
第５３回　松本市市民体育大会春季大会 ﾄﾗｯｸ審判長 高野　正巳
跳躍審判長 高野　正巳
投擲審判長 高野　正巳

【開催日】 平成２２年５月８日 混成審判長 高野　正巳
【主催団体】 松本市体育協会 決勝記録一覧表 記録主任： 林　嘉久夫

男  子 【競技場】県松本平広域公園
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 5/ 8 小学男子 山田 友輝(3) 9.94 森田 浩平(3) 9.98 中沢 拓弥(3) 10.00 丸山 光(3) 10.09 河合 輝(3) 10.16 干川  柊(3) 10.18 三谷 智大(3) 10.21 山崎 杜馬(3) 10.24

60m 島立小学校 明善小 二子小学校 鎌田小 中山小 芝沢小 附属松本小 田川小学校
横山 智紀(3)
二子小学校

 5/ 8  +1.7 浅原 隼風(6) 13.88 中島 嘉活(6) 14.09 佐山 悠河(6) 14.41 小松 太一(6) 14.51 堀内 友貴(6) 14.58 塚田 匠海(6) 14.64 米倉 敬宏(6) 14.71 木村 幸太(6) 14.82
100m 筑摩小 島内小 芳川小 二子小学校 附属松本小 芝沢小 附属松本小 今井小

 5/ 8 窪田 稔哉(6) 3:23.54 加藤 匠(6) 3:24.92 木村 祐太(6) 3:32.29 相馬 崇史(6) 3:34.13 竹村 亮祐(6) 3:39.39 武田 知弥(6) 3:40.63 松村 望(4) 3:41.08 金田 耕平(4) 3:42.71
1000m 芳川小 附属松本小 今井小 筑摩小 本郷小 筑摩小 寿小 芝沢小

 5/ 8  +0.8 奥原 大輝(6) 14.62 久保田 倫史(6) 14.91 上條 仁雄(6) 15.42 赤羽 響(6) 18.26 池上 裕隆(6) 18.49 加藤 心(6) 19.54
80mH 大野川小 芝沢小 今井小 菅野小 梓川小 大野川小

 5/ 8 檀原 陸央(6) 1.10 丸澤 尚矢(6) 1.10 中村 亮介(6) 1.10 福嶋 柊太(5) 1.00 山田 怜(5) 明善小 0.95 山口 響(5) 0.95
走高跳 岡田小 島立小学校 岡田小 梓川小 原 光太朗(5) 梓川小 寿小

海口 優斗(5) 梓川小
 5/ 8 巾下 颯太(6) 4.24(-0.1) 胡桃沢 大祐(6)3.76(+1.3) 上口 銀之穣(5)3.45(+1.1) 丸山浩成(6) 3.44(-0.6) 藤澤 亮太(5) 3.32(+1.7) 丸山 慶哲(6) 3.31(+2.0) 大川 翔(6) 3.27(+1.5) 赤羽 研哉(6) 3.20(+2.5)

走幅跳 二子小学校 岡田小 並柳小 鎌田小 梓川小 岡田小 田川小学校 岡田小
 5/ 8 松岡 崇元(6) 52.15 吉澤 希(6) 48.60 小林 侑誠(5) 45.00 花村 利輝(6) 43.89 若林 唯斗(4) 41.02 上條 俊(5) 37.70 松本 和人(6) 36.74 吉澤直樹(5) 36.61

ﾎﾞｰﾙ投 並柳小 芳川小 明善小 寿小 梓川小 島立小学校 菅野小 鎌田小
 5/ 8 ｺﾒｯﾄ波田       56.71 今井小       58.18 島立小学校       59.01 附属松本小       59.27 本郷小(A)       59.53 梓川小       59.55 芳川小(A)     1:03.04 島内小     1:03.25

4×100m 中村 奈央(6) 村山 弘祐(6) 原田 匠(6) 米倉 敬宏(6) 竹村 歩夢(6) 太田 修平(6) 大下 鎌(6) 村山 陸(5)
有馬 直(6) 上條 仁雄(6) 北野 慧(6) 堀内 友貴(6) 瀧澤 晃(6) 福嶋 龍一(6) 山口 直也(6) 小澤 直生(5)
高村 拓明(6) 木村 祐太(6) 中澤 幸大(6) 蝦名 李音(5) 小澤 亮太(6) 福井 航介(5) 塩原 大輔(6) 河野 優希(5)
木崎 光輝(6) 木村 幸太(6) 齋藤 友亮(6) 加藤 匠(6) 竹村 亮祐(6) 輪湖 勇哉(6) 下形 崇哉(6) 鰐川 采人(5)

 5/ 8 中学男子  -5.0 抜井 裕介(3) 12.33 長谷川 寛(3) 12.39 勝山 智充(3) 12.69 清水 恒之介(3) 12.79 今井 謙人(3) 12.81 杉原 樹(2) 12.98 木藤 幸希(3) 13.06 伊藤 隆意(2) 13.23
100m 開成中 附属松本中 筑摩野中 清水中 菅野中 鎌田中 波田中 松島中学

 5/ 8  -2.8 樋口 克治(3) 23.62 奥垣内 将晴(3) 23.73 小柳 堅一(3) 24.61 塚田 拓巳(3) 24.67 岩間 雅英(3) 25.23 小澤 和彦(3) 27.03 藤澤 勇仁(2) 27.84 松島 拓也(3) 28.39
200m 梓川中 鉢盛中 信明中 菅野中 高綱中 菅野中 松島中学 女鳥羽中

 5/ 8 若林 颯(3) 57.66 小坂 優太(3) 57.68 武居 翔平(3) 1:01.55 松本 卓也(2) 1:03.85 下形 竜斗(3) 1:03.86 田村 拓也(2) 1:03.96 竹村 司(3) 1:05.14 山下 大吾(2) 1:08.14
400m 附属松本中 清水中 開成中 鎌田中 梓川中 開成中 筑摩野中 鉢盛中

 5/ 8 佐伯 拓海(3) 9:43.08 上田 星矢(2) 9:57.14 横水 颯太(2) 10:01.90 上條 広裕希(3) 10:19.76 中谷 紘基(3) 10:25.93 村瀬 崚(2) 10:27.53 齋藤 康人(3) 10:31.05 上條 冬矢(3) 10:54.90
3000m 附属松本中 鉢盛中 鉢盛中 附属松本中 旭町中 梓川中 大野川中 鉢盛中

 5/ 8 小木曽 満(3) 1.60 洞澤 宏樹(3) 1.60 横山 健太郎(3) 1.50 河野 勇貴(3) 1.50 忠地 大成(2) 1.50 松尾 幸治朗(3) 松島中学 1.45 博沼 貴幸(3) 1.45
走高跳 旭町中 開成中 鎌田中 松島中学 波田中 佐藤 京樹(3) 筑摩野中 梓川中

河野 弘喜(2)
松島中学

 5/ 8 宮崎 琢也(3) 6.33(+5.2) 宮尾 寛文(3) 5.61(+2.6) 塩ノ崎 元博(3)5.52(+4.0) 今井 憲暢(3) 5.41(+4.8) 畑部 貴広(3) 5.36(+5.8) 青木 友哉(3) 5.30(+4.8) 瀧 奨太郎(3) 4.86(+2.7) 北條 健介(2) 4.85(+4.7)
走幅跳 大野川中 鎌田中 附属松本中 開成中 旭町中 筑摩野中 鎌田中 旭町中

 5/ 8 奥田 太一(3) 10.92 飯干 貴史 8.94 山本 大(3) 8.61 赤羽 耕介(3) 8.32 吉田 海斗(3) 8.06 堀内 大志(3) 8.01 泉  夏暉(3) 7.91 逸見 比呂(3) 7.84
砲丸投 大野川中 信明中 清水中 梓川中 松島中学 鎌田中 筑摩野中 女鳥羽中

 5/ 8 菅野中       48.71 開成中(A)       49.10 清水中       49.40 鎌田中       49.76 附属松本中       50.20 高綱中       51.03 松島中学       53.06
4×100m 上野 翔大(3) 洞澤 宏樹(3) 山本 大(3) 杉原 樹(2) 清水 勇人(3) 萩原 勇貴(2) 小川 翔平(3)

今井 謙人(3) 竹内 優斗(3) 清水 恒之介(3) 宮尾 寛文(3) 長谷川 寛(3) 吉田 孔麗(3) 松尾 幸治朗(3)
小澤 和彦(3) 今井 憲暢(3) 小坂 優太(3) 瀧 奨太郎(3) 若林 颯(3) 大久保 太陽(2) 岩岡 広樹(3)
塚田 拓巳(3) 抜井 裕介(3) 黒田 景介(3) 秋山 貴史(3) 佐伯 拓海(3) 岩間 雅英(3) 清水 卓弥(3)

 5/ 8 一般男子  -4.7 内山 幹雄 12.00 伊藤 雅敏(3) 12.32 安藤 直哉(1) 12.50 岡本 真平 12.63 酒井 聖矢(1) 12.65 松沢 圭佑(2) 12.88 山口 直行 12.92 平林 和泰(2) 13.26
100m ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本深志 田川高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本蟻ヶ崎 松本工業高 松本市陸協 松本工業高

 5/ 8 内山 心(3) 50.20 伊藤 雅敏(3) 51.83 新井 大地 51.85 小野 弘登(3) 53.20 長崎 仁徳(3) 53.56 丸山 匠 53.62 清水 黎(3) 53.75 多湖 隆史(2) 56.60
400m 創造学園高 松本深志 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本深志 松本深志 松本自衛隊 松本深志 梓川高

 5/ 8 逢澤 智広 2:01.94 小島 康弘 2:02.69 宮尾 将文(2) 2:05.95 林 優人(1) 2:07.56 清沢 星哉(3) 2:07.89 永瀬 昂太(2) 2:09.86 糸島 亮(5) 2:11.71 大澤 彰浩(3) 2:14.39
800m 松本市陸協 松本市陸協 松本深志 創造学園高 松本深志 松本蟻ヶ崎 信大医学部 松本工業高

 5/ 8 中川敬介 15:39.23 羽川 英一 15:42.10 青柳 貴則 15:57.38 百瀬 永吉 16:12.07 金澤 雅文 16:15.45 関 喜明 16:18.02 石倉 広尚(3) 16:37.70 三田村 祐作 16:47.76
5000m 松本市陸協 松本市陸協 松本自衛隊 松本市陸協 松本自衛隊 松本自衛隊 松本大 松本自衛隊



第５３回　松本市市民体育大会春季大会 ﾄﾗｯｸ審判長 高野　正巳
跳躍審判長 高野　正巳
投擲審判長 高野　正巳

【開催日】 平成２２年５月８日 混成審判長 高野　正巳
【主催団体】 松本市体育協会 決勝記録一覧表 記録主任： 林　嘉久夫

男  子 【競技場】県松本平広域公園
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 5/ 8 藤井 優宇(2) 1.75 本多 俊平 1.75 平田 勝也(1) 1.60 奥田 了(2) 1.60 森田 耕陽(1) 1.55

走高跳 松本深志 松本市陸協 梓川高 松本深志 松本蟻ヶ崎
 5/ 8 上条 智之(2) 6.43(+2.9) 松澤 卓哉(4) 6.27(+3.8) 上條 将吾(2) 6.24(+2.3) 長谷川文謙(3) 6.24(+3.7) 高木 秀昭 6.11(+3.3) 徳田 吉彦(1) 6.01(+4.1) 山村 俊一 5.71(+4.3) 細萱   椋(3) 5.63(+4.5)

走幅跳 松本蟻ヶ崎 松本大 松本深志 松本工業高 松本市陸協 松本蟻ヶ崎 松本市陸協 松本工業高
 5/ 8 友田 利男 53.20 重松 壮志(2) 39.40 宮尾 将文(2) 38.80 吉澤 雄一朗(2) 34.87 酒井 皓平(3) 31.34 福島 徹也(2) 30.12 濱  俊貴(2) 27.57

やり投 ｼﾅﾉAC 信大医学部 松本深志 松本蟻ヶ崎 松本工業高 松本深志 松本工業高
 5/ 8 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野       44.44 松本市陸協       51.40

4×100m 鈴木 真弘 百瀬 永吉
内山 幹雄 羽川 英一
新井 大地 逢澤 智広
岡本 真平 中川敬介



開催日 平成２２年５月８日 トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野 [20] 競技会名 第５３回松本市民体育大会春季大会 ｺｰﾄﾞ  [10200702] ﾄﾗｯｸ審判長  高野　正巳

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  林　嘉久夫

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
小学男子  5/ 8  1組 -1.4  1 木船 峻健(3)    10.47  2 濱 凌太(3)    10.58  3 嘉陽 宗馬(3)    10.61  4 小野 泰雅(3)    10.94

本郷小 中山小 山辺小 寿小
 5 清水 文翔(3)    11.10  6 岡本 博貴(3)    11.19  7 日向 俊太(3)    11.44  8 金田 潤平(1)    12.11

並柳小 島内小 筑摩小 芝沢小
 2組 -1.3  1 大野 貴佳(3)    10.48  2 丸山 貴文(3)    10.69  3 山名 大貴(3)    10.85  4 小栗 駿一(3)    11.41

芝沢小 山辺小 並柳小 中山小
 5 赤木 義人(3)    11.44  6 田中 郁斗(2)    11.57  7 降籏 知哉(3)    11.66  8 上條 裕太郎(3)    13.31

田川小学校 岡田小 筑摩小 芳川小
 3組 -2.4  1 吉田 堅迅(3)    10.52  2 鈴木明日(3)    10.76  3 赤羽 碧(3)    10.77  4 山下 知真(1)    11.03

筑摩小 鎌田小 菅野小 芝沢小
 5 三澤 宥甫(2)    11.09  6 百瀬 侑生(3)    11.09  7 松嵜 敦志(3)    11.13  8 宮島 岳大(3)    11.20

旭町小 山辺小 附属松本小 芳川小
 4組 -1.5  1 三谷 智大(3)    10.21  2 横澤 秀飛(3)    10.37  3 菊池 琉輝斗(3)    10.85  4 今西 康太(3)    11.50

附属松本小 二子小学校 山辺小 大野川小
 5 布施 遥人(2)    11.77  6 赤羽 空(1)    12.02  7 鈴木 悠陽(2)    13.01  8 成田 隼人(2)    13.11

芝沢小 菅野小 旭町小 芳川小
 5組 +0.9  1 伊藤 悠悟(3)    10.43  2 下野 捺貴(3)    10.48  3 小原 凌成(3)    10.63  4 川久保 貫介(2)    10.80

二子小学校 本郷小 島内小 芝沢小
 5 斉藤 龍佑(3)    11.53  6 横山 恵太(2)    11.57  7 宮越 晃(2)    11.68  8 上條 潤哉(2)    12.45

大野川小 岡田小 明善小 安曇小
 6組 -1.4  1 山田 友輝(3)     9.94  2 丸山 光(3)    10.09  3 有賀 蓮(3)    10.51  4 大森 将太(3)    10.75

島立小学校 鎌田小 本郷小 寿小
 5 吉嶋 遥海(2)    11.57  6 滝口 颯太(1)    11.63  7 藤森 翔(2)    12.18 三木 歩(2) 欠場

岡田小 芝沢小 明善小 旭町小
 7組 -1.5  1 小平 哲史(3)    10.71  2 胡桃沢 歓大(3)    10.78  3 田中 瞭太郎(3)    11.07  4 河野 綾太(3)    11.08

田川小学校 島内小 本郷小 島立小学校
 5 竹内 陽斗(1)    11.32  6 岡部 透弥(3)    11.36  7 谷口 鷹也(2)    12.05

菅野小 明善小 芝沢小
 8組 +0.2  1 森田 浩平(3)     9.98  2 篠原 洸樹(3)    10.77  3 北村 祐(2)    11.67  4 渡辺 統(2)    11.74

明善小 寿小 芳川小 旭町小
 5 斉藤 洸大(3)    11.75  6 大和 士恩(1)    12.12 横山幸次郎(3) 欠場

大野川小 芝沢小 鎌田小
 9組 +0.5  1 山崎 杜馬(3)    10.24  2 太田 和輝(3)    10.60  3 日達 崇仁(3)    10.74  4 神澤 雅俊(3)    10.77

田川小学校 寿小 筑摩小 芝沢小
 5 桜井 紘都(3)    11.23  6 森田 敏生(3)    11.41  7 小竹 彪吾(3)    11.72

今井小 島立小学校 明善小
10組 -0.8  1 横山 智紀(3)    10.24  2 巻山塁偉(3)    10.63  3 上條 卓(3)    10.69  4 唐木 咲哉(3)    10.89

二子小学校 鎌田小 明善小 寿小
 5 柳澤 楓太(2)    11.15  6 清水 翔(3)    11.24  7 小島 海人(3)    11.42

芝沢小 並柳小 岡田小
11組 -1.2  1 清水 汰揮(3)    10.36  2 滝口 優月(3)    10.51  3 牧野友紀(3)    10.59  4 半戸 大夢(3)    11.08

今井小 芝沢小 鎌田小 明善小
 5 西牧 潤平(3)    11.59  6 長瀬 岳志(3)    11.76  7 上條 慎吾(3)    12.23

芳川小 菅野小 安曇小
12組 -0.1  1 中沢 拓弥(3)    10.00  2 河合 輝(3)    10.16  3 干川  柊(3)    10.18  4 古田 昇太郎(3)    10.40

二子小学校 中山小 芝沢小 今井小
 5 村松 すなお(3)    10.51  6 堀 翔太郎(3)    11.36  7 小林 巧茉(2)    12.38

並柳小 明善小 菅野小
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開催日 平成２２年５月８日 トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野 [20] 競技会名 第５３回松本市民体育大会春季大会 ｺｰﾄﾞ  [10200702] ﾄﾗｯｸ審判長  高野　正巳

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  林　嘉久夫

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

小学男子  5/ 8 +1.7  1 浅原 隼風(6)    13.88  2 中島 嘉活(6)    14.09  3 佐山 悠河(6)    14.41  4 小松 太一(6)    14.51
筑摩小 島内小 芳川小 二子小学校

 5 堀内 友貴(6)    14.58  6 塚田 匠海(6)    14.64  7 米倉 敬宏(6)    14.71  8 木村 幸太(6)    14.82
附属松本小 芝沢小 附属松本小 今井小

小学男子  5/ 8  1組  1 武田 知弥(6)  3:40.63  2 金田 耕平(4)  3:42.71  3 岩渕 佑基(5)  3:43.65  4 中澤 稜也(6)  3:43.91
筑摩小 芝沢小 旭町小 大野川小

 5 小林 和真(6)  3:44.73  6 淺川 光一(6)  3:46.55  7 藤森 陽平(6)  3:50.48  8 宮嶋 大虎(6)  4:00.56
中山小 田川小学校 今井小 芳川小

 9 杉山亮太(4)  4:02.29 10 伊藤留希亜(5)  4:05.28 11 横内 海音(5)  4:05.67 12 松崎 貴史(5)  4:10.85
鎌田小 菅野小 本郷小 島立小学校

13 下田 陸斗(5)  4:11.45 14 見形 光樹(5)  4:11.60 15 浅野 圭汰(4)  4:11.70 16 井上 穂高(4)  4:15.03
寿小 梓川小 二子小学校 筑摩小

17 竹村 勇人(6)  4:15.80 18 塚原 友都(4)  4:16.98 19 浅川 真人(4)  4:17.82 20 小林 翔一(5)  4:17.83
旭町小 寿小 田川小学校 山辺小

21 西田 志穏(6)  4:18.71 22 赤羽 佑介(4)  4:25.45 大月雅也(6) 欠場
芳川小 梓川小 鎌田小

 2組  1 窪田 稔哉(6)  3:23.54  2 加藤 匠(6)  3:24.92  3 木村 祐太(6)  3:32.29  4 相馬 崇史(6)  3:34.13
芳川小 附属松本小 今井小 筑摩小

 5 竹村 亮祐(6)  3:39.39  6 松村 望(4)  3:41.08  7 齊藤 圭吾(4)  3:47.55  8 田上 岳人(5)  3:47.87
本郷小 寿小 芳川小 岡田小

 9 山地 陽太(6)  3:54.74 10 兼子 峻(5)  3:57.82 11 渡辺 光星(6)  4:00.51 12 齊藤 龍志(4)  4:00.58
旭町小 山辺小 梓川小 梓川小

13 上條 俊文(5)  4:01.49 14 小林 勇輝(5)  4:04.88 15 村瀬 勇哉(5)  4:05.53 16 嘉藤 佑太朗(4)  4:05.62
今井小 菅野小 梓川小 芝沢小

17 武田 涼(4)  4:06.51 18 中田 和也(5)  4:12.39 19 山本航太朗(5)  4:16.43 20 根本 尚哉(4)  4:19.66
筑摩小 寿小 鎌田小 寿小

21 浅輪 拓実(4)  4:20.41 田中 郁弥(4) 途中棄権 藤井 光彦(5) 欠場
田川小学校 二子小学校 旭町小

小学男子  5/ 8 +0.8  1 奥原 大輝(6)    14.62  2 久保田 倫史(6)    14.91  3 上條 仁雄(6)    15.42  4 赤羽 響(6)    18.26
大野川小 芝沢小 今井小 菅野小

 5 池上 裕隆(6)    18.49  6 加藤 心(6)    19.54
梓川小 大野川小

中学男子  5/ 8 -5.0  1 抜井 裕介(3)    12.33  2 長谷川 寛(3)    12.39  3 勝山 智充(3)    12.69  4 清水 恒之介(3)    12.79
開成中 附属松本中 筑摩野中 清水中

 5 今井 謙人(3)    12.81  6 杉原 樹(2)    12.98  7 木藤 幸希(3)    13.06  8 伊藤 隆意(2)    13.23
菅野中 鎌田中 波田中 松島中学

中学男子  5/ 8 -2.8  1 樋口 克治(3)    23.62  2 奥垣内 将晴(3)    23.73  3 小柳 堅一(3)    24.61  4 塚田 拓巳(3)    24.67
梓川中 鉢盛中 信明中 菅野中

 5 岩間 雅英(3)    25.23  6 小澤 和彦(3)    27.03  7 藤澤 勇仁(2)    27.84  8 松島 拓也(3)    28.39
高綱中 菅野中 松島中学 女鳥羽中

中学男子  5/ 8  1 若林 颯(3)    57.66  2 小坂 優太(3)    57.68  3 武居 翔平(3)  1:01.55  4 松本 卓也(2)  1:03.85
附属松本中 清水中 開成中 鎌田中

 5 下形 竜斗(3)  1:03.86  6 田村 拓也(2)  1:03.96  7 竹村 司(3)  1:05.14  8 山下 大吾(2)  1:08.14
梓川中 開成中 筑摩野中 鉢盛中
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開催日 平成２２年５月８日 トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野 [20] 競技会名 第５３回松本市民体育大会春季大会 ｺｰﾄﾞ  [10200702] ﾄﾗｯｸ審判長  高野　正巳

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  林　嘉久夫

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

中学男子  5/ 8  1組  1 上田 星矢(2)  9:57.14  2 上條 広裕希(3) 10:19.76  3 齋藤 康人(3) 10:31.05  4 高橋 玲(3) 10:59.19
鉢盛中 附属松本中 大野川中 波田中

 5 村上 大樹(3) 11:02.52  6 宮本 泰典(3) 11:04.18  7 岩岡 広樹(3) 11:12.63  8 尼崎 寛敏(3) 11:12.68
菅野中 旭町中 松島中学 鎌田中

 9 吉田 孔麗(3) 11:23.38 10 北原 泰地(2) 11:24.82 11 田中 冬眞 11:39.60 12 新村 智紀(2) 11:45.82
高綱中 山辺中 信明中 高綱中

13 花岡 明(2) 11:49.21 14 浅田 稜二(3) 12:00.13 15 高木 広喜(2) 12:34.90 曽根原 恒輔(3) 途中棄権
清水中 菅野中 鎌田中 鉢盛中

辻 遼太郎(2) 欠場 今井 深志(3) 欠場 吉本 純歩(3) 欠場 小口 智大(2) 欠場
附属松本中 開成中 松島中学 山辺中

 2組  1 佐伯 拓海(3)  9:43.08  2 横水 颯太(2) 10:01.90  3 中谷 紘基(3) 10:25.93  4 村瀬 崚(2) 10:27.53
附属松本中 鉢盛中 旭町中 梓川中

 5 上條 冬矢(3) 10:54.90  6 浅村 祐貴(2) 10:57.57  7 中島 健登(2) 10:57.81  8 三沢 遼(2) 11:39.52
鉢盛中 山辺中 松島中学 松島中学

 9 赤羽 祥紀(2) 11:46.76 10 萩原 勇貴(2) 11:49.15 11 赤羽 郁実(3) 11:55.46 12 祖山 裕紀(3) 12:08.68
鎌田中 高綱中 菅野中 附属松本中

13 宮下 知也(2) 12:10.10 14 村上 諒(3) 12:26.72 15 酒井 諒(3) 12:27.91 16 橋本 涼太郎(2) 12:28.95
清水中 菅野中 筑摩野中 女鳥羽中

17 大門 聖和(3) 12:37.65 澤田 竜馬(2) 欠場 小口 雄大(2) 欠場 池戸 渉(3) 欠場
丸ﾉ内中 波田中 高綱中 波田中

一般男子  5/ 8 -4.7  1 内山 幹雄    12.00  2 伊藤 雅敏(3)    12.32  3 安藤 直哉(1)    12.50  4 岡本 真平    12.63
ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本深志 田川高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 5 酒井 聖矢(1)    12.65  6 松沢 圭佑(2)    12.88  7 山口 直行    12.92  8 平林 和泰(2)    13.26
松本蟻ヶ崎 松本工業高 松本市陸協 松本工業高

一般男子  5/ 8  1 内山 心(3)    50.20  2 伊藤 雅敏(3)    51.83  3 新井 大地    51.85  4 小野 弘登(3)    53.20
創造学園高 松本深志 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本深志

 5 長崎 仁徳(3)    53.56  6 丸山 匠    53.62  7 清水 黎(3)    53.75  8 多湖 隆史(2)    56.60
松本深志 松本自衛隊 松本深志 梓川高

一般男子  5/ 8  1 逢澤 智広  2:01.94  2 小島 康弘  2:02.69  3 宮尾 将文(2)  2:05.95  4 林 優人(1)  2:07.56
松本市陸協 松本市陸協 松本深志 創造学園高

 5 清沢 星哉(3)  2:07.89  6 永瀬 昂太(2)  2:09.86  7 糸島 亮(5)  2:11.71  8 大澤 彰浩(3)  2:14.39
松本深志 松本蟻ヶ崎 信大医学部 松本工業高

 9 星野 友則  2:17.22 10 小口 拳人(1)  2:17.74 11 後藤 隼人(1)  2:19.77 12 香取 直弥  2:20.30
松本自衛隊 松本蟻ヶ崎 創造学園高 松本自衛隊

13 桑原 大吾(1)  2:21.79 細川 達彦(3) 欠場 鳥羽 大地(3) 欠場
創造学園高 梓川高 松本深志

一般男子  5/ 8  1 中川敬介 15:39.23  2 羽川 英一 15:42.10  3 青柳 貴則 15:57.38  4 百瀬 永吉 16:12.07
松本市陸協 松本市陸協 松本自衛隊 松本市陸協

 5 金澤 雅文 16:15.45  6 関 喜明 16:18.02  7 石倉 広尚(3) 16:37.70  8 三田村 祐作 16:47.76
松本自衛隊 松本自衛隊 松本大 松本自衛隊

 9 波多野 悠人(3) 16:57.51 10 比嘉 良侑 16:58.32 11 川口 千尋 16:59.13 12 平井 孝明 17:13.85
創造学園高 松本自衛隊 松本自衛隊 松本自衛隊

13 渡辺 祥一 17:17.24 14 星野 友則 17:21.52 15 坂口 将也 17:28.93 16 内田 雅人 18:28.76
松本自衛隊 松本自衛隊 松本自衛隊 松本自衛隊

17 加藤 卓美 19:30.18 18 森下 潤 19:31.72 19 福田 淳 21:33.81 北 雅文 欠場
松本市陸協 松本自衛隊 福田瓦店 松本自衛隊

鳥羽 大地(3) 欠場 木村 弘幸 欠場
松本深志 松本自衛隊
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開催日 平成２２年５月８日 トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野 [20] 競技会名 第５３回松本市民体育大会春季大会 ｺｰﾄﾞ  [10200702] ﾄﾗｯｸ審判長  高野　正巳

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  林　嘉久夫

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
小学男子  5/ 8  1組 +0.8  1 村山 弘祐(6)    15.12  2 蝦名 李音(5)    15.46  3 福田 亮生(6)    15.88  4 柴田 潤也(5)    16.43

今井小 附属松本小 田川小学校 菅野小
 5 水上 健吾(4)    16.95  6 熊﨑 雄也(5)    16.97  7 佐藤 芳賢(4)    17.03  8 飯野 岳(5)    17.09

梓川小 岡田小 本郷小 安曇小
 2組 +1.3  1 小松 太一(6)    14.54  2 堀内 友貴(6)    14.55  3 小原 巧成(6)    15.29  4 高山 起(5)    15.50

二子小学校 附属松本小 島内小 寿小
 5 瀧澤 航希(5)    15.78  6 中島 悠(5)    16.35  7 田村 祥大(6)    16.42  8 北野 隼人(4)    17.68

本郷小 梓川小 芳川小 島立小学校
 3組 +1.2  1 中島 嘉活(6)    14.17  2 塚田 匠海(6)    14.46  3 米倉 敬宏(6)    14.69  4 横山 太一(5)    16.03

島内小 芝沢小 附属松本小 岡田小
 5 村上 央良(6)    16.10  6 柴田 大輔(4)    16.51  7 清水 敬太(4)    17.71  8 高田 湧斗(4)    18.23

田川小学校 菅野小 寿小 中山小
 4組 +1.7  1 藤澤 玲王(4)    15.43  2 新村 駿(4)    15.49  3 松田 優樹(5)    15.60  4 笹谷 勇人(6)    15.80

筑摩小 寿小 梓川小 芳川小
 5 仲 竜司(4)    16.35  6 奥原 尚(5)    16.81  7 齋藤 将紀(4)    17.21 今井知樹(6) 欠場

鎌田小 安曇小 大野川小 ｺﾒｯﾄ波田
 5組 0.0  1 木村 幸太(6)    14.91  2 志水瞭太(6)    15.32  3 鳥居俊介(4)    15.79  4 板敷 祐斗(5)    16.10

今井小 ｺﾒｯﾄ波田 鎌田小 旭町小
 5 竹内 聡志(5)    16.39  6 西村 皇紀(5)    17.10  7 曽山 太陽(4)    17.21 津金 和希(6) 欠場

中山小 岡田小 芝沢小 附属松本小
 6組 -0.3  1 千葉 龍之介(6)    14.94  2 赤羽 雄(6)    15.10  3 北岡 快(5)    16.14  4 百瀬 晴紀(5)    16.54

田川小学校 山辺小 岡田小 中山小
 5 佐々木 駿(4)    16.82  6 征矢野 力(5)    17.75 柴 博夢(6) 欠場

寿小 旭町小 芳川小
 7組 +2.2  1 佐山 悠河(6)    14.29  2 太田 誠人(4)    15.23  3 西村 陽杜(4)    15.40  4 倉橋 夏都(5)    16.63

芳川小 芝沢小 二子小学校 今井小
 5 木下 瞳真(4)    16.88  6 井上陽太(4)    16.92  7 嶋田 魁星(5)    17.48

山辺小 鎌田小 筑摩小
 8組 -0.2  1 浅原 隼風(6)    13.76  2 斎藤 オリオン 流(5)    15.41  3 本間 義毅(6)    15.58  4 田村 祐大(6)    16.01

筑摩小 寿小 本郷小 芳川小
 5 上條 快斗(4)    16.80  6 遠藤 知希(4)    16.93 西澤克己(6) 欠場

安曇小 梓川小 鎌田小
 9組 -0.7  1 津島 崇人(6)    15.43  2 新村 篤史(4)    15.44  3 上條 隼輔(6)    15.53  4 半戸 聖人(5)    16.18

旭町小 芝沢小 中山小 明善小
 5 伊敷大治(4)    17.13  6 石川 昇龍(4)    17.57 巾下 拓馬(4) 欠場

鎌田小 並柳小 二子小学校
中学男子  5/ 8  1組 -3.7  1 勝山 智充(3)    12.65  2 木藤 幸希(3)    12.87  3 清水 勇人(3)    12.96  4 前澤 和幸(2)    13.52

筑摩野中 波田中 附属松本中 菅野中
 5 栗田 雄一(2)    13.77  6 吉田 雄二(3)    14.43  7 片桐 優希(2)    15.06  8 内藤 匠(2)    15.87

明善中 信明中 清水中 女鳥羽中
 2組 -4.5  1 長谷川 寛(3)    12.20  2 佐原 涼太(2)    13.06  3 奈良澤 大喜(2)    13.43  4 清水 卓弥(3)    13.90

附属松本中 梓川中 筑摩野中 松島中学
 5 吉田 雅也(2)    14.27  6 小松 公貴(2)    14.57  7 堀内 大地(3)    15.00  8 西澤 勇斗(2)    15.42

清水中 明善中 女鳥羽中 鎌田中
 3組 -3.6  1 清水 恒之介(3)    12.64  2 上野 翔大(3)    13.32  3 小川 翔平(3)    13.52  4 藤元 恭平(3)    13.54

清水中 菅野中 松島中学 開成中
 5 曽山 竜馬(2)    13.57  6 林  悠輔(3)    13.81  7 原田 雅章(2)    14.95  8 所 篤希(2)    16.09

高綱中 筑摩野中 附属松本中 女鳥羽中
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開催日 平成２２年５月８日 トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野 [20] 競技会名 第５３回松本市民体育大会春季大会 ｺｰﾄﾞ  [10200702] ﾄﾗｯｸ審判長  高野　正巳

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  林　嘉久夫

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 4組 -3.5  1 杉原 樹(2)    12.62  2 大久保 達弥(2)    12.94  3 浅原 慶光(3)    13.07  4 竹内 優斗(3)    13.19
鎌田中 梓川中 旭町中 開成中

 5 小池 萌都紀(2)    13.83  6 斉藤 準哉(2)    15.39 高木 森(3) 欠場
清水中 女鳥羽中 附属松本中

 5組 -2.4  1 抜井 裕介(3)    11.91  2 今井 謙人(3)    12.41  3 伊藤 隆意(2)    12.78  4 丸田 佳(2)    13.39
開成中 菅野中 松島中学 信明中

 5 村上 貴啓(3)    13.52  6 齊藤 崚寛(2)    14.33  7 柳澤 涼(2)    14.68
波田中 梓川中 明善中

中学男子  5/ 8  1組 +1.2  1 樋口 克治(3)    23.21  2 小柳 堅一(3)    24.28  3 岩間 雅英(3)    24.56  4 小澤 和彦(3)    26.61
梓川中 信明中 高綱中 菅野中

 5 東山 壱成(2)    28.84 三村 亮(2) 欠場 松尾 修佑(2) 欠場
鎌田中 鉢盛中 附属松本中

 2組 +0.8  1 奥垣内 将晴(3)    23.65  2 塚田 拓巳(3)    24.55  3 藤澤 勇仁(2)    27.05  4 松島 拓也(3)    28.56
鉢盛中 菅野中 松島中学 女鳥羽中

齋藤 圭哉(3) 欠場 溝上 貴志(2) 欠場
大野川中 附属松本中

中学男子  5/ 8  1組  1 下形 竜斗(3)  1:01.14  2 松本 卓也(2)  1:02.07  3 竹村 司(3)  1:02.73  4 田村 拓也(2)  1:03.95
梓川中 鎌田中 筑摩野中 開成中

 5 熊澤 明信(3)  1:05.82  6 河野 修平(2)  1:06.56  7 市毛 彰人(2)  1:08.35  8 太田 賢斗(2)  1:11.31
丸ﾉ内中 松島中学 松島中学 鉢盛中

 2組  1 若林 颯(3)    57.47  2 小坂 優太(3)    59.74  3 武居 翔平(3)  1:00.14  4 山下 大吾(2)  1:05.63
附属松本中 清水中 開成中 鉢盛中

 5 竹中 亮太(3)  1:06.28  6 田中 聖大(2)  1:07.95  7 小林 匠巳(2)  1:20.44 牧内 憲三 欠場
松島中学 開成中 梓川中 信明中

一般男子  5/ 8  1組 -0.6  1 内山 幹雄    11.46  2 平林 和泰(2)    12.48  3 中田 逸斗(1)    12.55  4 渡辺 夏樹(1)    13.10
ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本工業高 松本蟻ヶ崎 松本深志

 5 福田 淳    13.91 高木 秀昭 欠場 中神 達也(3) 欠場
福田瓦店 松本市陸協 田川高

 2組 -4.5  1 岡本 真平    12.26  2 酒井 聖矢(1)    12.52  3 山口 直行    12.53  4 奥田 了(2)    12.54
ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本蟻ヶ崎 松本市陸協 松本深志

 5 重田 直宣(2)    12.86  6 山村 圭吾(1)    14.26
松本工業高 梓川高

 3組 -2.2  1 伊藤 雅敏(3)    12.08  2 安藤 直哉(1)    12.14  3 松沢 圭佑(2)    12.51  4 重松 壮志(2)    13.20
松本深志 田川高 松本工業高 信大医学部

 5 種山 和樹(1)    13.75 永井 剛 欠場
松本蟻ヶ崎 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

一般男子  5/ 8  1組 丸山 匠 今井 美靖(2) 久保 秀俊(3) 小野 弘登(3)
松本自衛隊 田川高 松本蟻ヶ崎 松本深志

多湖 隆史(2) 伊藤 雅敏(3)
梓川高 松本深志

 2組 長崎 仁徳(3) 内山 心(3) 清水 黎(3) 新井 大地
松本深志 創造学園高 松本深志 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

宮島 優也(2)
田川高
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開催日 平成２２年５月８日 リレー種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野 [20] 競技会名 第５３回松本市民体育大会春季大会 ｺｰﾄﾞ  [10200702] ﾄﾗｯｸ審判長  高野　正巳

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  林　嘉久夫

種  目 月/日 組 順位 競技者名２ 競技者名３ 競技者名４ 記  録 備  考
小学男子  5/ 8     1 ｺﾒｯﾄ波田 中村 奈央(6) 有馬 直(6) 高村 拓明(6) 木崎 光輝(6)       56.71

    2今井小 村山 弘祐(6) 上條 仁雄(6) 木村 祐太(6) 木村 幸太(6)       58.18
    3島立小学校 原田 匠(6) 北野 慧(6) 中澤 幸大(6) 齋藤 友亮(6)       59.01
    4附属松本小 米倉 敬宏(6) 堀内 友貴(6) 蝦名 李音(5) 加藤 匠(6)       59.27
    5本郷小(A) 竹村 歩夢(6) 瀧澤 晃(6) 小澤 亮太(6) 竹村 亮祐(6)       59.53
    6梓川小 太田 修平(6) 福嶋 龍一(6) 福井 航介(5) 輪湖 勇哉(6)       59.55
    7芳川小(A) 大下 鎌(6) 山口 直也(6) 塩原 大輔(6) 下形 崇哉(6)     1:03.04
    8島内小 村山 陸(5) 小澤 直生(5) 河野 優希(5) 鰐川 采人(5)     1:03.25

中学男子  5/ 8     1菅野中 上野 翔大(3) 今井 謙人(3) 小澤 和彦(3) 塚田 拓巳(3)       48.71
    2開成中(A) 洞澤 宏樹(3) 竹内 優斗(3) 今井 憲暢(3) 抜井 裕介(3)       49.10
    3清水中 山本 大(3) 清水 恒之介(3) 小坂 優太(3) 黒田 景介(3)       49.40
    4鎌田中 杉原 樹(2) 宮尾 寛文(3) 瀧 奨太郎(3) 秋山 貴史(3)       49.76
    5附属松本中 清水 勇人(3) 長谷川 寛(3) 若林 颯(3) 佐伯 拓海(3)       50.20
    6高綱中 萩原 勇貴(2) 吉田 孔麗(3) 大久保 太陽(2) 岩間 雅英(3)       51.03
    7松島中学 小川 翔平(3) 松尾 幸治朗(3) 岩岡 広樹(3) 清水 卓弥(3)       53.06

信明中 丸田 佳(2) 小柳 堅一(3) 吉田 雄二(3) 飯干 貴史 失格      R1(3-4)
一般男子  5/ 8     1 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 鈴木 真弘 内山 幹雄 新井 大地 岡本 真平       44.44

    2松本市陸協 百瀬 永吉 羽川 英一 逢澤 智広 中川敬介       51.40
松本工業高(A) 平林 和泰(2) 重田 直宣(2) 長谷川文謙(3) 松沢 圭佑(2) 失格      R1(3-4)
田川高 中神 達也(3) 宮島 優也(2) 今井 美靖(2) 安藤 直哉(1) 欠場      
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開催日 平成２２年５月８日 リレー種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野 [20] 競技会名 第５３回松本市民体育大会春季大会 ｺｰﾄﾞ  [10200702] ﾄﾗｯｸ審判長  高野　正巳

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  林　嘉久夫

種  目 月/日 組 順位 競技者名２ 競技者名３ 競技者名４ 記  録 備  考
小学男子  5/ 8  1組     1 ｺﾒｯﾄ波田 中村 奈央(6) 有馬 直(6) 高村 拓明(6) 木崎 光輝(6)       56.07

    2島立小学校 原田 匠(6) 北野 慧(6) 中澤 幸大(6) 齋藤 友亮(6)       58.02
    3梓川小 太田 修平(6) 福嶋 龍一(6) 福井 航介(5) 輪湖 勇哉(6)       59.13
    4芳川小(A) 大下 鎌(6) 山口 直也(6) 塩原 大輔(6) 下形 崇哉(6)     1:01.14
    5島内小 村山 陸(5) 小澤 直生(5) 河野 優希(5) 鰐川 采人(5)     1:02.34
    6田川小学校(A) 太田 圭司(6) 福田 亮生(6) 村上 央良(6) 千葉 龍之介(6)     1:03.76
    7岡田小(A) 丸山 慶哲(6) 檀原 陸央(6) 赤羽 研哉(6) 胡桃沢 大祐(6)     1:04.20
    8本郷小(B) 山田 大生(4) 斉藤 悠人(4) 小澤 賢也(4) 平塚 勇人(4)     1:06.74

 2組     1今井小 村山 弘祐(6) 上條 仁雄(6) 木村 祐太(6) 木村 幸太(6)       58.12
    2附属松本小 米倉 敬宏(6) 堀内 友貴(6) 蝦名 李音(5) 加藤 匠(6)       59.32
    3本郷小(A) 竹村 歩夢(6) 瀧澤 晃(6) 小澤 亮太(6) 竹村 亮祐(6)       59.63
    4芳川小(B) 関 大成(4) 羽鳥 翔大(5) 宮嶋 海斗(4) 黒田 拓巳(4)     1:02.84
    5中山小 百瀬 晴紀(5) 小林 和真(6) 竹内 聡志(5) 上條 隼輔(6)     1:03.57
    6寿小(A) 高山 起(5) 長瀬 海人(5) 菊池 渉(5) 斎藤 オリオン 流(5)     1:04.36
    7岡田小(B) 北岡 快(5) 西村 皇紀(5) 熊﨑 雄也(5) 横山 太一(5)     1:04.84
    8田川小学校(B) 浅輪 拓実(4) 大川 翔(6) 村上 大生(4) 和田 智哉(5)     1:12.67

中学男子  5/ 8  1組     1開成中(A) 洞澤 宏樹(3) 竹内 優斗(3) 今井 憲暢(3) 抜井 裕介(3)       48.53
    2菅野中 上野 翔大(3) 今井 謙人(3) 小澤 和彦(3) 塚田 拓巳(3)       48.88
    3鎌田中 杉原 樹(2) 宮尾 寛文(3) 瀧 奨太郎(3) 秋山 貴史(3)       49.39
    4松島中学 小川 翔平(3) 松尾 幸治朗(3) 河野 勇貴(3) 清水 卓弥(3)       49.98
    5高綱中 萩原 勇貴(2) 吉田 孔麗(3) 大久保 太陽(2) 岩間 雅英(3)       50.38
    6信明中 丸田 佳(2) 小柳 堅一(3) 吉田 雄二(3) 飯干 貴史       50.38

 2組     1清水中 山本 大(3) 清水 恒之介(3) 小坂 優太(3) 黒田 景介(3)       48.77
    2附属松本中 清水 勇人(3) 長谷川 寛(3) 若林 颯(3) 佐伯 拓海(3)       48.98
    3旭町中(A) 北條 健介(2) 浅原 慶光(3) 中谷 紘基(3) 畑部 貴広(3)       50.82
    4開成中(B) 中村 健斗(2) 武居 翔平(3) 田村 拓也(2) 藤元 恭平(3)       52.70

筑摩野中(A) 泉  夏暉(3) 勝山 智充(3) 林  悠輔(3) 青木 友哉(3) 途中棄権  

4×100m

チーム名 競技者名１
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開催日 平成２２年５月８日 フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野 [20] 競技会名 第５３回松本市民体育大会春季大会 ｺｰﾄﾞ  [10200702] 跳躍審判長  高野　正巳
投擲審判長  高野　正巳

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  林　嘉久夫

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
小学男子  5/ 8  1 檀原 陸央(6)    1.10  2 丸澤 尚矢(6)    1.10  3 中村 亮介(6)    1.10  4 福嶋 柊太(5)    1.00

岡田小 島立小学校 岡田小 梓川小
 5 山田 怜(5)    0.95  5 原 光太朗(5)    0.95  5 海口 優斗(5)    0.95  8 山口 響(5)    0.95

明善小 梓川小 梓川小 寿小
小学男子  5/ 8  1 巾下 颯太(6)    4.24  2 胡桃沢 大祐(6)    3.76  3 上口 銀之穣(5)    3.45  4 丸山浩成(6)    3.44

二子小学校    -0.1 岡田小    +1.3 並柳小    +1.1 鎌田小    -0.6
 5 藤澤 亮太(5)    3.32  6 丸山 慶哲(6)    3.31  7 大川 翔(6)    3.27  8 赤羽 研哉(6)    3.20

梓川小    +1.7 岡田小    +2.0 田川小学校    +1.5 岡田小    +2.5
 9 寺田 凌(5)    3.13 10 相田 元哉(4)    3.10 11 大原 拓馬(4)    2.94 12 村上 大生(4)    2.86

鎌田小    +1.5 寿小    +1.3 安曇小    +1.0 田川小学校    +2.0
13 村瀬 陽紀(4)    2.78 14 大野 龍太朗(5)    2.70 15 橋本晃水(4)    2.68 16 太田 圭司(6)    2.60

梓川小    -0.5 安曇小    +3.3 鎌田小    +1.7 田川小学校    +1.1
17 清水 優介(4)    2.55 18 安達 泰成(5)    2.53

二子小学校    +0.5 寿小    +0.4
小学男子  5/ 8  1 松岡 崇元(6)   52.15  2 吉澤 希(6)   48.60  3 小林 侑誠(5)   45.00  4 花村 利輝(6)   43.89

並柳小 芳川小 明善小 寿小
 5 若林 唯斗(4)   41.02  6 上條 俊(5)   37.70  7 松本 和人(6)   36.74  8 吉澤直樹(5)   36.61

梓川小 島立小学校 菅野小 鎌田小
 9 大槻 将太郎(5)   36.06 10 阿部 英斗(5)   35.45 11 宮川 裕太(4)   34.44 12 吉澤 佑(4)   33.22

菅野小 寿小 田川小学校 芳川小
13 荻原 竜(4)   33.15 14 松下武史(5)   32.85 15 菅原 捷吾(6)   32.84 15 倉科 優(5)   32.84

寿小 鎌田小 岡田小 梓川小
17 丸山 翔(5)   32.46 18 林 大希(4)   31.03 19 神澤 幸太(5)   30.75 20 山田 将生(4)   30.70

菅野小 鎌田小 芝沢小 本郷小
21 宮島 啓太(5)   28.37 22 赤羽 聖貴(6)   28.26 23 小松 寛武(5)   27.63 24 磯 裕人(4)   26.92

島立小学校 今井小 岡田小 寿小
25 市毛 寛人(5)   26.05 26 石田 純也(5)   25.99 27 輿  賀亮(4)   25.76 28 池上 翔悟(4)   24.55

島内小 島立小学校 芝沢小 梓川小
29 藤森 悠介(6)   23.75 30 瀧 大誠(5)   23.11 31 上條 晴葵(4)   19.89 32 藤山 尚享(4)   19.78

今井小 鎌田小 安曇小 安曇小
宮坂 優志(4) 記録なし

寿小
中学男子  5/ 8  1 小木曽 満(3)    1.60  2 洞澤 宏樹(3)    1.60  3 横山 健太郎(3)    1.50  4 河野 勇貴(3)    1.50

旭町中 開成中 鎌田中 松島中学
 5 忠地 大成(2)    1.50  6 松尾 幸治朗(3)    1.45  6 佐藤 京樹(3)    1.45  8 博沼 貴幸(3)    1.45

波田中 松島中学 筑摩野中 梓川中
 8 河野 弘喜(2)    1.45 10 黒田 景介(3)    1.45 11 秋山 貴史(3)    1.40 12 中村 健斗(2)    1.40

松島中学 清水中 鎌田中 開成中
13 北澤 良平(3)    1.35 14 長澤 皓平(2)    1.35 宮田 賢一(3) 記録なし

附属松本中 松島中学 山辺中
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開催日 平成２２年５月８日 フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野 [20] 競技会名 第５３回松本市民体育大会春季大会 ｺｰﾄﾞ  [10200702] 跳躍審判長  高野　正巳
投擲審判長  高野　正巳

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  林　嘉久夫

種  目 月/日 組 風速 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録 競技者名 所  属 記  録
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中学男子  5/ 8  1 宮崎 琢也(3)    6.33  2 宮尾 寛文(3)    5.61  3 塩ノ崎 元博(3)    5.52  4 今井 憲暢(3)    5.41
大野川中    +5.2 鎌田中    +2.6 附属松本中    +4.0 開成中    +4.8

 5 畑部 貴広(3)    5.36  6 青木 友哉(3)    5.30  7 瀧 奨太郎(3)    4.86  8 北條 健介(2)    4.85
旭町中    +5.8 筑摩野中    +4.8 鎌田中    +2.7 旭町中    +4.7

 9 大久保 祐作(3)    4.81 10 福井 義規(3)    4.73 11 山﨑 大輝(2)    4.62 12 山口 賢也(3)    4.57
鉢盛中    +2.8 梓川中    +3.7 丸ﾉ内中    +4.2 丸ﾉ内中    +3.6

13 伊藤 善基(3)    4.46 14 村瀬 直希(2)    4.45 15 降旗 敬(2)    4.44 16 大久保 太陽(2)    4.43
鎌田中    -4.9 梓川中    +3.6 菅野中    +4.8 高綱中    +4.8

17 澤谷 績図(2)    4.34 18 平澤 恭介(3)    4.33 19 松本 優二(3)    4.31 20 古畑 涼也(3)    4.26
女鳥羽中    +2.4 附属松本中    +3.6 女鳥羽中    +2.8 松島中学    +4.3

21 太田 真也(2)    4.14 22 平出 達矢(2)    4.11 23 小林 航(2)    4.09 24 平崎 柊(2)    3.96
波田中    +2.5 山辺中    +4.4 高綱中    +3.6 松島中学    +4.5

25 海老沢 歩(3)    3.88 26 中澤 正人(2)    3.50 齋藤 涼太郎(1) 欠場 草間 諒太(3) 欠場
梓川中    +3.1 梓川中    -6.3 大野川中 鎌田中

中学男子  5/ 8  1 奥田 太一(3)   10.92  2 飯干 貴史    8.94  3 山本 大(3)    8.61  4 赤羽 耕介(3)    8.32
大野川中 信明中 清水中 梓川中

 5 吉田 海斗(3)    8.06  6 堀内 大志(3)    8.01  7 泉  夏暉(3)    7.91  8 逸見 比呂(3)    7.84
松島中学 鎌田中 筑摩野中 女鳥羽中

 9 関 和也(3)    7.62 10 中澤 誠也(2)    6.92 11 内藤 鴻太郎(2)    6.02 12 竹嶋 友希(2)    3.62
高綱中 大野川中 清水中 女鳥羽中

中学男子  5/ 8 山本 新(2) 欠場
附属松本中

一般男子  5/ 8  1 藤井 優宇(2)    1.75  2 本多 俊平    1.75  3 平田 勝也(1)    1.60  4 奥田 了(2)    1.60
松本深志 松本市陸協 梓川高 松本深志

 5 森田 耕陽(1)    1.55
松本蟻ヶ崎

一般男子  5/ 8  1 上条 智之(2)    6.43  2 松澤 卓哉(4)    6.27  3 上條 将吾(2)    6.24  4 長谷川文謙(3)    6.24
松本蟻ヶ崎    +2.9 松本大    +3.8 松本深志    +2.3 松本工業高    +3.7

 5 高木 秀昭    6.11  6 徳田 吉彦(1)    6.01  7 山村 俊一    5.71  8 細萱   椋(3)    5.63
松本市陸協    +3.3 松本蟻ヶ崎    +4.1 松本市陸協    +4.3 松本工業高    +4.5

 9 松澤 詠太(1)    5.10 10 髙野   謙(3)    4.98 富井 慶太 欠場 永井 剛 欠場
梓川高    +4.1 松本工業高    +3.6 松本市陸協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

中野航太(3) 欠場
松本蟻ヶ崎

一般男子  5/ 8  1 友田 利男   53.20  2 重松 壮志(2)   39.40  3 宮尾 将文(2)   38.80  4 吉澤 雄一朗(2)   34.87
ｼﾅﾉAC 信大医学部 松本深志 松本蟻ヶ崎

 5 酒井 皓平(3)   31.34  6 福島 徹也(2)   30.12  7 濱  俊貴(2)   27.57
松本工業高 松本深志 松本工業高

走幅跳

やり投

走幅跳

砲丸投

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

走高跳
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