
第62回長野県陸上競技選手権大会                                                  
　主催：長野陸上競技協会・（財）長野県体育協会・長野県高等学校体育連盟・        
　　　　長野県中学校体育連盟・信濃毎日新聞社・長野市教育委員会                  
　期日：平成21年9月5日（土）・6日（日）                                         

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】201010  長野市営陸上競技場

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
09/06男子  +1.9土山 徹也 10.64深沢 宏之(2) 10.77坂口慎太郎 10.81吉冨 和弥 10.96岩田 晃 10.99原 翔太(2) 11.04小林 裕志 11.08松澤ｼﾞｱﾝ成治(3) 11.12

100m NUAC 松代高 NUAC ヤマトヤ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 高遠高 NUAC 高遠高
09/05  +4.5岩田 晃 21.74坂口慎太郎 21.95三村 瑞樹(3) 22.19原 翔太(2) 22.30小林 修也(2) 22.74鳥屋 心吾(1) 22.83平川 和章(2) 22.86

200m ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ NUAC 伊那北高 高遠高 松商学園高 大町高 諏訪二葉高
09/06 久保田翔平(3) 49.72川上　真弥(1) 51.10牛澤 成一(2) 51.75早川 恭平(3) 51.86松尾 駿輝(2) 51.92長尾 勇希(3) 52.47中平　弘(1) 53.29齊藤光太郎(2) 53.58

400m 飯田風越高 岩村田高 屋代高 長野吉田高 東海大三高 塩尻広陵中 飯田高 屋代高
09/05 川元 奨(2) 1,54.66笠原 祥多(1) 1,58.76ｶﾗﾑ ｲﾑﾗﾝ(2) 2,00.97宮坂 優介(4) 2,01.44徳武 大起(3) 2,03.82原 弦太郎(5) 2,05.33長尾 勇希(3) 2,06.26大田 一輝(2) 2,08.52

800m 北佐久農業高 諏訪二葉高 東海大三高 長野高専 須坂東高 長野高専 塩尻広陵中 上田高
09/06 利根川裕雄 4,03.41笠原 祥多(1) 4,05.83鳥羽 大地(2) 4,06.59中島 將護(3) 4,08.68ｶﾗﾑ ｲﾑﾗﾝ(2) 4,12.18宮坂 優介(4) 4,12.42徳武 大起(3) 4,14.12滝沢 優也(2) 4,14.36

1500m アルプスツール 諏訪二葉高 松本深志高 長野高専 東海大三高 長野高専 須坂東高 篠ノ井高
09/05 利根川裕雄 14,38.90牛山 純一 14,44.09前澤 利弥 14,49.95平田 和也 14,58.08牛山 雄平(3) 15,01.30松野 淳司 15,12.43松久　哲治 15,18.35帯刀　秀幸 15,22.62

5000m アルプスツール 諏訪南PC 下伊那郡陸協 長野市陸協 諏訪二葉高 塩尻市陸協 上田市陸協 上田市陸協
09/06 牛山 純一 30,48.06平田 和也 31,13.49前澤 利弥 31,18.31利根川裕雄 31,50.03柳沢　瑞樹 32,03.11前島 啓一 32,06.43小林 正俊(3) 32,16.48松久　哲治 32,17.25

10000m諏訪南PC 長野市陸協 下伊那郡陸協 アルプスツール 須坂市陸協 長野市陸協 上伊那農業高 上田市陸協
09/06  +2.9太田 和彰(2) 14.66伊達 仁哉(3) 14.82宮川　寛亮 14.82会津 秀馬(1) 15.38中嶋 友也 15.87木村　大樹(1) 16.11丸山 将史(2) 16.22竹内 一弘 17.03

110mH(1.067)松代高 福井工大 北大･院 信州大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 信州大 長野日大高 ﾄﾞﾘｰﾑＡ．Ｃ
09/05 宮川　寛亮 54.17早川 恭平(3) 54.27下里 直弥(3) 54.85熊谷 憲 57.79緑川 勇樹(4) 58.15中村 悠陽(2) 58.28板花 啓太(4) 58.57東山　由輝(1) 58.62

400mH(0.914)北大･院 長野吉田高 松商学園高 ヤマトヤ 信州大 大町高 信州大 岩村田高
09/05 宮入 一海 9,05.16原 広野(2) 10,09.86島田 康陽(2) 10,20.57渡邊 駿(1) 10,22.26風間 栄作(2) 10,22.75岡村 尚平(2) 10,28.83宮澤 遼(2) 10,37.79泉 継道(1) 10,40.52

3000mSC北佐久郡陸協 伊那北高 長野高専 東大 更級農業高 丸子修学館高 丸子修学館高 上田高
09/05 宮澤 英之(3) 21,46.91小林 純平(2) 24,13.39北原 亮(1) 24,52.95小林 一也(2) 25,00.03矢ｹ崎雄也(2) 25,17.62佐藤 遼平(2) 25,34.56湯本 章人(2) 25,55.28尾澤 佳昭(2) 26,14.61

5000mW佐久長聖高 佐久長聖高 長野高 伊那北高 松川高 須坂園芸高 須坂園芸高 小諸商業高
09/06 羽生田宇恭(1) 1.85山崎 将文 1.85西澤 翔 いよだＡＣ 1.85山崎 拓実(1) 1.80村中 智彦(1) 1.80松原 大輝(2) 1.80中山 昂平(3) 1.75

走高跳 長野日大高 信大こまくさ 小林 夏樹(3) 諏訪二葉高 大町高 松商学園高 大町高 望月中
09/05 松澤ｼﾞｱﾝ成治(3) 4.80出川 雄基 4.80浅見 剛志(2) 4.10竹村 昴浩(1) 4.00小山 吉明 4.00滝沢　一樹(3) 4.00畠山 薫(2) 3.80小山 範晃(1) 3.60

棒高跳 高遠高 いよだＡＣ 長野工業高 諏訪二葉高 須坂市陸協 信州大 長野日大高 上田東高
中嶋 慎也(2)
伊那弥生ヶ丘高

09/05 佐藤 賢一 7.24(0.0)深沢 宏之(2) 7.18(+1.9)下平 克宣 7.17(+1.8)嶺村 鴻汰(2) 7.11(-0.2)北野 幸徳 7.06(+0.4)宮川 将宗(2) 6.74(+1.3)関 昌徳 6.66(+0.1)中村 晃大(3) 6.60(+1.4)
走幅跳 信大こまくさ 松代高 長野市陸協 大町高 信大こまくさ 高崎経済大 信大こまくさ 大町高

09/06 深沢 宏之(2)14.90(+4.4)原 卓也 14.64(+3.0)櫻井 大幹(3)14.34(+3.3)成田 正崇(3)14.33(+4.8)中村 晃大(3)14.06(+2.9)松橋 昂平(1)13.94(+3.2)羽賀 拓己(3)13.78(+3.9)宮川 将宗(2)13.74(+5.2)
三段跳 松代高 TOKAI A.C 松代高 飯田風越高 大町高 松本大 大町高 高崎経済大

09/06 中谷 俊貴(3) 11.26中島 公徳 10.29小林龍之介(2) 9.77宮澤 翼 9.71堀井 裕介(1) 9.26石崎 暁裕(1) 7.88中谷昭太郎(2) 6.80中村 陽太(1) 6.73
砲丸投(7.260kg) 塩尻志学館高 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 小諸高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 新潟大 大町高 箕輪中 松代高

09/05 中谷 俊貴(3) 34.99荻原 邦宏(1) 33.56勝野 英貴(1) 32.90熊井 大地(1) 30.35尾﨑　雄介(1) 更級農業高 28.89小林龍之介(2) 28.53小笠原拓人(2) 26.90
円盤投(2.000kg) 塩尻志学館高 松本大 松本大 松本大 土屋 春生 北佐久郡陸協 小諸高 飯田高

09/06 宮本 昌彦 51.90富井 博輝(3) 47.41高橋 孝幸 40.35熊谷 剛(3) 38.85岩下 遼介(2) 38.10斉藤 和彦 38.07坪井 和久(2) 36.02太田 悠葵(2) 32.90
ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg) シナノAC 須坂園芸高 長野市陸協 明科高 上田高 長野市陸協 須坂園芸高 明科高

09/06 宮嵜進太郎 57.35友田 利男 56.33大木 雄太(2) 55.12石坂 直毅(2) 53.39田中 完次 52.71高見澤雄太(3) 50.54小笠原拓人(2) 49.85石坂 俊樹(2) 48.11
やり投(800g) シナノAC シナノAC 信州大 長野日大高 シナノAC 松本大 飯田高 長野日大高

09/05 NUAC       41.07松本大       43.31岩村田高       43.43長野日大高       44.15長野高専       44.61長野吉田高       44.91
4×100mR 小林 裕志 八木 直(4) 宮川　広夢(1) 畠山 薫(2) 伊東 良容(3) 久保 拓海(2)

坂口慎太郎 松沢 恵佑(1) 櫻井　裕也(2) 関川 大介(2) 深澤 貴仁(4) 齊藤 新(1)
井出 雅人 曲尾 卓朗(1) 東山　由輝(1) 高野 拓美(2) 竹内 三就(4) 関口 直人(2)
土山 徹也 松橋 昂平(1) 川上　真弥(1) 小林 龍太(1) 山本 龍一(2) 小島 正大(1)

09/06 長野高専     3,24.29岩村田高     3,26.51ヤマトヤ     3,26.63上田高     3,27.90長野吉田高     3,28.64ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野     3,28.83丸子修学館高     3,35.62
4×400mR 深澤 貴仁(4) 宮川　広夢(1) 熊谷 憲 清水 大暉(2) 関口 直人(2) 鈴木 真弘 久保川峻吾(1)

山本 龍一(2) 遠山　直希(1) 山浦 圭介 小宮山彦毅(1) 高平 勝也(2) 高木 真矢 柄澤 昌希(1)
小林 洋貴(4) 東山　由輝(1) 等々力 守 細谷 優太(2) 齊藤 新(1) 田中 慎一 今井 晃規(2)
原 弦太郎(5) 川上　真弥(1) 吉冨 和弥 大田 一輝(2) 早川 恭平(3) 和泉 幸明 村松 裕太(2)



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第62回長野県陸上競技選手権(2009.9.5-6)                                          ｺｰﾄﾞ  [9200008]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 09/06 +1.9 1土山 徹也    10.64 2深沢 宏之(2)    10.77 3坂口慎太郎    10.81 4吉冨 和弥    10.96

NUAC 松代高 NUAC ヤマトヤ
 5岩田 晃    10.99 6原 翔太(2)    11.04 7小林 裕志    11.08 8松澤ｼﾞｱﾝ成治(3)    11.12

ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 高遠高 NUAC 高遠高
男子 09/05 +4.5 1岩田 晃    21.74 2坂口慎太郎    21.95 3三村 瑞樹(3)    22.19 4原 翔太(2)    22.30

ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ NUAC 伊那北高 高遠高
 5小林 修也(2)    22.74 6鳥屋 心吾(1)    22.83 7平川 和章(2)    22.86新井 晃(2) 欠場    

松商学園高 大町高 諏訪二葉高 長野吉田高
男子 09/06  1久保田翔平(3)    49.72 2川上　真弥(1)    51.10 3牛澤 成一(2)    51.75 4早川 恭平(3)    51.86

飯田風越高 岩村田高 屋代高 長野吉田高
 5松尾 駿輝(2)    51.92 6長尾 勇希(3)    52.47 7中平　弘(1)    53.29 8齊藤光太郎(2)    53.58

東海大三高 塩尻広陵中 飯田高 屋代高
男子 09/05  1川元 奨(2)  1,54.66 2笠原 祥多(1)  1,58.76 3ｶﾗﾑ ｲﾑﾗﾝ(2)  2,00.97 4宮坂 優介(4)  2,01.44

北佐久農業高 諏訪二葉高 東海大三高 長野高専
 5徳武 大起(3)  2,03.82 6原 弦太郎(5)  2,05.33 7長尾 勇希(3)  2,06.26 8大田 一輝(2)  2,08.52

須坂東高 長野高専 塩尻広陵中 上田高
男子 09/06  1利根川裕雄  4,03.41 2笠原 祥多(1)  4,05.83 3鳥羽 大地(2)  4,06.59 4中島 將護(3)  4,08.68

アルプスツール 諏訪二葉高 松本深志高 長野高専
 5ｶﾗﾑ ｲﾑﾗﾝ(2)  4,12.18 6宮坂 優介(4)  4,12.42 7徳武 大起(3)  4,14.12 8滝沢 優也(2)  4,14.36

東海大三高 長野高専 須坂東高 篠ノ井高
 9宮尾 英之(2)  4,16.4710小林 祐也(1)  4,17.4611桃澤 大祐(2)  4,17.6112宮本 泰佑(1)  4,18.54

長野日大高 上田東高 上伊那農業高 長野日大高
13大久保賢志(1)  4,22.7014菅沼 武光(2)  4,25.6815田原 直貴(3)  4,26.4216山崎佑太郎  4,32.14

上田西高 長野日大高 上伊那農業高 千曲市陸協
川元 奨(2) 欠場    宮入 一海 欠場    

北佐久農業高 北佐久郡陸協
男子 09/05 1組  1久保田 隼(3) 16,02.17 2吉見 悠斗(1) 16,13.88 3関 喜明 16,29.40 4平澤 賢市 16,38.32

飯島中 長野日大高 松本自衛隊 茅野市陸協
 5伊藤 隼人(3) 16,45.68 6田上 敬太(2) 16,53.53 7山崎佑太郎 16,54.51 8内川 隆 16,55.49

上伊那農業高 篠ノ井高 千曲市陸協 安曇野陸協
 9北村 健(1) 16,56.0210清水 文人(1) 17,00.3311千国 直哉(1) 17,03.4512小林 巧(1) 17,17.53

松本大 信州大 松本深志高 下諏訪向陽高
13早川 翼(2) 17,19.5814福澤 一樹(3) 17,25.1115青木 友亮(1) 17,25.3416田中 耀介(1) 17,36.11

信州大 松本大 松商学園高 松本深志高
17小桂 重徳(2) 17,44.9718新井 啓太 17,55.3019山名幾多郎(2) 18,04.6420前田 庸宏(2) 18,06.80

信州大 千曲市陸協 松本深志高 信州大
小林 浩俊(2) 欠場    小板橋剛大(3) 欠場    松本 忠史(2) 欠場    小野 剛史 欠場    

小諸高 創造学園大高 篠ノ井高 千曲市陸協
深井　利彦 欠場    出口 武志(3) 欠場    臼田康一郎(3) 欠場    藤牧 陽(4) 欠場    

須坂市陸協 東御東部中 坂城中 福井工大
田中 章浩 欠場    江澤 昴(1) 欠場    

長野電子 長野日大高

5000m

順
位

800m

1500m

200m

400m

100m

順
位

順
位

順
位



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第62回長野県陸上競技選手権(2009.9.5-6)                                          ｺｰﾄﾞ  [9200008]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位
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位

 2組  1小林 正俊(3) 15,36.10 2百瀬　永吉 15,42.70 3小林 大起(3) 15,42.93 4滝澤 勉 15,48.96
上伊那農業高 松本市陸協 松本県ヶ丘高 ジェルモ

 5濱 吉彦 15,51.30 6山本　敦司(2) 15,53.27 7柳沢 悠太(3) 15,54.35 8本田 高志 15,57.49
ジェルモ 信州大 丸子修学館高 須坂市陸協

 9中島 將護(3) 15,58.4610高木 寿希(3) 16,07.2311宮尾 英之(2) 16,07.5512三沢 健 16,07.66
長野高専 更級農業高 長野日大高 飯田市陸協

13沢渡　知成 16,09.7314奥原 達朗(4) 16,11.3815小口 秀哉 16,14.8816藤森 義文 16,16.12
長野市陸協 長野高専 下諏訪町体協 京セラ長野

17松村 健一 16,26.0118溝口 群(3) 16,34.2719芦原 典宏(4) 16,39.1720小林 祐介(3) 16,41.60
下伊那郡陸協 長野日大高 信州大 長野日大高

21折井 正幸 16,47.5822高木 一裕(3) 16,56.6323中村 純和 17,06.7024小長谷祥治(1) 17,40.50
飯田市陸協 首都大 塩尻市陸協 信州大

平澤 宏幸 欠場    高木 孝亮(3) 欠場    佐々木跡武 欠場    田村 大和(2) 欠場    
下伊那郡陸協 信大 ジェルモ 長野大

原田優一郎 欠場    小林 貴大(2) 欠場    
松本市陸協 長野日大高

 3組  1利根川裕雄 14,38.90 2牛山 純一 14,44.09 3前澤 利弥 14,49.95 4平田 和也 14,58.08
アルプスツール 諏訪南PC 下伊那郡陸協 長野市陸協

 5牛山 雄平(3) 15,01.30 6松野 淳司 15,12.43 7松久　哲治 15,18.35 8帯刀　秀幸 15,22.62
諏訪二葉高 塩尻市陸協 上田市陸協 上田市陸協

 9鳥羽 大地(2) 15,27.2610滝沢 優也(2) 15,27.7011原 武司 15,29.2712堀内 柊吾(2) 15,31.00
松本深志高 篠ノ井高 下伊那郡陸協 長野日大高

13垂澤 直也(3) 15,31.1114岩田 紘史 15,31.5615矢花 之宏 15,33.9916土屋　秀徳 15,37.21
長野日大高 信州大･院 諏訪市陸協 上田市陸協

17羽川　英一 15,42.6418鈴木 昌幸 15,46.6919菅沼 武光(2) 15,50.2120長谷川久嗣 15,55.12
松本市陸協 ジェルモ 長野日大高 上水内陸協

21大村 一 15,58.3522伊野 達郎(3) 16,00.2223清水　優 16,04.0224加藤 真彰(4) 16,21.23
塩尻市役所 丸子修学館高 小諸市陸協 信州大

25西沢 倫彦(3) 16,28.5526菅沼　貴之(4) 16,51.86矢野 陽介 欠場    河野 駿介(2) 欠場    
信州大 信州大 上水内陸協 長野日大高

男子 09/06 1組  1土屋　秀徳 33,04.94 2百瀬　永吉 33,45.49 3高木 寿希(3) 34,12.14 4箕輪　敏 34,24.92
上田市陸協 松本市陸協 更級農業高 上田市陸協

 5勾田 達也 34,38.56 6大村 一 34,44.02 7芦原 典宏(4) 34,56.06 8秋山 勝美 35,05.25
飯田市陸協 塩尻市役所 信州大 長野市陸協

 9清水　優 35,06.4710市川 武 35,31.7811波多野悠人(2) 35,35.7512内川 隆 35,36.94
小諸市陸協 長野市陸協 創造学園大高 安曇野陸協

13山上　聡 35,37.9014中村 純和 36,02.3015江平　隆司 36,19.0816中澤 忠光 36,22.11
上田市陸協 塩尻市陸協 上田市陸協 アルプスツール

17星野 友則 36,28.4918高市 皓太 36,48.8019高橋 成也 36,55.1820松田　秀樹 37,18.07
松本自衛隊 信州大･院 諏訪清陵高 富士見体協

21太田 達也 38,11.22八反田浩也 途中棄権 高木 孝亮(3) 途中棄権 山川 翔平(2) 欠場    
長野市陸協 上田市陸協 信大 信州大

上野 隆太 欠場    藤沢　優一 欠場    小長谷祥治(1) 欠場    高木 一裕(3) 欠場    
長野市陸協 上田市陸協 信州大 首都大

武田 和也(3) 欠場    秋田 雅彦 欠場    
松本大 飯田市陸協

10000m



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第62回長野県陸上競技選手権(2009.9.5-6)                                          ｺｰﾄﾞ  [9200008]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 2組  1牛山 純一 30,48.06 2平田 和也 31,13.49 3前澤 利弥 31,18.31 4利根川裕雄 31,50.03
諏訪南PC 長野市陸協 下伊那郡陸協 アルプスツール

 5柳沢　瑞樹 32,03.11 6前島 啓一 32,06.43 7小林 正俊(3) 32,16.48 8松久　哲治 32,17.25
須坂市陸協 長野市陸協 上伊那農業高 上田市陸協

 9岩田 紘史 32,20.6010原 武司 32,37.6411松山 克敏 32,42.4212滝澤 勉 32,46.59
信州大･院 下伊那郡陸協 下伊那郡陸協 ジェルモ

13西澤 悟志 32,58.2514杉本　浩二 33,09.2015長谷川久嗣 33,09.3416鈴木 昌幸 33,23.05
山二発條 上田市陸協 上水内陸協 ジェルモ

17羽川　英一 33,26.0318濱 吉彦 33,27.8119宮下 陽一(3) 33,30.6620西沢 倫彦(3) 33,33.07
松本市陸協 ジェルモ 信州大 信州大

21青木 雅史 33,33.7422松村 健一 33,36.9423本田 高志 33,43.3924小原 康雄 34,24.86
長野市陸協 下伊那郡陸協 須坂市陸協 ジェルモ

25平山 勝重 35,18.61松野 淳司 途中棄権 市川 裕貴(4) 欠場    佐々木跡武 欠場    
辰野陸協 塩尻市陸協 日本大 ジェルモ

加藤 真彰(4) 欠場    矢野 陽介 欠場    
信州大 上水内陸協

男子 09/06 +2.9 1太田 和彰(2)    14.66 2伊達 仁哉(3)    14.82 3宮川　寛亮    14.82 4会津 秀馬(1)    15.38
松代高 福井工大 北大･院 信州大

 5中嶋 友也    15.87 6木村　大樹(1)    16.11 7丸山 将史(2)    16.22 8竹内 一弘    17.03
ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 信州大 長野日大高 ﾄﾞﾘｰﾑＡ．Ｃ

男子 09/05  1宮川　寛亮    54.17 2早川 恭平(3)    54.27 3下里 直弥(3)    54.85 4熊谷 憲    57.79
北大･院 長野吉田高 松商学園高 ヤマトヤ

 5緑川 勇樹(4)    58.15 6中村 悠陽(2)    58.28 7板花 啓太(4)    58.57 8東山　由輝(1)    58.62
信州大 大町高 信州大 岩村田高

男子 09/05  1宮入 一海  9,05.16 2原 広野(2) 10,09.86 3島田 康陽(2) 10,20.57 4渡邊 駿(1) 10,22.26
北佐久郡陸協 伊那北高 長野高専 東大

 5風間 栄作(2) 10,22.75 6岡村 尚平(2) 10,28.83 7宮澤 遼(2) 10,37.79 8泉 継道(1) 10,40.52
更級農業高 丸子修学館高 丸子修学館高 上田高

 9西澤 優汰(1) 10,45.4210篠根芙弥也(3) 11,38.1311関 孝志(1) 12,11.49越野 晃寛(1) 欠場    
小諸高 更級農業高 更級農業高 篠ノ井高

武田 和也(3) 欠場    
松本大

男子 09/05  1宮澤 英之(3) 21,46.91 2小林 純平(2) 24,13.39 3北原 亮(1) 24,52.95 4小林 一也(2) 25,00.03
佐久長聖高 佐久長聖高 長野高 伊那北高

 5矢ｹ崎雄也(2) 25,17.62 6佐藤 遼平(2) 25,34.56 7湯本 章人(2) 25,55.28 8尾澤 佳昭(2) 26,14.61
松川高 須坂園芸高 須坂園芸高 小諸商業高

 9降旗 健博(2) 26,42.4610和田玲於奈(2) 27,18.2811松田 誠二(1) 27,19.3712新村 卓也(2) 27,55.26
長野日大高 長野日大高 小諸高 上伊那農業高

13有坂 丈典(1) 28,59.7714丸山 雄大(2) 29,40.6915神田 直之(2) 29,44.0216小田切大成(2) 29,57.00
上田染谷丘高 更級農業高 須坂園芸高 長野日大高

加藤 貴規(2) 失格    越高　幸規(1) 失格    北沢 太郎(4) 欠場    
上田西高 松川高 東大

ｵｰﾌﾟﾝ男子 09/05  1柴田　拓哉 15,33.45
東北大･院

ｵｰﾌﾟﾝ男子 09/06 1組  1割田 雄磨 千葉 33,26.95
日本大

 2組  1柴田　拓哉 32,45.35
東北大･院

10000m
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トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第62回長野県陸上競技選手権(2009.9.5-6)                                          ｺｰﾄﾞ  [9200008]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 09/06  1組 +0.3  1 松村 富穂    11.42  2 塚田 武(1)    11.47  3 八木 直(4)    11.51  4 伊藤 雅剛(2)    11.63

信州大･院 更級農業高 松本大 松本深志高
 5 小島 正大(1)    12.01  6 飯島 史也(2)    12.05  7 中澤 桂(1)    12.06  8 池田 圭吾    12.38

長野吉田高 松代高 小諸商業高 上田市陸協
 9 島田 将也(2)    13.05

長野東高
 2組 -2.0  1 松橋 昂平(1)    11.60  2 櫻井　裕也(2)    11.67  3 石井 良(2)    11.80  4 古川 栄貴(3)    11.88

松本大 岩村田高 市立長野高 戸倉上山田中
 5 沖村 祐樹(2)    11.93  6 松尾 錦(3)    12.40  7 小林 祥史(1)    12.42  8 勝野 醇也(1)    12.44

赤穂高 櫻ヶ岡中 伊那北高 大町高
 9 野澤 知哉(1)    13.36

長野東高
 3組 -0.9  1 三村 瑞樹(3)    11.37  2 池田 歩(2)    11.56  3 清水 大暉(2)    11.74  4 新津 直人(2)    11.77

伊那北高 明治学院大 上田高 佐久長聖高
 5 山本 純也(2)    11.81  6 中畑 恭介(2)    12.22  7 小森　佳樹(1)    12.30  8 川口 礼人(1)    14.24

下諏訪向陽高 福島中 岩村田高 上田東高
小林 雄太(2) 欠場    

飯山北高
 4組 -0.3  1 原 翔太(2)    11.19  2 星沢　弘樹(2)    11.44  3 関川 大介(2)    11.61  4 川上　真弥(1)    11.79

高遠高 飯田高 長野日大高 岩村田高
 5 大澤 浩平(1)    11.89  6 清水 黎(2)    12.20  7 加藤 大樹(3)    12.21  8 小林 真二(1)    12.99

佐久長聖高 松本深志高 赤穂中 上田東高
中村 健人(1) 欠場    

東海大三高
 5組 0.0  1 小林 裕志    11.20  2 山腰 昇(3)    11.65  3 小川 貴之(3)    11.75  4 三輪 峻大(2)    11.88

NUAC 高綱中 波田中 諏訪清陵高
 5 稲葉 拓也(1)    12.15  6 中野 秀紀(3)    12.21  7 小林 宥太(3)    12.70  8 伊藤 敦紀(3)    13.46

更級農業高 塩尻広陵中 望月中 櫻ヶ岡中
池田健二郎(3) 欠場    

松代高
 6組 0.0  1 土山 徹也    10.76  2 小口研一郎(2)    11.59  3 中澤　佑介(2)    11.67  4 酒井 聖矢(3)    11.82

NUAC 諏訪清陵高 信州大 塩尻広陵中
 5 原　大治(2)    12.10  6 塩野入至治(2)    12.10 和泉 幸明 欠場    栁原 優也(1) 欠場    

下伊那農業高 更級農業高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松代高
伊熊 拓(1) 欠場    

屋代高
 7組 0.0  1 吉冨 和弥    11.10  2 深澤 貴仁(4)    11.59  3 柄澤 昌希(1)    11.60  4 中曽根 豪(2)    11.62

ヤマトヤ 長野高専 丸子修学館高 佐久長聖高
 5 関本 洋介(3)    11.62  6 児玉 知(1)    11.84  7 笠井 健太(1)    11.93  8 畠山 航平(2)    12.33

小諸東中 小諸高 下諏訪向陽高 長野日大高
 9 藤牧 佑希(1)    12.73

望月中
 8組 -0.4  1 深沢 宏之(2)    11.00  2 樋口 克治(2)    11.37  3 尾﨑 翔太(2)    11.50  4 伊東 良容(3)    11.71

松代高 梓川中 市立長野高 長野高専
 5 岩波 柾也(1)    12.04  6 村松 卓哉(1)    12.23  7 西藤 郁也(3)    12.40  8 保科 亮介(3)    12.50

下諏訪向陽高 屋代高 望月中 大町高
 9 斎藤 也貴(1)    12.76

更級農業高

100m
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トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第62回長野県陸上競技選手権(2009.9.5-6)                                          ｺｰﾄﾞ  [9200008]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 9組 +0.1  1 坂口慎太郎    11.15  2 神林　啓人    11.63  3 会津 秀馬(1)    11.64  4 笹沢 隆文(1)    11.71
NUAC 須坂市陸協 信州大 佐久長聖高

 5 野口　昌靖    11.77  6 宍戸 直也(2)    11.80  7 松下 悦久(3)    12.01  8 吉池 柊人(1)    12.64
信大医学部 松商学園高 広徳中 篠ノ井高

塚田 史弥(1) 欠場    
上田西高

10組 -0.3  1 岩田 晃    11.19  2 宮川　広夢(1)    11.59  3 小林 修也(2)    11.62  4 高橋 邦幸    11.66
ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 岩村田高 松商学園高 長野市陸協

 5 小林 龍太(1)    11.95  6 駒村 牧(3)    12.04  7 林 拓也(2)    12.26 岡本 真平 欠場    
長野日大高 望月中 上田西高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

11組 -2.1  1 加藤 一樹(2)    11.44  2 内堀　直也(1)    11.59  3 宮川 卓也(2)    11.81  4 矢澤 学(4)    12.18
赤穂高 岩村田高 須坂高 長野高専

 5 佐藤 栄樹(2)    12.19  6 新村 大輝(1)    12.28  7 手塚 将弥(1)    12.67 藤森未知也(3) 欠場    
小諸商業高 松商学園高 中野平中 清水中

12組 -0.4  1 松澤ｼﾞｱﾝ成治(3)    11.25  2 松沢 恵佑(1)    11.46  3 向平　蘭丸(3)    11.79  4 三沢 真弥(1)    12.35
高遠高 松本大 塩尻中 上田西高

 5 上野 涼(1)    12.50  6 加藤 直樹(3)    12.61 村田 祐基(1) 欠場    鈴木 真弘 欠場    
松商学園高 赤穂中 信州大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

13組 0.0  1 井出 雅人    11.39  2 羽賀 拓己(3)    11.46  3 三ﾂ木貴也(1)    11.69  4 飯塚 築(1)    12.15
NUAC 大町高 大東大 上田高

 5 内川 佳祐(2)    12.28  6 宮澤 竹矢(1)    12.45  7 宮崎 浩司(2)    12.61 吉永 祐介(2) 欠場    
白馬中 松商学園高 上田東高 松本大

男子 09/05  1組 -0.2  1 岩田 晃    21.94  2 樋口 克治(2)    23.27  3 新津 直人(2)    23.71  4 酒井 聖矢(3)    24.02
ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 梓川中 佐久長聖高 塩尻広陵中

 5 小森　佳樹(1)    24.59  6 宮澤　斉次(2)    24.67  7 川口 礼人(1)    28.70 鈴木 侑太(2) 欠場    
岩村田高 松川高 上田東高 長野工業高

 2組 -0.7  1 尾﨑 翔太(2)    23.15  2 星沢　弘樹(2)    23.39  3 柄澤 昌希(1)    23.50  4 井出 悠太(2)    24.41
市立長野高 飯田高 丸子修学館高 長野西高

 5 川西 翔太(1)    24.59  6 高橋 弘樹(1)    25.21  7 島田 将也(2)    26.73 忠地 政英(2) 欠場    
大町高 長野日大高 長野東高 創造学園大高

 3組 +0.2  1 内山 心(2)    23.59  2 中澤　佑介(2)    23.85  3 小川 貴之(3)    24.17  4 児玉 知(1)    24.19
創造学園大高 信州大 波田中 小諸高

 5 中澤 桂(1)    24.53  6 加藤 大樹(3)    24.76  7 宮尾 将文(1)    24.90 牧内　拳(2) 欠場    
小諸商業高 赤穂中 松本深志高 飯田高

 4組 -0.9  1 鳥屋 心吾(1)    22.96  2 内堀　直也(1)    23.28  3 鈴木 真弘    24.03  4 三ﾂ木貴也(1)    24.20
大町高 岩村田高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 大東大

 5 久保川峻吾(1)    24.68  6 矢澤 学(4)    24.80  7 稲葉 拓也(1)    24.99  8 宮崎 浩司(2)    26.09
丸子修学館高 長野高専 更級農業高 上田東高

 5組 +1.0  1 三村 瑞樹(3)    22.47  2 山本 龍一(2)    23.48  3 内山 周(3)    23.93  4 伊藤 雅剛(2)    24.05
伊那北高 長野高専 富山大 松本深志高

 5 牛澤 成一(2)    24.10  6 林 拓也(2)    24.55  7 渡邊 真也(3)    24.97  8 宮入 俊(2)    26.17
屋代高 上田西高 塩尻広陵中 上田東高

 6組 +0.1  1 小林 修也(2)    22.93  2 齊藤 新(1)    23.76  3 長崎 仁徳(2)    24.00  4 倉島 崇(3)    24.59
松商学園高 長野吉田高 松本深志高 長野高専

 5 多湖 隆史(1)    25.77  6 小椋 渉(1)    25.85 中嶋 友也 欠場    藤森未知也(3) 欠場    
梓川高 創造学園大高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 清水中

200m



トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第62回長野県陸上競技選手権(2009.9.5-6)                                          ｺｰﾄﾞ  [9200008]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 7組 +1.8  1 原 翔太(2)    22.40  2 平川 和章(2)    22.87  3 向平　蘭丸(3)    23.48  4 関本 洋介(3)    23.60
高遠高 諏訪二葉高 塩尻中 小諸東中

 5 松下 悦久(3)    23.96  6 松尾 錦(3)    24.44  7 今井 晃規(2)    24.52  8 斎藤 也貴(1)    25.96
広徳中 櫻ヶ岡中 丸子修学館高 更級農業高

 8組 +0.2  1 松村 富穂    23.18  2 池田 歩(2)    23.20  3 根岸 達也(2)    23.60  4 内川 佳祐(2)    24.62
信州大･院 明治学院大 小諸高 白馬中

 5 宮澤 竹矢(1)    25.01  6 小須田卓郎(1)    25.39 山浦 圭介 欠場    赤松 剛(1) 欠場    
松商学園高 上田西高 ヤマトヤ 須坂東高

 9組 +1.2  1 新井 晃(2)    22.56  2 深澤 貴仁(4)    23.05  3 松尾 駿輝(2)    23.31  4 大澤 浩平(1)    23.44
長野吉田高 長野高専 東海大三高 佐久長聖高

 5 沖村 祐樹(2)    23.99  6 近藤 遼弥(2)    24.46  7 高橋　佑太(2)    24.74  8 小柳 正人(1)    24.97
赤穂高 松商学園高 松川高 創造学園大高

10組 +0.6  1 坂口慎太郎    22.27  2 川上　真弥(1)    23.07  3 関川 大介(2)    23.25  4 神林　啓人    24.05
NUAC 岩村田高 長野日大高 須坂市陸協

 5 飯塚 築(1)    24.28 橋詰 智也(1) 欠場    白澤諒志郎(2) 欠場    
上田高 丸子修学館高 豊科高

男子 09/06  1組  1 長尾 勇希(3)    52.12  2 牧内　拳(2)    53.86  3 久保田諒介(1)    53.92  4 掛川 友希(2)    54.22
塩尻広陵中 飯田高 松本大 小諸高

 5 手塚 寿利    54.82  6 野口 土雄(2)    57.06  7 青木　太平(1)    57.19  8 林 優人(3)    58.23
ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 信州大 豊科高 穂高西中

 2組  1 佐藤 久明(2)    53.15  2 福澤 大輔(1)    53.98  3 尾本 友紀(2)    55.97  4 宮入 俊(2)    57.93
佐久長聖高 赤穂高 小諸高 上田東高

新井 晃(2) 欠場    高野 拓美(2) 欠場    白澤諒志郎(2) 欠場    廣田 湧(2) 欠場    
長野吉田高 長野日大高 豊科高 屋代高

 3組  1 牛澤 成一(2)    52.04  2 中平　弘(1)    52.28  3 高平 勝也(2)    52.83  4 内山 周(3)    53.58
屋代高 飯田高 長野吉田高 富山大

 5 多湖 隆史(1)    58.22  6 郷原 惇(3)  1,00.25 渡邊 真也(3) 失格    嶺村 鴻汰(2) 欠場    
梓川高 櫻ヶ岡中 塩尻広陵中 大町高

 4組  1 早川 恭平(3)    51.70  2 松尾 駿輝(2)    52.31  3 木下 翔太(2)    54.20  4 中村 悠陽(2)    54.84
長野吉田高 東海大三高 下伊那農業高 大町高

 5 高橋　佑太(2)    55.17  6 北野 達也(3)    56.02 高木 真矢 欠場    
松川高 下條中 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 5組  1 齊藤光太郎(2)    52.27  2 平川 和章(2)    52.82  3 根岸 達也(2)    52.86  4 奥垣内将晴    53.97
屋代高 諏訪二葉高 小諸高 鉢盛中

相場　智裕(2) 欠場    齊藤 新(1) 欠場    塩見 弘樹(2) 欠場    
岩村田高 長野吉田高 上田西高

 6組  1 川上　真弥(1)    51.14  2 久保川峻吾(1)    53.51  3 宮澤　斉次(2)    53.68  4 川西 翔太(1)    54.07
岩村田高 丸子修学館高 松川高 大町高

 5 後藤　龍(2)    55.81 降幡 壮志 欠場    和田 侑也(3) 欠場    
飯田高 鉢盛中 広徳中

 7組  1 久保田翔平(3)    49.02  2 村瀬 雅人(3)    52.79  3 常泉　竜太(3)    52.92  4 伊藤 雅敏(2)    54.11
飯田風越高 梓川中 北大 松本深志高

 5 森角 拓哉(2)    55.31  6 近藤 遼弥(2)    55.73 田中 慎一 欠場    
野沢南高 松商学園高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
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トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第62回長野県陸上競技選手権(2009.9.5-6)                                          ｺｰﾄﾞ  [9200008]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

男子 09/05  1組  1 笠原 祥多(1)  2,00.24  2 長尾 勇希(3)  2,00.49  3 大田 一輝(2)  2,00.86  4 小林 桂太(1)  2,01.79
諏訪二葉高 塩尻広陵中 上田高 須坂東高

 5 成田 元一(3)  2,10.99  6 林 孝行  2,13.37  7 後藤　龍(2)  2,15.43  8 浅田 一貴(2)  2,18.14
東北中 信大こまくさ 飯田高 諏訪東京理科大

 9 曽根原恒輔  2,19.33
鉢盛中

 2組  1 徳武 大起(3)  2,00.37  2 宮坂 優介(4)  2,01.01  3 牛山 弘康(1)  2,03.84  4 寺田 智也(2)  2,04.25
須坂東高 長野高専 諏訪二葉高 諏訪清陵高

 5 大久保賢志(1)  2,06.22  6 平出 嵩典(2)  2,14.06  7 松田 裕太(2)  2,22.58 石澤 優成(2) 欠場
上田西高 下諏訪向陽高 松商学園高 飯山北高

 3組  1 ｶﾗﾑ ｲﾑﾗﾝ(2)  2,01.68  2 小宮山彦毅(1)  2,03.28  3 小林 祐也(1)  2,04.18  4 塚本 修平(1)  2,04.55
東海大三高 上田高 上田東高 信州大

 5 中嶋 翔矢(1)  2,10.38  6 湯本 将矢(3)  2,19.44 渡島 康太(1) 欠場 相場　智裕(2) 欠場
北佐久農業高 塩尻広陵中 松商学園高 岩村田高

 4組  1 村瀬 雅人(3)  2,03.90  2 長岡　千豪(1)  2,03.98  3 手塚 寿利  2,05.54  4 中村 俊輝(1)  2,08.54
梓川中 南安曇農業高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 大町高

 5 武居 悠樹(1)  2,11.58  6 岸田 聖司(2)  2,15.97  7 荻原 淳(1)  2,35.64 川俣 隼也(3) 欠場
諏訪清陵高 上田千曲高 上田高 原中

 5組  1 原 弦太郎(5)  2,00.01  2 小島 康弘  2,05.64  3 村松 裕太(2)  2,05.83  4 梅崎 純平(1)  2,06.98
長野高専 松本市陸協 丸子修学館高 篠ノ井高

 5 降幡 壮志  2,12.18  6 細川 達彦(2)  2,15.40  7 小口 拳人(3)  2,20.23 林 優人(3) 欠場
鉢盛中 梓川高 塩尻広陵中 穂高西中

 6組  1 川元 奨(2)  1,58.53  2 福永 和輝(2)  2,05.86  3 筒井 将斗(3)  2,06.62  4 諏訪 琢眞(2)  2,08.54
北佐久農業高 長野吉田高 豊科北中 長野高専

 5 赤塚 太一  2,09.81  6 小坂 優太(2)  2,14.44  7 掛川 礼央(1)  2,15.28 和田 侑也(3) 欠場
鉢盛中 清水中 上田高 広徳中

男子 09/06  1組  1 川元 奨(2)  4,10.15  2 徳武 大起(3)  4,10.29  3 宮尾 英之(2)  4,10.65  4 宮坂 優介(4)  4,12.00
北佐久農業高 須坂東高 長野日大高 長野高専

 5 牛山 弘康(1)  4,18.78  6 春日 千速(2)  4,23.85  7 小松 直斗(2)  4,23.91  8 髙橋 直志(3)  4,24.86
諏訪二葉高 駒ヶ根東中 下諏訪向陽高 穂高西中

 9 石倉 広尚(2)  4,25.70 10 樋口 正晃(2)  4,27.74 11 原田 翼(2)  4,28.13 12 滝沢 雄貴(3)  4,32.46
松本大 上伊那農業高 長野工業高 櫻ヶ岡中

13 宮島幸太郎(2)  4,33.15 14 藤木 悠太(2)  4,36.79 15 木村 貴峰  4,43.41 16 山名幾多郎(2)  4,48.20
上田第二中 飯島中 千曲市陸協 松本深志高

17 湯本 将矢(3)  4,50.27 18 具 玹佑(1)  5,05.54 渡島 康太(1) 欠場    武田  康(2) 欠場    
塩尻広陵中 戸倉上山田中 松商学園高 須坂高

德武 啓太(2) 欠場    丸山 修平(2) 欠場    
上田東高 赤穂中

800m
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トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第62回長野県陸上競技選手権(2009.9.5-6)                                          ｺｰﾄﾞ  [9200008]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
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位
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位
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位
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位

 2組  1 鳥羽 大地(2)  4,15.95  2 笠原 祥多(1)  4,16.05  3 宮本 泰佑(1)  4,16.08  4 田原 直貴(3)  4,16.82
松本深志高 諏訪二葉高 長野日大高 上伊那農業高

 5 寺平 悠介(3)  4,20.71  6 横沢 俊(1)  4,27.01  7 北村 健(1)  4,29.35  8 中嶋 翔矢(1)  4,31.04
駒ヶ根東中 大町高 松本大 北佐久農業高

 9 森川 瑞貴(2)  4,32.21 10 竹鼻 大貴(1)  4,32.53 11 伊藤 圭祐(2)  4,33.31 12 中村 駿(2)  4,35.51
中野平中 戸倉上山田中 小諸高 上田東高

13 千野 大樹(1)  4,35.94 14 宮尾 淳矢  4,36.49 15 村松 裕太(2)  4,39.04 16 細川 達彦(2)  4,56.39
諏訪東京理科大 千葉大･院 丸子修学館高 梓川高

17 野溝 渉(1)  5,01.81 18 荻原 淳(1)  5,13.28 佐々木跡武 欠場    鳥羽 修平(3) 欠場    
赤穂高 上田高 ジェルモ 山辺中

金井 翼(2) 欠場    
上田西高

 3組  1 ｶﾗﾑ ｲﾑﾗﾝ(2)  4,12.39  2 中島 將護(3)  4,13.85  3 利根川裕雄  4,16.46  4 小林 祐也(1)  4,18.06
東海大三高 長野高専 アルプスツール 上田東高

 5 河野 駿介(2)  4,18.22  6 西澤 優汰(1)  4,24.93  7 有賀 凌(1)  4,25.02  8 泉 継道(1)  4,25.23
長野日大高 小諸高 下諏訪向陽高 上田高

 9 中村 秀(2)  4,26.01 10 黒川 岳(1)  4,27.90 11 田畑 雅伸(3)  4,29.99 12 北澤宏太良(1)  4,30.13
長野工業高 中野平中 旭ヶ丘中 大町高

13 伊藤 隼人(3)  4,34.45 14 松田 裕太(2)  4,56.70 田村 大和(2) 欠場    久保田 隼(3) 欠場    
上伊那農業高 松商学園高 長野大 飯島中

小矢沢雄一(3) 欠場    大木 健晴(2) 欠場    半田 勇貴(3) 欠場    小島 将貴(2) 欠場    
櫻ヶ岡中 須坂高 屋代中 長野東高

細井 樹 欠場    
塩尻市陸協

 4組  1 桃澤 大祐(2)  4,17.36  2 大久保賢志(1)  4,18.82  3 菅沼 武光(2)  4,22.84  4 赤塚 太一  4,24.75
上伊那農業高 上田西高 長野日大高 鉢盛中

 5 青木 友亮(1)  4,25.41  6 筒井 将斗(3)  4,26.05  7 玉井 大士(1)  4,27.01  8 佐伯 拓海(2)  4,27.04
松商学園高 豊科北中 長野日大高 附属松本中

 9 倉嶋 謙吾(1)  4,27.99 10 山上 翼(1)  4,32.19 11 倉嶋 俊治(1)  4,35.62 12 早川 翼(2)  4,36.60
長野西高 上田第二中 篠ノ井高 信州大

13 小林 勝太(1)  4,38.61 14 丸山 雄大(2)  4,40.89 15 内村 大空(2)  4,45.08 牛山 雄平(3) 欠場    
上田東高 更級農業高 裾花中 諏訪二葉高

清水 純平(2) 欠場    川俣 隼也(3) 欠場    小林 巧(1) 欠場    小林 浩俊(2) 欠場    
飯山北高 原中 下諏訪向陽高 小諸高

清沢 星哉(2) 欠場    
松本深志高

 5組  1 宮入 一海  4,00.06  2 滝沢 優也(2)  4,20.31  3 山崎佑太郎  4,21.31  4 濱村 優輝(4)  4,22.58
北佐久郡陸協 篠ノ井高 千曲市陸協 長野高専

 5 蟹澤 淳平(2)  4,22.64  6 日達 勇紀(3)  4,23.42  7 島尻　大輔(3)  4,23.56  8 風間 栄作(2)  4,25.01
駒ヶ根東中 原中 王滝中 更級農業高

 9 荒井 賢也(1)  4,26.98 10 手塚 将弥(1)  4,29.50 11 北原 直哉(2)  4,33.72 12 笠原 舟(3)  4,33.72
丸子修学館高 中野平中 諏訪二葉高 箕輪中

13 竹澤 彰博(3)  4,34.46 14 二村 航平(1)  4,37.93 15 掛川 礼央(1)  4,45.22 16 林 孝行  4,50.67
戸倉上山田中 穂高西中 上田高 信大こまくさ

有坂 丈典(1) 途中棄権 兼子 知也(1) 欠場    溝口 群(3) 欠場    井口 龍輝(1) 欠場    
上田染谷丘高 飯山北高 長野日大高 赤穂中

曽根原恒輔 欠場    
鉢盛中



トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第62回長野県陸上競技選手権(2009.9.5-6)                                          ｺｰﾄﾞ  [9200008]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

男子 09/06  1組 +0.9  1 会津 秀馬(1)    15.48  2 丸山 将史(2)    16.41  3 竹内 一弘    16.63  4 原 徹雄(3)    18.40
信州大 長野日大高 ﾄﾞﾘｰﾑＡ．Ｃ 梓川高

 5 小沼 雄大(1)    19.43 小林　正夫(2) 途中棄権 奥田 了(1) 欠場    
小諸高 岩村田高 松本深志高

 2組 +0.5  1 伊達 仁哉(3)    15.13  2 木村　大樹(1)    16.44  3 二村 純市    17.03  4 水崎 悠樹(1)    17.47
福井工大 信州大 駒ヶ根市陸協 長野日大高

 5 掛川 友希(2)    17.86 高橋 博幸(1) 欠場    
小諸高 北佐久農業高

 3組 0.0  1 太田 和彰(2)    15.17  2 黒澤 亮介    16.95  3 松原 大輝(2)    17.69  4 塩澤 啓太(2)    17.95
松代高 STAS 大町高 小諸商業高

 5 佐野 太一(1)    19.67 東山　由輝(1) 欠場    
小諸高 岩村田高

 4組 +3.0  1 宮川　寛亮    15.13  2 中嶋 友也    15.98  3 勝野 醇也(1)    17.63  4 小椋 渉(1)    17.89
北大･院 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 大町高 創造学園大高

 5 杉山 恵梧(1)    17.97 田畑 勇貴(2) 欠場    
須坂東高 伊那北高

男子 09/05  1組  1 宮川　寛亮    57.84  2 板花 啓太(4)    58.92  3 徳武 岳(2)    59.58  4 宮尾 将文(1)    59.67
北大･院 信州大 長野西高 松本深志高

 5 掛川 友希(2)  1,00.18  6 藤野 竜太(2)  1,01.23  7 古川 雄大(2)  1,01.27  8 森本 健嗣(2)  1,07.56
小諸高 長野東高 諏訪清陵高 北佐久農業高

 2組  1 東山　由輝(1)    58.72  2 竹内 一弘  1,00.71  3 尾本 友紀(2)  1,02.30  4 窪田 統孝(2)  1,03.01
岩村田高 ﾄﾞﾘｰﾑＡ．Ｃ 小諸高 信州大

 5 佐藤 栄樹(2)  1,04.83  6 市川 誠(2)  1,07.28 細谷 優太(2) 欠場 池田健二郎(3) 欠場
小諸商業高 伊那北高 上田高 松代高

 3組  1 熊谷 憲    57.68  2 緑川 勇樹(4)    57.95  3 中村 悠陽(2)    58.99  4 西山 翔(2)  1,01.82
ヤマトヤ 信州大 大町高 長野日大高

 5 原 徹雄(3)  1,02.31  6 青木　太平(1)  1,02.67  7 富井 嵩晃(2)  1,04.11  8 矢ヶ崎広樹(1)  1,09.47
梓川高 豊科高 野沢南高 松商学園高

 4組  1 下里 直弥(3)    54.78  2 高平 勝也(2)    59.94  3 清水 雅広(1)  1,00.02  4 小野 弘登(2)  1,00.55
松商学園高 長野吉田高 市立長野高 松本深志高

 5 遠山　直希(1)  1,03.11  6 塩澤 啓太(2)  1,03.61 小島 将貴(2) 欠場
岩村田高 小諸商業高 長野東高

 5組  1 早川 恭平(3)    55.69  2 小林 洋貴(4)    59.14  3 木村　大樹(1)  1,00.32  4 伊藤 圭祐(2)  1,01.09
長野吉田高 長野高専 信州大 小諸高

 5 近藤 遼弥(2)  1,03.75  6 奥田 了(1)  1,05.44 橋詰 智也(1) 欠場
松商学園高 松本深志高 丸子修学館高

110mH(1.067)

400mH(0.914)



リレー種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第62回長野県陸上競技選手権(2009.9.5-6)                                          ｺｰﾄﾞ  [9200008]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
男子 09/05 1組     1長野吉田高 久保 拓海(2) 齊藤 新(1) 関口 直人(2) 小島 正大(1)       44.38

    2松商学園高 宮澤 竹矢(1) 宍戸 直也(2) 近藤 遼弥(2) 小林 修也(2)       44.71
    3市立長野高 石井 良(2) 尾﨑 翔太(2) 清水 雅広(1) 藤井 大士(1)       44.79
    4赤穂高 宮下 快(1) 福澤 大輔(1) 沖村 祐樹(2) 加藤 一樹(2)       45.20
    5塩尻広陵中 中野 秀紀(3) 酒井 聖矢(3) 渡邊 真也(3) 長尾 勇希(3)       45.72
    6丸子修学館高 今井 晃規(2) 柄澤 昌希(1) 久保川峻吾(1) 永井 一平(1)       45.92
    7上田西高 小須田卓郎(1) 塩見 弘樹(2) 柳田 匡慶(1) 林 拓也(2)       46.93

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 欠場      
 2組     1松本大 八木 直(4) 松沢 恵佑(1) 松橋 昂平(1) 曲尾 卓朗(1)       43.43

    2長野高専 伊東 良容(3) 深澤 貴仁(4) 竹内 三就(4) 山本 龍一(2)       44.66
    3上田高 小宮山彦毅(1) 清水 大暉(2) 大田 一輝(2) 飯塚 築(1)       45.42
    4下諏訪向陽高 平出 嵩典(2) 笠井 健太(1) 岩波 柾也(1) 山本 純也(2)       45.47
    5更級農業高 稲葉 拓也(1) 塩野入至治(2) 斎藤 也貴(1) 塚田 武(1)       46.11
    6上田東高 宮崎 浩司(2) 小山 範晃(1) 宮入 俊(2) 小林 真二(1)       48.28
    7篠ノ井高 吉池 柊人(1) 田垣 伸(2) 中村 颯志(1) 千野裕二郎(1)       48.61

 3組     1岩村田高 宮川　広夢(1) 櫻井　裕也(2) 東山　由輝(1) 川上　真弥(1)       43.43
    2ヤマトヤ 熊谷 憲 山浦 圭介 等々力 守 吉冨 和弥       44.19
    3諏訪清陵高 古川 雄大(2) 三輪 峻大(2) 大槻 駿介(1) 小口研一郎(2)       45.00
    4佐久長聖高 佐藤 久明(2) 新津 直人(2) 中曽根 豪(2) 大澤 浩平(1)       45.27
    5長野東高 藤野 竜太(2) 青木 健人(2) 早川 真人(2) 高橋 秋平(1)       46.31
    6櫻ヶ岡中 伊藤 匠美(2) 水本大二朗(2) 中山 雄太(2) 尾形 優也(1)       50.50

北佐久農業高 森本 健嗣(2) 中嶋 翔矢(1) 大井 翼(1) 塩川 浩平(2) 欠場      
 4組     1NUAC 小林 裕志 坂口慎太郎 井出 雅人 土山 徹也       40.82県新・大会新    

    2長野日大高 畠山 薫(2) 関川 大介(2) 高野 拓美(2) 小林 龍太(1)       44.26
    3小諸高 児玉 知(1) 掛川 友希(2) 尾本 友紀(2) 根岸 達也(2)       45.73
    4小諸商業高 塩澤 啓太(2) 中澤 桂(1) 佐藤 和紀(1) 佐藤 栄樹(2)       46.01
    5望月中 西藤 郁也(3) 中山 昂平(3) 小林 宥太(3) 駒村 牧(3)       46.10
    6上田第五中 安藤  弥(1) 小柳 博雅(2) 細田 昌宏(1) 大沢 育未(2)       50.48

松本深志高 伊藤 雅敏(2) 長崎 仁徳(2) 小野 弘登(2) 伊藤 雅剛(2) 失格      
男子 09/06 1組     1ヤマトヤ 熊谷 憲 山浦 圭介 等々力 守 吉冨 和弥     3,26.98

    2上田高 清水 大暉(2) 小宮山彦毅(1) 細谷 優太(2) 大田 一輝(2)     3,27.72
    3長野工業高 伊藤 稜(2) 壬生 秀樹(2) 中村 秀(2) 浅見 剛志(2)     3,35.61
    4松本深志高 小野 弘登(2) 長崎 仁徳(2) 清水 黎(2) 伊藤 雅敏(2)     3,37.04
    5松商学園高 新村 大輝(1) 村中 智彦(1) 近藤 遼弥(2) 宍戸 直也(2)     3,37.57
    6小諸商業高 中澤 桂(1) 佐藤 栄樹(2) 坂本 麗太(1) 塩澤 啓太(2)     3,39.81
    7須坂東高 杉山 恵梧(1) 小林 桂太(1) 赤羽 拓海(2) 船木 昭聡(2)     3,43.77
    8野沢南高 富井 嵩晃(2) 加藤 竜大(1) 江元 勇介(1) 森角 拓哉(2)     3,53.46

大町高 欠場      
 2組     1岩村田高 宮川　広夢(1) 遠山　直希(1) 東山　由輝(1) 川上　真弥(1)     3,27.37

    2長野吉田高 高平 勝也(2) 関口 直人(2) 齊藤 新(1) 早川 恭平(3)     3,28.59
    3長野日大高 西山 翔(2) 関川 大介(2) 畠山 薫(2) 高野 拓美(2)     3,30.32
    4ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 鈴木 真弘 高木 真矢 田中 慎一 和泉 幸明     3,30.45
    5小諸高 掛川 友希(2) 尾本 友紀(2) 伊藤 圭祐(2) 根岸 達也(2)     3,32.98
    6下諏訪向陽高 岩波 柾也(1) 平出 嵩典(2) 山本 純也(2) 笠井 健太(1)     3,36.32
    7更級農業高 稲葉 拓也(1) 塚田 武(1) 関 孝志(1) 塩野入至治(2)     3,47.81
    8上田第五中 長谷川 元(3) 細田 昌宏(1) 小柳 博雅(2) 一ﾉ瀬椋太(1)     4,16.03

上田西高 欠場      

4×100mR

チーム名 選手名１

4×400mR



リレー種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第62回長野県陸上競技選手権(2009.9.5-6)                                          ｺｰﾄﾞ  [9200008]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考チーム名 選手名１
 3組     1長野高専 深澤 貴仁(4) 原 弦太郎(5) 小林 洋貴(4) 山本 龍一(2)     3,25.08

    2丸子修学館高 久保川峻吾(1) 柄澤 昌希(1) 今井 晃規(2) 村松 裕太(2)     3,32.23
    3屋代高 齊藤光太郎(2) 牛澤 成一(2) 廣田 湧(2) 中島 亮(1)     3,33.65
    4長野東高 青木 健人(2) 藤野 竜太(2) 高橋 秋平(1) 野澤 知哉(1)     3,41.29
    5北佐久農業高 大井 翼(1) 川元 奨(2) 中嶋 翔矢(1) 塩川 浩平(2)     3,41.87
    6市立長野高 藤沢 翔平(2) 清水 雅広(1) 藤井 大士(1) 荒井 梨貴(2)     3,43.12
    7上田東高 宮崎 浩司(2) 宮入 俊(2) 小山 範晃(1) 小林 真二(1)     3,55.44

豊科高 欠場      



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第62回長野県陸上競技選手権(2009.9.5-6)                                          ｺｰﾄﾞ  [9200008]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 09/06  1羽生田宇恭(1)    1.85 2山崎 将文    1.85 3西澤 翔    1.85 3小林 夏樹(3)    1.85

長野日大高 信大こまくさ いよだＡＣ 諏訪二葉高
 5山崎 拓実(1)    1.80 6村中 智彦(1)    1.80 7松原 大輝(2)    1.80 8中山 昂平(3)    1.75

大町高 松商学園高 大町高 望月中
 9北條 達彦(2)    1.70 9丸山 貴倫(3)    1.70 9宮原 清司    1.70 9本多 俊平    1.70

市立長野高 筑摩野中 佐久市陸協 上伊那郡陸協
吉田　隼人(1) 記録なし 佐々木僚汰(1) 記録なし 藤井 優宇(1) 記録なし 小柳 正人(1) 記録なし

豊科高 創造学園大高 松本深志高 創造学園大高
小林 将也(1) 記録なし 塩川 浩平(2) 記録なし 小林 義樹(2) 記録なし 佐野 太一(1) 記録なし

松商学園高 北佐久農業高 長野日大高 小諸高
宮田 景介(3) 記録なし 北野 恭平(1) 記録なし 宮澤 翼 記録なし 丸山 健一(2) 記録なし

長野高専 松商学園高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 長野日大高
中島 亘(2) 欠場    橋爪 将太(2) 欠場    

赤穂中 箕輪中
男子 09/05  1松澤ｼﾞｱﾝ成治(3)    4.80 2出川 雄基    4.80 3浅見 剛志(2)    4.10 4竹村 昴浩(1)    4.00

高遠高 いよだＡＣ 長野工業高 諏訪二葉高
 5小山 吉明    4.00 6滝沢　一樹(3)    4.00 7畠山 薫(2)    3.80 8小山 範晃(1)    3.60

須坂市陸協 信州大 長野日大高 上田東高
 8中嶋 慎也(2)    3.60小林 真二(1) 記録なし 小林 慎弥(2) 記録なし 村田 大季(3) 記録なし

伊那弥生ヶ丘高 上田東高 長野商業高 更北中
平林 隼弥(1) 記録なし 宮澤 惇也(2) 記録なし 武田 陽介(2) 記録なし 倉橋 由宇(2) 記録なし

更級農業高 春富中 長野吉田高 永明中
今井　祐輔(2) 記録なし 松村 隼人(1) 欠場    松木 優太(2) 欠場    小林 英喜(2) 欠場    

岡谷北部中 長野工業高 上田西高 飯山北高
宮林 凌汰(3) 欠場    

更北中

走高跳

棒高跳

順
位

順
位

順
位

順
位



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第62回長野県陸上競技選手権(2009.9.5-6)                                          ｺｰﾄﾞ  [9200008]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

男子 09/05  1佐藤 賢一    7.24 2深沢 宏之(2)    7.18 3下平 克宣    7.17 4嶺村 鴻汰(2)    7.11
信大こまくさ     0.0 松代高    +1.9 長野市陸協    +1.8 大町高    -0.2

 5北野 幸徳    7.06 6宮川 将宗(2)    6.74 7関 昌徳    6.66 8中村 晃大(3)    6.60
信大こまくさ    +0.4 高崎経済大    +1.3 信大こまくさ    +0.1 大町高    +1.4

 9宮澤 拓人(3)    6.4510成田 正崇(3)    6.4211上條 健    6.4012山寺 裕也(1)    6.38
伊那中    +1.1 飯田風越高    -0.8 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野    +1.8 松本大    +0.5

13原山 京介(1)    6.3314松沢 恵佑(1)    6.3315松沢 卓哉(3)    6.2016櫻井 大幹(3)    6.14
長野西高    +1.4 松本大    +2.2 松本大    +0.9 松代高     0.0

17小林 祐紀(1)    6.1018田垣 伸(2)    6.0819曲尾 卓朗(1)    6.0620奥垣内将晴    6.04
長野吉田高    +0.6 篠ノ井高    -0.1 松本大    +0.4 鉢盛中    +1.4

21腰原　誠(2)    5.9722駒村 牧(3)    5.9022養田 一揮(1)    5.9024竹内 三就(4)    5.80
豊科高    +0.3 望月中    +3.4 長野吉田高    +2.1 長野高専    +2.6

25三沢 真弥(1)    5.7226山崎 拓実(1)    5.7127北村 勇樹(2)    5.6628清野 雄貴(1)    5.49
上田西高    +1.2 大町高    +1.5 長野日大高     0.0 長野高専    -0.8

28吉村 直也(2)    5.4930藤井 大士(1)    5.3931西藤 郁也(3)    5.3532渡邊 泰樹(1)    5.26
東北中    -1.2 市立長野高    -0.7 望月中    +1.5 諏訪清陵高    +0.1

33小林 宥太(3)    5.2334清水 尭(3)    5.2035内山 彼方(3)    5.1735中野 秀紀(3)    5.17
望月中    +0.5 望月中    +0.2 櫻ヶ岡中    +1.3 塩尻広陵中    +1.4

37久保田大揮(2)    5.1538岩波 柾也(1)    5.0439斎藤 也貴(1)    5.0340橋爪 彼方(2)    5.02
飯田高    +0.4 下諏訪向陽高    +0.8 更級農業高    +0.6 春富中    -0.2

41清水 黎(2)    4.9542藤牧 佑希(1)    4.8343千野裕二郎(1)    4.6544伊熊 拓(1)    4.47
松本深志高    +0.5 望月中     0.0 篠ノ井高    -1.0 屋代高    +1.2

笹沢 隆文(1) 記録なし 東原 陸(2) 記録なし 戸澤 裕介(3) 記録なし 中山 昂平(3) 記録なし
佐久長聖高 大町高 東北中 望月中

柳沢 拓馬(1) 欠場    太田 将史(3) 欠場    梁池 昂生(1) 欠場    田中 慎一 欠場    
篠ノ井高 櫻ヶ岡中 諏訪東京理科大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

宍戸 直也(2) 欠場    窪田 祐二(2) 欠場    阪 圭央 欠場    石川 和義 欠場    
松商学園高 長野日大高 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 石川農産

男子 09/06  1深沢 宏之(2)   14.90 2原 卓也   14.64 3櫻井 大幹(3)   14.34 4成田 正崇(3)   14.33
松代高    +4.4 TOKAI A.C   +3.0 松代高    +3.3 飯田風越高    +4.8

 5中村 晃大(3)   14.06 6松橋 昂平(1)   13.94 7羽賀 拓己(3)   13.78 8宮川 将宗(2)   13.74
大町高    +2.9 松本大    +3.2 大町高    +3.9 高崎経済大    +5.2

 9日馬　正貴   12.9610東海林祐也(1)   12.6611腰原　誠(2)   12.2312畠山 薫(2)   12.18
安曇野陸協    +2.0 松本大    -1.6 豊科高    -2.2 長野日大高    +3.1

13久保田大揮(2)   12.0714荒井 大輔(2)   12.0415小山 範晃(1)   12.04小林　美輝(2) 記録なし
飯田高    +3.4 須坂園芸高    -0.1 上田東高    +3.6 飯田高

今井 晃規(2) 記録なし 東原 陸(2) 記録なし 中曽根 豪(2) 記録なし 石川 和義 記録なし
丸子修学館高 大町高 佐久長聖高 石川農産

窪田 祐二(2) 欠場    高見澤雄太(3) 欠場    佐藤 賢一 欠場    
長野日大高 松本大 信大こまくさ

男子 09/06  1中谷 俊貴(3)   11.26 2中島 公徳   10.29 3小林龍之介(2)    9.77 4宮澤 翼    9.71
塩尻志学館高 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 小諸高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 5堀井 裕介(1)    9.26 6石崎 暁裕(1)    7.88 7中谷昭太郎(2)    6.80 8中村 陽太(1)    6.73
新潟大 大町高 箕輪中 松代高

 9小林 峻也(2)    6.5810大井 翼(1)    6.27
北佐久農業高 北佐久農業高

砲丸投

走幅跳

三段跳



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第62回長野県陸上競技選手権(2009.9.5-6)                                          ｺｰﾄﾞ  [9200008]

競技場名 長野市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

男子 09/05  1中谷 俊貴(3)   34.99 2荻原 邦宏(1)   33.56 3勝野 英貴(1)   32.90 4熊井 大地(1)   30.35
塩尻志学館高 松本大 松本大 松本大

 5尾﨑　雄介(1)   28.89 5土屋 春生   28.89 7小林龍之介(2)   28.53 8小笠原拓人(2)   26.90
更級農業高 北佐久郡陸協 小諸高 飯田高

 9百瀬 晶文   26.3810永井 一平(1)   26.2211保科 亮介(3)   23.5512大井 翼(1)   22.10
ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 丸子修学館高 大町高 北佐久農業高

13石崎 暁裕(1)   21.8514小須田卓郎(1)   17.8615丸山 直紀(1)   17.02清水 裕貴(4) 記録なし
大町高 上田西高 屋代高 長野高専

下平 勇仁(1) 欠場    中島 公徳 欠場    松本 拓也(2) 欠場    町田 祥(3) 欠場    
長野日大高 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 長野吉田高 松代高

男子 09/06  1宮本 昌彦   51.90 2富井 博輝(3)   47.41 3高橋 孝幸   40.35 4熊谷 剛(3)   38.85
シナノAC 須坂園芸高 長野市陸協 明科高

 5岩下 遼介(2)   38.10 6斉藤 和彦   38.07 7坪井 和久(2)   36.02 8太田 悠葵(2)   32.90
上田高 長野市陸協 須坂園芸高 明科高

 9高橋 卓也(2)   29.9410小林 峻也(2)   25.2211堀内 翔太(1)   20.81斎藤 克弥(2) 欠場    
明科高 北佐久農業高 明科高 飯山北高

小林 伸広 欠場    
シナノAC

男子 09/06  1宮嵜進太郎   57.35 2友田 利男   56.33 3大木 雄太(2)   55.12 4石坂 直毅(2)   53.39
シナノAC シナノAC 信州大 長野日大高

 5田中 完次   52.71 6高見澤雄太(3)   50.54 7小笠原拓人(2)   49.85 8石坂 俊樹(2)   48.11
シナノAC 松本大 飯田高 長野日大高

 9永井 一平(1)   46.2110勝野 英貴(1)   45.8011滝沢　一樹(3)   44.9712北村 和最(2)   42.65
丸子修学館高 松本大 信州大 更級農業高

13壬生 秀樹(2)   42.2614坂上 智史(3)   41.6115村松 卓哉(1)   40.9316太田 佳祐(1)   40.46
長野工業高 長野工業高 屋代高 松本大

17海野 倫英(1)   40.3318大井　達也(1)   39.7319土松　昂平(2)   39.3720早川 真人(2)   38.89
篠ノ井高 岩村田高 飯田高 長野東高

21檀原 亮(2)   33.6522小林 良輔(1)   33.2323西澤 佑太(2)   28.7524宮下 快(1)   28.70
篠ノ井高 篠ノ井高 更級農業高 赤穂高

25福島 徹也(1)   27.4626藤森 健佑(1)   26.8427多湖 隆史(1)   22.12北野 恭平(1) 記録なし
松本深志高 長野工業高 梓川高 松商学園高

橋詰 泰寛(2) 欠場    古谷 泰助(2) 欠場    宮澤 憲二 欠場    
篠ノ井高 長野西高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

やり投(800g)

円盤投

ﾊﾝﾏｰ投
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