85 山川 拓馬                    上伊那農         2021        

[ 1組] [ 2組]

 1 瀬戸 雅史(3)   4:23.58 Q  1 鈴木 創太(3)   4:27.30 Q
ｾﾄ ﾏｻｼ 上伊那農 ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ 東海大諏訪

 2 中澤 京聖(2)   4:23.73 Q  2 大場 崇義(2)   4:27.61 Q
ﾅｶｻﾞﾜ ｷｮｳｾｲ 東海大諏訪 ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾖｼ 上伊那農

 3 小松 悟一(3)   4:25.51 Q  3 長谷部 直大(3)   4:27.70 Q
ｺﾏﾂ ｺﾞｲﾁ 諏訪清陵 ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ 伊那北

 4 米山 元章(3)   4:25.57 Q  4 山田 隼輔(2)   4:29.04 Q
ﾖﾈﾔﾏ ﾏｻｷ 松川 ﾔﾏﾀﾞｼｭﾝｽｹ 飯田

 5 今井 結斗(2)   4:26.09 q  5 小川 聖司(2)   4:31.89 q
ｲﾏｲ ﾕｲﾄ 下諏訪向陽 ｵｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ 伊那弥生ヶ丘

 6 小松 真優(2)   4:35.45  6 宮澤 柊太(2)   4:55.43 
ｺﾏﾂ ﾏﾋﾛ 高遠 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 飯田風越

 7 堀田 匠和(2)   4:41.52  7 長田 大和(2)   4:55.62 
ﾎﾘﾀ ﾀｸﾄ 伊那北 ﾅｶﾞﾀ ﾔﾏﾄ 諏訪実

 8 西澤 岳大(1)   4:45.85  8 鷲尾 飛鷹(3)   5:05.55 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ 伊那弥生ヶ丘 ﾜｼｵ ﾋﾀﾞｶ 諏訪清陵

 9 熊谷 三四郎(2)   4:46.42  9 塚平 琉(1)   5:15.46 
ｸﾏｶﾞｲ ｻﾝｼﾛｳ 飯田風越 ﾂｶﾀﾞｲﾗ ﾙｲ 阿南

10 西澤 知(3)   5:06.65 10 嵯峨 健介(1)   5:17.84 
ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ 岡谷東 ｻｶﾞ ｹﾝｽｹ 下伊那農

11 酒井 大器(1)   5:07.84 11 小泉 陽貴(3)   5:23.52 
ｻｶｲ ﾀﾞｲｷ 岡谷工 ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ 岡谷工

12 木下 孝太(3)   5:26.17 12 大久保 諒人(1)   5:23.77 
ｷﾉｼﾀ ｺｳﾀ 阿南 ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳﾄ 岡谷東

13 中村 佳獅(2)   5:34.66 
ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼ 赤穂

[ 3組]

 1 小坂 悠太(3)   4:12.03 Q
ｺｻｶ ﾕｳﾀ 東海大諏訪

 2 竹内 浩二(2)   4:26.17 Q
ﾀｹｳﾁ ｺｳｼﾞ 諏訪清陵

 3 小澤 優翔(2)   4:27.88 Q
ｵｻﾞﾜ ﾏﾅﾄ 上伊那農

 4 小木曽 翔太(2)   4:28.40 Q
ｵｷﾞｿ ｼｮｳﾀ 伊那北

 5 沓掛 珀(2)   4:33.57 
ｸﾂｶｹ ﾊｸ 下諏訪向陽

 6 伊藤 晴希(3)   4:34.29 
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 岡谷東

 7 伊東 柊哉(1)   4:47.27 
ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 伊那弥生ヶ丘

 8 眞道 叶羽(2)   4:51.24 
ｼﾝﾄﾞｳ ｷｮｳ 岡谷南

 9 下平 晟人(1)   5:02.99 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｾｲﾄ 阿南

10 六波羅 歩(1)   5:04.49 
ﾛｸﾊﾗ ｱﾕﾑ 赤穂

11 岡添 智史(3)   5:04.94 
ｵｶｿﾞｴ ｻﾄｼ 岡谷工

12 春日 佑仁(2)   5:11.04 
ｶｽｶﾞ ﾕｳｼﾞﾝ 高遠

ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
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2
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 1 大場 崇義(2)   3:57.27 
ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾖｼ 上伊那農

 2 小坂 悠太(3)   3:57.51 
ｺｻｶ ﾕｳﾀ 東海大諏訪

 3 瀬戸 雅史(3)   4:00.34 
ｾﾄ ﾏｻｼ 上伊那農

 4 小澤 優翔(2)   4:06.04 
ｵｻﾞﾜ ﾏﾅﾄ 上伊那農

 5 中澤 京聖(2)   4:11.98 
ﾅｶｻﾞﾜ ｷｮｳｾｲ 東海大諏訪

 6 鈴木 創太(3)   4:12.20 
ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ 東海大諏訪

 7 小木曽 翔太(2)   4:12.36 
ｵｷﾞｿ ｼｮｳﾀ 伊那北

 8 竹内 浩二(2)   4:12.74 
ﾀｹｳﾁ ｺｳｼﾞ 諏訪清陵

 9 米山 元章(3)   4:24.67 
ﾖﾈﾔﾏ ﾏｻｷ 松川

10 山田 隼輔(2)   4:25.88 
ﾔﾏﾀﾞｼｭﾝｽｹ 飯田

11 小川 聖司(2)   4:26.38 
ｵｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ 伊那弥生ヶ丘

12 小松 悟一(3)   4:26.43 
ｺﾏﾂ ｺﾞｲﾁ 諏訪清陵

13 今井 結斗(2)   4:29.09 
ｲﾏｲ ﾕｲﾄ 下諏訪向陽

  長谷部 直大(3)      
ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ 伊那北

男子

1500m
決勝
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決勝 5月15日 11:50

長野県高校記録(KR)           13:36.57 伊藤 大志                    佐久長聖         2020/11/15  
南信高校記録(NR)             14:01.21 山川 拓馬                    上伊那農         2020        
大会記録(GR)                 14:21.19 山川 拓馬                    上伊那農         2021        

 1 瀬戸 雅史(3)  15:10.61 
ｾﾄ ﾏｻｼ 上伊那農

 2 大場 崇義(2)  15:26.10 
ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾖｼ 上伊那農

 3 鈴木 哲平(2)  15:42.65 
ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ 上伊那農

 4 鈴木 創太(3)  15:57.07 
ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ 東海大諏訪

 5 林 幸史郎(3)  16:00.48 
ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ 東海大諏訪

 6 今井 結斗(2)  16:15.06 
ｲﾏｲ ﾕｲﾄ 下諏訪向陽

 7 小木曽 翔太(2)  16:17.80 
ｵｷﾞｿ ｼｮｳﾀ 伊那北

 8 竹内 浩二(2)  16:22.55 
ﾀｹｳﾁ ｺｳｼﾞ 諏訪清陵

 9 吉江 健哉(2)  16:30.94 
ﾖｼｴ ｹﾝﾔ 伊那北

11 窪田 怜真(2)  16:59.80 
ｸﾎﾞﾀ ﾚｲﾏ 東海大諏訪

12 滝澤 賢(2)  17:42.41 
ﾀｷｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 諏訪清陵

14 松枝 智也(3)  17:46.71 
ﾏﾂｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ 諏訪清陵

15 小松 真優(2)  18:02.45 
ｺﾏﾂ ﾏﾋﾛ 高遠

  梅原 爽葵(1)      
ｳﾒﾊﾗ ｿｳｱ 阿智 DNS

13   382

10   716

3   119

11   106

9   415

14    50

7   429

5   110

8    63

4   155

12   334

1    62

2   331

男子

5000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   356



決勝 5月13日 13:20

長野県高校記録(KR)              14.44 早川 恭平                    長野吉田         2009/8/2    
南信高校記録(NR)                14.79 中島 瑞樹                    飯田             2013        
大会記録(GR)                    15.66 酒井 和馬                    上伊那農         2018        

風速 -0.6

 1 小口 蒼葉(1)     15.46 
ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 東海大諏訪

 2 坂口 和音(2)     16.02 
ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ 東海大諏訪

 3 壬生 新(3)     16.69 
ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ 岡谷南

 4 小林 歩睦(1)     16.97 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ 上伊那農

 5 北原 将道(1)     18.98 
ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾐﾁ 諏訪清陵

 6 伊藤 良真(2)     19.53 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 諏訪清陵

 7 遠藤 誠志郎(1)     22.27 
ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲｼﾛｳ 飯田OIDE長姫

  山岡 陸兎(2)      
ﾔﾏｵｶ ﾘｸﾄ 岡谷南

大会新
5    46

男子

110mH(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8    55

4   212

7   366

1   124

3   114

DQ(H4)

2   634

6   217



決勝 5月14日 13:00

長野県高校記録(KR)              51.36 小池 佑始                    東海大三         2002/10/22  
南信高校記録(NR)                51.36 小池 佑始                    東海大三         2002        
大会記録(GR)                    52.72 三好 翔                      赤穂             2000        

 1 窪田 翔真(3)     54.89 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 東海大諏訪

 2 田中 隆斗(3)     56.27 
ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ 松川

 3 壬生 新(3)     57.52 
ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ 岡谷南

 4 矢島 壮野(3)     58.48 
ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 東海大諏訪

 5 酒井 隼斗(1)   1:00.23 
ｻｶｲ ﾊﾔﾄ 東海大諏訪

 6 工藤 航介(3)   1:01.45 
ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 伊那北

  松下 穂路(2)      
ﾏﾂｼﾀ ﾎﾛ 阿南

7   771
DNS

2    53

8   407

3   212

6    56

5   553

男子

400mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    59



決勝 5月14日 14:40

長野県高校記録(KR)            8:51.11 山本 嵐                      佐久長聖         2017/8/2    
南信高校記録(NR)              8:57.13 小林 巧                      下諏訪向陽       2011        
大会記録(GR)                  9:19.86 北原 弘司                    伊那北           2009        

 1 竹内 柊哉(3)  10:07.58 
ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾔ 上伊那農

 2 鈴木 哲平(2)  10:07.68 
ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ 上伊那農

 3 米山 元章(3)  10:12.53 
ﾖﾈﾔﾏ ﾏｻｷ 松川

 4 長谷部 直大(3)  10:13.74 
ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ 伊那北

 5 林 幸史郎(3)  10:15.39 
ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ 東海大諏訪

 6 伊藤 紅羽(3)  10:22.71 
ｲﾄｳ ｸﾚﾊ 東海大諏訪

 7 小松 悟一(3)  10:31.01 
ｺﾏﾂ ｺﾞｲﾁ 諏訪清陵

 8 佐藤 大介ﾏｰｸ(3)  10:45.41 
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹﾏｰｸ 辰野

 9 山田 隼輔(2)  10:56.22 
ﾔﾏﾀﾞｼｭﾝｽｹ 飯田

10 松枝 智也(3)  11:14.28 
ﾏﾂｴﾀﾞ ﾄﾓﾔ 諏訪清陵

11 三澤 煌明(2)  11:21.83 
ﾐｻﾜ ｺｳﾒｲ 諏訪清陵

12 中村 元紀(2)  11:53.08 
ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ 伊那北

13 熊谷 三四郎(2)  12:31.61 
ｸﾏｶﾞｲ ｻﾝｼﾛｳ 飯田風越

1   595

3   118

12   404

5   564

9   106

7   108

4   288

13    63

11    64

10   538

8   405

2   334

男子

3000mSC(0.914m)

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   362



決勝 5月15日 13:45

長野県高校記録(KR)           19:45.72 高田 浩二                    松川             2001/5/27   
南信高校記録(NR)             19:45.72 高田 浩二                    松川             2001        
大会記録(GR)                 20:26.87 高田 浩二                    松川             2001        

 1 平澤 航大(2)  25:53.71 
ﾋﾗｻﾜ ｺｳﾀ 松川

男子

5000m競歩

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   550



予選 5月13日 10:10
決勝 5月14日 13:50

長野県高校記録(KR)              40.95                              松商学園         2018/4/29   
                                      （小池 孝憲・中嶋 謙・西村 陽杜・柳沢 直生）
南信高校記録(NR)                41.49                              東海大諏訪       2020        
                                      （遠山・川口・今井・河野）
大会記録(GR)                    42.55                              東海大三         2003        
                                      （宮坂晃・新村・宮坂崇・塚原）

[ 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 東海大諏訪    57 久保田 凱士(3)     42.26 Q  1   4 上伊那農   358 唐澤 悠斗(3)     43.90 Q

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 大会新 ｶﾐｲﾅﾉｳ ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ
   41 鈴木 慎吾(2)   333 山崎 雄太(2)

ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ
   58 名取 勇人(3)   355 塩川 大樹(3)

ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ
   59 窪田 翔真(3)   361 柴 悠翔(3)

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ
 2   4 岡谷工   251 新垣 健琉(3)     43.91 Q  2   5 飯田風越   591 春原 賢(2)     46.40 Q

ｵｶﾔｺｳ ｱﾗｶｷ ﾀｹﾙ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ｽﾉﾊﾗ ｹﾝ
  278 酒井 琢磨(3)   602 吉田 賢三(3)

ｻｶｲ ﾀｸﾏ ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ
  279 西山 陸(3)   593 羽生 大起(2)

ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ
  252 増田 光月(3)   601 小平 遥暉(3)

ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ
 3   3 赤穂   478 土屋 颯太(2)     44.76 q  3   3 下諏訪向陽   167 望月 翔太(3)     46.68 

ｱｶﾎ ﾂﾁﾔ ｿｳﾀ ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳ ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ
  456 小林 海惺(2)   160 小松 裕昭(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｾｲ ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ
  457 酒井 洸一(3)   154 太田 皓大(2)

ｻｶｲ ｺｳｲﾁ ｵｵﾀ ｺｳﾀﾞｲ
  486 鈴木 瑛翔(1)   166 伊東 奏風(2)

ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ ｲﾄｳ ｶﾅﾀ
 4   7 辰野   291 ﾛﾍﾟｽ田中ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(2    45.82 q  4   2 諏訪清陵   120 宮﨑 志貴(2)     46.74 

ﾀﾂﾉ ﾛﾍﾟｽﾀﾅｶｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ ｽﾜｾｲﾘｮｳ ﾐﾔｻﾞｷ ｼｷ
  289 古賀 涼輔(3)   109 原田 裕哉(3)

ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ
  292 宮澤 駿也(2)   116 傳田 悠人(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ
  290 古庄 武(3)   115 名取 陽(2)

ﾌﾙｼｮｳ ﾀｹﾙ ﾅﾄﾘ ﾊﾙ
 5   2 飯田OIDE長姫   641 廣瀬 琉斗(2)     46.79  5   7 高遠   371 原田 琢己(1)     47.35 

ｲｲﾀﾞｵｰｱｲﾃﾞｨｰｲｰｵｻﾋﾒ ﾋﾛｾ ﾘｭｳﾄ ﾀｶﾄｵ ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ
  640 伊藤 新(3)   383 飯島 颯斗(2)

ｲﾄｳ ｱﾗﾀ ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ
  634 遠藤 誠志郎(1)   377 伊藤 聖覧(3)

ｴﾝﾄﾞｳ ｾｲｼﾛｳ ｲﾄｳ ｾｲﾗﾝ
  633 安藤 陽人(2)   372 小澤 力六(1)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ ｵｻﾞﾜ ﾘｷﾑ
 6   6 伊那弥生ヶ丘   438 齋藤 晃希(1)     51.94  6   6 岡谷東   198 大久保 諒人(1)     50.94 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ｻｲﾄｳ ｺｳｷ ｵｶﾔﾋｶﾞｼ ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳﾄ
  436 尾込 航太郎(1)   197 牛山 莉琉(1)

ｵｺﾞﾐ ｺｳﾀﾛｳ ｳｼﾔﾏ ﾚｲﾙ
  434 伊藤 嶺翼(1)   187 西澤 知(3)

ｲﾄｳ ﾘｮｳｽｹ ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ
  437 井内 悠人(1)   186 伊藤 晴希(3)

ｲｳﾁ ﾕｳﾄ ｲﾄｳ ﾊﾙｷ

Q:順位順通過者  q：タイム順通過者通過基準  3組  2着 + 2予選

男子

4×100m



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 諏訪二葉  2620 両角 駿介(3)     44.44 Q

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾓﾛﾂﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ
 2618 漆戸 柊哉(3)

ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ
 2617 宮坂 匠(3)

ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ
  137 山崎 夏月(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂｷ
 2   5 伊那北   425 小幡 将太朗(2)     45.02 Q

ｲﾅｷﾀ ｵﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ
  422 酒井 奏楽(2)

ｻｶｲ ｿﾗ
  423 田坂 龍駕(2)

ﾀｻｶ ﾘｮｳｶﾞ
  421 伊藤 嶺(2)

ｲﾄｳ ﾚｲ
 3   2 岡谷南   202 曽我 佑治郎(1)     47.22 

ｵｶﾔﾐﾅﾐ ｿｶﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ
  212 壬生 新(3)

ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ
  215 伊東 飛呂人(2)

ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ
  217 山岡 陸兎(2)

ﾔﾏｵｶ ﾘｸﾄ
    3 飯田      

ｲｲﾀﾞ DNS

    6 阿南      
ｱﾅﾝ DNS

男子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 東海大諏訪    57 久保田 凱士(3)     42.32 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 大会新
   41 鈴木 慎吾(2)

ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ
   58 名取 勇人(3)

ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ
   59 窪田 翔真(3)

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ
 2   6 上伊那農   358 唐澤 悠斗(3)     43.71 

ｶﾐｲﾅﾉｳ ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ
  333 山崎 雄太(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ
  355 塩川 大樹(3)

ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ
  361 柴 悠翔(3)

ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ
 3   5 岡谷工   251 新垣 健琉(3)     44.21 

ｵｶﾔｺｳ ｱﾗｶｷ ﾀｹﾙ
  278 酒井 琢磨(3)

ｻｶｲ ﾀｸﾏ
  279 西山 陸(3)

ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ
  252 増田 光月(3)

ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ
 4   4 諏訪二葉  2620 両角 駿介(3)     44.51 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾓﾛﾂﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ
 2618 漆戸 柊哉(3)

ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ
 2617 宮坂 匠(3)

ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ
  137 山崎 夏月(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂｷ
 5   7 伊那北   425 小幡 将太朗(2)     44.96 

ｲﾅｷﾀ ｵﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ
  422 酒井 奏楽(2)

ｻｶｲ ｿﾗ
  423 田坂 龍駕(2)

ﾀｻｶ ﾘｮｳｶﾞ
  421 伊藤 嶺(2)

ｲﾄｳ ﾚｲ
 6   2 辰野   291 ﾛﾍﾟｽ田中ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(2    46.19 

ﾀﾂﾉ ﾛﾍﾟｽﾀﾅｶｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ
  289 古賀 涼輔(3)

ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ
  292 宮澤 駿也(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ
  290 古庄 武(3)

ﾌﾙｼｮｳ ﾀｹﾙ
 7   8 飯田風越   591 春原 賢(2)     46.58 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ｽﾉﾊﾗ ｹﾝ
  602 吉田 賢三(3)

ﾖｼﾀﾞ ｹﾝｿﾞｳ
  593 羽生 大起(2)

ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ
  601 小平 遥暉(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ
    1 赤穂   478 土屋 颯太(2)      

ｱｶﾎ ﾂﾁﾔ ｿｳﾀ DQ
  456 小林 海惺(2) R1(2-3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲｾｲ
  457 酒井 洸一(3)

ｻｶｲ ｺｳｲﾁ
  486 鈴木 瑛翔(1)

ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ

4×100m
決勝

男子



予選 5月14日 15:00
決勝 5月15日 14:50

長野県高校記録(KR)            3:12.51                              佐久長聖         2021/8/1    
                                      （北村 隆之介・肥後 琉之介・落合 華七斗・宮崎 日向）
南信高校記録(NR)              3:16.08                              松川             2014        
                                      （吉川・丸山・近藤・松下）
大会記録(GR)                  3:20.81                              諏訪清陵         2019        
                                      （井出・林・菊池・二見）

[ 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   4 東海大諏訪    59 窪田 翔真(3)   3:21.33 Q  1   4 上伊那農   358 唐澤 悠斗(3)   3:33.78 Q

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ ｶﾐｲﾅﾉｳ ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ
   41 鈴木 慎吾(2)   333 山崎 雄太(2)

ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ
   61 小坂 悠太(3)   361 柴 悠翔(3)

ｺｻｶ ﾕｳﾀ ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ
   58 名取 勇人(3)   355 塩川 大樹(3)

ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ
 2   5 諏訪清陵   116 傳田 悠人(2)   3:39.93 Q  2   5 辰野   291 ﾛﾍﾟｽ田中ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(2  3:35.98 Q

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ ﾀﾂﾉ ﾛﾍﾟｽﾀﾅｶｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ
  109 原田 裕哉(3)   290 古庄 武(3)

ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ ﾌﾙｼｮｳ ﾀｹﾙ
  115 名取 陽(2)   292 宮澤 駿也(2)

ﾅﾄﾘ ﾊﾙ ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ
  108 小松 悟一(3)   288 佐藤 大介ﾏｰｸ(3)

ｺﾏﾂ ｺﾞｲﾁ ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹﾏｰｸ
 3   2 岡谷南   217 山岡 陸兎(2)   3:42.92 Q  3   3 伊那北   422 酒井 奏楽(2)   3:36.56 Q

ｵｶﾔﾐﾅﾐ ﾔﾏｵｶ ﾘｸﾄ ｲﾅｷﾀ ｻｶｲ ｿﾗ
  212 壬生 新(3)   414 富永 陽人(1)

ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾊﾙﾄ
  216 倉澤 傑(2)   407 工藤 航介(3)

ｸﾗｻﾜ ﾀｶｼ ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ
  218 眞道 叶羽(2)   421 伊藤 嶺(2)

ｼﾝﾄﾞｳ ｷｮｳ ｲﾄｳ ﾚｲ
 4   3 伊那弥生ヶ丘   437 井内 悠人(1)   3:51.07 q  4   6 下諏訪向陽   154 太田 皓大(2)   3:43.39 q

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ｲｳﾁ ﾕｳﾄ ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳ ｵｵﾀ ｺｳﾀﾞｲ
  431 小川 聖司(2)   160 小松 裕昭(2)

ｵｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ
  435 西澤 岳大(1)   166 伊東 奏風(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ ｲﾄｳ ｶﾅﾀ
  455 中山 和歩(3)   158 沓掛 珀(2)

ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾎ ｸﾂｶｹ ﾊｸ
 5   6 阿南   770 松下 昇龍(2)   3:55.83     2 松川      

ｱﾅﾝ ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾘｭｳ ﾏﾂｶﾜ DNS
  775 塚平 琉(1)

ﾂｶﾀﾞｲﾗ ﾙｲ
  774 下平 晟人(1)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｾｲﾄ
  771 松下 穂路(2)

ﾏﾂｼﾀ ﾎﾛ
 6   7 諏訪二葉  2620 両角 駿介(3)   4:09.97 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾓﾛﾂﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ
  134 原 裕汰(1)

ﾊﾗ ﾕｳﾀ
  136 小林 快聖(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ
  135 木下 航希(1)

ｷﾉｼﾀ ｺｳｷ

男子

4×400m

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



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 東海大諏訪    59 窪田 翔真(3)   3:19.77 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 大会新
   41 鈴木 慎吾(2)

ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ
   61 小坂 悠太(3)

ｺｻｶ ﾕｳﾀ
   58 名取 勇人(3)

ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ
 2   4 上伊那農   358 唐澤 悠斗(3)   3:30.28 

ｶﾐｲﾅﾉｳ ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ
  333 山崎 雄太(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀ
  361 柴 悠翔(3)

ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ
  355 塩川 大樹(3)

ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ
 3   3 辰野   291 ﾛﾍﾟｽ田中ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(2  3:30.71 

ﾀﾂﾉ ﾛﾍﾟｽﾀﾅｶｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ
  290 古庄 武(3)

ﾌﾙｼｮｳ ﾀｹﾙ
  292 宮澤 駿也(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ
  288 佐藤 大介ﾏｰｸ(3)

ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹﾏｰｸ
 4   7 伊那北   422 酒井 奏楽(2)   3:31.89 

ｲﾅｷﾀ ｻｶｲ ｿﾗ
  411 堀田 匠和(2)

ﾎﾘﾀ ﾀｸﾄ
  407 工藤 航介(3)

ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ
  421 伊藤 嶺(2)

ｲﾄｳ ﾚｲ
 5   5 諏訪清陵   116 傳田 悠人(2)   3:33.52 

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ
  109 原田 裕哉(3)

ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ
  115 名取 陽(2)

ﾅﾄﾘ ﾊﾙ
  108 小松 悟一(3)

ｺﾏﾂ ｺﾞｲﾁ
 6   1 下諏訪向陽   160 小松 裕昭(2)   3:39.21 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳ ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ
  158 沓掛 珀(2)

ｸﾂｶｹ ﾊｸ
  154 太田 皓大(2)

ｵｵﾀ ｺｳﾀﾞｲ
  166 伊東 奏風(2)

ｲﾄｳ ｶﾅﾀ
 7   8 岡谷南   217 山岡 陸兎(2)   3:39.49 

ｵｶﾔﾐﾅﾐ ﾔﾏｵｶ ﾘｸﾄ
  212 壬生 新(3)

ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ
  218 眞道 叶羽(2)

ｼﾝﾄﾞｳ ｷｮｳ
  215 伊東 飛呂人(2)

ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ
 8   2 伊那弥生ヶ丘   437 井内 悠人(1)   3:48.96 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ ｲｳﾁ ﾕｳﾄ
  431 小川 聖司(2)

ｵｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ
  435 西澤 岳大(1)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ
  455 中山 和歩(3)

ﾅｶﾔﾏ ｶｽﾞﾎ

男子

4×400m
決勝



決勝 5月14日 13:45

長野県高校記録(KR)               2.17 小柳 和朗                    中野実           1990/7/7    
南信高校記録(NR)                 2.13 松田 克彦                    箕輪工           1983        
大会記録(GR)                     2.05 阿部 和也                    下伊那農         1997        

赤羽 快(2)
ｱｶﾊﾈ ｶｲ 伊那北
小平 遥暉(3)
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ 飯田風越
熊谷 知樹(3)
ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ 上伊那農
日野 要(1)
ﾋﾉ ｶﾅﾒ 上伊那農
下村 考輝(2)
ｼﾓﾑﾗ ｺｳｷ 高遠
伊藤 嶺(2)
ｲﾄｳ ﾚｲ 伊那北

6 1   421 o - xo xo xxo xxx

xxx

 1.70

 1.70

4 4   364 - - o -  1.75

5 3   384 - - - o

xo o xxx

o

xo xxx

xxx  1.75

 1.802 6   601 o - - - o xo

3 2   359 o - - - o o

備考
1 5   430 o - - - o o

1m75 1m80 1m83 1m86 記録

xo xxx  1.83o

男子

走高跳

決勝

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



決勝 5月14日 11:00

長野県高校記録(KR)               5.11 松澤 ジアン成治              高遠             2009/7/20   
南信高校記録(NR)                 5.11 松澤 ジアン成治              高遠             2009        
大会記録(GR)                     4.90 松澤 ジアン成治              高遠             2009        

3m90
両角 駿介(3) - - - - - xo - o - xo
ﾓﾛﾂﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ 諏訪二葉 xxx
日達 羽流(2) - - o o o xxx
ﾋﾀﾁ ﾊﾙ 東海大諏訪
五味 駿太(1) o - - o o xxx
ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ 諏訪清陵
飯島 颯斗(2) o - - o xxx
ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 高遠

男子

棒高跳

決勝

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

記録 備考

1 3  2620  3.80

3m40 3m503m20 3m60 3m70 3m80

4 1   383  3.00

2 2    48  3.20

2 4   122  3.20



決勝 5月13日 12:40

長野県高校記録(KR)               7.61 嶺村 鴻汰                    大町             2010/10/2   
南信高校記録(NR)                 7.57 新村 守                      東海大三         2004        
大会記録(GR)                     7.08 伊藤 健一                    飯田             1994        

 ３回の
 最高記録

鈴木 瑛翔(1)   6.59  6.64   x    6.64   6.53   x   6.63   6.64 
ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ 赤穂   +0.3  +0.4         +0.4   -1.7        -2.1   +0.4
西山 陸(3)   6.39  6.19  6.17   6.39   6.19  6.51   x    6.51 
ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ 岡谷工   -0.1  +0.6  -0.3   -0.1   -0.5  -1.1         -1.1
小口 蒼葉(1)   6.03  6.05  6.26   6.26    x   6.02  5.92   6.26 
ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 東海大諏訪   +0.3   0.0  +0.6   +0.6         -0.8  -1.6   +0.6
名取 陽(2)   6.16   x   6.00   6.16    x    x    x    6.16 
ﾅﾄﾘ ﾊﾙ 諏訪清陵   +0.2        -1.3   +0.2                      +0.2
北原 将道(1)   5.41   x   6.05   6.05    x   5.78   x    6.05 
ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾐﾁ 諏訪清陵   +0.6         0.0    0.0         -1.6          0.0
矢沢 佑真(3)   5.66  5.97  5.38   5.97   5.75  6.02  5.98   6.02 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 東海大諏訪   -0.5  +0.7  -1.2   +0.7   -1.8  -1.2  -0.2   -1.2
酒井 奏楽(2)    x   5.97   x    5.97   5.89  5.93  6.02   6.02 
ｻｶｲ ｿﾗ 伊那北         -0.5         -0.5   -1.1  -1.5  -0.6   -0.6
下平 真吾(3)   5.75  5.77  5.96   5.96    -    -    -    5.96 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼﾝｺﾞ 駒ヶ根工   -0.7  +0.1  -0.4   -0.4                      -0.4
赤羽 快(2)   5.80  5.49  5.69   5.80             5.80 
ｱｶﾊﾈ ｶｲ 伊那北   -0.5  -2.7  -1.2   -0.5                      -0.5
内藤 陽葵(2)    x   5.79  5.71   5.79             5.79 
ﾅｲﾄｳ ﾊﾙｷ 飯田         -0.8  -0.8   -0.8                      -0.8
土屋 颯太(2)    x    x   5.61   5.61             5.61 
ﾂﾁﾔ ｿｳﾀ 赤穂               -0.9   -0.9                      -0.9
五味 駿太(1)   5.31  5.57   x    5.57             5.57 
ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ 諏訪清陵   +0.2  -0.5         -0.5                      -0.5
曽我 佑治郎(1)   5.39  5.38   x    5.39             5.39 
ｿｶﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ 岡谷南   -0.7  -1.6         -0.7                      -0.7
倉澤 傑(2)   5.39   x    x    5.39             5.39 
ｸﾗｻﾜ ﾀｶｼ 岡谷南   -0.2               -0.2                      -0.2
宮阪 和人(1)   5.14  5.11  5.18   5.18             5.18 
ﾐﾔｻｶ ｶｽﾞﾄ 下諏訪向陽   +0.1  -1.1  -1.6   -1.6                      -1.6
城 泉吹(1)   5.16   x   4.70   5.16             5.16 
ｼﾞｮｳ ｲﾌﾞｷ 岡谷工    0.0        -1.9    0.0                       0.0
両角 駿介(3)   3.84  4.99   x    4.99             4.99 
ﾓﾛﾂﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ 諏訪二葉   +0.2  +0.9         +0.9                      +0.9
下村 考輝(2)   4.72  4.96   -    4.96             4.96 
ｼﾓﾑﾗ ｺｳｷ 高遠   +0.2  -1.5         -1.5                      -1.5
木下 航希(1)   4.44  4.60   x    4.60             4.60 
ｷﾉｼﾀ ｺｳｷ 諏訪二葉   -0.1  -1.0         -1.0                      -1.0
樋口 誠太(2)                            DNS
ﾋｸﾞﾁ ｾｲﾀ 飯田                                                   
塩澤 拓虎(1)                            DNS
ｼｵｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 阿南                                                   
倉澤 拓弥(1)                            DNS
ｸﾗｻﾜ ﾀｸﾔ 東海大諏訪                                                   

男子

走幅跳

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 23   486

2 20   279

3 22    55

4 14   115

5 11   124

6 16    60

7 19   422

8 18   506

9 7   430

10 12   561

11 17   478

12 13   122

13 9   202

14 6   216

15 10   161

16 15   257

17 4  2620

18 8   384

19 5   135

2   565

3   773

21    65



決勝 5月15日 12:50

長野県高校記録(KR)              15.58 石川 和義                    中野実           2000/9/2    
南信高校記録(NR)                15.13 新村 守                      東海大三         2004        
大会記録(GR)                    14.36 多田 尚登                    阿智             1979        

 ３回の
 最高記録

矢沢 佑真(3)  11.27 12.48 11.85  12.48  11.99 11.86 11.82  12.48 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 東海大諏訪   -0.6  -0.6  +0.2   -0.6   -0.5  +0.5  -0.9   -0.6
西山 陸(3)  11.42   x  12.01  12.01  11.60 11.86 11.15  12.01 
ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ 岡谷工   -0.1        -0.6   -0.6   -1.6  +1.2  -1.4   -0.6
名取 陽(2)    x  11.35 11.51  11.51  11.36   x    x   11.51 
ﾅﾄﾘ ﾊﾙ 諏訪清陵         -2.1  -0.6   -0.6   -1.9               -0.6
小口 蒼葉(1)    x  11.47   x   11.47  11.08 10.17 11.33  11.47 
ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 東海大諏訪         -0.7         -0.7   -1.0  -0.1  -1.3   -0.7
倉澤 傑(2)    x  11.34   x   11.34    x    x    x   11.34 
ｸﾗｻﾜ ﾀｶｼ 岡谷南         -0.3         -0.3                      -0.3
市川 志音(1)  10.46 10.74 10.83  10.83  10.72 10.51   x   10.83 
ｲﾁｶﾜ ｼｵﾝ 東海大諏訪   +0.2  -0.6  -0.1   -0.1   -1.5  -0.6         -0.1
桃澤 翼(3)  10.26 10.21 10.81  10.81    x    x  10.37  10.81 
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 松川   +0.3  -1.3  -1.5   -1.5               -3.7   -1.5
伊藤 和輝(1)  10.23 10.07 10.74  10.74  10.62 10.22 10.28  10.74 
ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 諏訪清陵   -0.1  -1.8  -2.2   -2.2   -0.3   0.0  -0.1   -2.2
倉田 晃輔(1)  10.62 10.49 10.17  10.62            10.62 
ｸﾗﾀ ｺｳｽｹ 伊那北   +0.7  -2.0  -1.0   +0.7                      +0.7

9 3   428

7 5   557

8 4   121

5 7   216

6 8    68

3 6   115

4 11    55

1 9    60

2 10   279

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14日  9:30

長野県高校記録(KR)              14.76 米倉 朋輝                    長野工           2015/7/31   
南信高校記録(NR)                13.28 小松 源之介                  東海大三         2007        
大会記録(GR)                    12.84 後藤 玲央                    高遠             2021        

 ３回の
 最高記録

藤森 寿馬(2)
ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 諏訪清陵
新垣 健琉(3)
ｱﾗｶｷ ﾀｹﾙ 岡谷工
今村 友哉(2)
ｲﾏﾑﾗ ﾄﾓﾔ 飯田風越
髙見澤 真詩(1)
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏｳﾀ 下諏訪向陽
伊藤 和輝(1)
ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 諏訪清陵
伊東 飛呂人(2)
ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 岡谷南
小林 郁弥(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 諏訪実
春原 賢(2)
ｽﾉﾊﾗ ｹﾝ 飯田風越
牧野 楓(3)
ﾏｷﾉ ｶｴﾃﾞ 松川
山本 新之介(1)
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 赤穂
木下 孝太(3)
ｷﾉｼﾀ ｺｳﾀ 阿南
下平 晟人(1)
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｾｲﾄ 阿南

男子

砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考

1 13   112   8.90  9.66  9.28   9.66   9.79

-2- -3-

  9.98 

記録

  8.33   x

-4- -5- -6-

  9.95  9.98

2 11   251    x   6.74  8.83   9.46  9.46 

3 10   594   8.90  8.75

4 5   163   7.97  8.45  8.04   8.08  8.45 

  8.44   8.90   8.70  8.45  9.09  9.09 

   8.45   7.95  8.18

   8.83

  8.14   8.44   7.85  7.59  7.12  8.44 

   8.32   8.38  8.11  8.32   8.11  8.38 

5 12   121    x   8.44

6 8   215   8.06  7.64

  8.20   8.20   8.04  7.60   x   8.20 

   7.29   6.66  7.52  7.29   6.41  7.52 

7 9    72   8.08  7.76

8 7   591   7.24  6.30

9 6   555   6.91   -

           6.60 

10 4   488   6.67  6.51  5.98

   -    6.91            6.91 

   6.67       

   

     6.67 

11 2   763   6.60  6.36  6.45   6.60

     5.75 12 3   774   5.46  5.75  5.67   5.75    



決勝 5月15日  9:30

長野県高校記録(KR)              45.21 笹野 弘允                    丸子実           2005/6/26   
南信高校記録(NR)                42.50 奥垣内 崇史                  東海大諏訪       2017        
大会記録(GR)                    40.82 片倉 一穂                    上伊那農         2014        

 ３回の
 最高記録

田坂 龍駕(2)
ﾀｻｶ ﾘｮｳｶﾞ 伊那北
両角 俐音(3)
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｵﾝ 茅野
熊谷 知樹(3)
ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ 上伊那農
唐木 智徳(2)
ｶﾗｷ ﾄﾓﾉﾘ 伊那北
日達 匠海(3)
ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ 上伊那農
中村 楓大(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾀ 伊那北
新垣 健琉(3)
ｱﾗｶｷ ﾀｹﾙ 岡谷工
小澤 力六(1)
ｵｻﾞﾜ ﾘｷﾑ 高遠
春日 佑仁(2)
ｶｽｶﾞ ﾕｳｼﾞﾝ 高遠
牧野 楓(3) NM
ﾏｷﾉ ｶｴﾃﾞ 松川

男子

円盤投(1.750kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考

1 9   423    o  27.73   o   27.73    x

-2- -3-

 28.20 

記録

   x  26.52

-4- -5- -6-

   o  28.20

2 10    30  22.87   x    x    o  26.52 

3 8   359    x    o

4 7   413    x    o  21.78    o  23.66 

 22.85  22.85  26.00   x    o  26.00 

  21.78  23.66   o

  22.87

 23.12  23.12    o    o    o  23.12 

  18.69  20.99   o 18.69    o  20.99 

5 5   360    o    o

6 6   408    x    x

7 4   251    x  19.47

           9.55 

8 1   372  20.43   o    x

   x   19.47  20.89   o    o  20.89 

  20.43    x    o

   

   x  20.43 

9 2   380    x   9.55   x    9.55

       3   555    x    x    x        



決勝 5月13日 10:00

長野県高校記録(KR)              57.29 笹野 弘允                    丸子実           2005/10/23  
南信高校記録(NR)                53.68 中村 仁                      上伊那農         2021        
大会記録(GR)                    53.68 中村 仁                      上伊那農         2021        

 ３回の
 最高記録

北澤 遥翔(2) DNS
ｷﾀｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 高遠

-5- -6- 記録 備考-4-

男子

ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

1   381                           



決勝 5月13日 11:00

長野県高校記録(KR)              63.41 小平 将斗                    松本国際         2021/5/1    
南信高校記録(NR)                61.66 伊藤 佑                      赤穂             2001        
大会記録(GR)                    60.46 涌井 洸宜                    飯田風越         2008        

 ３回の
 最高記録

日達 匠海(3)
ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ 上伊那農
伊東 飛呂人(2)
ｲﾄｳ ﾋﾛﾄ 岡谷南
倉田 晃輔(1)
ｸﾗﾀ ｺｳｽｹ 伊那北
藤森 寿馬(2)
ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 諏訪清陵
田坂 龍駕(2)
ﾀｻｶ ﾘｮｳｶﾞ 伊那北
中村 楓大(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾌｳﾀ 伊那北
両角 俐音(3)
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｵﾝ 茅野
桃澤 翼(3)
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 松川
今村 友哉(2)
ｲﾏﾑﾗ ﾄﾓﾔ 飯田風越
小久保 納知(2)
ｺｸﾎﾞ ﾅﾁ 下伊那農
伊藤 和輝(1)
ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 諏訪清陵
髙見澤 真詩(1)
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏｳﾀ 下諏訪向陽
下平 晟人(1) DNS
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｾｲﾄ 阿南

 51.49 

-4- -5- -6- 記録-3-

男子

やり投(800g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

   x  42.27   x

   x   50.87  51.49   x    x

   o  43.29 

  42.27    o    o  42.72

備考

1 13   360  50.87   o

 42.72 

2 10   215    x    o  42.01  42.01    o  43.29

3 4   428

   o  42.06 

5 12   423  40.24   o    o   40.24    o    o    o  40.24 

4 11   112    o  42.06   o   42.06    o    o

   -    -  32.67 

6 9   408    o    o  33.15  33.15    o  33.75 

7 8    30    x    o  32.67  32.67    -

   x  33.75

   o  31.40 

  30.63           30.63 

8 6   557    o  31.40   o   31.40    o    o

9 7   594    o  30.63   o

    22.17 

11 1   121  15.10   o    o   15.10           15.10 

10 2   676    o    x  22.17  22.17       

          

12 3   163  15.07   x    x   15.07     15.07 

5   774                 

      



5月13日 14:30

長野県高校記録(KR)              10.32 塚原 直貴                    東海大三         2003/7/30   
南信高校記録(NR)                10.32 塚原 直貴                    東海大三         2003        
大会記録(GR)                    10.81 松下 優太                    松川             2015        

[ 1組] 風速 -1.7 [ 2組] 風速 -1.9

 1 日野 要(1)     11.97  1 池田 隆峨(2)     12.19 
ﾋﾉ ｶﾅﾒ 上伊那農 ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ 箕輪進修

 2 飯島 颯斗(2)     12.29  2 山口 智也(1)     12.44 
ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 高遠 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 東海大諏訪

 3 原 裕汰(1)     12.77  3 中澤 洵之介(1)     12.58 
ﾊﾗ ﾕｳﾀ 諏訪二葉 ﾅｶｻﾞﾜｼﾞｭﾝﾉｽｹ 諏訪清陵

 4 上田 隼(1)     12.77  4 木下 翔(1)     12.59 
ｳｴﾀﾞ ﾊﾔﾄ 岡谷工 ｷﾉｼﾀ ｼｮｳ 赤穂

 5 六波羅 歩(1)     12.91  5 山本 新之介(1)     14.00 
ﾛｸﾊﾗ ｱﾕﾑ 赤穂 ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝﾉｽｹ 赤穂

 6 小林 快聖(1)     13.08   相馬 未来(1)      
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 諏訪二葉 ｿｳﾏ ﾐﾗｲ 諏訪二葉

 7 井ヶ田 輿行(1)     14.74   木下 航希(1)      
ｲｹﾞﾀ ｺｼﾕｷ 箕輪進修 ｷﾉｼﾀ ｺｳｷ 諏訪二葉

   1 日野 要(1) 上伊那農     11.97 (-1.7)   1   1
   2 池田 隆峨(2) 箕輪進修     12.19 (-1.9)   2   1
   3 飯島 颯斗(2) 高遠     12.29 (-1.7)   1   2
   4 山口 智也(1) 東海大諏訪     12.44 (-1.9)   2   2
   5 中澤 洵之介(1) 諏訪清陵     12.58 (-1.9)   2   3
   6 木下 翔(1) 赤穂     12.59 (-1.9)   2   4
   7 原 裕汰(1) 諏訪二葉     12.77 (-1.7)   1   3
   7 上田 隼(1) 岡谷工     12.77 (-1.7)   1   4
   9 六波羅 歩(1) 赤穂     12.91 (-1.7)   1   5
  10 小林 快聖(1) 諏訪二葉     13.08 (-1.7)   1   6
  11 山本 新之介(1) 赤穂     14.00 (-1.9)   2   5
  12 井ヶ田 輿行(1) 箕輪進修     14.74 (-1.7)   1   7
    相馬 未来(1) 諏訪二葉          (-1.9)DNS   2    
    木下 航希(1) 諏訪二葉          (-1.9)DNS   2    

ｵｰﾌﾟﾝ男子

100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 所属名 記録／備考
8   364 8   306

ﾚｰﾝ No. 氏  名

7   383 2    54

4   134 3   123

2   258 6   497

5   500 4   488

6   136 5   133

DNS

タイムレース

DNS
3   308 7   135

備考 組 順位
  364

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

  306
  383
   54
  123
  497

  308
  133
  135

  134
  258
  500
  136
  488



5月15日 10:30

長野県高校記録(KR)              20.93 塚原 直貴                    東海大三         2003/7/12   
南信高校記録(NR)                20.93 塚原 直貴                    東海大三         2003        
大会記録(GR)                    21.33 塚原 直貴                    東海大三         2003        

[ 1組] 風速 +0.0 [ 2組] 風速 -0.5

 1 山口 智也(1)     24.85  1 臼井 伶(2)     23.78 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 東海大諏訪 ｳｽｲ ﾚｲ 東海大諏訪

 2 中澤 洵之介(1)     25.87  2 杉井 瑛澄(1)     25.05 
ﾅｶｻﾞﾜｼﾞｭﾝﾉｽｹ 諏訪清陵 ｽｷﾞｲ ｴｲｽ 諏訪清陵

 3 伊東 奏風(2)     25.96  3 原 裕汰(1)     26.08 
ｲﾄｳ ｶﾅﾀ 下諏訪向陽 ﾊﾗ ﾕｳﾀ 諏訪二葉

  木下 翔(1)        小林 快聖(1)      
ｷﾉｼﾀ ｼｮｳ 赤穂 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 諏訪二葉

  相馬 未来(1)      
ｿｳﾏ ﾐﾗｲ 諏訪二葉

   1 臼井 伶(2) 東海大諏訪     23.78 (-0.5)   2   1
   2 山口 智也(1) 東海大諏訪     24.85 (+0.0)   1   1
   3 杉井 瑛澄(1) 諏訪清陵     25.05 (-0.5)   2   2
   4 中澤 洵之介(1) 諏訪清陵     25.87 (+0.0)   1   2
   5 伊東 奏風(2) 下諏訪向陽     25.96 (+0.0)   1   3
   6 原 裕汰(1) 諏訪二葉     26.08 (-0.5)   2   3
    木下 翔(1) 赤穂          (+0.0)DNS   1    
    相馬 未来(1) 諏訪二葉          (+0.0)DNS   1    
    小林 快聖(1) 諏訪二葉          (-0.5)DNS   2    

ｵｰﾌﾟﾝ男子

200m

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
7    54 6    42

No. 氏  名

5   123 4   125

DNS

6   166 3   134

3   497 5   136
DNS

タイムレース

順位

4   133
DNS

組 順位
   42
   54
  125

No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

  136

  123
  166
  134
  497
  133



5月13日 11:15

長野県高校記録(KR)              46.98 塚田 英彦                    上田東           1993/8/2    
南信高校記録(NR)                47.28 小林 英和                    高遠             2013        
大会記録(GR)                    48.47 伊藤 秀隆                    松川             1996        

[ 3組]

 1 酒井 隼斗(1)     53.54 
ｻｶｲ ﾊﾔﾄ 東海大諏訪

ｵｰﾌﾟﾝ男子

400m

1    53
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



5月14日 11:05

長野県高校記録(KR)            1:48.46 川元 奨                      北佐久農         2010/10/24  
南信高校記録(NR)              1:49.19 二見 優輝                    諏訪清陵         2020        
大会記録(GR)                  1:53.79 二見 優輝                    諏訪清陵         2019        

 1 山崎 優葵(3)   2:09.40 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ つくば開成

 2 宮下 翔弥(2)   2:13.41 
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳﾔ 東海大諏訪

 3 唐澤 来希(2)   2:30.59 
ｶﾗｻﾜ ﾗｲｷ 箕輪進修

 4 田中 智友(1)   2:35.39 
ﾀﾅｶ ﾁﾕｳ 箕輪進修

  松村 奏和(1)      
ﾏﾂﾑﾗ ｶﾅﾄ 東海大諏訪

4    49

ｵｰﾌﾟﾝ男子

800m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  2631

6    69
DNS

5   302

7   307



5月13日 10:55

長野県高校記録(KR)            3:38.49 佐藤 清治                    佐久長聖         1999/5/22   
南信高校記録(NR)              3:49.26 和田 仁志                    伊那北           1985        
大会記録(GR)                  3:54.85 山川 拓馬                    上伊那農         2021        

 1 伊藤 紅羽(3)   4:13.94 
ｲﾄｳ ｸﾚﾊ 東海大諏訪

 2 大槻 心(1)   4:21.26 
ｵｵﾂｷ ｼﾝ 上伊那農

 3 山崎 優葵(3)   4:30.89 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ つくば開成

 4 前田 翔太(2)   4:32.85 
ﾏｴﾀﾞ ｼｮｳﾀ 東海大諏訪

 5 窪田 怜真(2)   4:37.57 
ｸﾎﾞﾀ ﾚｲﾏ 東海大諏訪

 6 滝澤 賢(2)   4:38.41 
ﾀｷｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 諏訪清陵

 7 宮下 翔弥(2)   4:44.20 
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳﾔ 東海大諏訪

 8 三澤 煌明(2)   4:52.67 
ﾐｻﾜ ｺｳﾒｲ 諏訪清陵

 9 古川 智樹(1)   5:08.16 
ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓｷ 諏訪清陵

10 難波 光輝(2)   5:08.18 
ﾅﾝﾊﾞ ｺｳｷ 諏訪清陵

  松村 奏和(1)      
ﾏﾂﾑﾗ ｶﾅﾄ 東海大諏訪

11   336

ｵｰﾌﾟﾝ男子

1500m

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    64

2  2631

9    51

7    50

4   119

1    49

6   118

5    69
DNS

10   127

8   111



5月15日 11:50

長野県高校記録(KR)           13:36.57 伊藤 大志                    佐久長聖         2020/11/15  
南信高校記録(NR)             14:01.21 山川 拓馬                    上伊那農         2020        
大会記録(GR)                 14:21.19 山川 拓馬                    上伊那農         2021        

10 山崎 優葵(3)  16:46.08 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ つくば開成

13 三澤 煌明(2)  17:43.06 
ﾐｻﾜ ｺｳﾒｲ 諏訪清陵

16  2631

15   118

ｵｰﾌﾟﾝ男子

5000m

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考



5月14日 13:00

長野県高校記録(KR)              51.36 小池 佑始                    東海大三         2002/10/22  
南信高校記録(NR)                51.36 小池 佑始                    東海大三         2002        
大会記録(GR)                    52.72 三好 翔                      赤穂             2000        

 1 坂口 和音(2)     59.60 
ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ 東海大諏訪

記録／備考
1    46

ｵｰﾌﾟﾝ男子

400mH(0.914m)

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



5月14日 14:40

長野県高校記録(KR)            8:51.11 山本 嵐                      佐久長聖         2017/8/2    
南信高校記録(NR)              8:57.13 小林 巧                      下諏訪向陽       2011        
大会記録(GR)                  9:19.86 北原 弘司                    伊那北           2009        

 1 難波 光輝(2)  12:41.54 
ﾅﾝﾊﾞ ｺｳｷ 諏訪清陵

記録／備考
14   111

ｵｰﾌﾟﾝ男子

3000mSC(0.914m)

順 ORD No. 氏  名 所属名



長野県高校記録(KR)               7.61 嶺村 鴻汰                    大町             2010/10/2   
南信高校記録(NR)                 7.57 新村 守                      東海大三         2004        
大会記録(GR)                     7.08 伊藤 健一                    飯田             1994        

 ３回の
 最高記録

吉澤 志琉(1)   5.71  6.00  5.01   6.00             6.00 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾘｭｳ 東海大諏訪   -0.2  -0.1  -0.2   -0.1                      -0.1

1 1    67

-6- 記録-4- -5--1- -2- -3- 備考

ｵｰﾌﾟﾝ男子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月15日 12:50

長野県高校記録(KR)              15.58 石川 和義                    中野実           2000/9/2    
南信高校記録(NR)                15.13 新村 守                      東海大三         2004        
大会記録(GR)                    14.36 多田 尚登                    阿智             1979        

 ３回の
 最高記録

吉澤 志琉(1)  11.89 12.12   x   12.12            12.12 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾘｭｳ 東海大諏訪   +0.4  +0.4         +0.4                      +0.4
倉澤 拓弥(1)                            DNS
ｸﾗｻﾜ ﾀｸﾔ 東海大諏訪                                                   

1 2    67

1    65

ｵｰﾌﾟﾝ男子

三段跳

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



5月14日  9:30

長野県高校記録(KR)              14.76 米倉 朋輝                    長野工           2015/7/31   
南信高校記録(NR)                13.28 小松 源之介                  東海大三         2007        
大会記録(GR)                    12.84 後藤 玲央                    高遠             2021        

 ３回の
 最高記録

下平 清龍(3)
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｾｲﾘｭｳ 箕輪進修

-5- -6- 記録 備考-4-

ｵｰﾌﾟﾝ男子

砲丸投(6.000kg)

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

1 1   301   8.88  8.45   9.46   9.46   9.46          
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