
第52回北信地区陸上競技選手権大会                                                

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
08/22 男子  +3.0 土山 徹也 10.81 穂刈 賢一郎(3) 10.99 尾﨑 翔太(3) 11.26 宮沢 友貴(1) 11.27 塚田 武(2) 11.37 松沢 恵佑(2) 11.39 太田 和彰(3) 11.47 宮林 凌汰(1) 11.47

100m 一般･長野市陸協 大学･法政大 高校･市立長野高 大学･松本大 高校･更級農業高 大学･松本大 高校･松代高 高校･長野工業高
08/21  +1.5 小島 正大(2) 22.44 齊藤 新(2) 22.54 松沢 恵佑(2) 22.78 太田 和彰(3) 22.84 宮沢 友貴(1) 22.95 古川 栄貴(1) 23.14 宮林 凌汰(1) 23.24

200m 高校･長野吉田高 高校･長野吉田高 大学･松本大 高校･松代高 大学･松本大 高校･松代高 高校･長野工業高
08/22 齊藤 新(2) 50.41 栁原 優也(2) 51.55 小山 和也(2) 52.27 清水隆太郎(2) 52.72 和田 侑也(1) 53.32 松下 明広(2) 53.35 新谷 嘉秀(3) 53.41 田川 征紀(1) 56.01

400m 高校･長野吉田高 高校･松代高 高校･屋代高 高校･中野立志館高 高校･松代高 高校･長野日大高 大学･高経大 高校･飯山北高
08/21 佐藤 隆史(1) 1,58.58 平野 慶介(3) 2,01.58 小林 桂太(2) 2,01.63 村沢 智啓 2,02.00 宮坂 優介(5) 2,03.90 新谷 嘉秀(3) 2,06.24 徳武 大起(1) 2,06.51

800m 大学･信州大 高校･中野立志館高 高校･須坂東高 一般･千曲市陸協 大学･長野高専 大学･高経大 大学･松本大
08/22 利根川 裕雄 4,01.97 兼子 知也(2) 4,04.77 割田 雄磨 4,07.51 村沢 智啓 4,10.71 平野 慶介(3) 4,12.13 長谷川 久嗣 4,12.31 宮坂 優介(5) 4,15.33 越野 晃寛(2) 4,16.26

1500m 一般･ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ 高校･飯山北高 一般･長野市陸協 一般･千曲市陸協 高校･中野立志館高 一般･上水内陸協 大学･長野高専 高校･篠ﾉ井高
08/21 利根川 裕雄 14,44.65 平田 和也 14,56.60 長谷川 久嗣 15,40.92 割田 雄磨 15,46.75 小川 健三 15,59.25 大久保 貴志 16,05.93 小島 剛史(2) 16,07.11 寶 雄也(2) 16,26.13

5000m 一般･ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ 一般･長野市陸協 一般･上水内陸協 一般･長野市陸協 一般･長野市陸協 一般･長野市陸協 高校･長野高 高校･長野高
08/22  +0.6 中野 直哉(1) 15.86 清水 雅広(2) 17.37 水崎 悠樹(2) 17.44 太田 将史(1) 18.28 杉山 恵梧(2) 18.60 小林 祐紀(2) 20.01 水﨑 友一朗(1) 24.66

110mH(1.067m) 高校･長野吉田高 高校･市立長野高 高校･長野日大高 高校･松代高 高校･須坂東高 高校･長野吉田高 高校･長野西高
08/21 中野 直哉(1) 55.01 松田 慎也 55.80 板花 啓太(1) 58.23 小林 洋貴(5) 58.70 豊田 利彦 59.16 清水 雅広(2) 59.96 山本 龍一(3) 1,01.58 小林 傑(2) 1,03.29

400mH(0.914m) 高校･長野吉田高 一般･長野市陸協 大学･信州大 大学･長野高専 一般･信大AC 高校･市立長野高 高校･長野高専 高校･須坂高
08/22 小林 信彦(5) 1.90 羽生田 宇恭(2) 1.85 西沢 翔 1.80 岩崎 晴也(1) 1.80 山本 小太郎(1) 高校･須坂東高 1.75 山岸 元大(1) 1.75 大許 紘生(1) 1.70

走高跳 一般･長野高専AC 高校･長野日大高 一般･いよだAC 高校･長野高専 尾崎 皓一(1) 高校･長野日大高 高校･須坂東高 高校･長野吉田高
08/21 出川 雄基 4.20 宮林 凌汰(1) 3.80 上野 正輝(1) 3.60 村田 大季(1) 3.60 小山 吉明 3.60 山小 天汰(2) 3.00

棒高跳 一般･いよだAC 高校･長野工業高 高校･長野日大高 高校･更級農業高 一般･須坂陸協 中学･常盤中
08/21 下條 正紀 6.78(+2.7) 山寺 裕也(2) 6.65(+2.6) 曲尾 卓朗(2) 6.23(+2.3) 浦野 謙太朗(1)6.23(+4.2) 羽生田 宇恭(2)6.19(+1.9) 米持 光恭(2) 6.18(+2.3) 滝澤 悠(1) 6.02(+0.5) 中嶋 隼樹(2) 5.98(+2.3)

走幅跳 一般･信大AC 大学･松本大 大学･松本大 高校･須坂東高 高校･長野日大高 高校･中野西高 高校･中野西高 高校･長野日大高
08/22 深沢 宏之(3) 14.59(+3.6) 東海林 祐也(2)12.98(+3.9) 藤井 大士(2) 12.87(+2.2) 戸澤 裕介(1) 12.63(+3.9) 栁原 優也(2) 12.37(+2.1) 小野 将季 12.25(+3.1) 竹内 篤史(3) 12.18(+3.1) 島津 海斗(2) 11.99(+2.4)

三段跳 高校･松代高 大学･松本大 高校･市立長野高 高校･長野吉田高 高校･松代高 一般･飯山市陸協 中学･信濃中 高校･松代高
08/22 池田 正太郎 12.42 柏木 一清 9.65 水谷 通章 8.89

砲丸投(7.260kg) 一般･長野市陸協 一般･長野市陸協 一般･須坂陸協
08/21 池田 正太郎 42.89 熊井 大地(2) 35.79

円盤投(2.000kg) 一般･長野市陸協 大学･松本大
08/21 富井 博輝(1) 45.81 水谷 通章 41.13 高橋 孝幸 40.99 斉藤 和彦 40.64

ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg) 大学･松本大 一般･須坂陸協 一般･長野市陸協 一般･長野市陸協
08/22 宮嵜 進太郎 60.87 木場田 航(2) 53.62 千野 裕二郎(2) 46.83 木村 信吾(2) 46.81 村松 卓哉(2) 46.34 小林 良輔(2) 41.65 早川 祐人(1) 41.52 太田 一矢(1) 38.96

やり投(0.800kg) 一般･ｼﾅﾉAC 高校･長野日大高 高校･篠ﾉ井高 高校･飯山北高 高校･屋代高 高校･篠ﾉ井高 高校･長野西高 高校･北部高
08/21 長野吉田高       42.62 松代高       44.07 中野立志館高       45.46 長野東高       45.57 屋代高       45.66 長野高       45.66 長野日大高       46.75

4×100mR 木藤 星(2) 松下 悦久(1) 勝山 喬也(2) 黒岩 敬正(1) 田玉 巧(1) 塚原 悠輔(1) 青木 達哉(2)
中野 直哉(1) 古川 栄貴(1) 平林 和也(2) 中村 光一(1) 小山 和也(2) 黒岩 秀(2) 小林 龍太(2)
齊藤 新(2) 栁原 優也(2) 荻原 隆博(1) 小林 賢明(1) 村松 卓哉(2) 関 悠佑(2) 高橋 弘樹(2)
小島 正大(2) 和田 侑也(1) 清水隆太郎(2) 浦野 泰希(1) 市川 直樹(1) 伊東 佑太(2) 水崎 悠樹(2)

08/22 長野吉田高     3,28.56 松代高     3,33.86 市立長野高     3,35.03 中野立志館高     3,35.40 須坂東高     3,39.31 長野東高     3,39.81 長野高専     3,43.02 屋代高     3,44.06
4×400mR 小島 正大(2) 島津 海斗(2) 清水 雅広(2) 荻原 隆博(1) 小林 桂太(2) 黒岩 敬正(1) 仲俣 真宏(1) 田玉 巧(1)

中野 直哉(1) 栁原 優也(2) 高橋 将人(1) 清水隆太郎(2) 土屋 翔太(2) 浦野 泰希(1) 吉澤 尚輝(1) 小山 和也(2)
小林 祐紀(2) 和田 侑也(1) 西澤 政也(1) 平林 和也(2) 浦野 謙太朗(1) 飯森 淳哉(1) 滝沢 雄貴(1) 田村 俊介(2)
齊藤 新(2) 古川 栄貴(1) 藤井 大士(2) 土屋 翔太(1) 杉山 恵梧(2) 野崎 健太(1) 岩崎 晴也(1) 市川 直樹(1)

08/22 中学男子  +1.4 松橋 大夢(1) 11.65 吉村 直也(3) 11.75 宮林 紘汰(2) 11.82 栗岩 龍生(3) 12.08 市川 貴大(3) 12.08 金沢 慎也(3) 12.27 依田和樹(2) 12.48
100m 中学･犀陵中 中学･東北中 中学･更北中 中学･飯山城南中 中学･川中島中 中学･山ﾉ内中 中学･小布施中

08/22 白川 友一(2) 57.90 山﨑 良次(3) 58.09 長田 龍貴(2) 58.30 南雲 一輝(3) 59.08 小林 勇一郎(3) 59.69 宮坂大樹(3) 59.82 坂田 晃有(2) 1,00.96 栗原優太(2) 1,01.58
400m 中学･相森中 中学･木島平中 中学･三陽中 中学･栄中 中学･飯山城南中 中学･櫻ヶ岡中 中学･相森中 中学･小布施中

08/21 森川 瑞貴(3) 2,07.60 内村 大空(3) 2,12.34 山田 祐也(3) 2,14.49 中沢 翼(2) 2,17.13 湯本 耕平(3) 2,17.49 寺田 敦(2) 2,18.59 髙野 拡美(1) 2,19.13 村田 将斗(3) 2,21.75
800m 中学･中野平中 中学･裾花中 中学･川中島中 中学･更北中 中学･高山中 中学･東北中 中学･広徳中 中学･川中島JRC

08/22 玉城 柾人(3) 4,22.33 黒川 岳(2) 4,25.32 山田 祐也(3) 4,28.30 金児 夏希(3) 4,33.96 臼井 悠太(3) 4,34.65 矢嶋 一樹(2) 4,35.78 村田 将斗(3) 4,36.15 湯本 耕平(3) 4,38.48
1500m 中学･川中島中 中学･中野平中 中学･川中島中 中学･川中島中 中学･長野北部中 中学･広徳中 中学･川中島JRC 中学･高山中

08/21 玉城 柾人(3) 9,32.73 金児 夏希(3) 9,40.51 小矢沢龍二(3) 9,50.09 具 ヒョヌ(2) 9,51.32 丸山 和輝(1) 9,55.35 西沢 晃佑(2) 9,55.49 松木 之衣(1) 9,56.99 山﨑 光(2) 10,01.51
3000m 中学･川中島中 中学･川中島中 中学･櫻ヶ岡中 中学･戸倉上山田中 中学･川中島JRC 中学･川中島中 中学･川中島JRC 中学･飯山城南中



第52回北信地区陸上競技選手権大会                                                

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
08/21  +2.5 尾形 優也(2) 16.22 中山 雄太(3) 16.25 吉村 直也(3) 16.46 北村 翔太(2) 17.95 戸田 樹(2) 18.50 関谷 脩利(3) 19.13 田中 和樹(2) 19.77 金児 直登(2) 19.82

110mH(0.914m) 中学･櫻ヶ岡中 中学･櫻ヶ岡中 中学･東北中 中学･信濃中 中学･櫻ヶ岡中 中学･栄中 中学･裾花中 中学･常盤中
08/21 桜井 壮一(3) 1.70 吉田 豪郎(2) 中学･犀陵中 1.60 町田 広大(3) 1.60 芋川 駿(2) 1.50 草野 晃平(2) 中学･長野東部中 1.50 中村 凱稀(2) 1.50

走高跳 中学･山ﾉ内中 内山 貴仁(2) 中学･信濃中 中学･更北中 中学･柳町中 三井 優征(3) 中学･飯山城南中 中学･裾花中
08/21 竹内 篤史(3) 5.97(+1.1) 武田 和也(3) 5.70(+0.6) 山本 翔太(3) 5.68(+0.1) 青木 夏貴(3) 5.58(+0.8) 丸山 紘輝(2) 5.49(+1.6) 白川 友一(2) 5.29(0.0) 吉元 楓賀(3) 5.28(-0.4) 根津 大輝(2) 5.24(+2.0)

走幅跳 中学･信濃中 中学･高社中 中学･山ﾉ内中 中学･飯山城南中 中学･裾花中 中学･相森中 中学･更北中 中学･豊野中
08/22 武田 涼介(3) 11.85 古川 伸一(3) 11.72 小林 拓矢(3) 10.58 中沢  覚(3) 9.49 田中 翔也(3) 9.31 丸山 真樹(3) 9.29 山本 歩(2) 9.24 原山 翼(2) 9.13

砲丸投(5.000kg) 中学･高社中 中学･東北中 中学･信濃中 中学･更北中 中学･栄中 中学･川中島中 中学･栄中 中学･犀陵中
08/21 上原 直斗(2) 32.26 小林 拓矢(3) 30.96 野崎 愛冬(2) 28.08 武田 涼介(3) 26.88 山本 歩(2) 23.60 尾形 優也(2) 23.28 大庭 直也(2) 22.84 酒井 海斗(2) 21.20

円盤投(1.000kg) 中学･高社中 中学･信濃中 中学･犀陵中 中学･高社中 中学･栄中 中学･櫻ヶ岡中 中学･栄中 中学･広徳中
08/22 大和 弘典(3) 47.55 池田 圭舗(3) 46.83 上原 直斗(2) 43.76 吉川 幹人(2) 41.67 高橋 義世(2) 40.37 田中 翔也(3) 40.26 湯本 浩昌(2) 39.94 大庭 直也(2) 39.51

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･柳町中 中学･信濃中 中学･高社中 中学･三陽中 中学･飯山城南中 中学･栄中 中学･柳町中 中学･栄中
08/21 川中島中       46.07 更北中       47.49 櫻ヶ岡中       48.52 山ﾉ内中       48.73 相森中       49.84 栄中       50.04

4×100mR 池田 彪我(2) 吉元 楓賀(3) 中澤 弘輝(2) 金沢 慎也(3) 土屋 光(2) 田中 翔也(3)
市川 貴大(3) 宮林 紘汰(2) 尾形 優也(2) 桜井 壮一(3) 塩崎 児汰朗(2) 斎藤 佑輔(3)
増田 勇輝(3) 小山田 充(3) 大日方景都(1) 山本 翔太(3) 岩井 将(2) 関谷 脩利(3)
井坪 優(3) 宮島 克彰(3) 戸田 樹(2) 江澤 優太(2) 坂田 晃有(2) 南雲 一輝(3)

08/22 オープン男子 関根 広郎 4,54.67
1500m 一般･ｱｼｯｸｽRC

08/21 関根 広郎 18,15.73
5000m 一般･ｱｼｯｸｽRC

08/22 高校男子 山本 大地(3) 12.88 野﨑 隼冬(1) 12.13 尾﨑 雄介(2) 11.40 下平 勇仁(2) 11.13 三ツ井 良介(2) 10.70 木村 信吾(2) 10.36 大庭 達也(1) 10.16 中村 颯志(2) 10.14
砲丸投(6.000kg) 高校･飯山北高 高校･長野工業高 高校･更級農業高 高校･長野日大高 高校･長野日大高 高校･飯山北高 高校･飯山北高 高校･篠ﾉ井高

08/21 尾﨑 雄介(2) 38.09 大庭 達也(1) 33.77 野﨑 隼冬(1) 31.63 太田 一矢(1) 29.15 高橋 大樹(2) 28.40 下平 勇仁(2) 26.12 三ツ井 良介(2) 25.79 藤巻 陽介(2) 24.27
円盤投(1.750kg) 高校･更級農業高 高校･飯山北高 高校･長野工業高 高校･北部高 高校･中野立志館高 高校･長野日大高 高校･長野日大高 高校･飯山北高

08/21 大和 工峰(2) 39.81 中村 颯志(2) 37.56 斎藤 克弥(3) 35.62 渡辺 敦也(2) 29.68 島貫 翔太(1) 26.00 大庭 達也(1) 22.42 郷道 拓未(1) 17.84
ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 高校･須坂園芸高 高校･篠ﾉ井高 高校･飯山北高 高校･飯山北高 高校･中野西高 高校･飯山北高 高校･須坂高



予選 8月22日 12:30
決勝 8月22日 14:30

県新                10.15
大会新              10.65

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +0.3

 1 神林 啓人 一般     11.75  1 塩野入 信栄(2) 高校     11.90 
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 長野市陸協 ｼｵﾉｲﾘ ｼﾝｴｲ 長野俊英高

 2 平林 和也(2) 高校     11.93  2 高橋 弘樹(2) 高校     12.01 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼｶｽﾞﾔ 中野立志館高 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ 長野日大高

 3 市川 直樹(1) 高校     11.93  3 千野 裕二郎(2) 高校     12.17 
ｲﾁｶﾜ ﾅｵｷ 屋代高 ﾁﾉ ﾕｳｼﾞﾛｳ 篠ﾉ井高

 4 水越 健輔(1) 高校     12.15  4 上松 暉(1) 高校     12.22 
ﾐｽﾞｺｼ ｹﾝｽｹ 長野日大高 ｱｹﾞﾏﾂ ﾋｶﾙ 長野吉田高

 5 中村 光一(1) 高校     12.16  5 飯島 史也(3) 高校     12.32 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ 長野東高 ｲｲｼﾞﾏ ﾌﾐﾔ 松代高

 6 堀内 皓平(1) 高校     12.25  6 小島 祐太(2) 高校     12.84 
ﾎﾘｳﾁ ｺｳﾍｲ 長野工業高 ｺｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 中野西高

 7 中村 大貴(1) 高校     12.44  7 竹前 儀登(1) 高校     14.06 
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 須坂東高 ﾀｹﾏｴ ﾖｼﾄ 須坂東高

 8 斎藤 也貴(2) 高校     12.62 高橋 邦幸 一般
ｻｲﾄｳ ﾅﾘｷ 更級農業高 ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾕｷ 長野市陸協
峯村 湧希(2) 高校 今村 迅人(2) 高校
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ 長野俊英高 ｲﾏﾑﾗ ﾊﾔﾄ 北部高

[ 3組] 風速 +0.1 [ 4組] 風速 +0.7

 1 松下 悦久(1) 高校     11.84  1 土山 徹也 一般     10.96 q
ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾋｻ 松代高 ﾂﾁﾔﾏ ﾃﾂﾔ 長野市陸協

 2 小橋 遼 一般     11.95  2 松尾 錦(1) 高校     11.67 
ｺﾊｼ ﾘｮｳ 中高陸協 ﾏﾂｵ ﾆｼｷ 長野吉田高

 3 小林 賢明(1) 高校     12.20  3 田玉 巧(1) 高校     12.33 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ 長野東高 ﾀﾀﾞﾏ ﾀｸﾐ 屋代高

 4 荻原 隆博(1) 高校     12.22  4 勝山 喬也(2) 高校     12.46 
ｵｷﾞﾜﾗﾀｶﾋﾛ 中野立志館高 ｶﾂﾔﾏﾀｶﾔ 中野立志館高

 5 栁澤 一道(1) 高校     12.32  5 堀 勇人(1) 高校     12.72 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾐﾁ 市立長野高 ﾎﾘ ﾊﾔﾄ 松代高

 6 上野 星矢(1) 高校     12.52  6 梶塚 航太(1) 高校     13.34 
ｳｴﾉ ｾｲﾔ 更級農業高 ｶｼﾞﾂﾞｶ ｺｳﾀ 北部高

 7 佐藤 友哉(1) 高校     12.65 大槻 陽生(1) 高校
ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 長野西高 ｵｵﾂｷ ﾊﾙｷ 長野工業高

 8 藤森 健佑(2) 高校     12.74 池田 健二郎(1) 大学
ﾌｼﾞﾓﾘ ｹﾝｽｹ 長野工業高 ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 松本大

 9 松本 啓夢(1) 高校     12.99 宮本 一也(2) 高校
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾑ 北部高 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 飯山北高

[ 5組] 風速 +1.8 [ 6組] 風速 +0.8

 1 穂刈 賢一郎(3) 大学     11.10 q  1 尾﨑 翔太(3) 高校     11.37 q
ﾎｶﾘ ｹﾝｲﾁﾛｳ 法政大 ｵｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 市立長野高

 2 松沢 恵佑(2) 大学     11.34 q  2 木藤 星(2) 高校     11.65 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 松本大 ｷﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 長野吉田高

 3 太田 和彰(3) 高校     11.46 q  3 田川 征紀(1) 高校     11.76 
ｵｵﾀ ｶｽﾞｱｷ 松代高 ﾀｶﾞﾜ ﾏｻｷ 飯山北高

 4 豊田 利彦 一般     11.92  4 朝倉 雅貴(1) 高校     12.20 
ﾄﾖﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 信大AC ｱｻｸﾗ ﾏｻｷ 松代高

 5 村田 大季(1) 高校     12.12  5 松木 大地(1) 高校     12.50 
ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲｷ 更級農業高 ﾏﾂｷ ﾀﾞｲﾁ 北部高

 6 尾澤 拓朗(1) 高校     12.83  6 塚田 渓(1) 高校     12.78 
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾛｳ 長野西高 ﾂｶﾀﾞ ｹｲ 長野工業高

 7 西澤 昌悟(1) 高校     12.98  7 吉見 康平(1) 高校     13.76 
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 須坂東高 ﾖｼﾐ ｺｳﾍｲ 須坂園芸高
川﨑 真(2) 高校 清水隆太郎(2) 高校
ｶﾜｻｷ ﾏｺﾄ 長野吉田高 ｼﾐｽﾞﾘｭｳﾀﾛｳ 中野立志館高
青木 達哉(2) 高校
ｱｵｷ ﾀﾂﾔ 長野日大高

男子

100m                

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  9748

7   884

8  1458

4  1256

5  2755

3  1199

6  1172

2  3136
欠場

順 ﾚｰﾝ

1  3084

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  3125

3  1271

6  1363

2  1052

5  1424

7   946

8   979

1  9110
欠場

9  1021
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
9  1416

5  9100

1  1196

3   895

7  1162

2   867

8  2763

6  1024

順 ﾚｰﾝ No.
2  9617

4  1102

3  1055

8  1455

9   881

1  1422

7  1028

4  1173
欠場

5  8211
欠場

6   802
欠場

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

6  9065

1  8236

9  8130

5  1083
欠場

8  2762

4  1110

順 ﾚｰﾝ No.
6   856

3  3091

2  1430

9  1084

2   805

5  1423

7  1023

4  1174

3  3077

8   888
欠場

7  1277
欠場



[ 7組] 風速 +1.4 [ 8組] 風速 -0.1

 1 塚田 武(2) 高校     11.48 q  1 宮沢 友貴(1) 大学     11.41 q
ﾂｶﾀﾞ ﾀｹｼ 更級農業高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｷ 松本大

 2 宮林 凌汰(1) 高校     11.51 q  2 小林 龍太(2) 高校     11.57 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野工業高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀ 長野日大高

 3 西澤 政也(1) 高校     11.93  3 岩崎 晴也(1) 高校     11.92 
ﾆｼｻﾞﾜ  ﾏｻﾔ 市立長野高 ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾔ 長野高専

 4 下田 振一(1) 高校     11.94  4 宮川 将輝(1) 高校     12.08 
ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 松代高 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｻｷ 長野吉田高

 5 土屋 翔太(1) 高校     12.06  5 藤井 大士(2) 高校     12.11 
ﾂﾁﾔｼｮｳﾀ 中野立志館高 ﾌｼﾞｲ ﾀｲｼ 市立長野高

 6 黒岩 敬正(1) 高校     12.21  6 五明 和樹(1) 高校     12.60 
ｸﾛｲﾜ ﾀｶﾏｻ 長野東高 ｺﾞﾐｮｳ ｶｽﾞｷ 長野工業高

 7 小林 誠(1) 高校     12.90  7 駒津 秀樹(1) 高校     12.77 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 北部高 ｺﾏﾂ ﾋﾃﾞｷ 須坂東高

 8 峯村 誠(1) 高校     13.24 兒玉 一也(3) 高校
ﾐﾈﾑﾗ ﾏｺﾄ 須坂東高 ｺﾀﾞﾏｶｽﾞﾔ 中野立志館高

風速 +3.0

 1 土山 徹也 一般     10.81 
ﾂﾁﾔﾏ ﾃﾂﾔ 長野市陸協

 2 穂刈 賢一郎(3) 大学     10.99 
ﾎｶﾘ ｹﾝｲﾁﾛｳ 法政大

 3 尾﨑 翔太(3) 高校     11.26 
ｵｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 市立長野高

 4 宮沢 友貴(1) 大学     11.27 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｷ 松本大

 5 塚田 武(2) 高校     11.37 
ﾂｶﾀﾞ ﾀｹｼ 更級農業高

 6 松沢 恵佑(2) 大学     11.39 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 松本大

 7 太田 和彰(3) 高校     11.47 
ｵｵﾀ ｶｽﾞｱｷ 松代高

 8 宮林 凌汰(1) 高校     11.47 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野工業高

男子

100m                

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  2760

2  1170

6   869

8  1418

9   892

5  1197

7  1029

3  3085

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  8216

5  1266

8  3506

9  1058

3   863

6  1175

7  3083

4   916
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  9617

6  8236

5   856

8  8216

2  2760

7  8130

9  1430

3  1170



予選 8月21日 10:05
決勝 8月21日 13:05

県新                20.35
大会新              22.11

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 +1.0

 1 今村 迅人(2) 高校     22.07 q  1 宮沢 友貴(1) 大学     23.19 q
ｲﾏﾑﾗ ﾊﾔﾄ 北部高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｷ 松本大

 2 仲俣 真宏(1) 高校     24.60  2 松尾 錦(1) 高校     23.80 
ﾅｶﾏﾀ ﾏｻﾋﾛ 長野高専 ﾏﾂｵ ﾆｼｷ 長野吉田高

 3 長田 龍貴(2) 中学     24.64  3 郷原 惇(1) 高校     24.08 
ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ 三陽中 ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｱﾂｼ 北部高

 4 南雲 一輝(3) 中学     25.40  4 小林 傑(2) 高校     25.02 
ﾅｸﾞﾓ ｶｽﾞｷ 栄中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 須坂高

 5 外谷 昌範(1) 中学     27.81  5 塚田 渓(1) 高校     25.58 
ﾄﾔ ﾏｻﾉﾘ 信濃中 ﾂｶﾀﾞ ｹｲ 長野工業高

 6 雲崎 凌(1) 中学     28.65  6 岩井 将(2) 中学     27.07 
ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ 長野東部中 ｲﾜｲｼｮｳ 相森中

 7 小野澤 侑樹(2) 中学     29.48  7 會津 淳之介(1) 中学     30.54 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾕｳｷ 飯山城南中 ｱｲﾂﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 柳町中

 8 吉原 稔海(1) 中学     31.87 町田 慶介(2) 中学
ﾖｼﾊﾗ ﾄｼﾐ 長野北部中 ﾏﾁﾀﾞ ｹｲｽｹ 裾花中
関 悠佑(2) 高校 小川 翔(2) 高校
ｾｷ ﾕｳｽｹ 長野高 ｵｶﾞﾜｶｹﾙ 中野立志館高

[ 3組] 風速 +1.5 [ 4組] 風速 +0.5

 1 稲葉 拓也(2) 高校     23.78  1 宮林 凌汰(1) 高校     23.09 q
ｲﾅﾊﾞ ﾀｸﾔ 更級農業高 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野工業高

 2 西澤 政也(1) 高校     24.33  2 小林 龍太(2) 高校     23.47 
ﾆｼｻﾞﾜ  ﾏｻﾔ 市立長野高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀ 長野日大高

 3 大槻 陽生(1) 高校     25.20  3 宮島 克彰(3) 中学     24.80 
ｵｵﾂｷ ﾊﾙｷ 長野工業高 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾂｱｷ 更北中

 4 高瀬 侑弥(1) 高校     26.52  4 土屋 翔太(2) 高校     25.21 
ﾀｶｾ ﾕｳﾔ 長野西高 ﾂﾁﾔ ｼｮｳﾀ 須坂東高

 5 土屋 和勢(2) 中学     27.17  5 鈴木 滉太(2) 中学     27.41 
ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｾ 南宮中 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 長野東部中

 6 武田 ライアン(2) 中学     29.70  6 古田 涼(2) 中学     30.69 
ﾀｹﾀﾞ ﾗｲｱﾝ 柳町中 ﾌﾙﾀ ﾘｮｳ 柳町中

 7 築田 大輝(2) 中学     30.78 荒井 誠(2) 中学
ﾂｸﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 信濃中 ｱﾗｲ ﾏｺﾄ 長野北部中
深沢 宏之(3) 高校 宮本 一也(2) 高校
ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 松代高 ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾔ 飯山北高

[ 5組] 風速 +0.1 [ 6組] 風速 +0.7

 1 小島 正大(2) 高校     22.94 q  1 松沢 恵佑(2) 大学     22.81 q
ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 長野吉田高 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 松本大

 2 堀内 皓平(1) 高校     25.01  2 松橋 大夢(1) 中学     24.58 
ﾎﾘｳﾁ ｺｳﾍｲ 長野工業高 ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 犀陵中

 3 横山 裕夢(2) 中学     25.60  3 五明 和樹(1) 高校     25.37 
ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾑ 長野北部中 ｺﾞﾐｮｳ ｶｽﾞｷ 長野工業高

 4 小山田 充(3) 中学     25.96  4 塚原 悠輔(1) 高校     25.47 
ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾙ 更北中 ﾂｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ 長野高

 5 水﨑 友一朗(1) 高校     26.44  5 塚本 修平(2) 大学     25.49 
ﾐｽﾞｻｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 長野西高 ﾂｶﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 信州大

 6 峯村 誠(1) 高校     27.37  6 上松 暉(1) 高校     25.60 
ﾐﾈﾑﾗ ﾏｺﾄ 須坂東高 ｱｹﾞﾏﾂ ﾋｶﾙ 長野吉田高

 7 荒井 雄貴(2) 中学     29.22  7 宮武 雅弘(1) 中学     29.13 
ｱﾗｲ ﾕｳｷ 川中島中 ﾐﾔﾀｹ ﾏｻﾋﾛ 長野東部中
坂田 柾(2) 中学  8 宮崎 勝利(1) 中学     30.74 
ｻｶﾀ ﾏｻｷ 戸倉上山田中 ﾐﾔｻﾞｷ ｶﾂﾄｼ 飯山城北中

男子

200m                

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1021

大会新
7  3517

9  5093

4  4815

5  5168

6  4581

2  5022

1  3109
欠場

順 ﾚｰﾝ

3  4834

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  8216

8  1055

5  1022

1  1003

3  1174

7  4247

9  4940

4  5248
欠場

6   883
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
2  2758

8   869

3  1173

9  1108

6  4447

4  4916

7  4589

5  1431
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
8  1170

6  1266

7  5508

3   985

4  5010

2  4912

5  5153
欠場

9   802
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
5  1079

6  1172

3  5160

2  5511

7  1101

4  3085

8  5444

9  4039
欠場

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  8130

5  5260

4  1175

7  1123

3  8192

9  1052

6  5036

2  4873



[ 7組] 風速 +0.8 [ 8組] 風速  0.0

 1 塚田 武(2) 高校     23.49  1 黒岩 秀(2) 高校     23.42 
ﾂｶﾀﾞ ﾀｹｼ 更級農業高 ｸﾛｲﾜ  ｼｭｳ 長野高

 2 松下 悦久(1) 高校     23.51  2 浦野 謙太朗(1) 高校     24.09 
ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾋｻ 松代高 ｳﾗﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 須坂東高

 3 戸田 樹(2) 中学     25.87  3 高橋 弘樹(2) 高校     24.35 
ﾄﾀﾞｲﾂｷ 櫻ヶ岡中 ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ 長野日大高

 4 土屋 光(2) 中学     26.16  4 勝山 喬也(2) 高校     25.23 
ﾂﾁﾔﾋｶﾙ 相森中 ｶﾂﾔﾏﾀｶﾔ 中野立志館高

 5 内山 貴仁(2) 中学     26.86  5 中村 直正(2) 中学     27.90 
ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 信濃中 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾏｻ 南宮中

 6 町田 陽来(1) 中学     28.77  6 飯島 勇矢(2) 中学     28.08 
ﾏﾁﾀﾞ ﾊﾙｷ 南宮中 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 戸倉上山田中
岡村 直紀(1) 中学  7 勝山 智就(1) 中学     29.16 
ｵｶﾑﾗ ﾅｵｷ 松代中 ｶﾂﾔﾏﾄﾓﾅﾘ 相森中
宮之本 航(1) 高校 山﨑 良次(3) 中学
ﾐﾔﾉﾓﾄ ﾜﾀﾙ 長野吉田高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 木島平中

[ 9組] 風速 +1.4 [ 10組] 風速 +2.2

 1 増田 勇輝(3) 中学     24.67  1 齊藤 新(2) 高校     22.60 q
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 川中島中 ｻｲﾄｳ ｱﾗﾀ 長野吉田高

 2 大森 翼(1) 高校     25.23  2 太田 和彰(3) 高校     22.81 q
ｵｵﾓﾘ ﾂﾊﾞｻ 長野吉田高 ｵｵﾀ ｶｽﾞｱｷ 松代高

 3 佐久間 裕弥(1) 高校     25.86  3 平林 和也(2) 高校     24.04 
ｻｸﾏ ﾕｳﾔ 長野西高 ﾋﾗﾊﾞﾔｼｶｽﾞﾔ 中野立志館高

 4 清水 貴史(2) 中学     26.60  4 塩野入 信栄(2) 高校     24.11 
ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ 裾花中 ｼｵﾉｲﾘ ｼﾝｴｲ 長野俊英高

 5 小林 優太(2) 中学     28.95  5 伊藤 匠美(3) 中学     25.36 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 飯山城南中 ｲﾄｳﾀｸﾐ 櫻ヶ岡中

 6 阿部 快斗(1) 中学     30.87  6 坂井 拓実(2) 中学     30.13 
ｱﾍﾞ ｶｲﾄ 栄中 ｻｶｲ ﾀｸﾐ 戸倉上山田中
伊達 仁哉(4) 大学  7 荒井 優宇(2) 中学     31.08 
ﾀﾞﾃ ﾏｻﾔ 福井工大 ｱﾗｲ ﾕｳ 裾花中
兼平 直樹(1) 中学 丸田 弘明(1) 高校
ｶﾈﾋﾗ  ﾅｵｷ 山ﾉ内中 ﾏﾙﾀ ﾋﾛｱｷ 屋代高

[ 11組] 風速 -0.4

 1 古川 栄貴(1) 高校     23.15 q
ﾌﾙｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 松代高

 2 浦野 泰希(1) 高校     23.25 
ｳﾗﾉ ﾀｲｷ 長野東高

 3 田川 征紀(1) 高校     23.92 
ﾀｶﾞﾜ ﾏｻｷ 飯山北高

 4 青木 達哉(2) 高校     24.64 
ｱｵｷ ﾀﾂﾔ 長野日大高

 5 小林 誠(1) 高校     25.97 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 北部高

 6 石坂 光平(2) 中学     30.48 
ｲｼｻﾞｶ ｺｳﾍｲ 川中島中

 7 西澤 翔(1) 中学     32.18 
ﾆｼｻﾞﾜｼｮｳ 櫻ヶ岡中
下田 朝日(1) 中学
ｼﾓﾀ  ﾞｱｻﾋ 山ﾉ内中

風速 +1.5

 1 小島 正大(2) 高校     22.44 
ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ 長野吉田高

 2 齊藤 新(2) 高校     22.54 
ｻｲﾄｳ ｱﾗﾀ 長野吉田高

 3 松沢 恵佑(2) 大学     22.78 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 松本大

 4 太田 和彰(3) 高校     22.84 
ｵｵﾀ ｶｽﾞｱｷ 松代高

 5 宮沢 友貴(1) 大学     22.95 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｷ 松本大

 6 古川 栄貴(1) 高校     23.14 
ﾌﾙｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 松代高

 7 宮林 凌汰(1) 高校     23.24 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野工業高
今村 迅人(2) 高校
ｲﾏﾑﾗ ﾊﾔﾄ 北部高

男子

200m                

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  2760

7  1416

3  4967

5  4261

2  4585

8  6497

4  5351
途中棄権

9  1053
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1111

7   980

4  1271

6   881

3  4450

9  4042

5  4267

2  4376
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  6171

2  1054

4  1092

7  5245

9  4828

3  4804

5  8168
欠場

6  4353
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1081

6  1430

2   884

3  3125

8  4960

9  4048

5  5238

7  1453
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1417

7  1195

8   805

3  1277

5  1029

4  5446

6  4979

9  4355
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  1079

4  1081

6  8130

5  1430

2  8216

3  1417

8  1170

欠場
7  1021



予選 8月22日  9:10
決勝 8月22日 13:45

県新                46.54
大会新              48.13

[ 1組] [ 2組]

 1 栁原 優也(2) 高校     51.86 q  1 清水隆太郎(2) 高校     53.06 q
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ 松代高 ｼﾐｽﾞﾘｭｳﾀﾛｳ 中野立志館高

 2 高沢 深史(1) 高校     54.73  2 田川 征紀(1) 高校     54.34 q
ﾀｶｻﾜ ﾌｶｼ 長野日大高 ﾀｶﾞﾜ ﾏｻｷ 飯山北高

 3 稲葉 拓也(2) 高校     55.05  3 郷原 惇(1) 高校     54.91 
ｲﾅﾊﾞ ﾀｸﾔ 更級農業高 ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｱﾂｼ 北部高

 4 土屋 翔太(2) 高校     55.42  4 堀内 皓平(1) 高校     56.23 
ﾂﾁﾔ ｼｮｳﾀ 須坂東高 ﾎﾘｳﾁ ｺｳﾍｲ 長野工業高

 5 亀原 一起(1) 高校     55.81  5 中村 大貴(1) 高校     57.82 
ｶﾒﾊﾗ ｶｽﾞｷ 長野商業高 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 須坂東高

 6 倉石 耀多(2) 高校     56.09 土屋 洋樹(1) 高校
ｸﾗｲｼ ﾖｳﾀ 篠ﾉ井高 ﾂﾁﾔ ﾋﾛｷ 長野西高

 7 渡辺 文也(2) 高校   1,02.69 野澤 知哉(2) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾔ 飯山北高 ﾉｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 長野東高
小川 翔(2) 高校
ｵｶﾞﾜｶｹﾙ 中野立志館高

[ 3組] [ 4組]

 1 小山 和也(2) 高校     52.17 q  1 新谷 嘉秀(3) 大学     54.04 q
ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 屋代高 ﾆｲﾔ ﾖｼﾋﾃﾞ 高経大

 2 松下 明広(2) 高校     53.97 q  2 荻原 隆博(1) 高校     55.10 
ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾋﾛ 長野日大高 ｵｷﾞﾜﾗﾀｶﾋﾛ 中野立志館高

 3 馬場 謙太(2) 高校     56.37  3 中澤 亮太(2) 高校     56.08 
ﾊﾞﾊﾞｹﾝﾀ 中野立志館高 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 須坂東高

 4 大森 翼(1) 高校     57.47  4 吉澤 尚輝(1) 高校     56.86 
ｵｵﾓﾘ ﾂﾊﾞｻ 長野吉田高 ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵｷ 長野高専

 5 塚田 渓(1) 高校     59.33  5 五明 和樹(1) 高校     57.12 
ﾂｶﾀﾞ ｹｲ 長野工業高 ｺﾞﾐｮｳ ｶｽﾞｷ 長野工業高

 6 西澤 昌悟(1) 高校   1,00.41 西澤 幸之助(1) 高校
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 須坂東高 ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳﾉｽｹ 飯山北高
高橋 秋平(2) 高校 宮之本 航(1) 高校
ﾀｶﾊｼ ｼｭｳﾍｲ 長野東高 ﾐﾔﾉﾓﾄ ﾜﾀﾙ 長野吉田高

[ 5組]

 1 齊藤 新(2) 高校     51.66 q
ｻｲﾄｳ ｱﾗﾀ 長野吉田高

 2 和田 侑也(1) 高校     53.79 q
ﾜﾀﾞ ﾕｳﾔ 松代高

 3 高橋 将人(1) 高校     54.63 
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 市立長野高

 4 土屋 翔太(1) 高校     55.08 
ﾂﾁﾔｼｮｳﾀ 中野立志館高

 5 鈴木 晃(2) 高校     55.63 
ｽｽﾞｷ  ｱｷﾗ 須坂園芸高

 6 丸山 俊也(1) 高校   1,04.97 
ﾏﾙﾔﾏ ﾄｼﾔ 須坂商高
大槻 陽生(1) 高校
ｵｵﾂｷ ﾊﾙｷ 長野工業高

 1 齊藤 新(2) 高校     50.41 
ｻｲﾄｳ ｱﾗﾀ 長野吉田高

 2 栁原 優也(2) 高校     51.55 
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ 松代高

 3 小山 和也(2) 高校     52.27 
ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾔ 屋代高

 4 清水隆太郎(2) 高校     52.72 
ｼﾐｽﾞﾘｭｳﾀﾛｳ 中野立志館高

 5 和田 侑也(1) 高校     53.32 
ﾜﾀﾞ ﾕｳﾔ 松代高

 6 松下 明広(2) 高校     53.35 
ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾋﾛ 長野日大高

 7 新谷 嘉秀(3) 大学     53.41 
ﾆｲﾔ ﾖｼﾋﾃﾞ 高経大

 8 田川 征紀(1) 高校     56.01 
ﾀｶﾞﾜ ﾏｻｷ 飯山北高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
5  1413

3  1272

男子

400m                

予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

 1360

9  2758

6   985

8   838

2   883

7  1147

4

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
3   888

2   805

8  1022

4  1172

6  3084

5  1109
欠場

7  1193
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1452

3  1279

6  3091

4   882

5  1054

7  1219
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

8   895

2  1174

氏  名 所属名 記録／備考
6  2480

2  3100

3  3508

5  1175

4   806
欠場

7  1053
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1081

8  1420

7   865

3   892

6  3073

5   951

4  1173
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1081

4  1413

7  1452

6   888

8  1420

9  1279

3  2480

2   805



予選 8月21日 11:05
決勝 8月21日 14:15

県新              1,48.43
大会新            1,57.94

[ 1組] [ 2組]

 1 徳武 大起(1) 大学   2,03.45 q  1 小林 桂太(2) 高校   2,02.33 q
ﾄｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ 松本大 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 須坂東高

 2 兼子 知也(2) 高校   2,04.14 q  2 新谷 嘉秀(3) 大学   2,06.01 q
ｶﾈｺ ﾄﾓﾔ 飯山北高 ﾆｲﾔ ﾖｼﾋﾃﾞ 高経大

 3 吉元 将也(2) 高校   2,09.79  3 小矢沢 雄一(1) 高校   2,06.03 
ﾖｼﾓﾄ ﾏｻﾔ 長野高 ｺﾔｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 屋代高

 4 滝沢 雄貴(1) 高校   2,10.75  4 神農 育男(1) 高校   2,09.48 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｷ 長野高専 ｼﾝﾉｳ ｲｸｵ 篠ﾉ井高

 5 早川 卓也(2) 高校   2,12.97  5 髙松 大也(1) 高校   2,19.79 
ﾊﾔｶﾜ ﾀｸﾔ 長野工業高 ﾀｶﾏﾂ ﾏｻﾔ 長野吉田高

 6 馬場 謙太(2) 高校   2,23.66  6 藤野 航平(1) 高校   2,30.66 
ﾊﾞﾊﾞｹﾝﾀ 中野立志館高 ﾌｼﾞﾉ ｺｳﾍｲ 長野西高
藤沢 光(1) 高校 西澤 幸之助(1) 高校
ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 須坂高 ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳﾉｽｹ 飯山北高
倉嶋 俊治(2) 高校 宮下 佳輝(1) 高校
ｸﾗｼﾏ ｼｭﾝｼﾞ 篠ﾉ井高 ﾐﾔｼﾀ ﾖｼｷ 長野工業高

[ 3組] [ 4組]

 1 佐藤 隆史(1) 大学   1,56.31 q  1 宮坂 優介(5) 大学   2,04.41 q
ｻﾄｳ ﾀｶｼ 信州大 ﾐﾔｻｶ ﾕｳｽｹ 長野高専

 2 平野 慶介(3) 高校   2,04.69 q  2 梅崎 純平(2) 高校   2,08.62 
ﾋﾗﾉｹｲｽｹ 中野立志館高 ｳﾒｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 篠ﾉ井高

 3 和田 侑也(1) 高校   2,06.19  3 伊東 佑太(2) 高校   2,10.18 
ﾜﾀﾞ ﾕｳﾔ 松代高 ｲﾄｳ ﾕｳﾀ 長野高

 4 小山 拓也(1) 高校   2,08.78  4 飯森 淳哉(1) 高校   2,11.85 
ｺﾔﾏ ﾀｸﾔ 長野高 ｲｲﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 長野東高

 5 島田 竜輔(1) 高校   2,14.41  5 高橋 将人(1) 高校   2,11.89 
ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 長野東高 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 市立長野高

 6 中山 翔太(1) 高校   2,19.69  6 田村 俊介(2) 高校   2,12.06 
ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳﾀ 須坂東高 ﾀﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 屋代高

 7 依田 卓東(1) 高校   2,22.11  7 渡辺 文也(2) 高校   2,27.17 
ﾖﾀﾞ ﾀｸﾄ 長野高専 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾔ 飯山北高

 8 岩井 駿介(1) 高校   2,23.29  8 山田 祐平(2) 高校   2,34.86 
ｲﾜｲ ｼｭﾝｽｹ 飯山北高 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 中野西高

[ 5組]

 1 村沢 智啓 一般   2,04.53 q
ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 千曲市陸協

 2 箕浦 広志(1) 高校   2,07.07 
ﾐﾉｳﾗ ｺｵｼ 長野吉田高

 3 小林 将也(1) 高校   2,11.58 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 北部高
田中 求(1) 高校
ﾀﾅｶ ﾓﾄﾑ 長野高
諏訪 琢眞(3) 高校
ｽﾜ ﾀｸﾏ 長野高専
土屋 洋樹(1) 高校
ﾂﾁﾔ ﾋﾛｷ 長野西高
深瀬 一輝(2) 高校
ﾌｶｾ ｶｽﾞｷ 長野俊英高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
2  8203

4   836

男子

800m                

予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

  882

7  1121

8  3505

5  1006
欠場

9  1361

3  1161

6

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
5  3097

9  2480

7  1454

6  1364

8  1057

3  1100

2   806
欠場

4  1177
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
7  8012

大会新
9   917

2  1420

5  1125

3  1194

8   982

4  3509

6   803

氏  名 所属名 記録／備考
4  8162

9  1354

5  1112

8  1201

3   865

7  1451

2   838

6   947

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  9784

2  1059

8  1025

3  1127
欠場

4  3534
欠場

5  1109
欠場

7  3135
欠場



 1 佐藤 隆史(1) 大学   1,58.58 
ｻﾄｳ ﾀｶｼ 信州大

 2 平野 慶介(3) 高校   2,01.58 
ﾋﾗﾉｹｲｽｹ 中野立志館高

 3 小林 桂太(2) 高校   2,01.63 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 須坂東高

 4 村沢 智啓 一般   2,02.00 
ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 千曲市陸協

 5 宮坂 優介(5) 大学   2,03.90 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳｽｹ 長野高専

 6 新谷 嘉秀(3) 大学   2,06.24 
ﾆｲﾔ ﾖｼﾋﾃﾞ 高経大

 7 徳武 大起(1) 大学   2,06.51 
ﾄｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ 松本大
兼子 知也(2) 高校
ｶﾈｺ ﾄﾓﾔ 飯山北高

男子

800m                
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  8012

2   917

6  3097

8  9784

9  8162

3  2480

7  8203

5   836
欠場



予選 8月22日 10:35
決勝 8月22日 14:50

県新              3,38.49
大会新            3,54.3 

[ 1組] [ 2組]

 1 佐藤 隆史(1) 大学   4,01.65 Q  1 兼子 知也(2) 高校   4,10.31 Q
ｻﾄｳ ﾀｶｼ 信州大 ｶﾈｺ ﾄﾓﾔ 飯山北高

 2 利根川 裕雄 一般   4,15.70 Q  2 徳武 大起(1) 大学   4,10.39 Q
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ ﾄｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ 松本大

 3 長谷川 久嗣 一般   4,15.77 Q  3 村沢 智啓 一般   4,10.93 Q
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｻﾂｸﾞ 上水内陸協 ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 千曲市陸協

 4 平野 慶介(3) 高校   4,15.81 Q  4 越野 晃寛(2) 高校   4,10.99 Q
ﾋﾗﾉｹｲｽｹ 中野立志館高 ｺｼﾉ ｱｷﾋﾛ 篠ﾉ井高

 5 小林 桂太(2) 高校   4,16.14 q  5 小矢沢 雄一(1) 高校   4,15.47 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 須坂東高 ｺﾔｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 屋代高

 6 関 孝志(2) 高校   4,26.32  6 風間 栄作(3) 高校   4,15.89 q
ｾｷ ﾀｶｼ 更級農業高 ｶｻﾞﾏ ｴｲｻｸ 更級農業高

 7 市川 武 一般   4,30.23  7 藤澤 公宣(1) 高校   4,29.03 
ｲﾁｶﾜ ﾀｹｼ 長野日本無線 ﾌｼﾞｻﾜｷﾐﾉﾌﾞ 中野立志館高

 8 早川 卓也(2) 高校   4,31.80  8 山岸 雄気(1) 高校   4,34.11 
ﾊﾔｶﾜ ﾀｸﾔ 長野工業高 ﾔﾏｷﾞｼﾕｳｷ 中野立志館高

 9 富井 一輝(2) 高校   4,31.90  9 中山 翔太(1) 高校   4,42.14 
ﾄﾐｲｶｽﾞｷ 中野立志館高 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳﾀ 須坂東高

10 西澤 幸之助(1) 高校   4,37.06 10 髙松 大也(1) 高校   4,50.13 
ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳﾉｽｹ 飯山北高 ﾀｶﾏﾂ ﾏｻﾔ 長野吉田高

11 駒沢 信二 一般   4,38.29 11 徳竹 昴紀(1) 高校   4,50.83 
ｺﾏｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 須坂陸協 ﾄｸﾀｹｺｳｷ 中野立志館高

12 武石 卓(2) 高校   4,38.76 12 岩井 駿介(1) 高校   4,52.34 
ﾀｹｲｼ ｽｸﾞﾙ 長野商業高 ｲﾜｲ ｼｭﾝｽｹ 飯山北高

13 宮尾 和希(1) 高校   5,09.95 13 内田 祐介(2) 高校   4,59.37 
ﾐﾔｵ ｶｽﾞｷ 更級農業高 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ 更級農業高

14 藤野 航平(1) 高校   5,27.54 諏訪 琢眞(3) 高校
ﾌｼﾞﾉ ｺｳﾍｲ 長野西高 ｽﾜ ﾀｸﾏ 長野高専
倉嶋 俊治(2) 高校 田幸 玄陽(1) 高校
ｸﾗｼﾏ ｼｭﾝｼﾞ 篠ﾉ井高 ﾀｺｳ ｼｽﾞﾀｶ 中野西高
今野 大輔(1) 高校 前田 庸宏(3) 大学
ｺﾝﾉ ﾀﾞｲｽｹ 長野高専 ﾏｴﾀﾞ ﾉﾌﾞﾋﾛ 信州大

川又 亮太(1) 高校
ｶﾜﾏﾀ ﾘｮｳﾀ 長野東高

[ 3組]

 1 宮坂 優介(5) 大学   4,16.23 Q
ﾐﾔｻｶ ﾕｳｽｹ 長野高専

 2 割田 雄磨 一般   4,17.99 Q
ﾜﾘﾀ  ﾕｳﾏ 長野市陸協

 3 倉嶋 謙吾(2) 高校   4,20.35 Q
ｸﾗｼﾏ ｹﾝｺﾞ 長野西高

 4 小林 周平(1) 高校   4,20.47 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 市立長野高

 5 中島 亮(2) 高校   4,20.72 q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 屋代高

 6 箕浦 広志(1) 高校   4,21.41 
ﾐﾉｳﾗ ｺｵｼ 長野吉田高

 7 山口 隆矢(2) 高校   4,21.96 
ﾔﾏｸﾞﾁﾀｶﾔ 中野立志館高

 8 小林 功洋(2) 高校   4,22.59 
ｺﾊﾞﾔｼｺｳﾖｳ 中野立志館高

 9 丸山 雄大(3) 高校   4,28.20 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 更級農業高

10 福沢 晃泰(1) 高校   4,28.97 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾃﾙﾔｽ 飯山北高

11 亘 高志(1) 高校   4,44.03 
ﾜﾀﾘ ﾀｶｼ 更級農業高

12 佐藤 大(1) 高校   4,45.54 
ｻﾄｳ ﾏｻﾙ 須坂東高

13 篠塚 大樹(1) 高校   4,51.47 
ｼﾉﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 須坂園芸高

14 内村 勇希(1) 高校   4,57.54 
ｳﾁﾑﾗ ﾕｳｷ 中野西高

15 深谷 祐介(1) 高校   4,57.94 
ﾌｶﾔ ﾕｳｽｹ 長野俊英高
宮下 佳輝(1) 高校
ﾐﾔｼﾀ ﾖｼｷ 長野工業高
矢野 陽介 一般
ﾔﾉ ﾖｳｽｹ 上水内陸協

所属名

 9008

男子

1500m               

予選 通過基準  3組  4着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名

3  9284

8   917

記録／備考
14  8012

9

 1161

15  3097

17  2757

10   890

16   806

2  9088

7

 1100

6  9744

13  1145

5  1361
欠場

12  3504

11  2761

4

欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
14   836

17  8203

15  9784

8  1355

9  1454

6  1407

3   897

7   894

5   982

2  1057

11   896

16   803

12  2759

1  3534
欠場

4   942
欠場

10  8146
欠場

13  1203
欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  8162

15  9684

9  1095

3   866

17  1449

14  1059

10   886

12   887

5  1406

13   807

2  2768

16   983

11  3079

1   943

4  3126

6  1177
欠場

7  9294
欠場



 1 利根川 裕雄 一般   4,01.97 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ

 2 兼子 知也(2) 高校   4,04.77 
ｶﾈｺ ﾄﾓﾔ 飯山北高

 3 割田 雄磨 一般   4,07.51 
ﾜﾘﾀ  ﾕｳﾏ 長野市陸協

 4 村沢 智啓 一般   4,10.71 
ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 千曲市陸協

 5 平野 慶介(3) 高校   4,12.13 
ﾋﾗﾉｹｲｽｹ 中野立志館高

 6 長谷川 久嗣 一般   4,12.31 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｻﾂｸﾞ 上水内陸協

 7 宮坂 優介(5) 大学   4,15.33 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳｽｹ 長野高専

 8 越野 晃寛(2) 高校   4,16.26 
ｺｼﾉ ｱｷﾋﾛ 篠ﾉ井高

 9 徳武 大起(1) 大学   4,19.35 
ﾄｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ 松本大

10 風間 栄作(3) 高校   4,22.43 
ｶｻﾞﾏ ｴｲｻｸ 更級農業高

11 小矢沢 雄一(1) 高校   4,25.24 
ｺﾔｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 屋代高

12 中島 亮(2) 高校   4,30.72 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 屋代高

13 倉嶋 謙吾(2) 高校   4,32.03 
ｸﾗｼﾏ ｹﾝｺﾞ 長野西高

14 小林 周平(1) 高校   4,32.52 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 市立長野高
小林 桂太(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 須坂東高
佐藤 隆史(1) 大学
ｻﾄｳ ﾀｶｼ 信州大

男子

1500m               
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  9008

11   836

15  9684

8  9784

14   917

10  9284

2  8162

1  1355

16  8203

4  1407

12  1454

13  1449

9  1095

3   866

5  3097
欠場

7  8012
欠場



決勝 8月21日  8:30

県新             13,21.49
大会新           14,37.3 

[ 1組] [ 2組]

 1 山岸 雄気(1) 高校  16,48.03  1 利根川 裕雄 一般  14,44.65 
ﾔﾏｷﾞｼﾕｳｷ 中野立志館高 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ

 2 市川 武 一般  16,49.57  2 平田 和也 一般  14,56.60 
ｲﾁｶﾜ ﾀｹｼ 長野日本無線 ﾋﾗﾀ  ｶｽﾞﾔ 長野市陸協

 3 藤澤 公宣(1) 高校  16,58.55  3 長谷川 久嗣 一般  15,40.92 
ﾌｼﾞｻﾜｷﾐﾉﾌﾞ 中野立志館高 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｻﾂｸﾞ 上水内陸協

 4 山口 隆矢(2) 高校  17,06.59  4 割田 雄磨 一般  15,46.75 
ﾔﾏｸﾞﾁﾀｶﾔ 中野立志館高 ﾜﾘﾀ  ﾕｳﾏ 長野市陸協

 5 海沼 修平(1) 高校  17,22.06  5 小川 健三 一般  15,59.25 
ｶｲﾇﾏ ｼｭｳﾍｲ 長野高 ｵｶﾞﾜ  ｹﾝｿﾞｳ 長野市陸協

 6 関 孝志(2) 高校  17,25.12  6 大久保 貴志 一般  16,05.93 
ｾｷ ﾀｶｼ 更級農業高 ｵｵｸﾎﾞ  ﾀｶｼ 長野市陸協

 7 福沢 晃泰(1) 高校  17,30.10  7 小島 剛史(2) 高校  16,07.11 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾃﾙﾔｽ 飯山北高 ｺｼﾞﾏ  ﾂﾖｼ 長野高

 8 山口 総太 一般  17,32.55  8 寶 雄也(2) 高校  16,26.13 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｿｳﾀ 須坂陸協 ﾀｶﾗ ﾕｳﾔ 長野高

 9 小林 光一 一般  17,35.61  9 小山 玄(1) 高校  16,27.57 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 長野市陸協 ｺyﾏ ﾋｶﾙ 長野高

10 富井 一輝(2) 高校  17,38.73 10 中根 光洋 一般  16,46.02 
ﾄﾐｲｶｽﾞｷ 中野立志館高 ﾅｶﾈ ﾐﾂﾋﾛ 須坂陸協

11 丸山 茂樹 一般  17,42.50 11 丸山 雄大(3) 高校  16,55.98 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｹﾞｷ 須坂陸協 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 更級農業高

12 小林 功洋(2) 高校  17,55.85 12 中澤 忠光 一般  16,57.29 
ｺﾊﾞﾔｼｺｳﾖｳ 中野立志館高 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾀﾞﾐﾂ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ

13 今溝 秀雄 一般  18,03.42 13 鈴木 秀幸 一般  17,00.80 
ｲﾏﾐｿﾞ ﾋﾃﾞｵ 長野市陸協 ｽｽﾞｷ  ﾋﾃﾞﾕｷ 須坂陸協

14 駒沢 信二 一般  18,04.60 14 大屋 圭市 一般  17,05.24 
ｺﾏｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 須坂陸協 ｵｵﾔ ｹｲｲﾁ 須坂陸協

15 小林 豊 一般  18,22.30 15 風間 栄作(3) 高校  17,08.15 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾀｶ 須坂陸協 ｶｻﾞﾏ ｴｲｻｸ 更級農業高

16 篠塚 大樹(1) 高校  18,29.29 16 高木 涼(2) 高校  17,13.15 
ｼﾉﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 須坂園芸高 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳ 長野高

17 徳竹 昴紀(1) 高校  18,29.71 17 山下 一樹(3) 高校  17,23.50 
ﾄｸﾀｹｺｳｷ 中野立志館高 ﾔﾏｼﾀｶｽﾞｷ 中野立志館高

18 山崎 宝久 一般  18,31.96 18 小林 周平(1) 高校  17,37.12 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋｻ 須坂陸協 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 市立長野高

19 佐藤 悦夫 一般  18,45.10 19 田中 秀世 一般  17,57.12 
ｻﾄｳ ｴﾂｵ 須坂陸協 ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾖ 須坂陸協

20 後藤 光男 一般  18,52.15 20 松澤 薫(3) 高校  18,03.13 
ｺﾞﾄｳ ﾐﾂｵ 須坂陸協 ﾏﾂｻﾞﾜｶｵﾙ 中野立志館高

21 丸山 充 一般  18,53.91 21 久保 浩昭 一般  18,10.84 
ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾂﾙ 須坂陸協 ｸﾎﾞ ﾋﾛｱｷ 千曲市陸協

22 深谷 祐介(1) 高校  19,11.24 諸岡 真悟 一般
ﾌｶﾔ ﾕｳｽｹ 長野俊英高 ﾓﾛｵｶ ｼﾝｺﾞ 上水内陸協

23 内田 祐介(2) 高校  19,15.27 村澤 陽介(4) 大学
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ 更級農業高 ﾑﾗｻﾜ ﾖｳｽｹ 信州大

24 塩野入 至治(3) 高校  19,39.33 高田 洋一 一般
ｼｵﾉｲﾘ ﾕｷﾊﾙ 更級農業高 ﾀｶﾀﾞ ﾖｳｲﾁ 須坂陸協

25 峯村 直樹(1) 高校  19,47.28 青木 雅史 一般
ﾐﾈﾑﾗ ﾅｵｷ 須坂園芸高 ｱｵｷ  ﾏｻｼ 長野市陸協

26 丸山 義文 一般  19,47.81 半田 勇貴(1) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 長野日本無線 ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 屋代高

27 内田 正直 一般  19,52.74 島田 康陽(3) 高校
ｳﾁﾀﾞ ﾏｻﾅｵ 須坂陸協 ｼﾏﾀﾞ ｺｳﾖｳ 長野高専
北原 亮(2) 高校 村沢 智啓 一般
ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳ 長野高 ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 千曲市陸協

男子

5000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
5   894

12  9088

28   897

20   886

24  3102

8  2757

11   807

29  9849

9  9459

16   890

2  9169

14   887

4  9092

13  9744

25  9846

19  3079

10   896

21  9173

23  9161

17  9159

15  9170

3  3126

26  2759

6  2752

27  3076

22  9724

7  9907

18  3108
欠場

No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  9008

18  9125

7  9284

16  9684

4  9094

26  9093

19  1130

17  1124

15  3101

11  9690

9  1406

10  9009

21  9909

27  9692

1  1407

25  1128

6   918

2   866

3  9585

14   921

28  9027

5  9291
欠場

12  8034
欠場

13  9536
欠場

20  9085
欠場

22  1457
欠場

23  3539
欠場

24  9784
欠場



   1 利根川 裕雄 一般 ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ    14,44.65   2   1
   2 平田 和也 一般 長野市陸協    14,56.60   2   2
   3 長谷川 久嗣 一般 上水内陸協    15,40.92   2   3
   4 割田 雄磨 一般 長野市陸協    15,46.75   2   4
   5 小川 健三 一般 長野市陸協    15,59.25   2   5
   6 大久保 貴志 一般 長野市陸協    16,05.93   2   6
   7 小島 剛史(2) 高校 長野高    16,07.11   2   7
   8 寶 雄也(2) 高校 長野高    16,26.13   2   8
   9 小山 玄(1) 高校 長野高    16,27.57   2   9
  10 中根 光洋 一般 須坂陸協    16,46.02   2  10
  11 山岸 雄気(1) 高校 中野立志館高    16,48.03   1   1
  12 市川 武 一般 長野日本無線    16,49.57   1   2
  13 丸山 雄大(3) 高校 更級農業高    16,55.98   2  11
  14 中澤 忠光 一般 ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ    16,57.29   2  12
  15 藤澤 公宣(1) 高校 中野立志館高    16,58.55   1   3
  16 鈴木 秀幸 一般 須坂陸協    17,00.80   2  13
  17 大屋 圭市 一般 須坂陸協    17,05.24   2  14
  18 山口 隆矢(2) 高校 中野立志館高    17,06.59   1   4
  19 風間 栄作(3) 高校 更級農業高    17,08.15   2  15
  20 高木 涼(2) 高校 長野高    17,13.15   2  16
  21 海沼 修平(1) 高校 長野高    17,22.06   1   5
  22 山下 一樹(3) 高校 中野立志館高    17,23.50   2  17
  23 関 孝志(2) 高校 更級農業高    17,25.12   1   6
  24 福沢 晃泰(1) 高校 飯山北高    17,30.10   1   7
  25 山口 総太 一般 須坂陸協    17,32.55   1   8
  26 小林 光一 一般 長野市陸協    17,35.61   1   9
  27 小林 周平(1) 高校 市立長野高    17,37.12   2  18
  28 富井 一輝(2) 高校 中野立志館高    17,38.73   1  10
  29 丸山 茂樹 一般 須坂陸協    17,42.50   1  11
  30 小林 功洋(2) 高校 中野立志館高    17,55.85   1  12
  31 田中 秀世 一般 須坂陸協    17,57.12   2  19
  32 松澤 薫(3) 高校 中野立志館高    18,03.13   2  20
  33 今溝 秀雄 一般 長野市陸協    18,03.42   1  13
  34 駒沢 信二 一般 須坂陸協    18,04.60   1  14
  35 久保 浩昭 一般 千曲市陸協    18,10.84   2  21
  36 小林 豊 一般 須坂陸協    18,22.30   1  15
  37 篠塚 大樹(1) 高校 須坂園芸高    18,29.29   1  16
  38 徳竹 昴紀(1) 高校 中野立志館高    18,29.71   1  17
  39 山崎 宝久 一般 須坂陸協    18,31.96   1  18
  40 佐藤 悦夫 一般 須坂陸協    18,45.10   1  19
  41 後藤 光男 一般 須坂陸協    18,52.15   1  20
  42 丸山 充 一般 須坂陸協    18,53.91   1  21
  43 深谷 祐介(1) 高校 長野俊英高    19,11.24   1  22
  44 内田 祐介(2) 高校 更級農業高    19,15.27   1  23
  45 塩野入 至治(3) 高校 更級農業高    19,39.33   1  24
  46 峯村 直樹(1) 高校 須坂園芸高    19,47.28   1  25
  47 丸山 義文 一般 長野日本無線    19,47.81   1  26
  48 内田 正直 一般 須坂陸協    19,52.74   1  27

男子

5000m               
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 9008
 9125
 9284
 9684
 9094
 9093
 1130
 1124
 3101
 9690
  894
 9088
 1406
 9009
  897
 9909
 9692
  886
 1407
 1128
 3102
  918
 2757
  807
 9849
 9459
  866
  890
 9169
  887
 9585
  921
 9092
 9744
 9027
 9846
 3079
  896

 2752
 3076
 9724
 9907

 9173
 9161
 9159
 9170
 3126
 2759



決勝 8月22日 14:05

県新                14.09
大会新              14.85

風速 +0.6

 1 中野 直哉(1) 高校     15.86 
ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 長野吉田高

 2 清水 雅広(2) 高校     17.37 
ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾋﾛ 市立長野高

 3 水崎 悠樹(2) 高校     17.44 
ﾐｽﾞｻｷ ﾕｳｷ 長野日大高

 4 太田 将史(1) 高校     18.28 
ｵｵﾀ ﾏｻﾌﾐ 松代高

 5 杉山 恵梧(2) 高校     18.60 
ｽｷﾞﾔﾏ ｹｲｺﾞ 須坂東高

 6 小林 祐紀(2) 高校     20.01 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 長野吉田高

 7 水﨑 友一朗(1) 高校     24.66 
ﾐｽﾞｻｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 長野西高
内山 彼方(1) 高校
ｳﾁﾔﾏ ｶﾅﾀ 長野高専

男子

110mH(1.067m)       

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1051

6   864

4  1254

3  1419

9  3098

2  1082

5  1101

7  3507
失格



予選 8月21日  9:20
決勝 8月21日 13:00

県新                50.53
大会新              55.47

[ 1組] [ 2組]

 1 板花 啓太(1) 大学     59.28 q  1 松田 慎也 一般     57.15 q
ｲﾀﾊﾅ ｹｲﾀ 信州大 ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝﾔ 長野市陸協

 2 山本 龍一(3) 高校     59.54 q  2 中野 直哉(1) 高校     58.31 q
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 長野高専 ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 長野吉田高

 3 豊田 利彦 一般     59.64 q  3 清水 雅広(2) 高校     59.27 q
ﾄﾖﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 信大AC ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾋﾛ 市立長野高

 4 杉山 恵梧(2) 高校   1,03.87  4 小林 洋貴(5) 大学     59.29 q
ｽｷﾞﾔﾏ ｹｲｺﾞ 須坂東高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 長野高専

 5 佐藤 友哉(1) 高校   1,04.06  5 小林 傑(2) 高校   1,02.67 q
ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 長野西高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 須坂高

 6 上野 星矢(1) 高校   1,11.39  6 三井 一真(1) 高校   1,05.61 
ｳｴﾉ ｾｲﾔ 更級農業高 ﾐﾂｲ ｶｽﾞﾏ 長野高

 7 根岸 諒平(1) 高校   1,12.79 
ﾈｷﾞｼ ﾘｮｳﾍｲ 須坂高

 1 中野 直哉(1) 高校     55.01 
ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 長野吉田高

 2 松田 慎也 一般     55.80 
ﾏﾂﾀﾞ ｼﾝﾔ 長野市陸協

 3 板花 啓太(1) 大学     58.23 
ｲﾀﾊﾅ ｹｲﾀ 信州大

 4 小林 洋貴(5) 大学     58.70 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 長野高専

 5 豊田 利彦 一般     59.16 
ﾄﾖﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 信大AC

 6 清水 雅広(2) 高校     59.96 
ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾋﾛ 市立長野高

 7 山本 龍一(3) 高校   1,01.58 
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 長野高専

 8 小林 傑(2) 高校   1,03.29 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 須坂高

男子

400mH(0.914m)       

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8027

6  3537

3  2763

8  9065

2  3098

4  1004

順 ﾚｰﾝ

7  1102

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  9930

6  1051

5   864

7  8163

3  1003

2  1117

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  1051

大会新
5  9930

6  8027

8  8163

3  9065

4   864

9  3537

2  1003



予選 8月21日 11:45
決勝 8月21日 17:00

県混新              40.40
県新                40.82
大会新              42.27

[ 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   7 松代高  1416 松下 悦久(1)     44.22 q  1   7 長野吉田高  1084 木藤 星(2)     42.66 q

ﾏﾂｼﾛｺｳ ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾋｻ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ｷﾄﾞｳ ﾋｶﾙ
 1417 古川 栄貴(1)  1051 中野 直哉(1)

ﾌﾙｶﾜ ﾋﾃﾞｷ ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ
 1413 栁原 優也(2)  1081 齊藤 新(2)

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ ｻｲﾄｳ ｱﾗﾀ
 1420 和田 侑也(1)  1079 小島 正大(2)

ﾜﾀﾞ ﾕｳﾔ ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ
 2   8 長野東高  1197 黒岩 敬正(1)     45.28 q  2   8 長野日大高  1277 青木 達哉(2)     44.92 q

ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼｺｳ ｸﾛｲﾜ ﾀｶﾏｻ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ｱｵｷ ﾀﾂﾔ
 1198 野崎 健太(1)  1266 小林 龍太(2)

ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀ
 1196 小林 賢明(1)  1271 高橋 弘樹(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ
 1195 浦野 泰希(1)  1254 水崎 悠樹(2)

ｳﾗﾉ ﾀｲｷ ﾐｽﾞｻｷ ﾕｳｷ
 3   5 北部高  1023 松木 大地(1)     45.59 q  3   6 屋代高  1455 田玉 巧(1)     45.28 q

ﾎｸﾌﾞｺｳ ﾏﾂｷ ﾀﾞｲﾁ ﾔｼﾛｺｳ ﾀﾀﾞﾏ ﾀｸﾐ
 1021 今村 迅人(2)  1452 小山 和也(2)

ｲﾏﾑﾗ ﾊﾔﾄ ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾔ
 1029 小林 誠(1)  1450 村松 卓哉(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾔ
 1022 郷原 惇(1)  1458 市川 直樹(1)

ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｱﾂｼ ｲﾁｶﾜ ﾅｵｷ
 4   4 長野高  1123 塚原 悠輔(1)     45.65 q  4   4 更級農業高  2758 稲葉 拓也(2)     45.84 

ﾅｶﾞﾉｺｳ ﾂｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ｲﾅﾊﾞ ﾀｸﾔ
 1111 黒岩 秀(2)  2762 村田 大季(1)

ｸﾛｲﾜ  ｼｭｳ ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲｷ
 3109 関 悠佑(2)  2755 斎藤 也貴(2)

ｾｷ ﾕｳｽｹ ｻｲﾄｳ ﾅﾘｷ
 1112 伊東 佑太(2)  2760 塚田 武(2)

ｲﾄｳ ﾕｳﾀ ﾂｶﾀﾞ ﾀｹｼ
 5   2 中野立志館高   881 勝山 喬也(2)     45.76 q  5   3 長野高専  3517 仲俣 真宏(1)     46.92 

ﾘｯｼｶﾝ ｶﾂﾔﾏﾀｶﾔ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾅｶﾏﾀ ﾏｻﾋﾛ
  884 平林 和也(2)  3506 岩崎 晴也(1)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼｶｽﾞﾔ ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾔ
  892 土屋 翔太(1)  3508 吉澤 尚輝(1)

ﾂﾁﾔｼｮｳﾀ ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵｷ
  888 清水隆太郎(2)  3502 清野 雄貴(2)

ｼﾐｽﾞﾘｭｳﾀﾛｳ ｷﾖﾉ ﾕｳｷ
 6   9 市立長野高   863 藤井 大士(2)     46.12  6   5 長野工業高  1175 五明 和樹(1)     47.06 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾌｼﾞｲ ﾀｲｼ ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳｺｳ ｺﾞﾐｮｳ ｶｽﾞｷ
  869 西澤 政也(1)  1170 宮林 凌汰(1)

ﾆｼｻﾞﾜ  ﾏｻﾔ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ
  865 高橋 将人(1)  1173 大槻 陽生(1)

ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ ｵｵﾂｷ ﾊﾙｷ
  864 清水 雅広(2)  1174 塚田 渓(1)

ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾋﾛ ﾂｶﾀﾞ ｹｲ
 7   6 篠ﾉ井高  1358 柳澤 拓馬(2)     47.02  7   9 長野西高  1101 水﨑 友一朗(1)     47.12 

ｼﾉﾉｲｺｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾏ ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ﾐｽﾞｻｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ
 1360 倉石 耀多(2)  1096 山崎 亮太(2)

ｸﾗｲｼ ﾖｳﾀ ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ
 1359 海野 倫英(2)  3041 小島 祥平(2)

ｳﾝﾉ ﾄﾓﾋﾃﾞ ｺｼﾞﾏ ｼｮｳﾍｲ
 1363 千野 裕二郎(2)  1103 早川 祐人(1)

ﾁﾉ ﾕｳｼﾞﾛｳ ﾊﾔｶﾜ ﾕｳﾄ
 8   3 飯山北高   804 大庭 達也(1)     48.90   2 松本大

ｲｲﾔﾏｷﾀｺｳ ｵｵﾊﾞ ﾀﾂﾔ ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ 欠場
  805 田川 征紀(1)

ﾀｶﾞﾜ ﾏｻｷ
  801 木村 信吾(2)

ｷﾑﾗ ｼﾝｺﾞ
  837 丸山 正幸(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾕｷ

男子

4×100mR            

予選 通過基準  2組  0着 + 8 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   4 長野吉田高  1084 木藤 星(2)     42.62 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ｷﾄﾞｳ ﾋｶﾙ
 1051 中野 直哉(1)

ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ
 1081 齊藤 新(2)

ｻｲﾄｳ ｱﾗﾀ
 1079 小島 正大(2)

ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ
 2   6 松代高  1416 松下 悦久(1)     44.07 

ﾏﾂｼﾛｺｳ ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾋｻ
 1417 古川 栄貴(1)

ﾌﾙｶﾜ ﾋﾃﾞｷ
 1413 栁原 優也(2)

ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ
 1420 和田 侑也(1)

ﾜﾀﾞ ﾕｳﾔ
 3   3 中野立志館高   881 勝山 喬也(2)     45.46 

ﾘｯｼｶﾝ ｶﾂﾔﾏﾀｶﾔ
  884 平林 和也(2)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼｶｽﾞﾔ
  895 荻原 隆博(1)

ｵｷﾞﾜﾗﾀｶﾋﾛ
  888 清水隆太郎(2)

ｼﾐｽﾞﾘｭｳﾀﾛｳ
 4   5 長野東高  1197 黒岩 敬正(1)     45.57 

ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼｺｳ ｸﾛｲﾜ ﾀｶﾏｻ
 1199 中村 光一(1)

ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ
 1196 小林 賢明(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ
 1195 浦野 泰希(1)

ｳﾗﾉ ﾀｲｷ
 5   8 屋代高  1455 田玉 巧(1)     45.66 

ﾔｼﾛｺｳ ﾀﾀﾞﾏ ﾀｸﾐ
 1452 小山 和也(2)

ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾔ
 1450 村松 卓哉(2)

ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾔ
 1458 市川 直樹(1)

ｲﾁｶﾜ ﾅｵｷ
 6   2 長野高  1123 塚原 悠輔(1)     45.66 

ﾅｶﾞﾉｺｳ ﾂｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ
 1111 黒岩 秀(2)

ｸﾛｲﾜ  ｼｭｳ
 3109 関 悠佑(2)

ｾｷ ﾕｳｽｹ
 1112 伊東 佑太(2)

ｲﾄｳ ﾕｳﾀ
 7   7 長野日大高  1277 青木 達哉(2)     46.75 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ｱｵｷ ﾀﾂﾔ
 1266 小林 龍太(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀ
 1271 高橋 弘樹(2)

ﾀｶﾊｼ ﾋﾛｷ
 1254 水崎 悠樹(2)

ﾐｽﾞｻｷ ﾕｳｷ
  9 北部高  1023 松木 大地(1)

ﾎｸﾌﾞｺｳ ﾏﾂｷ ﾀﾞｲﾁ 失格
 1024 松本 啓夢(1)

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾑ
 1029 小林 誠(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ
 1022 郷原 惇(1)

ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｱﾂｼ

4×100mR            
決勝

男子



決勝 8月22日 16:10

県混新            3,13.96
県新              3,15.32
大会新            3,26.70

[ 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   7 屋代高  1455 田玉 巧(1)   3,44.06  1   8 長野吉田高  1079 小島 正大(2)   3,28.56 

ﾔｼﾛｺｳ ﾀﾀﾞﾏ ﾀｸﾐ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ｺｼﾞﾏ ﾏｻﾋﾛ
 1452 小山 和也(2)  1051 中野 直哉(1)

ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾔ ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ
 1451 田村 俊介(2)  1082 小林 祐紀(2)

ﾀﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ
 1458 市川 直樹(1)  1081 齊藤 新(2)

ｲﾁｶﾜ ﾅｵｷ ｻｲﾄｳ ｱﾗﾀ
 2   3 北部高  1023 松木 大地(1)   3,47.45  2   3 松代高  1414 島津 海斗(2)   3,33.86 

ﾎｸﾌﾞｺｳ ﾏﾂｷ ﾀﾞｲﾁ ﾏﾂｼﾛｺｳ ｼﾏﾂﾞ ｶｲﾄ
 1022 郷原 惇(1)  1413 栁原 優也(2)

ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｱﾂｼ ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ
 1029 小林 誠(1)  1420 和田 侑也(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ ﾜﾀﾞ ﾕｳﾔ
 1025 小林 将也(1)  1417 古川 栄貴(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ ﾌﾙｶﾜ ﾋﾃﾞｷ
 3   2 篠ﾉ井高  1356 中村 颯志(2)   3,48.18  3   7 市立長野高   864 清水 雅広(2)   3,35.03 

ｼﾉﾉｲｺｳ ﾅｶﾑﾗ ｿｳｼ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾋﾛ
 1359 海野 倫英(2)   865 高橋 将人(1)

ｳﾝﾉ ﾄﾓﾋﾃﾞ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ
 1354 梅崎 純平(2)   869 西澤 政也(1)

ｳﾒｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ ﾆｼｻﾞﾜ  ﾏｻﾔ
 1364 神農 育男(1)   863 藤井 大士(2)

ｼﾝﾉｳ ｲｸｵ ﾌｼﾞｲ ﾀｲｼ
 4   5 信濃中  4577 水梨 百哉(3)   3,51.15  4   1 中野立志館高   895 荻原 隆博(1)   3,35.40 

ｼﾅﾉﾁｭｳ ﾐｽﾞﾅｼ ﾓﾓﾔ ﾘｯｼｶﾝ ｵｷﾞﾜﾗﾀｶﾋﾛ
 4576 酒井 雅喜(3)   888 清水隆太郎(2)

ｻｶｲ ﾏｻﾖｼ ｼﾐｽﾞﾘｭｳﾀﾛｳ
 4580 佐藤 誠也(3)   884 平林 和也(2)

ｻﾄｳ ﾏｻﾔ ﾋﾗﾊﾞﾔｼｶｽﾞﾔ
 6597 池田 圭舗(3)   892 土屋 翔太(1)

ｲｹﾀﾞ ｹｲｽｹ ﾂﾁﾔｼｮｳﾀ
 5   4 長野西高  1101 水﨑 友一朗(1)   3,59.78  5   5 須坂東高  3097 小林 桂太(2)   3,39.31 

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ﾐｽﾞｻｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ
 1110 尾澤 拓朗(1)   985 土屋 翔太(2)

ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾛｳ ﾂﾁﾔ ｼｮｳﾀ
 1102 佐藤 友哉(1)   980 浦野 謙太朗(1)

ｻﾄｳ ﾕｳﾔ ｳﾗﾉ ｹﾝﾀﾛｳ
 1092 佐久間 裕弥(1)  3098 杉山 恵梧(2)

ｻｸﾏ ﾕｳﾔ ｽｷﾞﾔﾏ ｹｲｺﾞ
 6   9 長野東部中  5006 草野 晃平(2)   4,10.97  6   6 長野東高  1197 黒岩 敬正(1)   3,39.81 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼｺｳ ｸﾛｲﾜ ﾀｶﾏｻ
 5013 中澤 侑亮(2)  1195 浦野 泰希(1)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ ｳﾗﾉ ﾀｲｷ
 5005 新井 耕元(2)  1201 飯森 淳哉(1)

ｱﾗｲ ｺｳｹﾞﾝ ｲｲﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾔ
 5022 雲崎 凌(1)  1198 野崎 健太(1)

ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀ
 7   6 川中島中  6171 増田 勇輝(3)   4,11.44  7   2 長野高専  3517 仲俣 真宏(1)   3,43.02 

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳ ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾅｶﾏﾀ ﾏｻﾋﾛ
 6167 市川 貴大(3)  3508 吉澤 尚輝(1)

ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾋﾛ ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵｷ
 5442 井坪 暁(1)  3505 滝沢 雄貴(1)

ｲﾂﾎﾞ ｷﾞｮｳ ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｷ
 5464 内村 陽太(2)  3506 岩崎 晴也(1)

ｳﾁﾑﾗ ﾖｳﾀ ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾔ
 8   8 相森中  4246 白川 友一(2)   4,21.86  8   9 長野工業高  1170 宮林 凌汰(1)   3,45.58 

ｵｵﾓﾘﾁｭｳ ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳｺｳ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ
 4271 高野 真志(2)  1161 早川 卓也(2)

ﾀｶﾉﾏｻｼ ﾊﾔｶﾜ ﾀｸﾔ
 4263 坂田 晃有(2)  1175 五明 和樹(1)

ｻｶﾀｺｳｽｹ ｺﾞﾐｮｳ ｶｽﾞｷ
 4275 高橋 賢作(1)  1172 堀内 皓平(1)

ﾀｶﾊｼｹﾝｻｸ ﾎﾘｳﾁ ｺｳﾍｲ
  1 更級農業高  2755 斎藤 也貴(2)  9   4 飯山北高   805 田川 征紀(1)   3,55.80 

ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ｻｲﾄｳ ﾅﾘｷ 失格 ｲｲﾔﾏｷﾀｺｳ ﾀｶﾞﾜ ﾏｻｷ
 2760 塚田 武(2)   806 西澤 幸之助(1)

ﾂｶﾀﾞ ﾀｹｼ ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳﾉｽｹ
 2763 上野 星矢(1)   803 岩井 駿介(1)

ｳｴﾉ ｾｲﾔ ｲﾜｲ ｼｭﾝｽｹ
 2758 稲葉 拓也(2)   804 大庭 達也(1)

男子

4×400mR            

決勝



ｲﾅﾊﾞ ﾀｸﾔ ｵｵﾊﾞ ﾀﾂﾔ



   1 長野吉田高   3,28.56 小島 正大(2) 中野 直哉(1) 小林 祐紀(2) 齊藤 新(2)   2   1
   2 松代高   3,33.86 島津 海斗(2) 栁原 優也(2) 和田 侑也(1) 古川 栄貴(1)   2   2
   3 市立長野高   3,35.03 清水 雅広(2) 高橋 将人(1) 西澤 政也(1) 藤井 大士(2)   2   3
   4 中野立志館高   3,35.40 荻原 隆博(1) 清水隆太郎(2) 平林 和也(2) 土屋 翔太(1)   2   4
   5 須坂東高   3,39.31 小林 桂太(2) 土屋 翔太(2) 浦野 謙太朗(1) 杉山 恵梧(2)   2   5
   6 長野東高   3,39.81 黒岩 敬正(1) 浦野 泰希(1) 飯森 淳哉(1) 野崎 健太(1)   2   6
   7 長野高専   3,43.02 仲俣 真宏(1) 吉澤 尚輝(1) 滝沢 雄貴(1) 岩崎 晴也(1)   2   7
   8 屋代高   3,44.06 田玉 巧(1) 小山 和也(2) 田村 俊介(2) 市川 直樹(1)   1   1
   9 長野工業高   3,45.58 宮林 凌汰(1) 早川 卓也(2) 五明 和樹(1) 堀内 皓平(1)   2   8
  10 北部高   3,47.45 松木 大地(1) 郷原 惇(1) 小林 誠(1) 小林 将也(1)   1   2
  11 篠ﾉ井高   3,48.18 中村 颯志(2) 海野 倫英(2) 梅崎 純平(2) 神農 育男(1)   1   3
  12 信濃中   3,51.15 水梨 百哉(3) 酒井 雅喜(3) 佐藤 誠也(3) 池田 圭舗(3)   1   4
  13 飯山北高   3,55.80 田川 征紀(1) 西澤 幸之助(1) 岩井 駿介(1) 大庭 達也(1)   2   9
  14 長野西高   3,59.78 水﨑 友一朗(1) 尾澤 拓朗(1) 佐藤 友哉(1) 佐久間 裕弥(1)   1   5
  15 長野東部中   4,10.97 草野 晃平(2) 中澤 侑亮(2) 新井 耕元(2) 雲崎 凌(1)   1   6
  16 川中島中   4,11.44 増田 勇輝(3) 市川 貴大(3) 井坪 暁(1) 内村 陽太(2)   1   7
  17 相森中   4,21.86 白川 友一(2) 高野 真志(2) 坂田 晃有(2) 高橋 賢作(1)   1   8

ｵｰﾀﾞｰ1

男子

4×400mR            
タイムレース

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4順位 所属名 都道府県 記録 備考



決勝 8月22日 13:00

県新                 2.18
大会新               2.10

2m00
小林 信彦(5) 一般 O O O O O O O XO XO XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ﾉﾌﾞﾋｺ 長野高専AC
羽生田 宇恭(2) 高校 - - - - O O O O XXX
ﾊﾆｳﾀﾞ ｳｷｮｳ 長野日大高
西沢 翔 一般 - - - - O - O XX/
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳ いよだAC
岩崎 晴也(1) 高校 - - - - - O XXO XXX
ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾔ 長野高専
山本 小太郎(1) 高校 O - O O O XO XXX
ﾔﾏﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 須坂東高
尾崎 皓一(1) 高校 - - - - O XO XXX
ｵｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 長野日大高
山岸 元大(1) 高校 O O O O O XXO XXX
ﾔﾏｷﾞｼ ﾓﾄﾋﾛ 須坂東高
大許 紘生(1) 高校 O O O O XXO XXX
ｵｵﾓﾄ ﾋﾛｷ 長野吉田高
小島 祥平(2) 高校 O O O O XXX
ｺｼﾞﾏ ｼｮｳﾍｲ 長野西高
倉石 耀多(2) 高校 O O O XXX
ｸﾗｲｼ ﾖｳﾀ 篠ﾉ井高
小林 丈晃(1) 高校 O O O XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｱｷ 長野高
小林 祐紀(2) 高校 XO O XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 長野吉田高
高瀬 侑弥(1) 高校 O XO XXX
ﾀｶｾ ﾕｳﾔ 長野西高
松本 啓夢(1) 高校 XO XO XXX
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾑ 北部高
渡辺 史也(1) 高校 O XXX
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾔ 長野日大高

男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m50 1m55 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 1m95

1 11  9929
 1.90

記録
1m60 1m65

2 12  1264
 1.85

3 15  9554
 1.80

4 13  3506
 1.80

5 8  3082
 1.75

5 14  1261
 1.75

7 10   984
 1.75

8 9  1056
 1.70

9 7  3041
 1.65

10 1  1360
 1.60

10 5  1119
 1.60

12 3  1082
 1.55

13 2  1108
 1.55

14 4  1024
 1.55

 1.50
15 6  1274



決勝 8月21日 10:00

県新                 5.11
大会新               4.80

4m20 4m30 4m40
出川 雄基 一般 - - - - - - - - - -
ﾃﾞｶﾞﾜ ﾕｳｷ いよだAC XXO - XXX
宮林 凌汰(1) 高校 - - - - - XO O - - -
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野工業高 - - XXX
上野 正輝(1) 高校 - - - - O O XXX
ｳｴﾉ ﾏｻｷ 長野日大高
村田 大季(1) 高校 - - - - O XXO X- - - -
ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲｷ 更級農業高 - - /
小山 吉明 一般 - - - - XO XXO XXX
ｺﾔﾏ ﾖｼｱｷ 須坂陸協
山小 天汰(2) 中学 O O XXO XXX
ﾔﾏｺ ﾃﾝﾀ 常盤中
畑山 亮太(2) 中学 XXX
ﾊﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 信濃中
上倉 誠(3) 中学 XXX
ｶﾐｸﾗ ﾏｺﾄ 栄中
平林 隼弥(2) 高校 - - - - XXX
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ 更級農業高
川﨑 真(2) 高校 - - - - - - XXX
ｶﾜｻｷ ﾏｺﾄ 長野吉田高

男子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
2m60 2m80 3m40 3m60 3m80 3m90 4m00 4m10

1 10  9439
 4.20

記録
3m00 3m20

2 9  1170
 3.80

3 6  1262
 3.60

4 5  2762
 3.60

5 7  9272
 3.60

 2756

6 4  4224
 3.00

1  4591

8  1083

2  4810

3



決勝 8月21日 14:00

県新                 7.89
大会新               7.21

下條 正紀 一般   6.57   6.38    -   6.68    -   6.78    6.78 
ｼﾓｼﾞｮｳ ﾏｻﾉﾘ 信大AC   +1.7   +2.0   +1.9   +2.7    +2.7
山寺 裕也(2) 大学   6.25   6.32   6.54   6.48   6.51   6.65    6.65 
ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾕｳﾔ 松本大   +1.2   +1.7   +2.0   +1.2   +3.6   +2.6    +2.6
曲尾 卓朗(2) 大学    X   5.80   6.23    X   6.11   6.19    6.23 
ﾏｶﾞﾘｵ ﾀｸﾛｳ 松本大   +1.3   +2.3   +3.4   +4.5    +2.3
浦野 謙太朗(1) 高校    X   6.11   5.98   6.14   6.23    X    6.23 
ｳﾗﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 須坂東高   +1.7   +1.8   +2.3   +4.2    +4.2
羽生田 宇恭(2) 高校   6.06   6.03   6.19    -    -   6.06    6.19 
ﾊﾆｳﾀﾞ ｳｷｮｳ 長野日大高   +1.1   +1.2   +1.9   +3.3    +1.9
米持 光恭(2) 高校    X   6.04   5.84    X    X   6.18    6.18 
ﾖﾈﾓﾁ ｺｳｽｹ 中野西高   +0.8   +2.3   +2.3    +2.3
滝澤 悠(1) 高校   6.02   5.78   5.65    X   5.20   5.89    6.02 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳ 中野西高   +0.5   +0.8   +1.7   +3.3   +2.0    +0.5
中嶋 隼樹(2) 高校   5.98   5.94    X   5.73   5.15    X    5.98 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾔｷ 長野日大高   +2.3   +1.5   +1.2   +3.3    +2.3
松沢 卓哉(4) 大学    X   5.91   5.97    5.97 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 松本大   +3.2   +2.6    +2.6
牧野 凌也(1) 高校   5.70   5.63   5.92    5.92 
ﾏｷﾉ ﾘｮｳﾔ 長野日大高   +1.1   +2.1   +0.6    +0.6
浦野 泰希(1) 高校   5.91   5.85   5.38    5.91 
ｳﾗﾉ ﾀｲｷ 長野東高   +2.3   +3.8   +0.9    +2.3
藤井 大士(2) 高校   5.62   5.74   5.84    5.84 
ﾌｼﾞｲ ﾀｲｼ 市立長野高   +0.6   +1.1   +2.0    +2.0
今藤 燎(1) 高校   5.82   5.60   5.58    5.82 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 長野商業高   +1.1   +2.1   +0.9    +1.1
野崎 健太(1) 高校   5.81   5.37   5.28    5.81 
ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀ 長野東高   -0.4   +1.5   +2.4    -0.4
小野 将季 一般   5.78   5.53   5.80    5.80 
ｵﾉﾏｻｷ 飯山市陸協   +1.1   +1.5   +1.1    +1.1
斎藤 也貴(2) 高校    X   5.63   5.65    5.65 
ｻｲﾄｳ ﾅﾘｷ 更級農業高   +1.8   +2.5    +2.5
下田 振一(1) 高校   5.16   5.53   5.18    5.53 
ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 松代高   +2.5   +0.6   +0.9    +0.6
栁澤 一道(1) 高校   5.11   5.48   4.99    5.48 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾐﾁ 市立長野高   -0.1   +2.0   +1.5    +2.0
松木 大地(1) 高校   5.00    X   5.45    5.45 
ﾏﾂｷ ﾀﾞｲﾁ 北部高   +2.1   +3.2    +3.2
山本 龍一(3) 高校   5.40   5.28   4.61    5.40 
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 長野高専   +1.8   +1.1   +1.5    +1.8
島津 海斗(2) 高校   5.11   5.02   5.39    5.39 
ｼﾏﾂﾞ ｶｲﾄ 松代高   +0.3   +1.2   +1.8    +1.8
古川 栄貴(1) 高校   5.20   4.30   5.26    5.26 
ﾌﾙｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 松代高   +1.5   +2.3   -0.1    -0.1
堀 勇人(1) 高校    X   5.11   5.17    5.17 
ﾎﾘ ﾊﾔﾄ 松代高   +1.0   +2.0    +2.0
佐藤 英明(1) 高校   5.16   4.14    X    5.16 
ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 長野高   +2.1   +4.0    +2.1
瀧澤 優貴(1) 高校    X   4.83   5.07    5.07 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｷ 長野工業高   +2.1   +0.9    +0.9
佐久間 裕弥(1) 高校   4.47   4.92   4.75    4.92 
ｻｸﾏ ﾕｳﾔ 長野西高   +1.7   +1.6   +1.0    +1.6
梶塚 航太(1) 高校    X    X    X
ｶｼﾞﾂﾞｶ ｺｳﾀ 北部高
柳澤 拓馬(2) 高校    X    X    X
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾏ 篠ﾉ井高
丸山 正幸(2) 高校    X    X    X
ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 飯山北高
青木 孔之介(1) 高校    X    X    X
ｱｵｷ ｺｳﾉｽｹ 長野日大高
山﨑 綾将(1) 高校    X    X    X
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 須坂園芸高
兼子 知也(2) 高校 欠場
ｶﾈｺ ﾄﾓﾔ 飯山北高
山崎 亮太(2) 高校 欠場
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 長野西高
水崎 悠樹(2) 高校 欠場
ﾐｽﾞｻｷ ﾕｳｷ 長野日大高
上野 太一(1) 高校 欠場
ｳｴﾉ ﾀｲﾁ 須坂商高
勝野 将人(1) 高校 欠場
ｶﾂﾉ ﾏｻﾄ 長野高

男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 41  9063

-5-

2 37  8155

3 39  8154

4 36   980

5 33  1264

6 23   949

7 21   941

8 20  1276

9 35  8055

10 15  1304

11 34  1195

12 24   863

13 16  1146

14 22  1198

15 30  9927

16 29  2755

17 10  1418

18 4   867

19 6  1023

20 9  3537

21 13  1414

22 19  1417

23 5  1422

24 7  1129

25 11  1176

26 3  1092

27 1  1028

27 8  1358

27 14   837

27 27  1265

27 28  3080

2   836

12  1096

17  1254

18   969

25  1126



清野 雄貴(2) 高校 欠場
ｷﾖﾉ ﾕｳｷ 長野高専
養田 一揮(2) 高校 欠場
ﾖｳﾀﾞ ｶｽﾞｷ 長野吉田高
中村 光一(1) 高校 欠場
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ 長野東高
原山 京介(2) 高校 欠場
ﾊﾗﾔﾏ ｷｮｳｽｹ 長野西高
鈴木 健太(3) 高校 欠場
ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 飯山北高
太田 朗(2) 大学 欠場
ｵｵﾀ ｱｷﾗ 松本大

男子

走幅跳              

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
26  3502

-5-

31  1080

32  1199

38  1093

40   828

42  8129



決勝 8月22日 14:30

県新                16.98
大会新              14.43

深沢 宏之(3) 高校    X  13.91  13.80  14.53  14.59    X   14.59 
ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 松代高   +1.7   +2.8   +2.9   +3.6    +3.6
東海林 祐也(2) 大学  12.98    X  11.31  11.49  11.16    X   12.98 
ｼｮｳｼﾞ ﾕｳﾔ 松本大   +3.9   +2.4   +0.8   +1.9    +3.9
藤井 大士(2) 高校  12.69  12.80  12.63    -  12.69  12.87   12.87 
ﾌｼﾞｲ ﾀｲｼ 市立長野高   +2.7   +2.7   +4.2   +2.4   +2.2    +2.2
戸澤 裕介(1) 高校    X  12.63    X  11.81    X  12.25   12.63 
ﾄｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 長野吉田高   +3.9   +3.0   +3.0    +3.9
栁原 優也(2) 高校    X  12.37  12.27  12.22    X  11.75   12.37 
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ﾕｳﾔ 松代高   +2.1   +2.1   +2.7   +0.9    +2.1
小野 将季 一般  11.77  11.51  12.25  12.21  11.98  11.74   12.25 
ｵﾉﾏｻｷ 飯山市陸協   +2.3   +0.9   +3.1   +3.5   +2.2   +0.6    +3.1
竹内 篤史(3) 中学  12.12  12.18    X  11.56  11.51    X   12.18 
ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ 信濃中   +3.0   +3.1   +4.5   +2.2    +3.1
島津 海斗(2) 高校    X  11.99  11.10  11.58  11.41    X   11.99 
ｼﾏﾂﾞ ｶｲﾄ 松代高   +2.4   +2.9   +2.7   +3.1    +2.4
中嶋 隼樹(2) 高校  11.90    X  11.65   11.90 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾔｷ 長野日大高   +2.6   +2.3    +2.6
山崎 亮太(2) 高校    X    X    X
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ 長野西高
柳澤 拓馬(2) 高校    X    X    X
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾏ 篠ﾉ井高
丸山 正幸(2) 高校 欠場
ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 飯山北高
養田 一揮(2) 高校 欠場
ﾖｳﾀﾞ ｶｽﾞｷ 長野吉田高
鈴木 健太(3) 高校 欠場
ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 飯山北高

男子

三段跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 14  1431

-5-

2 13  8132

3 10   863

4 4  1050

5 8  1413

6 9  9927

7 5  4579

8 3  1414

9 6  1276

2  1096

7  1358

1   837

11  1080

12   828



決勝 8月22日 14:30

県新                16.11
大会新              13.45

池田 正太郎 一般
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 長野市陸協
柏木 一清 一般
ｶｼﾜｷﾞ ｶｽﾞｷﾖ 長野市陸協
水谷 通章 一般
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾐﾁｱｷ 須坂陸協

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- -4- -5- -6- 記録 備考
1 3  9769

  X 11.77 12.42 12.22   X   X  12.42 

2 2  9926
 9.41  9.15  8.39

3 1  9565
 8.52   X  8.60  8.65  8.56  8.89   8.89 

 9.03  9.65  9.33   9.65 



決勝 8月21日 12:30

県新                50.52
大会新              41.24

池田 正太郎 一般 大会新
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 長野市陸協
熊井 大地(2) 大学
ｸﾏｲ ﾀﾞｲﾁ 松本大

男子

円盤投(2.000kg)     

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 2  9769

  X   X 40.45

2 1  8139
  O   O 35.79  35.79   O   O   X

  X 42.89   X  42.89 



決勝 8月21日 10:00

県新                62.50
大会新              55.96

富井 博輝(1) 大学
ﾄﾐｲ ﾋﾛｷ 松本大
水谷 通章 一般
ﾐｽﾞﾀﾆ ﾐﾁｱｷ 須坂陸協
高橋 孝幸 一般
ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾕｷ 長野市陸協
斉藤 和彦 一般
ｻｲﾄｳ ｶｽﾞﾋｺ 長野市陸協
宮本 昌彦 一般 欠場
ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾋｺ 千曲市陸協

男子

ハンマー投(7.260kg) 

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 4  8204

44.38   O   X 45.81   O   O  45.81 

2 1  9565
39.89   O   O   O   O 41.13  41.13 

3 2  9570
  O 40.76   O   O 40.99   X  40.99 

4 3  9104
  X 40.64   X

5  9010

  X   X   O  40.64 



決勝 8月22日  9:30

県新                67.34
大会新              61.82

宮嵜 進太郎 一般
ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾝﾀﾛｳ ｼﾅﾉAC
木場田 航(2) 高校
ｺﾊﾞﾀ ﾜﾀﾙ 長野日大高
千野 裕二郎(2) 高校
ﾁﾉ ﾕｳｼﾞﾛｳ 篠ﾉ井高
木村 信吾(2) 高校
ｷﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 飯山北高
村松 卓哉(2) 高校
ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾔ 屋代高
小林 良輔(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 篠ﾉ井高
早川 祐人(1) 高校
ﾊﾔｶﾜ ﾕｳﾄ 長野西高
太田 一矢(1) 高校
ｵｵﾀ ｶｽﾞﾔ 北部高
根岸 光星(1) 高校
ﾈｷﾞｼ ﾋｶﾙ 松代高
佐藤 文哉(1) 高校
ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ 長野日大高
根岸 諒平(1) 高校
ﾈｷﾞｼ ﾘｮｳﾍｲ 須坂高
藤森 健佑(2) 高校
ﾌｼﾞﾓﾘ ｹﾝｽｹ 長野工業高
村田 将梧(1) 高校
ﾑﾗﾀ ｼｮｳｺﾞ 北部高
渡辺 敦也(2) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂﾔ 飯山北高
竹内 佑斗(1) 高校
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 北部高
石井 雄也(1) 高校
ｲｼｲ ﾕｳﾔ 長野商業高
青木 寿史(1) 高校
ｱｵｷ ﾄｼﾌﾐ 須坂東高
荻原 隆博(1) 高校 欠場
ｵｷﾞﾜﾗﾀｶﾋﾛ 中野立志館高
山田 恭之(2) 高校 欠場
ﾔﾏﾀ ﾞﾖｼﾕｷ 中野西高
阿部 史弥(2) 高校 欠場
ｱﾍﾞ ﾌﾐﾔ 長野日大高
今野 大輔(1) 高校 欠場
ｺﾝﾉ ﾀﾞｲｽｹ 長野高専
海野 倫英(2) 高校 欠場
ｳﾝﾉ ﾄﾓﾋﾃﾞ 篠ﾉ井高

男子

やり投(0.800kg)     

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 22  9438

  X   O 60.87   -   -   -  60.87 

2 19  1278
53.58   O   O 53.62   O   O  53.62 

3 21  1363
46.83   X   X   O   O   O  46.83 

4 20   801
  O 45.79   O 46.81   O   O  46.81 

5 16  1450
46.34   O   O   O   O   O  46.34 

6 15  1362
  O   O 40.29   O 41.65   O  41.65 

7 10  1103
  X   O 41.52   O   O   X  41.52 

8 13  1031
  X 37.79   O 38.96   O   O  38.96 

9 11  1421
  O   O 36.85  36.85 

10 12  1302
  O   X 34.74  34.74 

11 1  1004
  O 31.36   O  31.36 

12 9  1162
30.38   O   O  30.38 

13 7  1030
  O   O 30.20  30.20 

14 6   839
  O   O 29.19  29.19 

15 5  1026
27.61   O   O  27.61 

16 3  1148
  X   X 24.23  24.23 

17 4  3081
  O 21.67   O  21.67 

2   895

8   948

14  1293

17  3504

18  1359



決勝 8月22日 14:30

県高新              14.59
大会新              11.42

山本 大地(3) 高校 大会新
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 飯山北高
野﨑 隼冬(1) 高校 大会新
ﾉｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 長野工業高
尾﨑 雄介(2) 高校
ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 更級農業高
下平 勇仁(2) 高校
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾊﾔﾄ 長野日大高
三ツ井 良介(2) 高校
ﾐﾂｲ ﾘｮｳｽｹ 長野日大高
木村 信吾(2) 高校
ｷﾑﾗ ｼﾝｺﾞ 飯山北高
大庭 達也(1) 高校
ｵｵﾊﾞ ﾀﾂﾔ 飯山北高
中村 颯志(2) 高校
ﾅｶﾑﾗ ｿｳｼ 篠ﾉ井高
藤巻 陽介(2) 高校
ﾌｼﾞﾏｷ ﾖｳｽｹ 飯山北高
中村 陽太(2) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ 松代高
高橋 大樹(2) 高校
ﾀｶﾊｼﾀﾞｲｷ 中野立志館高
伊藤 敦紀(1) 高校
ｲﾄｳ ｱﾂｷ 市立長野高
村田 将梧(1) 高校
ﾑﾗﾀ ｼｮｳｺﾞ 北部高
早川 祐人(1) 高校
ﾊﾔｶﾜ ﾕｳﾄ 長野西高
青木 寿史(1) 高校
ｱｵｷ ﾄｼﾌﾐ 須坂東高
竹内 佑斗(1) 高校
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 北部高
尾澤 拓朗(1) 高校
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾛｳ 長野西高

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- -4- -5- -6- 記録 備考
1 17   833

11.50 11.57 11.90 12.55 11.88 12.88  12.88 

2 14  1171
11.76 12.08 11.93   X 12.13 12.00  12.13 

3 16  2754
10.68 11.40 11.15 10.97 11.18   X  11.40 

4 15  1275
10.32 10.27 11.13   X   X   X  11.13 

5 11  1259
 9.73 10.44 10.70  9.65 10.46  9.89  10.70 

6 10   801
  X  9.23 10.00  9.58 10.36 10.21  10.36 

7 12   804
 9.52  9.75 10.16 10.00   X  9.49  10.16 

8 13  1356
 9.11  9.68   X   X 10.14  9.33  10.14 

9 7   840
 9.49  9.17  7.00   9.49 

10 8  1415
 9.12  8.44   X   9.12 

11 3   889
 8.74  8.13  8.45   8.74 

12 5   868
 8.05  8.56  7.95   8.56 

13 4  1030
 7.78  8.47  8.38   8.47 

14 6  1103
 8.33  8.00  8.42   8.42 

15 9  3081
 7.97  7.25  7.60   7.97 

16 1  1026
  X  7.63  7.12

17 2  1110
 5.94  6.18  6.35   6.35 

  7.63 



決勝 8月21日 12:30

県高新              45.21
大会新              36.54

尾﨑 雄介(2) 高校 大会新
ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 更級農業高
大庭 達也(1) 高校
ｵｵﾊﾞ ﾀﾂﾔ 飯山北高
野﨑 隼冬(1) 高校
ﾉｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 長野工業高
太田 一矢(1) 高校
ｵｵﾀ ｶｽﾞﾔ 北部高
高橋 大樹(2) 高校
ﾀｶﾊｼﾀﾞｲｷ 中野立志館高
下平 勇仁(2) 高校
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾊﾔﾄ 長野日大高
三ツ井 良介(2) 高校
ﾐﾂｲ ﾘｮｳｽｹ 長野日大高
藤巻 陽介(2) 高校
ﾌｼﾞﾏｷ ﾖｳｽｹ 飯山北高
小林 良輔(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 篠ﾉ井高
戸谷 滉平(1) 高校
ﾄﾔ ｺｳﾍｲ 屋代高
丸山 直紀(2) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｷ 屋代高
中村 陽太(2) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾀ 松代高
伊藤 敦紀(1) 高校
ｲﾄｳ ｱﾂｷ 市立長野高

高校男子

円盤投(1.750kg)     

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 13  2754

  O 37.60   X   X   X 38.09  38.09 

2 12   804
  -   O 31.57   O 33.77   O  33.77 

3 10  1171
  O 30.57   O   X   X 31.63  31.63 

4 2  1031
29.15   O   O   O   O   X  29.15 

5 4   889
  O 25.05   X   O   O 28.40  28.40 

6 9  1275
26.12   X   X   X   X   X  26.12 

7 11  1259
25.79   X   O   O   O   O  25.79 

8 7   840
24.27   X   X   O   O   O  24.27 

9 8  1362
24.18   O   O  24.18 

10 3  1456
23.84   O   O  23.84 

11 5  1448
22.61   O   O  22.61 

12 6  1415
  X   X 21.15

13 1   868
  X   X 19.58  19.58 

 21.15 



決勝 8月21日 10:00

県高新              57.29
大会新              53.06

大和 工峰(2) 高校
ﾔﾏﾄ  ﾀｸﾐ 須坂園芸高
中村 颯志(2) 高校
ﾅｶﾑﾗ ｿｳｼ 篠ﾉ井高
斎藤 克弥(3) 高校
ｻｲﾄｳ ｶﾂﾔ 飯山北高
渡辺 敦也(2) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾂﾔ 飯山北高
島貫 翔太(1) 高校
ｼﾏﾇｷ ｼｮｳﾀ 中野西高
大庭 達也(1) 高校
ｵｵﾊﾞ ﾀﾂﾔ 飯山北高
郷道 拓未(1) 高校
ｺﾞｳﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 須坂高
中島 秀和(1) 高校 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 須坂園芸高

高校男子

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- -4- -5- -6- 記録 備考
1 8  3074

  X   X 39.81   O   X   O  39.81 

2 6  1356
  O   X 37.56   X   X   X  37.56 

3 7   824
  O   X 35.62   O   X   O  35.62 

4 3   839
29.34   O   X   O 29.68   O  29.68 

5 2   940
  X   X   X   X   X 26.00  26.00 

6 5   804
  O 22.42   O   O   O   O  22.42 

7 1  1007
17.01   O   X

4  3075

  X   X 17.84  17.84 



予選 8月22日 11:40
決勝 8月22日 14:20

県中新              10.85
大会新              11.57

[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 +1.3

 1 宮林 紘汰(2) 中学     11.91 q  1 松橋 大夢(1) 中学     11.72 q
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 更北中 ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 犀陵中

 2 佐藤 大裕(2) 中学     12.80  2 佐藤 薫(1) 中学     12.53 q
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 三陽中 ｻﾄｳ ｶｵﾙ 川中島中

 3 丸山 智輝(1) 中学     12.90  3 羽生田 甲斐(2) 中学     12.79 
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 長野東部中 ﾊﾆｭｳﾀﾞ ｶｲ 長野日大中

 4 鶴田 知大(1) 中学     13.41  4 小池 亮太(2) 中学     13.21 
ﾂﾙﾀ ﾄﾓﾋﾛ 広徳中 ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ 三陽中

 5 藤井 大(1) 中学     13.51  5 夏目 映人(1) 中学     13.30 
ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲ 飯綱中 ﾅﾂﾒ ｴｲﾄ 柳町中

 6 宮川 飛翔(2) 中学     13.65  6 畑山 亮太(2) 中学     13.90 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 柳町中 ﾊﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 信濃中

 7 高木 滉貴(1) 中学     14.05  7 神戸 優弥(1) 中学     14.88 
ﾀｶｷﾞ ｺｳｷ 信濃中 ｺﾞｳﾄﾞ ﾏｻﾔ 松代中
富澤 憲太郎(2) 中学 丸山 将也(2) 中学
ﾄﾐｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 戸倉上山田中 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ 長野北部中
宮本 航(1) 中学 木次 陸(2) 中学
ﾐﾔﾓﾄ ﾜﾀﾙ 飯山城北中 ｷﾂｷﾞ ﾘｸ 裾花中

[ 3組] 風速 +0.3 [ 4組] 風速 +1.3

 1 大峡 將嵩(2) 中学     12.91  1 吉村 直也(3) 中学     11.84 q
ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾀｶ 長野北部中 ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾔ 東北中

 2 小林 洸士(2) 中学     13.01  2 藤沢 研祐(3) 中学     13.12 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 豊野中 ﾌｼﾞｻﾜ  ｹﾝｽｹ 高山中

 3 宮島 仙太郎(1) 中学     13.89  3 若月 寛人(2) 中学     13.14 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｾﾞﾝﾀﾛｳ 飯綱中 ﾜｶﾂｷ ﾋﾛﾄ 長野西部中

 4 北風直起(1) 中学     14.80  4 丸山 圭介(2) 中学     13.42 
ｷﾀｶｾﾞ ﾅｵｷ 小布施中 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ 長野日大中

 5 室賀 元晴(2) 中学     15.04  5 坂本 広輝(1) 中学     15.68 
ﾑﾛｶﾞ ﾓﾄﾊﾙ 篠ﾉ井西中 ｻｶﾓﾄ ｺｳｷ 松代中

 6 岡田 吉弘(1) 中学     15.24 宮本 晶(1) 中学
ｵｶﾀﾞ ﾖｼﾋﾛ 信濃中 ﾐﾔﾓﾄ ｱｷﾗ 長野北部中
池田 彪我(2) 中学 石渡 登生(1) 中学
ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ 川中島中 ｲｼﾜﾀ ﾄｳｲ 南宮中
荒井 雅也(1) 中学 西沢 寛樹(2) 中学
ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 裾花中 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 裾花中
小林 純也(2) 中学 野口 将史(1) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝﾔ 南宮中 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 飯山城北中

[ 5組] 風速 +0.7 [ 6組] 風速 -1.3

 1 塩崎 児汰朗(2) 中学     12.71  1 依田和樹(2) 中学     12.68 q
ｼｵｻﾞｷｺﾀﾛｳ 相森中 ﾖﾀﾞ ｶｽﾞｷ 小布施中

 2 佐藤 修平(2) 中学     12.76  2 平井 佑樹(3) 中学     13.07 
ｻﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 飯山城南中 ﾋﾗｲ ﾕｳｷ 飯山城南中

 3 磯貝 航平(2) 中学     12.86  3 山嵜 健太(3) 中学     13.49 
ｲｿｶﾞｲ ｺｳﾍｲ 松代中 ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝﾀ 中野平中

 4 山岸 朋広(2) 中学     13.30  4 下田 佳輝(3) 中学     13.61 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾄﾓﾋﾛ 須坂東中 ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ 篠ﾉ井西中

 5 中沢 昇平(2) 中学     13.64  5 岩井 諒(2) 中学     13.87 
ﾅｶｻﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 東北中 ｲﾜｲﾘｮｳ 相森中

 6 宮澤 司(1) 中学     14.10  6 橋本 一希(1) 中学     14.14 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾂｶｻ 長野東部中 ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ 須坂東中

 7 市村 洸樹(1) 中学     14.42  7 山本 光輝(2) 中学     14.61 
ｲﾁﾑﾗ ｺｳｷ 三陽中 ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 栄中

 8 吉田 和輝(2) 中学     14.43  8 中島 渓人(1) 中学     14.68 
ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 戸倉上山田中 ﾅｶｼﾞﾏ  ｹｲﾄ 山ﾉ内中

中学男子

100m                

予選 通過基準  10組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  5492

7  5087

3  5032

4  5539

2  4050

6  4550

1  4913

欠場
5  4869

欠場

順 ﾚｰﾝ

9  4596

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  5260

2  5462

6  6204

9  5099

5  6299

8  4591

1  5352

4  5163
欠場

7  5234
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
1  5178

5  4525

2  4552

9  4164

欠場
7  5252

欠場

6  5327

4  4601

8  4443
欠場

順 ﾚｰﾝ No.
2  5108

3  5448

7  4194

4  5065

6  6205

5  5349

1  5165
欠場

3  6501
欠場

8  5232
欠場

9  4872
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
5  4274

9  4835

8  5357

4  6411

7  5125

6  5033

3  5077

2  4049

氏  名 所属名 記録／備考
6  4161

9  4849

7  4462

2  5335

3  4249

8  4319

5  4802

 43504



[ 7組] 風速 -0.1 [ 8組] 風速 -0.5

 1 坪井 智哉(1) 中学     13.30  1 市川 貴大(3) 中学     12.28 q
ﾂﾎﾞｲ ﾄﾓﾔ 墨坂中 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 川中島中

 2 川崎 大樹(2) 中学     13.44  2 西澤 浩輔(1) 中学     12.79 
ｶﾜｻｷﾀﾞｲｷ 相森中 ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 戸倉上山田中

 3 小池 たける(2) 中学     13.45  3 児島 陽(2) 中学     12.88 
ｺｲｹ ﾀｹﾙ 長野東部中 ｺｼﾞﾏ ﾋｶﾙ 犀陵中

 4 飯島 俊介(2) 中学     13.67  4 関谷 脩利(3) 中学     13.30 
ｲｲｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ 広徳中 ｾｷﾔ ｼｭｳﾄ 栄中

 5 内田 光一(1) 中学     13.76  5 市川 凜太朗(1) 中学     13.57 
ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 篠ﾉ井西中 ｲﾁｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 附属長野中

 6 矢野 颯(1) 中学     14.57  6 池田 直矢(1) 中学     13.96 
ﾔﾉ ﾊﾔﾃ 飯綱中 ｲｹﾀﾞ ﾅｵﾔ 高社中

 7 神田 悠登(2) 中学     15.89  7 霜鳥 悠雅(1) 中学     14.47 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 南宮中 ｼﾓﾄﾘ ﾕｳｶﾞ 篠ﾉ井東中
渡邉  優樹(2) 中学  8 山田 貴大(1) 中学     14.62 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 更北中 ﾔﾏﾀﾞﾀｶﾋﾛ 櫻ヶ岡中

[ 9組] 風速 +0.3 [ 10組] 風速 -0.9

 1 栗岩 龍生(3) 中学     12.16 q  1 金沢 慎也(3) 中学     12.55 q
ｸﾘｲﾜ ﾘｭｳｾｲ 飯山城南中 ｶﾅｻﾞﾜ  ｼﾝﾔ 山ﾉ内中

 2 吉越 太一朗(2) 中学     12.85  2 野口 雅史(2) 中学     12.96 
ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ 附属長野中 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 附属長野中

 3 上倉 誠(3) 中学     13.59  3 原山 翼(2) 中学     13.00 
ｶﾐｸﾗ ﾏｺﾄ 栄中 ﾊﾗﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 犀陵中

 4 丸山 廉人(1) 中学     13.93  4 浅賀 歩(2) 中学     13.33 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚﾝﾄ 飯山城北中 ｱｻｶﾞ ｱﾕﾑ 柳町中

 5 大日方景都(1) 中学     14.06  5 清水 琢光(1) 中学     13.55 
ｵﾋﾞﾅﾀｹｲﾄ 櫻ヶ岡中 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾐ 高社中

 6 小山田 克(1) 中学     14.14  6 峰村悠輔(1) 中学     13.89 
ｵﾔﾏﾀﾞ ｽｸﾞﾙ 更北中 ﾐﾈﾑﾗﾕｳｽｹ 櫻ヶ岡中

 7 青柳 郁生(1) 中学     14.53  7 須藤 稜太(1) 中学     13.90 
ｱｵﾔｷﾞ  ｲｸﾐ 東北中 ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 中野平中
勝山 港介(2) 中学  8 北澤 慧(1) 中学     14.18 
ｶﾂﾔﾏ ｺｳｽｹ 中野平中 ｷﾀｻﾞﾜ ｻﾄｼ 広徳中

風速 +1.4

 1 松橋 大夢(1) 中学     11.65 
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 犀陵中

 2 吉村 直也(3) 中学     11.75 
ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾔ 東北中

 3 宮林 紘汰(2) 中学     11.82 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 更北中

 4 栗岩 龍生(3) 中学     12.08 
ｸﾘｲﾜ ﾘｭｳｾｲ 飯山城南中

 5 市川 貴大(3) 中学     12.08 
ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 川中島中

 6 金沢 慎也(3) 中学     12.27 
ｶﾅｻﾞﾜ  ｼﾝﾔ 山ﾉ内中

 7 依田和樹(2) 中学     12.48 
ﾖﾀﾞ ｶｽﾞｷ 小布施中
佐藤 薫(1) 中学
ｻﾄｳ ｶｵﾙ 川中島中

中学男子

100m                

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
6  4284

9  4268

 4553

4  5007

7  5520

8  4442

3  5493

2  5330

5

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
2  6167

6  4062

4  5281

9  4813

7  6280

5  4501

3  5313

8  4978

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
6  4842

5  6281

4  4810

8  4868

7  4983

9  5482
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氏  名 所属名 記録／備考
3  4356
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  5260

7  5108

5  5492

4  4842

8  6167

2  4356

3  4161

失格
9  5462



予選 8月22日  9:50
決勝 8月22日 13:35

県記録              50.35
県手記録            50.00
大会新              52.89

[ 1組] [ 2組]

 1 栗原優太(2) 中学     58.99 q  1 山﨑 良次(3) 中学     57.98 q
ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾀ 小布施中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 木島平中

 2 小林 勇一郎(3) 中学     59.20 q  2 増永 一輝(2) 中学   1,03.58 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ 飯山城南中 ﾏｽﾅｶﾞ ｶｽﾞｷ 柳町中

 3 中澤 侑亮(2) 中学   1,01.32  3 小﨑 博之(2) 中学   1,04.12 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 長野東部中 ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 南宮中

 4 江口 和輝(3) 中学   1,01.33  4 湯本 與晴(2) 中学   1,04.45 
ｴｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 更北中 ﾕﾓﾄ ﾖｼﾊﾙ 飯山城南中

 5 新井 達大(2) 中学   1,01.57  5 中村 文弥(2) 中学   1,06.03 
ｱﾗｲ ｻﾄﾙ 東北中 ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 広徳中

 6 畑 圭一(1) 中学   1,05.60  6 太田 郁弥(2) 中学   1,06.80 
ﾊﾀ ｹｲｲﾁ 柳町中 ｵｵﾀ ﾌﾐﾔ 川中島中

 7 丸山 晃平(2) 中学   1,06.08  7 高橋 光(1) 中学   1,11.18 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 川中島中 ﾀｶﾊｼ ﾋｶﾙ 更北中

 8 西沢 圭悟(2) 中学   1,08.05  8 秋山 侑平(1) 中学   1,11.34 
ｾｼｻﾞﾜ ｹｲｺﾞ 裾花中 ｱｷﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 戸倉上山田中

 9 廣瀬 創一郎(1) 中学   1,15.02  9 佐々木 雅弥(1) 中学   1,24.11 
ﾋﾛｾ ｿｳｲﾁﾛｳ 栄中 ｻｻｷ ﾏｻﾔ 長野北部中

[ 3組] [ 4組]

 1 坂田 晃有(2) 中学     59.58 q  1 長田 龍貴(2) 中学     57.16 q
ｻｶﾀｺｳｽｹ 相森中 ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ 三陽中

 2 佐藤 大裕(2) 中学   1,00.38  2 南雲 一輝(3) 中学     58.41 q
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 三陽中 ﾅｸﾞﾓ ｶｽﾞｷ 栄中

 3 松井 晃大(2) 中学   1,00.67  3 滝澤 知紘(2) 中学   1,00.14 
ﾏﾂｲｺｳﾀﾞｲ 櫻ヶ岡中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 飯山城南中

 4 竹林 康太(1) 中学   1,01.42  4 中村 仁(2) 中学   1,04.76 
ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 広徳中 ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ 墨坂中

 5 佐藤 真人(2) 中学   1,04.19  5 柳澤 興志郎(3) 中学   1,05.12 
ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 南宮中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｼﾛｳ 長野北部中

 6 峯村 祐貴(1) 中学   1,07.99  6 小池 智貴(1) 中学   1,08.47 
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ 附属長野中 ｺｲｹ ﾄﾓｷ 柳町中

 7 佐藤 直人(2) 中学   1,14.06  7 渡邉 慎平(2) 中学   1,13.08 
ｻﾄｳ ﾅｵﾄ 木島平中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 篠ﾉ井東中

 8 黒岩 宏輝(1) 中学   1,17.50  8 深瀬 和朗(1) 中学   1,16.30 
ｸﾛｲﾜ ﾋﾛｷ 長野北部中 ﾌｶｾ ｶｽﾞｵ 東北中

 9 青木 健志朗(1) 中学   1,18.36 
ｱｵｷ ｹﾝｼﾛｳ 東北中

[ 5組] [ 6組]

 1 白川 友一(2) 中学     58.12 q  1 宮坂大樹(3) 中学     58.90 q
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 相森中 ﾐﾔｻｶﾀﾞｲｷ 櫻ヶ岡中

 2 池田 正汰(1) 中学   1,04.63  2 塩崎 児汰朗(2) 中学   1,00.48 
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ 信濃中 ｼｵｻﾞｷｺﾀﾛｳ 相森中

 3 丸山 晃輔(2) 中学   1,04.64  3 北原 紳乃介(2) 中学   1,00.98 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｽｹ 三陽中 ｷﾀﾊﾗ ｼﾝﾉｽｹ 広徳中

 4 寺島 翼(2) 中学   1,05.86  4 仲俣 一樹(1) 中学   1,02.04 
ﾃﾗｼﾏﾂﾊﾞｻ 櫻ヶ岡中 ﾅｶﾏﾀ ｶｽﾞｷ 飯綱中

 5 曽根原 豪士(1) 中学   1,08.88  5 飯島 勇矢(2) 中学   1,03.10 
ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ 裾花中 ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 戸倉上山田中

 6 桑原 健次郎(1) 中学   1,11.49  6 内村 陽太(2) 中学   1,05.73 
ｸﾜﾊﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ 栄中 ｳﾁﾑﾗ ﾖｳﾀ 川中島中

 7 町田 航(2) 中学   1,13.23  7 荒井 貴陽(2) 中学   1,08.12 
ﾏﾁﾀﾞ ﾜﾀﾙ 南宮中 ｱﾗｲ ﾀｶｱｷ 裾花中

 8 服部 幸一(1) 中学   1,14.83 中山 廉(1) 中学
ﾊｯﾄﾘ ｺｳｲﾁ 戸倉上山田中 ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ 信濃中

中学男子

400m                

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  4156
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1  5447
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順 ﾚｰﾝ No.
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2  4377
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3  5112

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  4246

2  4600

6  5089

9  4965

5  6587

4  4805

7  4441
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  4961

7  4274

2  5521
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欠場



 1 白川 友一(2) 中学     57.90 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 相森中

 2 山﨑 良次(3) 中学     58.09 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 木島平中

 3 長田 龍貴(2) 中学     58.30 
ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ 三陽中

 4 南雲 一輝(3) 中学     59.08 
ﾅｸﾞﾓ ｶｽﾞｷ 栄中

 5 小林 勇一郎(3) 中学     59.69 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ 飯山城南中

 6 宮坂大樹(3) 中学     59.82 
ﾐﾔｻｶﾀﾞｲｷ 櫻ヶ岡中

 7 坂田 晃有(2) 中学   1,00.96 
ｻｶﾀｺｳｽｹ 相森中

 8 栗原優太(2) 中学   1,01.58 
ｸﾘﾊﾗ ﾕｳﾀ 小布施中

中学男子

400m                
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  4246

5  4376

7  5093

4  4815

3  4819

9  4961

2  4263

8  4156



決勝 8月21日 14:55

県中新            1,53.15

[ 1組] [ 2組]

 1 小山 信也(2) 中学   2,31.15  1 丸山 岳(1) 中学   2,40.82 
ｺﾔﾏ ｼﾝﾔ 篠ﾉ井東中 ﾏﾙﾔﾏ ｶﾞｸ 篠ﾉ井東中

 2 廣瀬 翔(2) 中学   2,40.48  2 桑原 健次郎(1) 中学   2,42.21 
ﾋﾛｾ ｼｮｳ 栄中 ｸﾜﾊﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ 栄中

 3 梨子下 貴玲(1) 中学   2,46.00  3 武田 裕太(1) 中学   2,42.83 
ﾅｼｺｼﾀ ﾀｶﾋﾛ 長野東部中 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾀ 高社中

 4 廣瀬 創一郎(1) 中学   2,50.35  4 五味沢 祥(1) 中学   2,50.28 
ﾋﾛｾ ｿｳｲﾁﾛｳ 栄中 ｺﾞﾐｻﾞﾜ ｱｷﾗ 長野北部中

 5 中村 太朗(2) 中学   2,52.53  5 坂口 聖英(2) 中学   2,54.28 
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ 松代中 ｻｶｸﾞﾁﾏｻﾋﾃﾞ 櫻ヶ岡中

 6 茂野 祥太(1) 中学   2,58.96  6 大日方 恭兵(1) 中学   3,07.99 
ｼｹﾞﾉ ｼｮｳﾀ 長野東部中 ｵﾋﾞﾅﾀ ｷｮｳﾍｲ 篠ﾉ井東中
宮本 虹輝(1) 中学  7 岡宮 貴明(1) 中学   3,20.00 
ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｷ 松代中 ｵｶﾐﾔ ﾀｶｱｷ 三陽中
佐藤 直人(2) 中学 佐久間 将士(3) 中学
ｻﾄｳ ﾅｵﾄ 木島平中 ｻｸﾏ ﾏｻｼ 戸倉上山田中

[ 3組] [ 4組]

 1 小林 裕太郎(2) 中学   2,33.82  1 倉 克弥(2) 中学   2,25.42 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾛｳ 飯山城南中 ｸﾗ ｶﾂﾔ 須坂東中

 2 萱津 徹也(2) 中学   2,36.22  2 東條 瑞貴(1) 中学   2,30.71 
ｶﾔﾂﾃﾂﾔ 櫻ヶ岡中 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ 高社中

 3 坂田 稀久(1) 中学   2,37.18  3 高橋 賢作(1) 中学   2,34.87 
ｻｶﾀ ｷｽﾞｸ 三陽中 ﾀｶﾊｼｹﾝｻｸ 相森中

 4 秋山 侑平(1) 中学   2,37.57  4 加藤 歩(1) 中学   2,34.88 
ｱｷﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 戸倉上山田中 ｶﾄｳｱﾕﾑ 相森中

 5 服部 幸一(1) 中学   2,38.49  5 河口 夏希(2) 中学   2,39.79 
ﾊｯﾄﾘ ｺｳｲﾁ 戸倉上山田中 ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 南宮中

 6 狩野 景(1) 中学   2,38.63  6 岡田 和樹(3) 中学   2,40.85 
ｶﾉｳ ｹｲ 信濃中 ｵｶﾀﾞ ｶｽﾞｷ 長野北部中

 7 渡部 卓(1) 中学   2,39.78  7 永井 春輝(1) 中学   2,43.56 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸ 信濃中 ﾅｶﾞｲ ﾊﾙｷ 柳町中

 8 坂口 俊太郎(1) 中学   2,39.87  8 谷口 悟詩(1) 中学   2,47.35 
ｻｶｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 南宮中 ﾀﾆｸﾞﾁ ｻﾄｼ 三陽中

[ 5組] [ 6組]

 1 清水 晃太郎(2) 中学   2,24.84  1 湯本 耕平(3) 中学   2,17.49 
ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀﾛｳ 飯山城南中 ﾕﾓﾄ  ｺｳﾍｲ 高山中

 2 西埜 一輝(3) 中学   2,26.35  2 高野 真志(2) 中学   2,22.35 
ﾆｼﾉ ｲｯｷ 中野平中 ﾀｶﾉﾏｻｼ 相森中

 3 川野晴也(2) 中学   2,28.32  3 古畑 仁志(2) 中学   2,23.00 
ｶﾜﾉﾊﾙﾔ 櫻ヶ岡中 ﾌﾙﾊﾀ ﾋﾄｼ 長野東部中

 4 山本 啓悟(3) 中学   2,30.57  4 島﨑 敦也(3) 中学   2,23.36 
ﾔﾏﾓﾄ ｹｲｺﾞ 木島平中 ｼﾏｻﾞｷ ｱﾂﾔ 木島平中

 5 平野 悟(3) 中学   2,31.10  5 多田 智徳(3) 中学   2,25.74 
ﾋﾗﾉ ｻﾄﾙ 飯山城南中 ﾀﾀﾞ ﾄﾓﾉﾘ 長野北部中

 6 井上 祐輝(1) 中学   2,36.53  6 芋川 遼太(2) 中学   2,27.59 
ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 南宮中 ｲﾓｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 中野平中
中山 廉(1) 中学  7 宮澤 一彦(1) 中学   2,33.75 
ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ 信濃中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ 柳町中
藤沢 研祐(3) 中学 依田 泰輝(2) 中学
ﾌｼﾞｻﾜ  ｹﾝｽｹ 高山中 ﾖﾀﾞ ﾀｲｷ 柳町中

[ 7組]

 1 森川 瑞貴(3) 中学   2,07.60 
ﾓﾘｶﾜ ﾐｽﾞｷ 中野平中

 2 内村 大空(3) 中学   2,12.34 
ｳﾁﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 裾花中

 3 山田 祐也(3) 中学   2,14.49 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 川中島中

 4 中沢 翼(2) 中学   2,17.13 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 更北中

 5 寺田 敦(2) 中学   2,18.59 
ﾃﾗﾀﾞ ｱﾂｼ 東北中

 6 髙野 拡美(1) 中学   2,19.13 
ﾀｶﾉ ﾋﾛﾐ 広徳中

 7 村田 将斗(3) 中学   2,21.75 
ﾑﾗﾀ ﾏｻﾄ 川中島JRC

中学男子

800m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
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   1 森川 瑞貴(3) 中学 中野平中     2,07.60   7   1
   2 内村 大空(3) 中学 裾花中     2,12.34   7   2
   3 山田 祐也(3) 中学 川中島中     2,14.49   7   3
   4 中沢 翼(2) 中学 更北中     2,17.13   7   4
   5 湯本 耕平(3) 中学 高山中     2,17.49   6   1
   6 寺田 敦(2) 中学 東北中     2,18.59   7   5
   7 髙野 拡美(1) 中学 広徳中     2,19.13   7   6
   8 村田 将斗(3) 中学 川中島JRC     2,21.75   7   7
   9 高野 真志(2) 中学 相森中     2,22.35   6   2
  10 古畑 仁志(2) 中学 長野東部中     2,23.00   6   3
  11 島﨑 敦也(3) 中学 木島平中     2,23.36   6   4
  12 清水 晃太郎(2) 中学 飯山城南中     2,24.84   5   1
  13 倉 克弥(2) 中学 須坂東中     2,25.42   4   1
  14 多田 智徳(3) 中学 長野北部中     2,25.74   6   5
  15 西埜 一輝(3) 中学 中野平中     2,26.35   5   2
  16 芋川 遼太(2) 中学 中野平中     2,27.59   6   6
  17 川野晴也(2) 中学 櫻ヶ岡中     2,28.32   5   3
  18 山本 啓悟(3) 中学 木島平中     2,30.57   5   4
  19 東條 瑞貴(1) 中学 高社中     2,30.71   4   2
  20 平野 悟(3) 中学 飯山城南中     2,31.10   5   5
  21 小山 信也(2) 中学 篠ﾉ井東中     2,31.15   1   1
  22 宮澤 一彦(1) 中学 柳町中     2,33.75   6   7
  23 小林 裕太郎(2) 中学 飯山城南中     2,33.82   3   1
  24 高橋 賢作(1) 中学 相森中     2,34.87   4   3
  25 加藤 歩(1) 中学 相森中     2,34.88   4   4
  26 萱津 徹也(2) 中学 櫻ヶ岡中     2,36.22   3   2
  27 井上 祐輝(1) 中学 南宮中     2,36.53   5   6
  28 坂田 稀久(1) 中学 三陽中     2,37.18   3   3
  29 秋山 侑平(1) 中学 戸倉上山田中     2,37.57   3   4
  30 服部 幸一(1) 中学 戸倉上山田中     2,38.49   3   5
  31 狩野 景(1) 中学 信濃中     2,38.63   3   6
  32 渡部 卓(1) 中学 信濃中     2,39.78   3   7
  33 河口 夏希(2) 中学 南宮中     2,39.79   4   5
  34 坂口 俊太郎(1) 中学 南宮中     2,39.87   3   8
  35 廣瀬 翔(2) 中学 栄中     2,40.48   1   2
  36 丸山 岳(1) 中学 篠ﾉ井東中     2,40.82   2   1
  37 岡田 和樹(3) 中学 長野北部中     2,40.85   4   6
  38 桑原 健次郎(1) 中学 栄中     2,42.21   2   2
  39 武田 裕太(1) 中学 高社中     2,42.83   2   3
  40 永井 春輝(1) 中学 柳町中     2,43.56   4   7
  41 梨子下 貴玲(1) 中学 長野東部中     2,46.00   1   3
  42 谷口 悟詩(1) 中学 三陽中     2,47.35   4   8
  43 五味沢 祥(1) 中学 長野北部中     2,50.28   2   4
  44 廣瀬 創一郎(1) 中学 栄中     2,50.35   1   4
  45 中村 太朗(2) 中学 松代中     2,52.53   1   5
  46 坂口 聖英(2) 中学 櫻ヶ岡中     2,54.28   2   5
  47 茂野 祥太(1) 中学 長野東部中     2,58.96   1   6
  48 大日方 恭兵(1) 中学 篠ﾉ井東中     3,07.99   2   6
  49 岡宮 貴明(1) 中学 三陽中     3,20.00   2   7
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決勝 8月22日 15:25

県中新            3,56.2 

[ 1組] [ 2組]

 1 廣瀬 翔(2) 中学   5,18.10  1 宮島 耕大(1) 中学   5,06.71 
ﾋﾛｾ ｼｮｳ 栄中 ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀﾞｲ 飯綱中

 2 高橋 賢作(1) 中学   5,25.20  2 峯村 拓(1) 中学   5,10.45 
ﾀｶﾊｼｹﾝｻｸ 相森中 ﾐﾈﾑﾗ ﾀｸ 柳町中

 3 寺島 大誠(1) 中学   5,26.52  3 上原 昌樹(2) 中学   5,12.59 
ﾃﾗｼﾏ ﾀｲｾｲ 東北中 ｳｴﾊﾗ ﾏｻｷ 川中島JRC

 4 玉井 雄希(1) 中学   5,26.86  4 藤澤玄(1) 中学   5,13.69 
ﾀﾏｲ ﾕｳｷ 常盤中 ﾌｼﾞｻﾜｹﾞﾝ 櫻ヶ岡中

 5 後藤 大聖(1) 中学   5,29.05  5 加藤 歩(1) 中学   5,14.01 
ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾏｻ 長野東部中 ｶﾄｳｱﾕﾑ 相森中

 6 西﨑 啓太朗(1) 中学   5,30.86  6 寺島 晃二郎(2) 中学   5,14.12 
ﾆｼｻﾞｷ ｹｲﾀﾛｳ 飯綱中 ﾃﾗｼﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ 裾花中

 7 古谷 佑真(1) 中学   5,33.38  7 小野沢 樹生(1) 中学   5,16.51 
ﾌﾙﾔ ﾕｳﾏ 飯山城南中 ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂｷ 飯山城南中

 8 松澤 慧弥(2) 中学   5,35.24  8 中村 光希(1) 中学   5,16.86 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲﾔ 豊野中 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 篠ﾉ井西中

 9 渋川 夢風(2) 中学   5,36.13  9 佐々木 優人(1) 中学   5,17.57 
ｼﾌﾞｶﾜ ﾑｶｾﾞ 長野北部中 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 高社中

10 大内 光希(1) 中学   5,42.34 10 中嶋 多聞(1) 中学   5,18.07 
ｵｵｳﾁ ｺｳｷ 長野北部中 ﾅｶｼﾞﾏ  ﾀﾓﾝ 山ﾉ内中

11 野崎 元貴(1) 中学   5,46.26 11 常田 淳(1) 中学   5,19.81 
ﾉｻﾞｷ ﾓﾄｷ 墨坂中 ﾄｷﾀ ｼﾞｭﾝ 高社中

12 塚田 武瑠(2) 中学   5,48.03 12 小島 誠也(1) 中学   5,20.96 
ﾂｶﾀﾞ ﾀｹﾙ 高社中 ｺｼﾞﾏ ｾｲﾔ 中野平中

13 田中歩夢(2) 中学   5,53.49 13 吉澤 翼(1) 中学   5,22.78 
ﾀﾅｶ ｱﾕﾑ 小布施中 ﾖｼｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 柳町中

14 田中常仁(2) 中学   5,54.23 14 坂田 稀久(1) 中学   5,27.84 
ﾀﾅｶ ﾂﾈﾋﾄ 小布施中 ｻｶﾀ ｷｽﾞｸ 三陽中

15 長山 慧(1) 中学   5,57.05 15 竹前 勇貴(2) 中学   5,29.60 
ﾅｶﾞﾔﾏ ｹｲ 篠ﾉ井東中 ﾀｹﾏｴ ﾕｳｷ 常盤中

16 井出 裕樹(1) 中学   5,57.36 16 宮下 礼人(1) 中学   5,37.14 
ｲﾃﾞ ﾕｳｷ 篠ﾉ井東中 ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾄ 飯山城北中

17 中村 海斗(1) 中学   6,01.00 17 平塚 慎也(1) 中学   5,38.98 
ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 常盤中 ﾋﾗﾂｶ ｼﾝﾔ 信濃中

18 山口 星河(1) 中学   6,08.70 18 滝沢直大(2) 中学   5,47.71 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｾｲｶﾞ 篠ﾉ井東中 ﾀｷｻﾞﾜﾅｵﾋﾛ 櫻ヶ岡中

19 田尻 健太(1) 中学   6,10.21 19 渡邉 尚紀(2) 中学   5,48.52 
ﾀｼﾞﾘ ｹﾝﾀ 松代中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵｷ 南宮中

20 村上 雅也(1) 中学   6,25.00 北沢 悟生(2) 中学
ﾑﾗｶﾐ ﾏｻﾔ 三陽中 ｷﾀｻﾞﾜ ｺﾞｳ 川中島JRC
本間洋輝(2) 中学 柳澤 優多(2) 中学
ﾎﾝﾏ ﾋﾛｷ 小布施中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 信濃中
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[ 3組] [ 4組]

 1 中沢 翼(2) 中学   4,39.89  1 玉城 柾人(3) 中学   4,22.33 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 更北中 ﾀﾏｷ ﾏｻﾄ 川中島中

 2 大田 尚之(2) 中学   4,41.72  2 黒川 岳(2) 中学   4,25.32 
ｵｵﾀ ﾅｵﾕｷ 屋代中 ｸﾛｶﾜ ｶﾞｸ 中野平中

 3 島田 隆介(2) 中学   4,41.97  3 山田 祐也(3) 中学   4,28.30 
ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 栄中 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 川中島中

 4 安藤 茂一(2) 中学   4,43.43  4 金児 夏希(3) 中学   4,33.96 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾓｲﾁ 信濃中 ｶﾈｺ ﾅﾂｷ 川中島中

 5 春原 光太朗(2) 中学   4,56.22  5 臼井 悠太(3) 中学   4,34.65 
ｽﾉﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 柳町中 ｳｽｲ ﾕｳﾀ 長野北部中

 6 古畑 仁志(2) 中学   4,59.72  6 矢嶋 一樹(2) 中学   4,35.78 
ﾌﾙﾊﾀ ﾋﾄｼ 長野東部中 ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 広徳中

 7 寺沢 宙(2) 中学   5,02.96  7 村田 将斗(3) 中学   4,36.15 
ﾃﾗｻﾜ ｿﾗ 須坂東中 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾄ 川中島JRC

 8 大和 史明(2) 中学   5,04.00  8 湯本 耕平(3) 中学   4,38.48 
ﾔﾏﾄ ﾌﾐｱｷ 長野日大中 ﾕﾓﾄ  ｺｳﾍｲ 高山中

 9 門脇 航(1) 中学   5,05.42  9 細田 達也(2) 中学   4,39.90 
ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ 中野平中 ﾎｿﾀﾞ ﾀﾂﾔ 戸倉上山田中

10 青山 雄和(1) 中学   5,06.33 10 竹鼻 大貴(2) 中学   4,40.78 
ｱｵﾔﾏ ﾕｳﾅ 飯綱中 ﾀｹﾊﾅ ﾋﾛｷ 戸倉上山田中

11 荒井 星哉(2) 中学   5,06.75 11 髙野 拡美(1) 中学   4,45.50 
ｱﾗｲ ｾｲﾔ 裾花中 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾐ 広徳中

12 繁田 悠太(2) 中学   5,07.12 12 西澤  和真(2) 中学   4,47.46 
ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳﾀ 戸倉上山田中 ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 篠ﾉ井西中

13 樋口 盛康(2) 中学   5,08.35 13 石澤 崇紀(1) 中学   4,48.97 
ﾋｸﾞﾁ ﾓﾘﾔｽ 三陽中 ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 飯山城南中

14 平林 圭太(2) 中学   5,08.54 14 寺田 敦(2) 中学   4,49.72 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 屋代中 ﾃﾗﾀﾞ ｱﾂｼ 東北中

15 柳澤 貫太(2) 中学   5,10.09 15 高野 真志(2) 中学   4,57.11 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 裾花中 ﾀｶﾉﾏｻｼ 相森中

16 松本 郁也(1) 中学   5,10.21 16 海沼 大誌(2) 中学   4,57.64 
ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐﾔ 附属長野中 ｶｲﾇﾏ ﾀｲｼ 更北中

17 宮本 恭弥(2) 中学   5,10.38 17 斎藤 佑輔(3) 中学   4,58.69 
ﾐﾔﾓﾄ ｽﾐﾔ 長野東部中 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 栄中

18 八木 渉(2) 中学   5,16.07 18 藤森 収太(2) 中学   5,08.25 
ﾔｷﾞ ﾜﾀﾙ 南宮中 ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｭｳﾀ 須坂東中

19 藤沢 充(2) 中学   5,23.59 星野 琢磨(3) 中学
ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾂﾙ 南宮中 ﾎｼﾉ ﾀｸﾏ 更北中

20 小森 勇志(3) 中学   5,25.94 島﨑 敦也(3) 中学
ｺﾓﾘﾕｳｼ 櫻ヶ岡中 ｼﾏｻﾞｷ ｱﾂﾔ 木島平中

21 相澤 貫太(2) 中学   5,32.65 
ｱｲｻﾞﾜ ｶﾝﾀ 須坂東中
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   1 玉城 柾人(3) 中学 川中島中     4,22.33   4   1
   2 黒川 岳(2) 中学 中野平中     4,25.32   4   2
   3 山田 祐也(3) 中学 川中島中     4,28.30   4   3
   4 金児 夏希(3) 中学 川中島中     4,33.96   4   4
   5 臼井 悠太(3) 中学 長野北部中     4,34.65   4   5
   6 矢嶋 一樹(2) 中学 広徳中     4,35.78   4   6
   7 村田 将斗(3) 中学 川中島JRC     4,36.15   4   7
   8 湯本 耕平(3) 中学 高山中     4,38.48   4   8
   9 中沢 翼(2) 中学 更北中     4,39.89   3   1
  10 細田 達也(2) 中学 戸倉上山田中     4,39.90   4   9
  11 竹鼻 大貴(2) 中学 戸倉上山田中     4,40.78   4  10
  12 大田 尚之(2) 中学 屋代中     4,41.72   3   2
  13 島田 隆介(2) 中学 栄中     4,41.97   3   3
  14 安藤 茂一(2) 中学 信濃中     4,43.43   3   4
  15 髙野 拡美(1) 中学 広徳中     4,45.50   4  11
  16 西澤  和真(2) 中学 篠ﾉ井西中     4,47.46   4  12
  17 石澤 崇紀(1) 中学 飯山城南中     4,48.97   4  13
  18 寺田 敦(2) 中学 東北中     4,49.72   4  14
  19 春原 光太朗(2) 中学 柳町中     4,56.22   3   5
  20 高野 真志(2) 中学 相森中     4,57.11   4  15
  21 海沼 大誌(2) 中学 更北中     4,57.64   4  16
  22 斎藤 佑輔(3) 中学 栄中     4,58.69   4  17
  23 古畑 仁志(2) 中学 長野東部中     4,59.72   3   6
  24 寺沢 宙(2) 中学 須坂東中     5,02.96   3   7
  25 大和 史明(2) 中学 長野日大中     5,04.00   3   8
  26 門脇 航(1) 中学 中野平中     5,05.42   3   9
  27 青山 雄和(1) 中学 飯綱中     5,06.33   3  10
  28 宮島 耕大(1) 中学 飯綱中     5,06.71   2   1
  29 荒井 星哉(2) 中学 裾花中     5,06.75   3  11
  30 繁田 悠太(2) 中学 戸倉上山田中     5,07.12   3  12
  31 藤森 収太(2) 中学 須坂東中     5,08.25   4  18
  32 樋口 盛康(2) 中学 三陽中     5,08.35   3  13
  33 平林 圭太(2) 中学 屋代中     5,08.54   3  14
  34 柳澤 貫太(2) 中学 裾花中     5,10.09   3  15
  35 松本 郁也(1) 中学 附属長野中     5,10.21   3  16
  36 宮本 恭弥(2) 中学 長野東部中     5,10.38   3  17
  37 峯村 拓(1) 中学 柳町中     5,10.45   2   2
  38 上原 昌樹(2) 中学 川中島JRC     5,12.59   2   3
  39 藤澤玄(1) 中学 櫻ヶ岡中     5,13.69   2   4
  40 加藤 歩(1) 中学 相森中     5,14.01   2   5
  41 寺島 晃二郎(2) 中学 裾花中     5,14.12   2   6
  42 八木 渉(2) 中学 南宮中     5,16.07   3  18
  43 小野沢 樹生(1) 中学 飯山城南中     5,16.51   2   7
  44 中村 光希(1) 中学 篠ﾉ井西中     5,16.86   2   8
  45 佐々木 優人(1) 中学 高社中     5,17.57   2   9
  46 中嶋 多聞(1) 中学 山ﾉ内中     5,18.07   2  10
  47 廣瀬 翔(2) 中学 栄中     5,18.10   1   1
  48 常田 淳(1) 中学 高社中     5,19.81   2  11
  49 小島 誠也(1) 中学 中野平中     5,20.96   2  12
  50 吉澤 翼(1) 中学 柳町中     5,22.78   2  13
  51 藤沢 充(2) 中学 南宮中     5,23.59   3  19
  52 高橋 賢作(1) 中学 相森中     5,25.20   1   2
  53 小森 勇志(3) 中学 櫻ヶ岡中     5,25.94   3  20
  54 寺島 大誠(1) 中学 東北中     5,26.52   1   3
  55 玉井 雄希(1) 中学 常盤中     5,26.86   1   4
  56 坂田 稀久(1) 中学 三陽中     5,27.84   2  14
  57 後藤 大聖(1) 中学 長野東部中     5,29.05   1   5
  58 竹前 勇貴(2) 中学 常盤中     5,29.60   2  15
  59 西﨑 啓太朗(1) 中学 飯綱中     5,30.86   1   6
  60 相澤 貫太(2) 中学 須坂東中     5,32.65   3  21
  61 古谷 佑真(1) 中学 飯山城南中     5,33.38   1   7
  62 松澤 慧弥(2) 中学 豊野中     5,35.24   1   8
  63 渋川 夢風(2) 中学 長野北部中     5,36.13   1   9
  64 宮下 礼人(1) 中学 飯山城北中     5,37.14   2  16
  65 平塚 慎也(1) 中学 信濃中     5,38.98   2  17
  66 大内 光希(1) 中学 長野北部中     5,42.34   1  10
  67 野崎 元貴(1) 中学 墨坂中     5,46.26   1  11
  68 滝沢直大(2) 中学 櫻ヶ岡中     5,47.71   2  18
  69 塚田 武瑠(2) 中学 高社中     5,48.03   1  12
  70 渡邉 尚紀(2) 中学 南宮中     5,48.52   2  19
  71 田中歩夢(2) 中学 小布施中     5,53.49   1  13
  72 田中常仁(2) 中学 小布施中     5,54.23   1  14
  73 長山 慧(1) 中学 篠ﾉ井東中     5,57.05   1  15
  74 井出 裕樹(1) 中学 篠ﾉ井東中     5,57.36   1  16
  75 中村 海斗(1) 中学 常盤中     6,01.00   1  17
  76 山口 星河(1) 中学 篠ﾉ井東中     6,08.70   1  18

中学男子

1500m               
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 6166
 4465
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 6168
 5139
 5528
 5461
 4196
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 4338
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 4503
 4485
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 6566



  77 田尻 健太(1) 中学 松代中     6,10.21   1  19 5347



  78 村上 雅也(1) 中学 三陽中     6,25.00   1  20

中学男子

備考

1500m               
順位 No. 氏  名 組 順位

 5079
所属名 記録都道府県



決勝 8月21日 16:10

県中新            8,31.86
大会新            9,20.33

[ 1組] [ 2組]

 1 丸山 和輝(1) 中学   9,55.35  1 玉城 柾人(3) 中学   9,32.73 
ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｷ 川中島JRC ﾀﾏｷ ﾏｻﾄ 川中島中

 2 松木 之衣(1) 中学   9,56.99  2 金児 夏希(3) 中学   9,40.51 
ﾏﾂｷ ｺﾉｴ 川中島JRC ｶﾈｺ ﾅﾂｷ 川中島中

 3 春原 光太朗(2) 中学  10,59.77  3 小矢沢龍二(3) 中学   9,50.09 
ｽﾉﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 柳町中 ｺﾔｻﾞﾜﾘｭｳｼﾞ 櫻ヶ岡中

 4 上村 涼(3) 中学  11,22.04  4 具 ヒョヌ(2) 中学   9,51.32 
ｶﾐﾑﾗ ﾘｮｳ 飯山城南中 ｸｩ ﾋｮﾇ 戸倉上山田中

 5 成田 壮一(2) 中学  11,23.67  5 西沢 晃佑(2) 中学   9,55.49 
ﾅﾘﾀ  ｿｳｲﾁ 東北中 ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 川中島中

 6 竹内 悠太朗(1) 中学  11,24.40  6 山﨑 光(2) 中学  10,01.51 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 信濃中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾙ 飯山城南中

 7 白鳥 魁人(1) 中学  11,25.77  7 海沼 柊伍(3) 中学  10,14.94 
ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ 中野平中 ｶｲﾇﾏ ｼｭｳｺﾞ 川中島JRC

 8 西沢 裕亮(2) 中学  11,28.51  8 矢澤隼人(3) 中学  10,23.34 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 南宮中 ﾔｻﾞﾜﾊﾔﾄ 櫻ヶ岡中

 9 和田 達也(2) 中学  11,31.94  9 細田 敦也(2) 中学  10,23.47 
ﾜﾀﾞ ﾀﾂﾔ 裾花中 ﾎｿﾀﾞ ｱﾂﾔ 戸倉上山田中

10 秋山 翔虎(1) 中学  11,32.85 10 門脇 良(3) 中学  10,24.78 
ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 広徳中 ｶﾄﾞﾜｷ ﾘｮｳ 中野平中

11 宮田 俊太朗(1) 中学  11,42.57 11 島田 隆介(2) 中学  10,25.71 
ﾐﾔﾀ ｼｭﾝﾀﾛｳ 広徳中 ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 栄中

12 丸山 晃輔(2) 中学  11,58.46 12 竹内 寿斗(2) 中学  10,35.14 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｽｹ 三陽中 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾄ 信濃中

13 大日向 優汰(1) 中学  11,59.61 13 小林 壮(2) 中学  10,35.63 
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕｳﾀ 柳町中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｼ 中野平中

14 竹内 佑介(1) 中学  12,03.93 14 戸澤 寛太(2) 中学  10,38.79 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ 信濃中 ﾄｻﾞﾜ ｶﾝﾀ 東北中

15 駒村 一眞(1) 中学  12,05.69 15 大峡 翔太(2) 中学  10,40.47 
ｺﾏﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 長野東部中 ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 須坂東中

16 宮本 恭弥(2) 中学  12,06.42 16 青沼亮(3) 中学  10,59.43 
ﾐﾔﾓﾄ ｽﾐﾔ 長野東部中 ｱｵﾇﾏﾘｮｳ 櫻ヶ岡中

17 石田 純一(2) 中学  12,31.67 17 上松 旬(2) 中学  11,06.39 
ｲｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 長野北部中 ｱｹﾞﾏﾂ ｱﾏﾈ 南宮中

18 原島 健太(2) 中学  12,32.45 18 渡会 拓実(3) 中学  11,13.73 
ﾊﾗｼﾏ ｹﾝﾀ 長野北部中 ﾜﾀﾗｲ ﾀｸﾐ 長野北部中

19 平塚 健也(1) 中学  12,44.17 19 海沼 大誌(2) 中学  11,16.62 
ﾋﾗﾂｶ ｹﾝﾔ 長野東部中 ｶｲﾇﾏ ﾀｲｼ 更北中

20 関 優汰(2) 中学  13,56.42 20 荒井 星哉(2) 中学  11,27.83 
ｾｷ ﾕｳﾀ 南宮中 ｱﾗｲ ｾｲﾔ 裾花中
桜井 諒(2) 中学 21 柳澤 貫太(2) 中学  11,31.48 
ｻｸﾗｲﾘｮｳ 相森中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 裾花中
松井 直斗(3) 中学 22 斎藤 佑輔(3) 中学  11,35.47 
ﾏﾂｲ ﾅｵﾄ 高社中 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 栄中
金井 奎(2) 中学 23 星野 琢磨(3) 中学  13,01.94 
ｶﾅｲ ｹｲ 飯山城南中 ﾎｼﾉ ﾀｸﾏ 更北中
依田 泰輝(2) 中学 真島 大輝(2) 中学
ﾖﾀﾞ ﾀｲｷ 柳町中 ﾏｼﾏ ﾀﾞｲｷ 広徳中
田島 史都(2) 中学
ﾀｼﾞﾏ ﾌﾐﾄ 戸倉上山田中

中学男子

3000m               

決勝
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   1 玉城 柾人(3) 中学 川中島中     9,32.73   2   1
   2 金児 夏希(3) 中学 川中島中     9,40.51   2   2
   3 小矢沢龍二(3) 中学 櫻ヶ岡中     9,50.09   2   3
   4 具 ヒョヌ(2) 中学 戸倉上山田中     9,51.32   2   4
   5 丸山 和輝(1) 中学 川中島JRC     9,55.35   1   1
   6 西沢 晃佑(2) 中学 川中島中     9,55.49   2   5
   7 松木 之衣(1) 中学 川中島JRC     9,56.99   1   2
   8 山﨑 光(2) 中学 飯山城南中    10,01.51   2   6
   9 海沼 柊伍(3) 中学 川中島JRC    10,14.94   2   7
  10 矢澤隼人(3) 中学 櫻ヶ岡中    10,23.34   2   8
  11 細田 敦也(2) 中学 戸倉上山田中    10,23.47   2   9
  12 門脇 良(3) 中学 中野平中    10,24.78   2  10
  13 島田 隆介(2) 中学 栄中    10,25.71   2  11
  14 竹内 寿斗(2) 中学 信濃中    10,35.14   2  12
  15 小林 壮(2) 中学 中野平中    10,35.63   2  13
  16 戸澤 寛太(2) 中学 東北中    10,38.79   2  14
  17 大峡 翔太(2) 中学 須坂東中    10,40.47   2  15
  18 青沼亮(3) 中学 櫻ヶ岡中    10,59.43   2  16
  19 春原 光太朗(2) 中学 柳町中    10,59.77   1   3
  20 上松 旬(2) 中学 南宮中    11,06.39   2  17
  21 渡会 拓実(3) 中学 長野北部中    11,13.73   2  18
  22 海沼 大誌(2) 中学 更北中    11,16.62   2  19
  23 上村 涼(3) 中学 飯山城南中    11,22.04   1   4
  24 成田 壮一(2) 中学 東北中    11,23.67   1   5
  25 竹内 悠太朗(1) 中学 信濃中    11,24.40   1   6
  26 白鳥 魁人(1) 中学 中野平中    11,25.77   1   7
  27 荒井 星哉(2) 中学 裾花中    11,27.83   2  20
  28 西沢 裕亮(2) 中学 南宮中    11,28.51   1   8
  29 柳澤 貫太(2) 中学 裾花中    11,31.48   2  21
  30 和田 達也(2) 中学 裾花中    11,31.94   1   9
  31 秋山 翔虎(1) 中学 広徳中    11,32.85   1  10
  32 斎藤 佑輔(3) 中学 栄中    11,35.47   2  22
  33 宮田 俊太朗(1) 中学 広徳中    11,42.57   1  11
  34 丸山 晃輔(2) 中学 三陽中    11,58.46   1  12
  35 大日向 優汰(1) 中学 柳町中    11,59.61   1  13
  36 竹内 佑介(1) 中学 信濃中    12,03.93   1  14
  37 駒村 一眞(1) 中学 長野東部中    12,05.69   1  15
  38 宮本 恭弥(2) 中学 長野東部中    12,06.42   1  16
  39 石田 純一(2) 中学 長野北部中    12,31.67   1  17
  40 原島 健太(2) 中学 長野北部中    12,32.45   1  18
  41 平塚 健也(1) 中学 長野東部中    12,44.17   1  19
  42 星野 琢磨(3) 中学 更北中    13,01.94   2  23
  43 関 優汰(2) 中学 南宮中    13,56.42   1  20

中学男子

3000m               
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
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予選 8月21日 13:45
決勝 8月21日 15:45

県中新              14.47
大会新              15.54

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +1.3

 1 吉村 直也(3) 中学     17.26 q  1 田中 和樹(2) 中学     20.23 q
ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾔ 東北中 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 裾花中

 2 戸田 樹(2) 中学     19.13 q  2 若月 寛人(2) 中学     20.45 
ﾄﾀﾞｲﾂｷ 櫻ヶ岡中 ﾜｶﾂｷ ﾋﾛﾄ 長野西部中

 3 内山  直樹(2) 中学     20.86  3 德竹 悠馬(1) 中学     21.37 
ｳﾁﾔﾏ ﾅｵｷ 篠ﾉ井西中 ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ 信濃中

 4 吉平 真澄(2) 中学     21.24  4 西埜 拓海(2) 中学     21.39 
ﾖｼﾋﾗ ﾏｽﾐ 柳町中 ﾆｼﾉ ﾀｸﾐ 中野平中

 5 山田 匠仁(1) 中学     23.39  5 芋川 駿(2) 中学     21.64 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾄ 三陽中 ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ 柳町中

 6 南雲 粋大(1) 中学     24.11  6 岩崎 まお(1) 中学     23.77 
ﾅｸﾞﾓ ｷｮｳﾀ 栄中 ｲﾜｻｷ ﾏｵ 三陽中
岩井 将(2) 中学 大和 京平(2) 中学
ｲﾜｲｼｮｳ 相森中 ﾔﾏﾄ ｷｮｳﾍｲ 長野東部中
細田 恭平(2) 中学
ﾎｿﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 附属長野中

[ 3組] 風速 +1.7 [ 4組] 風速 +1.9

 1 北村 翔太(2) 中学     18.20 q  1 尾形 優也(2) 中学     16.47 q
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 信濃中 ｵｶﾞﾀﾕｳﾔ 櫻ヶ岡中

 2 関谷 脩利(3) 中学     19.74 q  2 竹内 圭介(2) 中学     20.86 
ｾｷﾔ ｼｭｳﾄ 栄中 ﾀｹｳﾁ ｹｲｽｹ 篠ﾉ井東中

 3 金児 直登(2) 中学     20.20 q  3 丹下 海兼(2) 中学     21.49 
ｶﾈｺ ﾅｵﾄ 常盤中 ﾀﾝｹﾞ ｶｲﾄ 須坂東中

 4 田中 祐樹(2) 中学     20.55  4 町田 広大(3) 中学     22.56 
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 柳町中 ﾏﾁﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 更北中

 5 湯本 竜馬(2) 中学     23.64  5 想田 健太朗(1) 中学     23.13 
ﾕﾓﾄ  ﾘｮｳﾏ 山ﾉ内中 ｿｳﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 長野東部中

 6 篠塚 慎吾(2) 中学     24.36  6 加藤 匠真(2) 中学     24.26 
ｼﾉﾂﾞｶ ｼﾝｺﾞ 墨坂中 ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 飯山城南中

 7 田中 裕大(1) 中学     26.85  7 武 滉平(2) 中学     24.29 
ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 篠ﾉ井東中 ﾀｹ ｺｳﾍｲ 川中島中

[ 5組] 風速 +2.3

 1 中山 雄太(3) 中学     16.55 q
ﾅｶﾔﾏﾕｳﾀ 櫻ヶ岡中

 2 中沢 昇平(2) 中学     20.29 
ﾅｶｻﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 東北中

 3 徳永 江紀(1) 中学     21.87 
ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳｷ 篠ﾉ井東中

 4 一山 憲吾(1) 中学     22.08 
ｲﾁﾔﾏ ｹﾝｺﾞ 長野東部中

 5 酒井 健(2) 中学     25.38 
ｻｶｲ ｹﾝ 附属長野中

 6 坂本 廉(1) 中学     29.32 
ｻｶﾓﾄ ﾚﾝ 広徳中
青沼 和也(2) 中学
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞﾔ 三陽中

風速 +2.5

 1 尾形 優也(2) 中学     16.22 
ｵｶﾞﾀﾕｳﾔ 櫻ヶ岡中

 2 中山 雄太(3) 中学     16.25 
ﾅｶﾔﾏﾕｳﾀ 櫻ヶ岡中

 3 吉村 直也(3) 中学     16.46 
ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾔ 東北中

 4 北村 翔太(2) 中学     17.95 
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 信濃中

 5 戸田 樹(2) 中学     18.50 
ﾄﾀﾞｲﾂｷ 櫻ヶ岡中

 6 関谷 脩利(3) 中学     19.13 
ｾｷﾔ ｼｭｳﾄ 栄中

 7 田中 和樹(2) 中学     19.77 
ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 裾花中

 8 金児 直登(2) 中学     19.82 
ｶﾈｺ ﾅｵﾄ 常盤中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
5  5108

2  4967

中学男子

110mH(0.914m)       

予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

 4807

3  5324

6  4914

4  4247
欠場

9  5633

7  5086

8

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
3  5246

6  5065

5  4584

4  4464

7  4907

2  5100

8  5020
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  4586

7  4813

6  4299

5  4220

8  4920

2  6578

順 ﾚｰﾝ No.

8  5305

4  4341

氏  名 所属名 記録／備考
5  4966

2  4330

3  5514

6  5028

7  4824

4  5455

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  4962

3  5125

4  6579

5  5021

2  6288

6  5541

7  5090
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  4966

5  4962

4  5108

6  4586

9  4967

8  4813

3  5246

2  4220



予選 8月21日 12:15
決勝 8月21日 16:50

県中混記            43.85
県中新              43.99
大会新              44.82

[ 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   2 更北中  5515 吉元 楓賀(3)     47.59 q  1   9 犀陵中  5259 野崎 愛冬(2)     48.64 q

ｺｳﾎｸﾁｭｳ ﾖｼﾓﾄ ﾌｳｶﾞ ｻｲﾘｮｳﾁｭｳ ﾉｻﾞｷ ﾏﾅﾄ
 5492 宮林 紘汰(2)  5260 松橋 大夢(1)

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ
 5511 小山田 充(3)  5282 原山 翼(2)

ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾙ ﾊﾗﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ
 5508 宮島 克彰(3)  5281 児島 陽(2)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾂｱｷ ｺｼﾞﾏ ﾋｶﾙ
 2   9 飯山城南中  4849 平井 佑樹(3)     48.75 q  2   3 栄中  4814 田中 翔也(3)     49.49 q

ｲｲﾔﾏｼﾞｮｳﾅﾝﾁｭｳ ﾋﾗｲ ﾕｳｷ ｻｶｴﾁｭｳ ﾀﾅｶ ｼｮｳﾔ
 4846 青木 夏貴(3)  4812 斎藤 佑輔(3)

ｱｵｷ ﾅﾂｷ ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ
 4835 佐藤 修平(2)  4813 関谷 脩利(3)

ｻﾄｳ ｼｭｳﾍｲ ｾｷﾔ ｼｭｳﾄ
 4842 栗岩 龍生(3)  4815 南雲 一輝(3)

ｸﾘｲﾜ ﾘｭｳｾｲ ﾅｸﾞﾓ ｶｽﾞｷ
 3   5 櫻ヶ岡中  4963 中澤 弘輝(2)     49.02 q  3   2 三陽中  5088 樋口 盛康(2)     49.60 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾅｶｻﾞﾜﾋﾛｷ ｻﾝﾖｳﾁｭｳ ﾋｸﾞﾁ ﾓﾘﾔｽ
 4966 尾形 優也(2)  5087 佐藤 大裕(2)

ｵｶﾞﾀﾕｳﾔ ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ
 4983 大日方景都(1)  5099 小池 亮太(2)

ｵﾋﾞﾅﾀｹｲﾄ ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ
 4967 戸田 樹(2)  5093 長田 龍貴(2)

ﾄﾀﾞｲﾂｷ ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ
 4   7 長野東部中  5007 小池 たける(2)     51.15  4   7 篠ﾉ井東中  5310 西沢 拓海(2)     50.86 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｺｲｹ ﾀｹﾙ ｼﾉﾉｲﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸﾐ
 5006 草野 晃平(2)  6568 関口 悠也(1)

ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ
 5010 鈴木 滉太(2)  5308 熊井 勇吾(2)

ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ ｸﾏｲ ﾕｳｺﾞ
 5032 丸山 智輝(1)  5305 竹内 圭介(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ ﾀｹｳﾁ ｹｲｽｹ
 5   3 広徳中  5537 竹林 康太(1)     52.26  5   8 中野平中  4461 須藤 稜太(1)     50.88 

ｺｳﾄｸﾁｭｳ ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗﾁｭｳ ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ
 5535 髙野 拡美(1)  4465 黒川 岳(2)

ﾀｶﾉ ﾋﾛﾐ ｸﾛｶﾜ ｶﾞｸ
 5539 鶴田 知大(1)  4462 山嵜 健太(3)

ﾂﾙﾀ ﾄﾓﾋﾛ ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝﾀ
 5536 樋口 達也(1)  4456 森川 瑞貴(3)

ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ ﾓﾘｶﾜ ﾐｽﾞｷ
 6   8 南宮中  4445 小﨑 博之(2)     52.42  6   6 信濃中  4584 德竹 悠馬(1)     50.94 

ﾅﾝｸﾞｳﾁｭｳ ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ ｼﾅﾉﾁｭｳ ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ
 4447 土屋 和勢(2)  4585 内山 貴仁(2)

ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｾ ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ
 4450 中村 直正(2)  4581 外谷 昌範(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾏｻ ﾄﾔ ﾏｻﾉﾘ
 4444 中島宗一郎(2)  4586 北村 翔太(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ
 7   6 松代中  5351 岡村 直紀(1)     57.38  7   4 墨坂中  4276 神林 寛貴(2)     53.74 

ﾏﾂｼﾛﾁｭｳ ｵｶﾑﾗ ﾅｵｷ ｽﾐｻｶﾁｭｳ ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ
 5352 神戸 優弥(1)  4284 坪井 智哉(1)

ｺﾞｳﾄﾞ ﾏｻﾔ ﾂﾎﾞｲ ﾄﾓﾔ
 5349 坂本 広輝(1)  4291 中村 仁(2)

ｻｶﾓﾄ ｺｳｷ ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ
 5357 磯貝 航平(2)  4286 山上 秀幸(1)

ｲｿｶﾞｲ ｺｳﾍｲ ﾔﾏｶﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ
  4 裾花中   5 常盤中

ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ 欠場 ﾄｷﾜﾁｭｳ 欠場

中学男子

4×100mR            

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 川中島中  5462 佐藤 薫(1)     46.78 q

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳ ｻﾄｳ ｶｵﾙ
 6167 市川 貴大(3)

ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾋﾛ
 6171 増田 勇輝(3)

ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ
 6173 井坪 優(3)

ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ
 2   4 山ﾉ内中  4356 金沢 慎也(3)     48.37 q

ﾔﾏﾉｳﾁﾁｭｳ ｶﾅｻﾞﾜ  ｼﾝﾔ
 4363 桜井 壮一(3)

ｻｸﾗｲ  ｿｳｲﾁ
 4358 山本 翔太(3)

ﾔﾏﾓﾄ  ｼｮｳﾀ
 4336 江澤 優太(2)

ｴｻﾞﾜ ﾕｳﾀ
 3   2 相森中  4261 土屋 光(2)     49.36 q

ｵｵﾓﾘﾁｭｳ ﾂﾁﾔﾋｶﾙ
 4274 塩崎 児汰朗(2)

ｼｵｻﾞｷｺﾀﾛｳ
 4247 岩井 将(2)

ｲﾜｲｼｮｳ
 4263 坂田 晃有(2)

ｻｶﾀｺｳｽｹ
 4   8 附属長野中  6280 市川 凜太朗(1)     49.72 

ﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉﾁｭｳ ｲﾁｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ
 6281 吉越 太一朗(2)

ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ
 6276 峯村 祐貴(1)

ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ
 6285 野口 雅史(2)

ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ
 5   3 長野北部中  5177 渡辺 雄汰(1)     49.84 

ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ
 5178 大峡 將嵩(2)

ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾀｶ
 5163 丸山 将也(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ
 5160 横山 裕夢(2)

ﾖｺﾔﾏ ﾋﾛﾑ
 6   5 柳町中  6299 夏目 映人(1)     51.25 

ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳ ﾅﾂﾒ ｴｲﾄ
 4907 芋川 駿(2)

ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ
 4913 宮川 飛翔(2)

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ
 4906 浅賀 歩(2)

ｱｻｶﾞ ｱﾕﾑ
 7   6 戸倉上山田中  4042 飯島 勇矢(2)     53.46 

ﾄｸﾞﾗｶﾐﾔﾏﾀﾞﾁｭｳ ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾔ
 4062 西澤 浩輔(1)

ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｽｹ
 4048 坂井 拓実(2)

ｻｶｲ ﾀｸﾐ
 4049 吉田 和輝(2)

ﾖｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ

中学男子

4×100mR            



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 川中島中  5448 池田 彪我(2)     46.07 

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳ ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ
 6167 市川 貴大(3)

ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾋﾛ
 6171 増田 勇輝(3)

ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ
 6173 井坪 優(3)

ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ
 2   7 更北中  5515 吉元 楓賀(3)     47.49 

ｺｳﾎｸﾁｭｳ ﾖｼﾓﾄ ﾌｳｶﾞ
 5492 宮林 紘汰(2)

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ
 5511 小山田 充(3)

ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾙ
 5508 宮島 克彰(3)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾂｱｷ
 3   9 櫻ヶ岡中  4963 中澤 弘輝(2)     48.52 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾅｶｻﾞﾜﾋﾛｷ
 4966 尾形 優也(2)

ｵｶﾞﾀﾕｳﾔ
 4983 大日方景都(1)

ｵﾋﾞﾅﾀｹｲﾄ
 4967 戸田 樹(2)

ﾄﾀﾞｲﾂｷ
 4   6 山ﾉ内中  4356 金沢 慎也(3)     48.73 

ﾔﾏﾉｳﾁﾁｭｳ ｶﾅｻﾞﾜ  ｼﾝﾔ
 4363 桜井 壮一(3)

ｻｸﾗｲ  ｿｳｲﾁ
 4358 山本 翔太(3)

ﾔﾏﾓﾄ  ｼｮｳﾀ
 4336 江澤 優太(2)

ｴｻﾞﾜ ﾕｳﾀ
 5   3 相森中  4261 土屋 光(2)     49.84 

ｵｵﾓﾘﾁｭｳ ﾂﾁﾔﾋｶﾙ
 4274 塩崎 児汰朗(2)

ｼｵｻﾞｷｺﾀﾛｳ
 4247 岩井 将(2)

ｲﾜｲｼｮｳ
 4263 坂田 晃有(2)

ｻｶﾀｺｳｽｹ
 6   2 栄中  4814 田中 翔也(3)     50.04 

ｻｶｴﾁｭｳ ﾀﾅｶ ｼｮｳﾔ
 4812 斎藤 佑輔(3)

ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ
 4813 関谷 脩利(3)

ｾｷﾔ ｼｭｳﾄ
 4815 南雲 一輝(3)

ﾅｸﾞﾓ ｶｽﾞｷ
  5 犀陵中  5259 野崎 愛冬(2)

ｻｲﾘｮｳﾁｭｳ ﾉｻﾞｷ ﾏﾅﾄ 欠場
 5260 松橋 大夢(1)

ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ
 5282 原山 翼(2)

ﾊﾗﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ
 5281 児島 陽(2)

ｺｼﾞﾏ ﾋｶﾙ
  8 飯山城南中  4849 平井 佑樹(3)

ｲｲﾔﾏｼﾞｮｳﾅﾝﾁｭｳ ﾋﾗｲ ﾕｳｷ 欠場
 4846 青木 夏貴(3)

ｱｵｷ ﾅﾂｷ
 4835 佐藤 修平(2)

ｻﾄｳ ｼｭｳﾍｲ
 4842 栗岩 龍生(3)

ｸﾘｲﾜ ﾘｭｳｾｲ

4×100mR            
決勝

中学男子



決勝 8月21日 10:00

県中新               1.97
大会新               1.88

桜井 壮一(3) 中学
ｻｸﾗｲ  ｿｳｲﾁ 山ﾉ内中
吉田 豪郎(2) 中学
ﾖｼﾀﾞ ｺﾞﾛｳ 犀陵中
内山 貴仁(2) 中学
ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 信濃中
町田 広大(3) 中学
ﾏﾁﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 更北中
芋川 駿(2) 中学
ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ 柳町中
草野 晃平(2) 中学
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 長野東部中
三井 優征(3) 中学
ﾐﾂｲ ﾕｳｾｲ 飯山城南中
中村 凱稀(2) 中学
ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｷ 裾花中
茂木 雅也(2) 中学
ﾓｷ ﾏｻﾔ 須坂東中
神津 岳志(2) 中学
ｺｳｽﾞ ﾀｹｼ 常盤中
新井 耕元(2) 中学
ｱﾗｲ ｺｳｹﾞﾝ 長野東部中
坂田 晃有(2) 中学
ｻｶﾀｺｳｽｹ 相森中
森田 悠海(2) 中学
ﾓﾘﾀ ﾕｳﾐ 裾花中
高川 航輝(2) 中学
ﾀｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 南宮中
大塚 樹也(1) 中学
ｵｵﾂｶ ﾐｷﾔ 犀陵中
牧 優冶(2) 中学
ﾏｷﾕｳﾔ 相森中
長田 佑麻(1) 中学
ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 三陽中
安達 祐人(1) 中学
ｱﾀﾞﾁ ﾕｳﾄ 更北中
川崎 大樹(2) 中学
ｶﾜｻｷﾀﾞｲｷ 相森中
西澤 一希(2) 中学
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 三陽中
中島 渓人(1) 中学
ﾅｶｼﾞﾏ  ｹｲﾄ 山ﾉ内中
宮沢 諒(1) 中学
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳ 長野東部中
今村 洸斗(1) 中学
ｲﾏﾑﾗ ﾋﾛﾄ 長野北部中
渡辺 雄汰(1) 中学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾀ 長野北部中
岡沢 裕太(1) 中学
ｵｶｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 長野北部中
今村 将伍(1) 中学
ｲﾏﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 柳町中
加藤 匠真(2) 中学 欠場
ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 飯山城南中
西沢 拓海(2) 中学 欠場
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 篠ﾉ井東中
関谷 一陽(3) 中学 欠場
ｾｷﾔ ｶｽﾞﾊﾙ 犀陵中
湯本 浩昌(2) 中学 欠場
ﾕﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ 柳町中

中学男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m40 1m45 備考1m30 1m35 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75
1 28  4363

- - - - - - O O XXO XXX  1.70

2 21  5285
- - - O O XO O XXX  1.60

2 29  4585
- - O XO O O O XXX  1.60

4 30  5514
- - - O O XO XXO XXX  1.60

5 22  4907
O O XO O XO XXX  1.50

6 25  5006
O O O O XXO XXX  1.50

6 26  4836
- - - O XXO XXX  1.50

8 20  5240
O O O XO XXO XXX  1.50

9 24  6413
O O XXO O XXX  1.45

10 16  4221
O O O XO XXX  1.45

11 17  5005
O O O XXX  1.40

12 18  4263
O O XXX  1.35

13 11  5237
O XO XXX  1.35

13 12  4455
O XO XXX  1.35

15 7  5262
XO XO XXX  1.35

16 4  4254
O XXX  1.30

16 9  5078
O XXX  1.30

18 10  5478
XO XXX  1.30

19 8  4268
XXO XXX  1.30

19 13  5094
XXO XXX  1.30

19 19  4350
XXO XXX  1.30

1  5034
XXX

2  5173
XXX

3  5177
XXX

5  5171
XXX

6  6297
XXX

14  4824

15  5310

23  6493

27  4922



決勝 8月21日  9:30

県中新               6.86
大会新               6.20

竹内 篤史(3) 中学   5.97   5.97   5.93   5.89   5.96   5.79    5.97 
ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ 信濃中   +1.1   +1.6   +0.7   +2.0   -0.3    0.0    +1.1
武田 和也(3) 中学    X    X   5.43   5.57   5.63   5.70    5.70 
ﾀｹﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 高社中   +1.7   +2.6   -0.1   +0.6    +0.6
山本 翔太(3) 中学   5.57   5.29   5.41   5.62   5.53   5.68    5.68 
ﾔﾏﾓﾄ  ｼｮｳﾀ 山ﾉ内中   +2.1   +0.7   +1.4   +1.1   +0.8   +0.1    +0.1
青木 夏貴(3) 中学   5.58    X   5.25    /    /    /    5.58 
ｱｵｷ ﾅﾂｷ 飯山城南中   +0.8   +1.6    +0.8
丸山 紘輝(2) 中学   5.11   5.49   5.40   5.35   5.47   5.38    5.49 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 裾花中   +1.1   +1.6   +0.4   +2.2   +0.2   +0.7    +1.6
白川 友一(2) 中学   5.06    X   5.24   5.00    X   5.29    5.29 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 相森中   -0.3   +1.6   -1.5    0.0     0.0
吉元 楓賀(3) 中学    X    X   5.28   4.91    X    X    5.28 
ﾖｼﾓﾄ ﾌｳｶﾞ 更北中   -0.4   +0.2    -0.4
根津 大輝(2) 中学   4.94   5.08   5.24   4.78   4.96   4.98    5.24 
ﾈﾂ ﾀﾞｲｷ 豊野中   -0.8   +1.2   +2.0   -0.7   +0.7    0.0    +2.0
中島宗一郎(2) 中学   4.59   5.18    O    5.18 
ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 南宮中   -1.6   +0.5    +0.5
芝 竜弘(2) 中学   5.10    X   4.56    5.10 
ｼﾊﾞ ﾀﾂﾋﾛ 須坂東中   -0.5   -0.1    -0.5
市川 貴大(3) 中学   4.55   4.86   5.09    5.09 
ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 川中島中   +0.7   +0.7   -0.4    -0.4
小池 亮太(2) 中学    X   4.34   4.92    4.92 
ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ 三陽中   +2.1   +0.7    +0.7
藤森 祐希(2) 中学   4.63   4.69   4.90    4.90 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 川中島中   -0.2   +1.3   +0.3    +0.3
熊井 勇吾(2) 中学   4.64    X   4.79    4.79 
ｸﾏｲ ﾕｳｺﾞ 篠ﾉ井東中   -2.0   +0.5    +0.5
井坪 暁(1) 中学    X   4.61   4.77    4.77 
ｲﾂﾎﾞ ｷﾞｮｳ 川中島中   +1.3   +0.4    +0.4
本戸 丈裕(2) 中学   4.71   4.57   4.59    4.71 
ﾎﾝﾄﾞ ﾀｹﾋﾛ 東北中   +0.6   +1.2   +0.3    +0.6
小松 翔(2) 中学    X   4.68   4.49    4.68 
ｺﾏﾂ ｼｮｳ 中野平中   +0.6    0.0    +0.6
外谷 昌範(1) 中学    -   4.62   4.57    4.62 
ﾄﾔ ﾏｻﾉﾘ 信濃中   +1.1   -0.5    +1.1
青柳 郁生(1) 中学   4.35   4.46   4.58    4.58 
ｱｵﾔｷﾞ  ｲｸﾐ 東北中   -0.1    0.0   +2.0    +2.0
倉石 大樹(1) 中学    X   4.42   4.58    4.58 
ｸﾗｲｼ ﾀﾞｲｷ 長野東部中   +1.0   +0.3    +0.3
德竹 悠馬(1) 中学   4.26    O   4.51    4.51 
ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ 信濃中   -1.2   +0.8    +0.8
庄司 輝男(1) 中学    X   4.32   4.46    4.46 
ｼｮｳｼﾞ ﾃﾙｵ 犀陵中    0.0   +0.9    +0.9
江澤 優太(2) 中学   4.36    X    O    4.36 
ｴｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 山ﾉ内中   -1.0    -1.0
霜村 景(2) 中学    X   4.30    X    4.30 
ｼﾓﾑﾗ ｹｲ 長野東部中   +0.9    +0.9
山本 光輝(2) 中学   4.17    O    O    4.17 
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｷ 栄中   +0.8    +0.8
小川 一朗(2) 中学    X   4.16    O    4.16 
ｵｶﾞﾜ ｲﾁﾛｳ 長野北部中   +0.4    +0.4
町田 大空(1) 中学    X   4.15    O    4.15 
ﾏﾁﾀﾞ ｵｵｿﾞﾗ 更北中   +0.9    +0.9
吉村 武(2) 中学    X   4.12    O    4.12 
ﾖｼﾑﾗ ﾀｹﾙ 篠ﾉ井東中   +1.8    +1.8
倉石  寛海(2) 中学    X   4.12    O    4.12 
ｸﾗｲｼ ﾋﾛﾐ 篠ﾉ井西中   +1.1    +1.1
永原 大(1) 中学    X   4.09    O    4.09 
ﾅｶﾞﾊﾗ ﾀﾞｲ 柳町中   +0.9    +0.9
小林 龍也(1) 中学    X   4.09    X    4.09 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 犀陵中   -0.7    -0.7
小林 丈太朗(2) 中学   4.09    O    O    4.09 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 長野北部中   -0.3    -0.3
綾部 雄一朗(2) 中学   4.07    O    O    4.07 
ｱﾔﾍﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 飯山城北中   +0.2    +0.2
戸谷 奏太(1) 中学   4.04    O    O    4.04 
ﾄﾔ ｿｳﾀ 柳町中   +0.3    +0.3
平林 朋幸(2) 中学    X   3.92    X    3.92 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾄﾓﾕｷ 篠ﾉ井東中   +0.1    +0.1
関     優 真(2) 中学    X    X   3.91    3.91 
ｾｷ ﾕｳﾏ 篠ﾉ井西中   +2.1    +2.1

中学男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 65  4579

-5-

2 63  6451

3 64  4358

4 61  4846

5 54  5235

6 56  4246

7 59  5515

8 55  4526

9 48  4444

10 58  4331

11 60  6167

12 11  5099

13 53  5456

14 46  5308

15 50  5442

16 51  5132

17 52  4471

18 49  4581

19 34  5111

20 43  5023

21 38  4584

22 33  5263

23 42  4336

24 40  5009

25 2  4802

26 31  5150

27 41  5481

28 10  5303

28 44  5316

30 23  6366

30 28  5261

30 29  5156

33 13  4880

34 20  6301

35 16  5306

36 17  5317



瀧沢 暢生(1) 中学    X   3.83    O    3.83 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｵ 三陽中   +0.7    +0.7
古澤 龍彦(1) 中学   3.80    X    O    3.80 
ﾌﾙｻﾜ ﾀﾂﾋｺ 柳町中   -1.2    -1.2
笠松 光瑠(1) 中学   3.80    O    O    3.80 
ｶｻﾏﾂ ﾋｶﾙ 中野平中   -1.5    -1.5
水澤 和昭(2) 中学   3.74    O    O    3.74 
ﾐｽﾞｻﾜ ｶｽﾞｱｷ 高社中   +0.6    +0.6
出川 聖流(2) 中学    X    X   3.73    3.73 
ﾃﾞｶﾞﾜ ｱｷﾗ 高社中   -1.7    -1.7
寺澤 克弥(1) 中学    X   3.67    O    3.67 
ﾃﾗｻﾜ ｶﾂﾔ 裾花中   +0.2    +0.2
青木 光(1) 中学   3.64    O    O    3.64 
ｱｵｷ ﾋｶﾙ 長野北部中   +0.1    +0.1
徳永 大樹(2) 中学   3.61    O    O    3.61 
ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｲｷ 長野東部中   -1.5    -1.5
酒井 健(2) 中学   3.52    O    O    3.52 
ｻｶｲ ｹﾝ 附属長野中   -1.4    -1.4
小林 優希(2) 中学   3.46    X    O    3.46 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 南宮中    0.0     0.0
関 知大(2) 中学   3.44    X    O    3.44 
ｾｷ ﾄﾓﾋﾛ 南宮中    0.0     0.0
仲俣 宏章(1) 中学    X   3.44    X    3.44 
ﾅｶﾏﾀﾋﾛｱｷ 櫻ヶ岡中    0.0     0.0
岩井 諒(2) 中学   3.41    O    O    3.41 
ｲﾜｲﾘｮｳ 相森中   +0.2    +0.2
石黒武(2) 中学   3.40    O    O    3.40 
ｲｼｸﾞﾛ ﾀｹﾙ 小布施中   +0.5    +0.5
清水 泰司(2) 中学   3.28    O    O    3.28 
ｼﾐｽﾞ ﾔｽｼ 三陽中   -1.2    -1.2
塚田顕大(1) 中学   3.21    O    X    3.21 
ﾂｶﾀﾞｹﾝﾀ 櫻ヶ岡中    0.0     0.0
樋口 達也(1) 中学   3.10    O    O    3.10 
ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 広徳中   -0.1    -0.1
塚原和人(1) 中学    X   2.93    O    2.93 
ﾂｶﾊﾗｶｽﾞﾄ 櫻ヶ岡中   +0.4    +0.4
春日 泰聖(1) 中学    X   2.89    X    2.89 
ｶｽｶﾞ ﾀｲｾｲ 飯山城北中   +0.8    +0.8
馬場 郁弥(1) 中学   2.48    O    O    2.48 
ﾊﾞﾊﾞ ｲｸﾔ 裾花中   +0.1    +0.1
山田 翔(2) 中学    X    X    X
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳ 飯山城南中
高橋 義世(2) 中学    X    X    X
ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾂｸﾞ 飯山城南中
市川  稜(2) 中学    X    X    X
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 更北中
田中 翼(1) 中学 欠場
ﾀﾅｶﾂﾊﾞｻ 相森中
鈴木 実(1) 中学 欠場
ｽｽﾞｷ ﾐﾉﾙ 篠ﾉ井西中
宮澤 優仁(1) 中学 欠場
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 東北中
呉 雅樹(2) 中学 欠場
ｸﾚ ﾏｻｷ 須坂東中
竹前 翔弥(2) 中学 欠場
ﾀｹﾏｴ ｼｮｳﾔ 須坂東中
岡本 康平(2) 中学 欠場
ｵｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 飯山城北中

中学男子

走幅跳              

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
37 19  5095

-5-

38 27  4945

38 39  4483

40 14  6452

41 12  6455

42 5  6587

43 18  5169

44 35  5012

45 25  6288

46 8  4453

47 6  4446

47 15  4985

49 37  4249

50 1  4160

51 21  5092

52 9  4980

53 30  5536

54 7  4977

55 24  4870

56 3  6589

57 4  4826

57 36  4829

57 57  5495

22  4270

26  5334

32  5115

62  4888

45  4332

47  6406



決勝 8月22日  9:30

県中新              13.25
大会新              12.47

武田 涼介(3) 中学
ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 高社中
古川 伸一(3) 中学
ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁ 東北中
小林 拓矢(3) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 信濃中
中沢  覚(3) 中学
ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 更北中
田中 翔也(3) 中学
ﾀﾅｶ ｼｮｳﾔ 栄中
丸山 真樹(3) 中学
ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｷ 川中島中
山本 歩(2) 中学
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾑ 栄中
原山 翼(2) 中学
ﾊﾗﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 犀陵中
中澤 弘輝(2) 中学
ﾅｶｻﾞﾜﾋﾛｷ 櫻ヶ岡中
小林 亮太(2) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野東部中
酒井 海斗(2) 中学
ｻｶｲ ｶｲﾄ 広徳中
浅賀 歩(2) 中学
ｱｻｶﾞ ｱﾕﾑ 柳町中
唐木田 恭督(1) 中学
ｶﾗｷﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 川中島中
茂木 雅也(2) 中学
ﾓｷ ﾏｻﾔ 須坂東中
山本 航平(2) 中学
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 須坂東中
梨子下 貴玲(1) 中学
ﾅｼｺｼﾀ ﾀｶﾋﾛ 長野東部中
瀧澤 進吾(2) 中学
ﾀｷｻﾞﾜｼﾝｺﾞ 相森中
野崎 愛冬(2) 中学
ﾉｻﾞｷ ﾏﾅﾄ 犀陵中
藤澤 渉(2) 中学
ﾌｼﾞｻﾜ ｼｮｳ 中野平中
田中 一聖(2) 中学
ﾀﾅｶ ｲｯｾｲ 中野平中
諏訪戸 駿(1) 中学
ｽﾜﾄﾞ ｼｭﾝ 信濃中
上原 一馬(1) 中学
ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 高社中
水島 純一(2) 中学
ﾐｽﾞｼﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 長野東部中
米倉 朋輝(1) 中学
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 篠ﾉ井東中
小山 雄大(2) 中学
ｺﾏﾔ ﾕﾀﾞｲ 柳町中
神林 寛貴(2) 中学
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｷ 墨坂中
池田純樹(2) 中学
ｲｹﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ 小布施中
小林 凌輔(1) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 高社中
宮下 成三(1) 中学
ﾐﾔｼﾀ ｾｲｿﾞｳ 柳町中
関川 翔太(1) 中学
ｾｷｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 更北中
熊川 智也(2) 中学
ｸﾏｶﾜﾄﾓﾔ 相森中
山田 裕斗(1) 中学
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾄ 篠ﾉ井東中
倉石 渉平(2) 中学
ｸﾗｲｼ ｼｮｳﾍｲ 広徳中
望月 圭介(2) 中学
ﾓﾁﾂﾞｷｹｲｽｹ 相森中
阿部 宇宙(2) 中学
ｱﾍﾞ ﾋﾛｼ 須坂東中
清水 裕太(1) 中学
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 中野平中

中学男子

砲丸投(5.000kg)     

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 41  4507

 9.77 10.93 10.96 11.85 10.92 11.55  11.85 

2 38  5107
10.68 11.41 10.65 11.55 11.32 11.72  11.72 

3 39  4578
 8.81  9.50  9.61  9.96 10.58 10.53  10.58 

4 37  5513
  X  8.61  8.56  8.51  9.49  8.73   9.49 

5 40  4814
 9.13  8.95  9.31  8.88   X   X   9.31 

6 34  6172
 8.54  8.55  9.28  9.21  9.29   X   9.29 

7 35  4801
 9.00  8.45  8.98  8.75  9.05  9.24   9.24 

8 33  5282
 8.44  8.84  8.33  8.22  8.18  9.13   9.13 

9 36  4963
 8.38  8.40  7.86   8.40 

10 25  5008
 7.05  7.75  7.55   7.75 

11 11  5527
 6.90  7.61  7.31   7.61 

12 29  4906
 7.22  7.23  7.47   7.47 

13 23  5457
 7.33  6.95  6.28   7.33 

14 30  6413
 6.82  7.25  7.03   7.25 

15 32  4333
 7.23   X  7.08   7.23 

16 13  5029
 6.23   X  6.93   6.93 

17 21  4260
 6.55  6.28   X   6.55 

18 24  5259
 5.97  6.38  6.11   6.38 

19 17  4463
 5.95  6.29  6.01   6.29 

20 12  4477
 6.20  6.16  6.13   6.20 

21 18  4595
 6.06   X  6.09   6.09 

22 15  4500
  X  6.06   O   6.06 

23 20  5017
  X  5.90   X   5.90 

24 1  6581
 5.80   X   O   5.80 

25 26  4921
 5.56   O   O   5.56 

26 27  4276
 5.50   O   O   5.50 

27 7  4162
 5.43   O   O   5.43 

28 10  4499
 5.37   O   O   5.37 

29 14  4939
 5.23   O   O   5.23 

30 31  5480
  X  5.20   O   5.20 

31 6  4258
 4.87   O   O   4.87 

32 19  6580
 4.78   X   O   4.78 

33 16  5530
 4.67   O   O   4.67 

34 8  4259
 4.52   O   O   4.52 

34 9  6409
 4.52   O   O   4.52 

36 3  6336
 4.46   O   O   4.46 



望月 翔太(1) 中学
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ 篠ﾉ井東中
徳竹 晶栄(1) 中学
ﾄｸﾀｹ  ｱｷﾊﾙ 山ﾉ内中
山崎 大地(2) 中学
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 裾花中
杉山 智輝(1) 中学 欠場
ｽｷﾞﾔﾏ ﾄﾓｷ 信濃中
上倉 寿史(2) 中学 欠場
ｶﾐｸﾗ ﾋｻｼ 栄中

中学男子

砲丸投(5.000kg)     

記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 備考
37 5  6570

 4.38   O   O   4.38 

38 2  4349
 4.34   O   O   4.34 

39 4  5241
 3.78   O   O   3.78 

22  4594

28  4787



決勝 8月21日 15:00

大会新              38.29

上原 直斗(2) 中学
ｳｴﾊﾗ ﾅｵﾄ 高社中
小林 拓矢(3) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 信濃中
野崎 愛冬(2) 中学
ﾉｻﾞｷ ﾏﾅﾄ 犀陵中
武田 涼介(3) 中学
ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 高社中
山本 歩(2) 中学
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾑ 栄中
尾形 優也(2) 中学
ｵｶﾞﾀﾕｳﾔ 櫻ヶ岡中
大庭 直也(2) 中学
ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾔ 栄中
酒井 海斗(2) 中学
ｻｶｲ ｶｲﾄ 広徳中
田辺 源(2) 中学
ﾀﾅﾍﾞ ｹﾞﾝ 須坂東中
羽生田 直輝(2) 中学
ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾅｵｷ 須坂東中
池田 圭舗(3) 中学
ｲｹﾀﾞ ｹｲｽｹ 信濃中
井口 遼(1) 中学 欠場
ｲｸﾞﾁﾘｮｳ 櫻ヶ岡中
中沢  覚(3) 中学 欠場
ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 更北中
中澤 弘輝(2) 中学 欠場
ﾅｶｻﾞﾜﾋﾛｷ 櫻ヶ岡中

中学男子

円盤投(1.000kg)     

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 5  4488

32.26   X   O   O   O   O  32.26 

2 4  4578
  O   O 30.96   O   O   X  30.96 

3 10  5259
  O 26.07   X   X   O 28.08  28.08 

4 13  4507
  X   O 24.64   O   O 26.88  26.88 

5 3  4801
  X   X 17.59   O 23.60   O  23.60 

6 12  4966
  X 23.28   -   -   -   -  23.28 

7 1  4786
20.16   X   O   O   O 22.84  22.84 

8 2  5527
  X 21.10   O   X   O 21.20  21.20 

9 11  4334
  O 14.68   O  14.68 

10 9  6410
  X 11.86   X  11.86 

11 6  6597
  X   X   X

7  4982

8  5513

14  4963



決勝 8月22日 12:30

県中新              64.52
大会新              62.02

大和 弘典(3) 中学
ﾔﾏﾄ ﾋﾛﾉﾘ 柳町中
池田 圭舗(3) 中学
ｲｹﾀﾞ ｹｲｽｹ 信濃中
上原 直斗(2) 中学
ｳｴﾊﾗ ﾅｵﾄ 高社中
吉川 幹人(2) 中学
ﾖｼｶﾜ ﾐｷﾄ 三陽中
高橋 義世(2) 中学
ﾀｶﾊｼ ﾖｼﾂｸﾞ 飯山城南中
田中 翔也(3) 中学
ﾀﾅｶ ｼｮｳﾔ 栄中
湯本 浩昌(2) 中学
ﾕﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ 柳町中
大庭 直也(2) 中学
ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾔ 栄中
小島 大亮(1) 中学
ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 南宮中
雲崎 凌(1) 中学
ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ 長野東部中
松井 晃大(2) 中学
ﾏﾂｲｺｳﾀﾞｲ 櫻ヶ岡中
北村 諒介(2) 中学
ｷﾀﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 犀陵中
渡会 拓実(3) 中学
ﾜﾀﾗｲ ﾀｸﾐ 長野北部中
西澤 新(1) 中学
ﾆｼｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 東北中
牛山 寛大(2) 中学
ｳｼﾔﾏ ｶﾝﾀ 三陽中
常田 一星(1) 中学
ﾄｷﾀﾞ ｲｯｾｲ 飯山城北中
塚原 諒(3) 中学
ﾂｶﾊﾗ ﾘｮｳ 柳町中
小林 暁史(1) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾌﾐ 東北中
岩崎 まお(1) 中学
ｲﾜｻｷ ﾏｵ 三陽中
山本 孝明(1) 中学
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｱｷ 篠ﾉ井西中
宮澤 陸椰(1) 中学
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｸﾔ 飯山城南中
久保田 将吾(1) 中学
ｸﾎﾞﾀ  ｼｮｳｺﾞ 須坂東中
渡辺 智明(1) 中学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｱｷ 南宮中
轟 光(2) 中学
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾋｶﾙ 犀陵中
三井 慶樹(2) 中学
ﾐﾂｲ ﾖｼｷ 中野平中
隼田 晃希(1) 中学
ﾊﾔﾀ ｺｳｷ 飯山城南中
桜井 諒(2) 中学
ｻｸﾗｲﾘｮｳ 相森中
関 崇行(1) 中学
ｾｷ  ﾀｶﾕｷ 山ﾉ内中
宮澤 優仁(1) 中学
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 東北中
関川 翔太(1) 中学
ｾｷｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 更北中
丸山 航己(1) 中学
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 飯山城北中
松木 駿(1) 中学 欠場
ﾏﾂｷ ｼｭﾝ 長野北部中
瀧澤 典也(1) 中学 欠場
ﾀｷｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ 長野北部中
上倉 寿史(2) 中学 欠場
ｶﾐｸﾗ ﾋｻｼ 栄中
三上 侃太郎(2) 中学 欠場
ﾐｶﾐ ｶﾝﾀﾛｳ 長野東部中
小林 拳(1) 中学 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝ 須坂東中

中学男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ(0.300kg)

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 35  4933

43.21   X   X   X 47.55   O  47.55 

2 37  6597
  O 46.83   O   O   O   O  46.83 

3 33  4488
  O   O 43.76   O   O   O  43.76 

4 27  5098
40.31   O   O 41.67   O   O  41.67 

5 10  4829
  O   O 40.37   O   O   O  40.37 

6 31  4814
  X 40.26   X   X   O   O  40.26 

7 29  4922
  O 39.94   X   O   O   O  39.94 

8 19  4786
  O   O 38.13   O 39.51   O  39.51 

9 18  6499
37.03   O   O  37.03 

10 25  5022
  O   O 36.50  36.50 

11 34  4970
  O 35.86   O  35.86 

12 30  5284
35.13   O   O  35.13 

13 16  5142
  O 32.53   X  32.53 

14 11  5114
31.54   X   O  31.54 

15 22  5091
  O 31.15   O  31.15 

16 9  4871
28.94   X   O  28.94 

17 32  4927
26.87   X   O  26.87 

18 13  5118
  O 26.25   O  26.25 

19 20  5100
24.75   O   O  24.75 

20 12  5333
24.28   O   O  24.28 

21 6  4820
  X   O 24.14  24.14 

22 24  4318
23.39   O   O  23.39 

23 3  6498
  O   O 23.05  23.05 

24 23  5267
22.95   O   X  22.95 

25 8  4479
22.57   O   O  22.57 

26 4  4830
21.93   O   O  21.93 

27 14  4262
  O   O 20.64  20.64 

28 1  4345
  O   X 19.12  19.12 

29 15  5115
15.17   X   O  15.17 

30 28  5480
12.98   O   O  12.98 

31 7  4875
  X   X   X

2  5172

5  5175

17  4787

21  5016

26  4317



中込 智大(3) 中学 欠場
ﾅｶｺﾞﾐﾄﾓﾋﾛ 櫻ヶ岡中
木村 啓太(3) 中学 欠場
ｷﾑﾗｹｲﾀ 櫻ヶ岡中

中学男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ(0.300kg)

記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 備考
36  4989

38  4990



決勝 8月22日 10:35

 1 関根 広郎 一般   4,54.67 
ｾｷﾈ ﾋﾛｵ ｱｼｯｸｽRC

所属名 記録／備考
1   848

オープン男子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名



決勝 8月21日  8:30

 1 関根 広郎 一般  18,15.73 
ｾｷﾈ ﾋﾛｵ ｱｼｯｸｽRC

所属名 記録／備考
1   848

オープン男子

5000m

決勝

順 No. 氏  名
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