
１　　位 　 ２　　位 ３　　位 　 ４　　位 ５　　位 　 ６　　位 ７　　位 　 ８　　位
男子決勝 風 氏名　 記録 氏名　 記録 氏名　 記録 氏名　 記録 氏名　 記録 氏名　 記録 氏名　 記録 氏名　 記録

所属 所属 所属 所属 所属 所属 所属 所属
ｺｰﾄﾞ002 +1.6 小西志朗 11.11 伊藤森太郎 11.29 横田章人 11.50 春日　豪 11.69 北原涼平 11.77 長谷川亮介 11.82 武田岳士 11.87 橋爪　純 12.18
１００ｍ 下諏訪向陽3 諏訪清陵3 松川2 高遠3 伊那弥生ヶ丘3 松川1 飯田風越3 高遠3

ｺｰﾄﾞ003 小西志朗 22.53 伊藤正也 22.56 伊藤森太郎 22.65 横田章人 23.44 唐澤和也 23.75 須山修平 23.96 丸山拓実 24.27 名和正輝 24.40
２００ｍ 下諏訪向陽3 東海大三3 諏訪清陵3 松川2 伊那弥生ヶ丘1 諏訪実業2 高遠3 高遠3

ｺｰﾄﾞ005 伊藤森太郎 48.65 小西志朗 48.94 伊藤正也 49.41 須山修平 51.87 伊藤圭司 52.13 北澤宏幸 53.59 伊奈川祐樹 53.75 宮内　望 55.66
４００ｍ 諏訪清陵3 下諏訪向陽3 東海大三3 諏訪実業2 下諏訪向陽1 飯田風越3 下伊那農業3 飯田工業3

ｺｰﾄﾞ006 柳澤夏樹 1.58.17 米山高志 2.02.03 北原　諒 2.03.15 北原健介 2.03.84 小林佑輔 2.03.99 石田圭宏 2.05.26 天野史朗 2.06.62 小松信友 2.11.16
８００ｍ 東海大三3 飯田工業3 岡谷南3 上伊那農業3 岡谷工業2 阿南3 伊那北2 諏訪清陵2

ｺｰﾄﾞ008 柳澤夏樹 4.12.17 佐々木跡武 4.12.49 伊藤　覚 4.14.01 早野吉信 4.14.08 北原健介 4.14.37 西澤倫彦 4.14.39 米山高志 4.14.44 平出　海 4.14.60
１５００ｍ 東海大三3 上伊那農業3 飯田3 阿南3 上伊那農業3 諏訪清陵3 飯田工業3 岡谷南3
ｺｰﾄﾞ011 野竹勇貴 15.38.01 西澤倫彦 15.49.65 佐々木跡武 15.59.23 早野吉信 16.03.19 柴田優樹 16.11.48 唐木智充 16.17.15 林　充那登 16.19.59 福澤一樹 16.20.06
５０００ｍ 下伊那農業3 諏訪清陵3 上伊那農業3 阿南3 飯田2 伊那北3 飯田3 上伊那農業3

ｺｰﾄﾞ034 -3.9 加納　晃 16.60 五味正貴 17.50 増澤資盛 17.67 丸山拓実 17.85 小林　潤 17.86 三沢俊和 19.36 森　嵩貴 19.65 城取寛幸 20.06
１１０ｍH 伊那北3 諏訪実業3 岡谷工業2 高遠3 下伊那農業3 飯田2 駒ヶ根工業1 高遠2
ｺｰﾄﾞ036 加納　晃 58.72 野口健二 59.20 五味正貴 59.43 岡本　遼 60.15 西尾辰也 61.06 春日　豪 62.64 石川文月 63.05 田中孝佳 65.84
４００ｍH 伊那北3 東海大三2 諏訪実業3 飯田工業3 高遠3 高遠3 伊那北3 東海大三2
ｺｰﾄﾞ053 野竹勇貴 9.45.87 西澤倫彦 9.46.97 林　充那登 9.51.06 白石祐也 10.06.57 北原崇志 10.07.25 牛山光志朗 10.08.81 小平　普 10.16.37 伊藤　覚 10.16.54
３０００ｍSC 下伊那農業3 諏訪清陵3 飯田3 伊那北3 伊那弥生ヶ丘3 諏訪清陵2 飯田3 飯田3
ｺｰﾄﾞ061 矢島朋幸 23.10.92 原　清文 23.10.93 岡田和貴 24.24.80 横井　遼 25.48.89 桜井友了 26.54.86 光澤孔由 27.09.55 森本一喜 27.16.44 池上幸佑 27.17.33
５０００ｍＷ 東海大三3 松川2 飯田風越2 松川3 飯田3 下伊那農業3 飯田風越3 飯田工業1
ｺｰﾄﾞ601 高遠 45.07 諏訪清陵 45.14 東海大三 45.18 下諏訪向陽 46.80 飯田工業 47.03 駒ヶ根工業 47.18 飯田風越 47.48 岡谷南 48.24
4×１００ｍＲ 橋爪　純3 菊池隆司3 伊藤正也3 金子英人1 下平信也2 森　嵩貴1 北沢篤志3 奈良崎太志3

丸山拓実3 白尾貴司3 立木　結2 小西志朗3 宮内　望3 村井大介1 武田岳士3 長田　智3
西尾辰也3 真嶋　純3 野口健二2 柳澤幸太1 宮下駿平1 尾崎光弘2 北澤宏幸3 飯田祥吾2
春日　豪3 伊藤森太郎3 池上順也3 伊藤圭司1 松尾雄治1 北平浩貴3 後藤　央3 北原　諒3

ｺｰﾄﾞ603 東海大三 3.28.14 諏訪清陵 3.31.15 下諏訪向陽 3.36.37 飯田工業 3.36.87 伊那弥生ヶ丘 3.38.60 飯田風越 3.41.02 上伊那農業 3.42.46 岡谷南 3.53.56
４×４００ｍＲ 立木　結2 白尾貴司3 金子英人1 岡本　遼3 中平英貴2 北沢篤志3 池田涼太2 長田　智3

柳澤夏樹3 真嶋　純3 伊藤圭司1 宮内　望3 北原涼平3 北澤宏幸3 福澤一樹3 平出　海3
野口健二2 菊池隆司3 今井　聡1 宮下駿平1 唐澤和也1 田中善久1 佐々木跡武3 篠原　健3
伊藤正也3 伊藤森太郎3 小西志朗3 米山高志3 春日徹也2 武田岳士3 北原健介3 工藤克訓2

ｺｰﾄﾞ071 米山祐也 1m65 稲村立吉 1m60 西尾辰也 1m55 野口健二 1m50 三沢俊和 1m35 池田広信 1m35
走高跳 飯田風越3 高遠1 高遠3 東海大三2 飯田2 富士見1

ｺｰﾄﾞ072 小林　潤 4m00 松崎孝紀 3m20 城取寛幸 2m60 丸山拓実 2m40 春日慧悟 2m20 小澤　聖 2m20
棒高跳 下伊那農業3 伊那北3 高遠2 高遠3 伊那北1 高遠2

ｺｰﾄﾞ073 池上順也 6m92 西尾辰也 6m45 松尾雄治 6m37 北原涼平 6m19 野溝亮太 6m14 城取寛幸 6m01 松下絋之 6m00 後藤　央 5m97
走幅跳 東海大三3 +3.3 高遠3 +2.8 飯田工業1 +3.4 伊那弥生ヶ丘3 +2.1 高遠2 +2.4 高遠2 +1.9 松川2 +2.0 飯田風越3 +1.5

ｺｰﾄﾞ074 池上順也 12m48 野溝亮太 12m14 松下絋之 12m13 野口健二 11m99 奈良崎太志 11m98 米山祐也 11m79 長田　智 11m46 井原健吾 10m20
三段跳 東海大三3 +1.6 高遠2 0 松川2 +1.4 東海大三2 +1.8 岡谷南3 -1.0 飯田風越3 +2.9 岡谷南3 +1.6 駒ヶ根工業3 +0.2

ｺｰﾄﾞ082 小松源之介 11m19 真嶋　純 10m81 加納拓馬 10m62 菊池隆司 9m17 飯田祥吾 8m68 堀井裕介 8m19 塩沢勇太 7m82 塩沢佳崇 7m80
砲丸投 東海大三2 諏訪清陵3 伊那北2 諏訪清陵3 岡谷南2 伊那北1 飯田工業3 下伊那農業1

ｺｰﾄﾞ087 真嶋　純 32m49 小松源之介 32m45 小池亮太 27m41 北澤宏幸 26m41 塩沢佳崇 26m40 馬場元樹 26m31 塩沢勇太 24m33 中村光隆 23m58
円盤投 諏訪清陵3 東海大三2 飯田工業3 飯田風越3 下伊那農業1 高遠3 飯田工業3 飯田工業2

ｺｰﾄﾞ090 小松源之介 20m20 高橋博己 18m47 金原健太 18m47 唐澤尚徳 13m79 遠山佑太 11m84 光澤孔由 10m12 小林春樹 7m95 小平貴則 7m68
ﾊﾝﾏｰ投 東海大三2 伊那弥生ヶ丘3 下伊那農業3 伊那弥生ヶ丘3 飯田3 下伊那農業3 飯田2 諏訪二葉1
ｺｰﾄﾞ092 加納拓馬 47m11 奈良崎太志 42m46 中村光隆 42m41 馬場元樹 41m34 小池亮太 40m93 林　充那登 40m21 勝野英貴 38m93 涌井洸宜 37m78
やり投 伊那北2 岡谷南3 飯田工業2 高遠3 飯田工業3 飯田3 阿南1 飯田風越1

ｺｰﾄﾞ210 奈良崎太志 4369 真嶋　純 3744 池田涼太 3497 田嶋優策 3037 小林圭輔 2497 高橋　聡 2429 柳澤幸太 2382 春日隆大 2223
8種競技 岡谷南3 諏訪清陵3 上伊那農業2 阿南1 伊那北1 伊那弥生ヶ丘1 下諏訪向陽1 伊那北1
対校得点

東海大三 108 高遠 86 諏訪清陵 83 伊那北 61 飯田工業 52 下伊那農業 47.5 飯田 40.5 下諏訪向陽 40

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日程　平成１８年５月１２日～１４日　　会場　伊那市総合運動場陸上競技場（コード　２０２０３０）



１　　位 　 ２　　位 ３　　位 　 ４　　位 ５　　位 　 ６　　位 ７　　位 　 ８　　位
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所属 所属 所属 所属 所属 所属 所属 所属
ｺｰﾄﾞ002 +1.5 仲田千秋 12.92 樋口恵美 12.98 熊谷理衛 12.98 市川ゆう 13.07 櫻井ゆかり 13.08 林　恵理香 13.53 南島彩乃 13.58 菊地真奈美 14.23
１００ｍ 伊那弥生ヶ丘3 下諏訪向陽2 下伊那農業2 伊那北3 飯田風越3 伊那西2 飯田風越1 伊那弥生ヶ丘3

ｺｰﾄﾞ003 -1.6 仲田千秋 25.88 櫻井ゆかり 26.70 市川ゆう 26.76 菊地真奈美 27.40 熊谷理衛 27.59 南島彩乃 27.73 北原瑞季 27.77 大蔵絢子 28.47
２００ｍ 伊那弥生ヶ丘3 飯田風越3 伊那北3 伊那弥生ヶ丘3 下伊那農業2 飯田風越1 伊那弥生ヶ丘3 諏訪清陵3

ｺｰﾄﾞ005 肥野沙也加 64.52 栗林夏美 65.20 唐沢美沙子 65.43 太田美緒 65.67 古田祐佳子 66.19 伊藤香澄 67.32 古島　愛 67.42 池田未来 69.08
４００ｍ 伊那北3 辰野2 下諏訪向陽3 下諏訪向陽2 飯田3 諏訪実業3 飯田風越2 諏訪清陵3

ｺｰﾄﾞ006 肥野沙也加 2.23.96 平澤　綾 2.26.11 古田祐佳子 2.30.50 宮澤愛海 2.30.61 笠原　恵 2.31.05 田中千春 2.36.10 久保田理美 2.37.31 島田麻里 2.46.06
８００ｍ 伊那北3 伊那北3 飯田3 東海大三1 東海大三1 諏訪清陵1 飯田風越3 伊那北3

ｺｰﾄﾞ008 大沼香織 4.49.25 上條はずき 4.51.98 亀山絵未 5.03.11 平澤　綾 5.08.97 山岡あやの 5.15.66 島田麻里 5.23.52 山野井優衣 5.23.63 宮下みさ希 5.24.14
１５００ｍ 伊那北3 東海大三2 東海大三1 伊那北3 諏訪清陵1 伊那北3 諏訪実業2 飯田風越3
ｺｰﾄﾞ010 大沼香織 9.59.39 上條はずき 10.23.28 亀山絵未 10.47.44 福澤奈津美 11.04.45 山岡あやの 11.18.15 山野井優衣 11.21.07 井沢里紗 11.43.47 宮下みさ希 11.53.17
３０００ｍ 伊那北3 東海大三2 東海大三1 東海大三1 諏訪清陵1 諏訪実業2 伊那西3 飯田風越3
ｺｰﾄﾞ044 -3.9 古松奈々子 17.38 大蔵絢子 18.15 熊谷奈津美 18.67 林　恵理香 19.30 秦　　恵 19.32 佐々木知香 19.36 伊東かほり 19.69 近藤真由 24.11
1００mH 諏訪清陵3 諏訪清陵3 阿南2 伊那西2 松川2 飯田2 伊那西2 飯田女子3

ｺｰﾄﾞ045 北原瑞季 71.10 熊谷奈津美 74.46 肥野沙也加 75.85 倉田好美 76.69
４００ｍＨ 伊那弥生ヶ丘3 阿南2 伊那北3 伊那西2

中村真奈 16.51.29 井澤優香 16.53.46 水上八恵子 18.12.16 宮島有里恵 18.23.88 園原明日加 19.28.92 宮坂幸代 20.29.76 平澤彩佳 22.50.96
３０００ｍＷ 岡谷南1 伊那西3 伊那西2 伊那北2 飯田女子3 諏訪実業3 赤穂2
ｺｰﾄﾞ601 飯田風越 51.84 伊那弥生ヶ丘 52.07 下諏訪向陽 52.81 諏訪清陵 53.63 伊那西 54.02 伊那北 54.30 諏訪実業 55.48 岡谷東 55.62
4×１００ｍＲ 南島彩乃1 北原瑞季3 小林郁恵3 牛山　綾1 平澤成美2 保科早紀2 成山志保1 加藤里菜1

矢島莉絵3 仲田千秋3 樋口恵美2 古松奈々子3 伊東かほり2 肥野沙也加3 伊藤香澄3 岩垂芳子1
古島　愛2 菊地真奈美3 太田美緒2 大蔵絢子3 小口紗也加3 河野千穂3 田中　恵1 曽田真由2
櫻井ゆかり3 小澤智代1 唐沢美沙子3 武井冴香3 林　恵理香2 市川ゆう3 鈴木あづさ1 林口奈央2

ｺｰﾄﾞ603 下諏訪向陽 4.18.83 伊那北 4.20.76 諏訪清陵 4.22.59 飯田風越 4.24.58 東海大三 4.25.45 伊那西 4.25.56 諏訪実業 4.29.06 伊那弥生ヶ丘 4.53.06
4×４００ｍＲ 太田美緒2 市川ゆう3 小林春子3 矢島莉絵3 宮澤愛海1 平澤成美2 田中　恵1 山崎愛里1

上條あかね2 島田麻里3 池田未来3 古島　愛2 亀山絵未1 渡邉礼夢2 伊藤香澄3 武井友梨奈1

樋口恵美2 平澤　綾3 古松奈々子3 久保田理美3 笠原　恵1 林　恵理香2 鈴木あづさ1 馬場彩香1
唐沢美沙子3 肥野沙也加3 武井冴香3 櫻井ゆかり3 上條はずき2 倉田好美2 矢崎尚子1 大久保涼花1

ｺｰﾄﾞ071 田中　恵 1m50 小口紗也加 1m45 片桐美香 1m45 樋口恵美 1m45 武井冴香 1m40 伊藤香澄 1m35 野崎柚香 1m35 青木亜由美 1m30
走高跳 諏訪実業1 伊那西3 飯田2 下諏訪向陽2 諏訪清陵3 諏訪実業3 辰野1 伊那西1

ｺｰﾄﾞ073 櫻井ゆかり 5m25 矢島莉絵 5m10 秦　　恵 4m88 中平絵美 4m60 小澤智代 4m59 中泉有紗 4m50 小平麻衣 4m45 佐々木知香 4m33
走幅跳 飯田風越3 +1.6 飯田風越3 +1.1 松川2 +0.2 松川1 +1.6 伊那弥生ヶ丘1 +1.0 伊那西2 +0.6 飯田風越3 +1.0 飯田2 +0.1

ｺｰﾄﾞ084 湯澤琴美 8m69 小林郁恵 8m20 熊谷ゆかり 8m40 長窪麻実 7m74 加藤真希 7m71 熊谷恵里 7m45 青木亜由美 6m95 田中　恵 6m73
砲丸投 飯田風越2 下諏訪向陽3 松川3 松川3 岡谷南2 飯田風越3 伊那西1 諏訪実業1

ｺｰﾄﾞ088 長窪麻実 27m42 湯澤琴美 26m87 熊谷ゆかり 26m53 熊谷恵里 25m31 加藤真希 24m03 片桐麻里 23m64 福澤春香 21m01 小林知恵実 16m57
円盤投 松川3 飯田風越2 松川3 飯田風越3 岡谷南2 飯田2 飯田女子3 伊那西2

ｺｰﾄﾞ093 武井冴香 31m55 古松奈々子 30m56 小林知恵実 29m46 加藤真希 28m39 小林郁恵 28m26 熊谷恵里 27m81 湯澤琴美 25m98 河角奈央 23m42
やり投 諏訪清陵3 諏訪清陵3 伊那西2 岡谷南2 下諏訪向陽3 飯田風越3 飯田風越2 岡谷南2

ｺｰﾄﾞ211 古松奈々子 3741 牛山　綾 2694 中泉有紗 2290 福澤春香 2058 近藤真由 1894 河野千穂 1890
7種 諏訪清陵3 諏訪清陵1 伊那西2 飯田女子3 飯田女子3 伊那北3

保科亜希 2m20 保科早紀 2m00 丸山恵理子 2m00
棒高跳 伊那北3 伊那北2 伊那北3

長窪麻実 19m10 丸山恵理子 18m13 熊谷ゆかり 18m17 宮坂幸代 14m20 小林知恵実 13m83 保科亜希 10m85 小澤あゆみ 10m63 保科早紀 10m10
ハンマー投 松川3 伊那北3 松川3 諏訪実業3 伊那西2 伊那北3 伊那西1 伊那北2
対校得点

伊那北 115 飯田風越 80 諏訪清陵 73 伊那西 69 松川 54 下諏訪向陽 48 伊那弥生ヶ丘 44 東海大三 44

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日程　平成１８年５月１２日～１４日　　会場　伊那市総合運動場陸上競技場（コード　２０２０３０）
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