
第64回長野県陸上競技選手権大会                                                  
　主催：長野陸上競技協会・（財）長野県体育協会・長野県高等学校体育連盟・        
　　　　長野県中学校体育連盟・信濃毎日新聞社・長野市教育委員会                  
　期日：平成23年9月3日（土）・4日（日）                                         

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】201010  長野市営陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
09/04 男子 -4.1岩田 晃 11.08 深沢 宏之(1) 11.16 今村 迅人(3) 11.19 宮澤 裕輝(2) 11.39 穂刈 賢一郎(4) 11.42 柄澤 昌希(3) 11.53 樋口 克治(1) 11.60 内山 幹雄 11.64

100m 一般･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 大学･日本大 高校･北部高 高校･松商学園高 法政大 高校･丸子修学館高 高校･松商学園高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
09/03  0.0岩田 晃 21.67 今村 迅人(3) 21.70 樋口 克治(1) 22.00 宮澤 裕輝(2) 22.02 中平 弘(3) 22.44 柄澤 昌希(3) 22.47 小林 将大(2) 22.54

200m 一般･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 高校･北部高 高校･松商学園高 高校･松商学園高 高校･飯田高 高校･丸子修学館高 高校･丸子修学館高
09/04 吉冨 和弥 49.22 川上  真弥(3) 49.33 中平 弘(3) 51.13 仲谷 龍貴(1) 51.80 藤森 未知也(2) 51.81 高沢 深史(2) 52.63 川西 翔太(3) 53.29

400m 一般･ﾔﾏﾄﾔ 高校･岩村田高 高校･飯田高 高校･諏訪二葉高 高校･松商学園高 高校･長野日大高 高校･大町高
09/03 白鳥 敦(1) 1,57.46 徳武 大起(2) 2,00.21 手塚 将弥(3) 2,01.24 長尾 勇希(2) 2,01.29 箕浦 広志(2) 2,02.60 逢澤 智広 2,02.96 曲田 利夫 2,04.80 北原 悠(1) 2,09.30

800m 大学･信州大 大学･松本大 中学･中野平中 高校･松商学園高 高校･長野吉田高 一般･松本市陸協 一般･Do楽ｸﾗﾌﾞT&F 高校･長野高専
09/04 小林 巧(3) 4,04.46 佐藤 隆史 4,04.50 利根川 裕雄 4,07.01 降幡 真也(2) 4,07.62 村沢 智啓 4,08.40 小林 祐也(3) 4,08.43 清水 文人(3) 4,11.10 岡村 卓也(2) 4,11.24

1500m 高校･下諏訪向陽高 一般･千曲市陸協 一般･ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ 高校･松商学園高 一般･千曲市陸協 高校･上田東高 大学･信州大 高校･丸子修学館高
09/03 利根川 裕雄 14,52.20 牛山 純一 14,55.07 平田 和也 14,55.96 松野 淳司 15,01.50 北沢正親 15,12.02 小林正典 15,12.50 原 武司 15,13.93 吉見 悠斗(3) 15,17.36

5000m 一般･ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ 一般･諏訪南PC 一般･長野市陸協 一般･塩尻市陸協 一般･上田市陸協 一般･上田市陸協 一般･下伊那郡陸協 高校･長野日大高
09/04 松野 淳司 30,49.36 牛山 純一 31,09.63 平田 和也 31,12.20 原 武司 31,25.60 利根川 裕雄 31,47.46 柳沢 瑞樹 31,56.83 早野 吉信 32,03.88 長谷川 久嗣 32,09.91

10000m 一般･塩尻市陸協 一般･諏訪南PC 一般･長野市陸協 一般･下伊那郡陸協 一般･ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ 一般･須坂陸協 一般･下伊那郡陸協 一般･上水内陸協
09/04 -1.4東山 由輝(3) 15.01 中島 瑞樹(1) 16.20 今井 美靖(3) 16.41 中嶋 友也 16.44 松井 岳(2) 17.06 岡田 英希(1) 17.34 寺島 翔太(2) 18.30

110mH(1.067) 高校･岩村田高 高校･飯田高 高校･田川高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校･大町高 高校･松川高 高校･大町高
09/03 大野 貴弘(2) 54.70 中野 直哉(2) 54.71 中村 悠陽(1) 56.29 奥垣内 将晴(1) 56.81 大野 裕紀(1) 56.91 小林 英和(1) 57.60 小澤 司(2) 59.60 中島 瑞樹(1) 59.82

400mH(0.914) 大学･信州大 高校･長野吉田高 大学･松本大 高校･東海大三高 大学･至学館大 高校･高遠高 高校･岩村田高 高校･飯田高
09/03 北原 弘司 9,41.21 岡村 卓也(2) 9,45.02 伊藤 匡(2) 10,00.46 北原 崇志 10,01.78 宮澤 留以(2) 10,02.10 山田 雄司 10,09.90 石倉 広尚(4) 10,13.65 笠原 祥多(3) 10,20.16

3000mSC 一般･上伊那郡陸協 高校･丸子修学館高 高校･飯田高 一般･上伊那郡陸協 高校･飯田高 一般･長野市陸協 大学･松本大 高校･諏訪二葉高
09/03 塩島 亮太(2) 22,43.06 北原 亮(3) 23,11.45 佐藤 遼平(1) 23,21.72 藤原 純一(2) 23,23.75 三輪 拳(2) 24,15.17 坂井 寿成(2) 26,23.45 金野 泰之(2) 26,41.56 柳澤 優斗(1) 27,46.24

5000mW 高校･豊科高 高校･長野高 大学･中部学院大 高校･豊科高 高校･丸子修学館高 高校･飯田高 高校･上田染谷丘高 高校･上田東高
09/04 村中 智彦(3) 1.95 荒井 岳 1.95 丸山 貴倫(2) 高校･松商学園高 1.90 尾崎 皓一(2) 1.85 丸山 健一(1) 大学･信州大 1.75 大許 紘生(2) 1.75

走高跳 高校･松商学園高 一般･NTFclub 林 知彦(3) 大学･国士舘大 高校･長野日大高 内山 貴仁(3) 中学･信濃中 高校･長野吉田高
上野 航(1)
高校･長野高

09/03 小山 範晃(3) 4.60 松澤 勝治(3) 4.40 峯村 匡登 4.30 小林 真二(3) 4.30 堀尾 佳希(2) 4.30 加賀見 一輝(1) 高校･諏訪二葉高 3.80 上野 正輝(2) 3.80
棒高跳 高校･上田東高 中学･春富中 一般･いよだAC 高校･上田東高 高校･須坂高 倉橋 由宇(1) 高校･諏訪清陵高 高校･長野日大高

09/03 佐藤 賢一 7.48(+1.0) 石川 和義 7.35(+3.6) 深沢 宏之(1)7.07(+1.5) 山寺 裕也(3)6.96(+2.0) 中村 晃大 6.87(+3.1) 青木 孔之介(2)6.85(+1.9) 酒井 翔太(3)6.80(+1.9) 樽沢 佑弥(3)6.69(+2.1)
走幅跳 一般･信大こまくさAC 一般･下高井郡陸協 大学･日本大 大学･松本大 一般･松川村AC 高校･長野日大高 大学･信州大 高校･木曽青峰高

09/04 石川 和義 16.11(+3.0) 佐藤 賢一 15.49(+1.4) 成田 正崇(2)14.84(+1.9) 中山 昂平(2)14.82(+2.5) 深沢 宏之(1)14.63(+1.9) 中村 晃大 13.86(+3.1) 羽賀 拓己(2)13.82(+2.2) 酒井 翔太(3)13.82(+4.9)
三段跳 一般･下高井郡陸協 一般･信大こまくさAC 大学･至学館大 高校･上田東高 大学･日本大 一般･松川村AC 大学･国士舘大 大学･信州大

09/04 笹野 弘充 12.88 野﨑 隼冬(2) 12.12 飯田 謙治(1) 9.63 牧野 圭介 8.99 山本 大(1) 8.43 宮下 亮人(2) 8.27 矢ヶ崎 奨(1) 7.58 安藤  弥(3) 7.47
砲丸投 一般･NTFclub 高校･長野工業高 高校･松商学園高 一般･松本市陸協 高校･松商学園高 高校･松川高 高校･上田東高 中学･上田第五中

09/03 笹野 弘充 41.29 荻原 邦宏(3) 37.24 勝野 英貴(3) 37.08 熊井 大地(3) 35.92 中谷 俊貴(2) 33.74 永井 一平(3) 33.63 尾崎 雄介(3) 31.96 大庭 達也(2) 31.53
円盤投 一般･NTFclub 大学･松本大 大学･松本大 大学･松本大 大学･松本大 高校･丸子修学館高 高校･更級農業高 高校･飯山北高

09/04 富井 博輝(2) 49.54 高橋 貴幸 45.62 三木 佑太(3) 40.63 大和 工峰(3) 39.48 栁沢 裕哉(2) 38.32 堀内　翔太(3) 33.57 坂本 武志 31.85 深澤 元気(2) 30.76
ﾊﾝﾏｰ投 大学･松本大 一般･長野市陸協 大学･松本大 高校･須坂園芸高 高校･上田染谷丘高 高校･明科高 一般･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 高校･明科高

09/04 友田 利男 58.40 永井 一平(3) 56.67 山本 大地(1) 51.94 矢ヶ崎 奨(1) 50.89 太田 一矢(2) 49.52 三浦 慶也(2) 46.04 早川 祐人(2) 45.89 高橋 洸貴(2) 44.69
やり投(800g) 一般･松本市陸協 高校･丸子修学館高 大学･国大武道大 高校･上田東高 高校･北部高 高校･小諸高 高校･長野西高 高校･長野吉田高

09/03 松商学園高       42.71 丸子修学館高      43.07 信州大       43.73 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野      44.40 櫻ヶ岡中       44.40 松川高       44.55
4×100mR 藤森 未知也(2) 小林 将大(2) 石原 昌(1) 伊藤 将希 大日方 景都(2) 米山  涼

樋口 克治(1) 柄澤 昌希(3) 大西 輝(2) 内山 幹雄 尾形 優也(3) 塩沢 直樹(1)
宮澤 裕輝(2) 橋詰 智也(3) 久田 涼平(3) 吉田 幹弘 中澤 弘輝(3) 大野 雄哉(2)
的場 亮太(1) 久保川 峻吾(3) 村井 将紀(3) 岡本 真平 戸田 樹(3) 岡田 英希(1)

09/04 岩村田高     3,20.84 信州大     3,22.70 丸子修学館高    3,25.13 松本大     3,25.24 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野    3,26.99 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ     3,28.04 松商学園高     3,29.51 長野高専     3,32.61
4×400mR 小澤 司(2) 大野 貴弘(2) 久保川 峻吾(3) 久保田 諒介(3) 吉田 幹弘 阪 圭央 的場 亮太(1) 長谷川 将己(2)

宮川  広夢(3) 久田 涼平(3) 柄澤 昌希(3) 中村 悠陽(1) 高木 真矢 村上 禎之 宮澤 裕輝(2) 滝沢 雄貴(2)
東山 由輝(3) 石原 昌(1) 橋詰 智也(3) 松沢 恵佑(3) 本多 俊平 鳥羽 康裕 宮崎 琢也(1) 岩崎 晴也(2)
川上  真弥(3) 白鳥 敦(1) 小林 将大(2) 徳武 大起(2) 内山 幹雄 岩田 晃 藤森 未知也(2) 北原 悠(1)

09/04 ｵｰﾌﾟﾝ男子 矢澤 学(3) 12.09
100m 京都･京都大

09/03 常泉 竜太 23.59
200m 北海道･北海道大

09/04 常泉 竜太 51.01
400m 北海道･北海道大

09/04 -2.5二村 純市 17.48
110mH(1.067) 愛知･JR東海



予選 9月4日 12:10
決勝 9月4日 14:10

県新                10.15
大会新              10.62

[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 -2.9

 1 宮澤 裕輝(2) 高校    11.16 q 1 宮川  広夢(3) 高校    11.61 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 松商学園高 ﾐﾔｶﾜ ﾋﾛﾑ 岩村田高

 2 坂井 和人(3) 中学    11.60 2 池田 彪我(3) 中学    11.89 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ 辰野中 ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ 川中島中

 3 高橋 邦幸 一般    11.62 3 宮本 英征(1) 高校    12.29 
ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾕｷ 長野市陸協 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 長野商業高

 4 新津 直人(1) 大学    11.97 4 宮澤 明光(3) 中学    12.50 
ﾆｲﾂ ﾅｵﾄ 松本大 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｷﾐﾂ 若穂中

 5 小口 祐人(2) 高校    12.09 5 北村 健太(1) 高校    12.93 
ｵｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 諏訪二葉高 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ 篠ﾉ井高

 6 渡辺 光孝(1) 高校    12.11 6 武重 俊樹(1) 高校    13.18 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ 長野吉田高 ﾀｹｼｹﾞ ﾄｼｷ 上田染谷丘高

 7 小柳 博雅(1) 高校    12.82 7 柳澤 仁弥(2) 高校    13.33 
ｵﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾏｻ 上田高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾞﾝﾔ 上田東高

 8 片山 隆(1) 高校    13.25 松尾 錦(2) 高校
ｶﾀﾔﾏ ﾀｶｼ 更級農業高 ﾏﾂｵ ﾆｼｷ 長野吉田高
西澤 政也(2) 高校 川井 渓太(2) 中学
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 市立長野高 ｶﾜｲ ｹｲﾀ 上松中

[ 3組] 風速 -5.4 [ 4組] 風速 -2.2

 1 内堀  直也(3) 高校    11.62 1 穂刈 賢一郎(4)    11.33 q
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ 岩村田高 ﾎｶﾘ ｹﾝｲﾁﾛｳ 法政大

 2 松橋 大夢(2) 中学    11.99 2 小宮山 美毅(2) 高校    11.90 
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 犀陵中 ｺﾐﾔﾏ ﾖｼｷ 上田千曲高

 3 駒村 牧(2) 高校    12.29 3 的場 亮太(1) 高校    11.92 
ｺﾏﾑﾗ ﾏｷ 野沢南高 ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 松商学園高

 4 佐藤 大志(1) 高校    12.30 4 藤牧 佑希(3) 中学    12.04 
ｻﾄｳ ﾀｲｼ 須坂高 ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ 望月AC

 5 中村 光一(2) 高校    12.41 5 三村 航輝(3) 中学    12.48 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ 長野東高 ﾐﾑﾗ ｺｳｷ 塩尻広陵中

 6 木村 大樹(3) 大学    12.54 6 小池 貴博(2) 高校    12.72 
ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 信州大 ｺｲｹ ﾀｶﾋﾛ 上田高

 7 石森 健太(1) 高校    13.08 川上  真弥(3) 高校
ｲｼﾓﾘ ｹﾝﾀ 小諸高 ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾔ 岩村田高
丸岡 精二 一般 鈴木 真弘 一般
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
阿部 剛志(1) 高校 穂刈 裕一(3) 大学
ｱﾍﾞ ﾂﾖｼ 上田東高 ﾎｶﾘ ﾕｳｲﾁ 信州大

[ 5組] 風速 -2.7 [ 6組] 風速 -2.8

 1 松村 富穂(2) 大学    11.91 1 宮林 凌汰(2) 高校    11.97 
ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾐｵ 信州大 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野工業高

 2 大槻 陽生(2) 高校    12.35 2 村井 将紀(3) 大学    12.12 
ｵｵﾂｷ ﾊﾙｷ 長野工業高 ﾑﾗｲ ﾏｻｷ 信州大

 3 藤森 秀貴(2) 高校    12.35 3 増田 勇輝(1) 高校    12.14 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾃﾞﾀｶ 岡谷東高 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 長野吉田高

 4 中澤 弘輝(3) 中学    12.37 4 堺澤 辰弥(1) 高校    12.20 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 櫻ヶ岡中 ｻｶｲｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 高遠高

 5 佐藤 薫(2) 中学    12.55 5 中畑 宏斗(1) 高校    12.20 
ｻﾄｳ ｶｵﾙ 川中島中 ﾅｶﾊﾀ  ﾋﾛﾄ 上田西高

 6 山浦 貫人(2) 中学    13.08 6 野崎 健太(2) 高校    12.60 
ﾔﾏｳﾗ  ｶﾝﾄ T&F佐久平 ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀ 長野東高
小澤 龍介(4) 大学 7 市川 拓也(1) 高校    12.62 
ｵｻﾞﾜ ﾘｭｳｽｹ 国大武道大 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 屋代高
栁澤 一道(2) 高校 8 関本 慶太(1) 高校    12.62 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾐﾁ 市立長野高 ｾｷﾓﾄｹｲﾀ 岩村田高
東山 由輝(3) 高校 9 秋山 和範(2) 中学    12.93 
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾖｼｷ 岩村田高 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 塩尻中

男子

100m

予選 通過基準  14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
6  2478

2  4236

9  9110

8  8278

7  2765

3   148

1  1065

5   869
欠場

順 ﾚｰﾝ

4  1777

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1592

7  5262

8  1131

3  5321

4  1368

9  1844

2  1828

1  1055
欠場

6  5183
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
4  1588

8  5156

1  1549

5   989

3  9956
欠場

7  1199

9  8191

6  1797
欠場

順 ﾚｰﾝ No.
3  8236

2  1708

7  1872

5  2494

1  9841

6  4190

4  1775

2  1585
欠場

8  9108
欠場

9  8228
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  8007

6  1173

3   183

4  4985

欠場
7   867

欠場

2  5266

9  9998

8  1586
欠場

順 ﾚｰﾝ No.
1  1170

5  8114

3  8231

4  1062

5   379

2  2787

6  1198

8  1443

9  1612

7  5361



[ 7組] 風速 -2.4 [ 8組] 風速 -2.3

 1 柄澤 昌希(3) 高校    11.45 q 1 樋口 克治(1) 高校    11.46 q
ｶﾗｻﾜ ﾏｻｷ 丸子修学館高 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 松商学園高

 2 加賀見 一輝(1) 高校    11.92 2 山本 龍一(4) 一般    11.55 
ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ 諏訪二葉高 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 長野高専

 3 矢ケ崎 祐介(2) 中学    11.94 3 大西 輝(2) 大学    11.79 
ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 塩尻中 ｵｵﾆｼ ｱｷﾗ 信州大

 4 宮下 仁志(1) 高校    12.09 4 三村 和久(3) 中学    11.80 
ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ 篠ﾉ井高 ﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ 岡谷東部中

 5 小林 賢明(2) 高校    12.26 5 横田 祥一(1) 高校    12.15 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ 長野東高 ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ 飯田高

 6 池田 圭吾 一般    12.28 6 関塚 賢悟(3) 中学    12.38 
ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ 信大こまくさAC ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ 塩尻広陵中

 7 細萱 元太(2) 中学    12.30 7 塚原 悠輔(2) 高校    12.41 
ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 豊科北中 ﾂｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ 長野高

 8 清水 泰地(2) 中学    12.63 8 原田 夏樹(1) 高校    12.63 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 望月AC ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂｷ 佐久長聖高
会津 秀馬(3) 大学 西藤 郁也(2) 高校
ｱｲﾂﾞ ｼｭｳﾏ 信州大 ｻｲﾄｳ ﾌﾐﾔ 岩村田高

[ 9組] 風速 -2.5 [ 10組] 風速 -0.8

 1 深沢 宏之(1) 大学    11.11 q 1 今村 迅人(3) 高校    10.88 q
ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 日本大 ｲﾏﾑﾗ ﾊﾔﾄ 北部高

 2 中野 涼介(3) 中学    11.94 2 石原 昌(1) 大学    11.74 
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 塩尻広陵中 ｲｼﾊﾗ ﾏｻｼ 信州大

 3 三ツ木 貴也(3) 一般    11.95 3 宮林 紘汰(3)    11.79 
ﾐﾂｷﾞ ﾀｶﾔ 大東文化大 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 更北中

 4 戸田 樹(3) 中学    12.31 4 荻原 京介(2) 中学    11.93 
ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ 櫻ヶ岡中 ｵｷﾞﾊﾗ ｷｮｳｽｹ 御代田中

 5 今井 晃規(1)    12.40 5 大野 雄哉(2) 高校    12.12 
ｲﾏｲ ｱｷﾉﾘ 長野大 ｵｵﾉ  ﾕｳﾔ 松川高

 6 木内 笙太(1) 高校    12.49 6 村山 彰太(1) 高校    12.16 
ｷｸﾁｼｮｳﾀ 岩村田高 ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ 篠ﾉ井高
窪田 統孝(4) 大学 7 下平 翔也(1) 高校    12.41 
ｸﾎﾞﾀ ﾑﾈﾀｶ 信州大 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｮｳﾔ 飯田風越高
池田 健二郎(2) 大学 8 浅沼 泰考(1) 高校    12.51 
ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 松本大 ｱｻﾇﾏﾔｽﾀｶ 岩村田高
稲守 翼(4) 大学 多胡克弘 一般
ｲﾅﾓﾘ ﾂﾊﾞｻ 平成国際大 ﾀｺﾞﾖｼﾋﾛ 上田市陸協

[ 11組] 風速 -2.2 [ 12組] 風速 -1.3

 1 岩田 晃 一般    11.14 q 1 安藤 直哉(2) 高校    11.49 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 田川高

 2 丸山 佳太(3) 中学    11.73 2 尾形 優也(3) 中学    11.93 
ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ 小諸東中 ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾔ 櫻ヶ岡中

 3 大野 裕紀(1) 大学    11.92 3 郷原 惇(2) 高校    12.09 
ｵｵﾉ   ﾋﾛｷ 至学館大 ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｱﾂｼ 北部高

 4 小林 雄二(1) 高校    12.27 4 栁澤 圭太(3) 中学    12.14 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 下諏訪向陽高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ 御代田中

 5 大日方 景都(2) 中学    12.36 5 松﨑 文弥(1) 中学    12.35 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲﾄ 櫻ヶ岡中 ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 浅間中

 6 中山 翔梧(1) 高校    12.43 6 市川 貴大(1) 高校    12.56 
ﾅｶﾔﾏｼｮｳｺﾞ 岩村田高 ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾋﾛ 長野東高

 7 熊谷 憲 一般    12.67 7 塚田 健太(1) 高校    12.69 
ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ ﾔﾏﾄﾔ ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 上田高

 8 両角 優介(2) 高校    12.78 城田 大輝(3) 大学
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 諏訪二葉高 ｼﾛﾀ ﾀﾞｲｷ 信州大
岩崎 晴也(2) 高校
ｲﾜｻｷ  ﾊﾙﾔ 長野高専

男子

100m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

1  1759

5   131

2  5362

3  1365

 9842

7  1196

6  9774

4  8157
失格

順 ﾚｰﾝ No.

9  5102

8

所属名 記録／備考
6  2488

8  8233

5  8239

4  4161

1   566

7  4967

3  1123

9  2808

2  1602
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8270

2  4968

8  8169

1  4989

欠場
6  8211

欠場

7   492

3  1609

9  8126
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

2  8295

4  8183

氏  名 所属名 記録／備考
5  1021

3  4180

7  5198

6   544

4  1366

1   599

8  1614

9  7017
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  8816

5  4094

8  8283

3   178

4   147

1  5066

9  1610

6  3506
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

8  4988

7  8729

氏  名 所属名 記録／備考
5  2177

2  1022

9  5154

7  7030

3  1209

6  1781

4  8292
欠場



[ 13組] 風速 -1.7 [ 14組] 風速 -3.6

 1 内山 幹雄 一般    11.42 q 1 尾崎 翔太(1) 大学    11.66 
ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｵｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 松本大

 2 小林 裕志 一般    11.64 2 常盤　大智(1) 高校    12.05 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 東御市陸協 ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高商業高

 3 岡田 英希(1) 高校    11.92 3 藤原 誠(2) 高校    12.17 
ｵｶﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ 松川高 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ 上田東高

 4 土屋 翔太(2) 高校    12.21 4 荻原 隆博(2) 高校    12.29 
ﾂﾁﾔｼｮｳﾀ 中野立志館高 ｵｷﾞﾊﾗﾀｶﾋﾛ 中野立志館高

 5 澤登 陸(1) 高校    12.33 5 柳澤 匠(2) 中学    12.34 
ｻﾜﾄ ﾘｸ 篠ﾉ井高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾀｸﾐ T&F佐久平

 6 小林 宥太(2) 高校    12.55 6 宮澤 斉次 一般    12.73 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 岩村田高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｲｼﾞ Dream.A.C

 7 窪田　五大(2) 高校    12.56 7 松木 大地(2) 高校    12.83 
ｸﾎﾞﾀ ｺﾞﾀﾞｲ 穂高商業高 ﾏﾂｷ ﾀﾞｲﾁ 北部高

 8 渡辺 大地(1) 高校    12.62 8 篠田 匡史(1) 高校    12.88 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 佐久長聖高 ｼﾉﾀﾞ  ﾏｻｼﾞ 松川高
山浦 広平(2) 高校 関本 洋介(2) 高校
ﾔﾏｳﾗ ｺｳﾍｲ 上田東高 ｾｷﾓﾄ ﾖｳｽｹ 岩村田高

風速 -4.1

 1 岩田 晃 一般    11.08 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

 2 深沢 宏之(1) 大学    11.16 
ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 日本大

 3 今村 迅人(3) 高校    11.19 
ｲﾏﾑﾗ ﾊﾔﾄ 北部高

 4 宮澤 裕輝(2) 高校    11.39 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 松商学園高

 5 穂刈 賢一郎(4)    11.42 
ﾎｶﾘ ｹﾝｲﾁﾛｳ 法政大

 6 柄澤 昌希(3) 高校    11.53 
ｶﾗｻﾜ ﾏｻｷ 丸子修学館高

 7 樋口 克治(1) 高校    11.60 
ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 松商学園高

 8 内山 幹雄 一般    11.64 
ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

男子

100m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

8  9816

5  9616

2   557

4   892

 2801

9  1370

7  1597

6  1829
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

1  2123

3

所属名 記録／備考
6  8282

1  2106

7  1826

2   895

8  9997

9  7000

5  1023

4   556

3  1598
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8816

7  8270

4  1021

6  2478

8  8236

2  1759

3  2488

9  9816



予選 9月3日 12:00
決勝 9月3日 15:20

県新                20.35
大会新              20.93

[ 1組] 風速 -2.8 [ 2組] 風速 -2.0

 1 内山 幹雄 一般    23.14 1 宮澤 裕輝(2) 高校    22.43 q
ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 松商学園高

 2 池田 彪我(3) 中学    23.44 2 藤牧 佑希(3) 中学    23.78 
ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ 川中島中 ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ 望月AC

 3 古川 栄貴(2) 高校    23.74 3 川西 翔太(3) 高校    23.90 
ﾌﾙｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 松代高 ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 大町高

 4 村井 将紀(3) 大学    24.38 4 岡本 真平 一般    24.04 
ﾑﾗｲ ﾏｻｷ 信州大 ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 5 中神 達也(1) 大学    24.76 5 大日方 景都(2) 中学    24.59 
ﾅｶｶﾞﾐ ﾀﾂﾔ 松本大 ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲﾄ 櫻ヶ岡中

 6 仲俣 真宏(2) 高校    24.86 6 宮澤 斉次 一般    25.07 
ﾅｶﾏﾀ  ﾏｻﾋﾛ 長野高専 ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｲｼﾞ Dream.A.C

 7 関塚 賢悟(3) 中学    24.97 7 吉澤 尚輝(2) 高校    25.23 
ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ 塩尻広陵中 ﾖｼｻﾞﾜ  ﾅｵｷ 長野高専

 8 斎藤 也貴(3) 高校    26.05 穂刈 裕一(3) 大学
ｻｲﾄｳ ﾅﾘｷ 更級農業高 ﾎｶﾘ ﾕｳｲﾁ 信州大

 9 尾臺 良太(1) 高校    26.27 山浦 圭介 一般
ｵﾀﾞｲ ﾘｮｳﾀ 小諸高 ﾔﾏｳﾗ ｹｲｽｹ ﾔﾏﾄﾔ

[ 3組] 風速 -0.9 [ 4組] 風速 -0.1

 1 内堀  直也(3) 高校    22.51 q 1 今村 迅人(3) 高校    22.26 q
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ 岩村田高 ｲﾏﾑﾗ ﾊﾔﾄ 北部高

 2 矢ケ崎 祐介(2) 中学    23.61 2 松村 富穂(2) 大学    23.57 
ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 塩尻中 ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾐｵ 信州大

 3 横田 祥一(1) 高校    24.06 3 佐藤 英明(2) 高校    23.84 
ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ 飯田高 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 長野高

 4 徳武 將太(2) 高校    24.80 4 松橋 大夢(2) 中学    23.99 
ﾄｸﾀｹ ｼｮｳﾀ 大町高 ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 犀陵中

 5 矢﨑 鴻介(2) 中学    25.15 5 五十嵐 靖貴(2) 高校    24.34 
ﾔｻﾞｷ ｺｳｽｹ 諏訪南中 ｲｶﾞﾗｼ ﾔｽﾀｶ 大町高
宮島 克彰(1) 高校 6 栁澤 圭太(3) 中学    24.38 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾂｱｷ 長野吉田高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ 御代田中
城田 大輝(3) 大学 7 塚田 渓(2) 高校    24.43 
ｼﾛﾀ ﾀﾞｲｷ 信州大 ﾂｶﾀﾞ ｹｲ 長野工業高
稲守 翼(4) 大学 8 山浦 広平(2) 高校    24.84 
ｲﾅﾓﾘ ﾂﾊﾞｻ 平成国際大 ﾔﾏｳﾗ ｺｳﾍｲ 上田東高
宮林 紘汰(3) 関本 洋介(2) 高校
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 更北中 ｾｷﾓﾄ ﾖｳｽｹ 岩村田高

[ 5組] 風速  0.0 [ 6組] 風速 -2.7

 1 岩田 晃 一般    22.13 q 1 柄澤 昌希(3) 高校    23.07 q
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ｶﾗｻﾜ ﾏｻｷ 丸子修学館高

 2 松沢 恵佑(3) 大学    23.29 2 大西 輝(2) 大学    23.57 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 松本大 ｵｵﾆｼ ｱｷﾗ 信州大

 3 久田 涼平(3) 大学    23.35 3 池田 圭吾 一般    24.48 
ﾋｻﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 信州大 ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ 信大こまくさAC

 4 荻原 京介(2) 中学    24.08 4 赤羽 慎(2) 大学    24.52 
ｵｷﾞﾊﾗ ｷｮｳｽｹ 御代田中 ｱｶﾊﾈ ｼﾝ 松本大

 5 寺島 翔太(2) 高校    24.33 5 金箱 樹(1) 高校    24.67 
ﾃﾗｼﾏ ｼｮｳﾀ 大町高 ｶﾈﾊﾞｺ ﾀﾂｷ 東海大三高

 6 細萱 元太(2) 中学    24.63 6 米山  涼 高校    24.71 
ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 豊科北中 ﾖﾈﾔﾏ  ﾘｮｳ 松川高

 7 中山 翔梧(1) 高校    24.66 7 大槻 陽生(2) 高校    25.19 
ﾅｶﾔﾏｼｮｳｺﾞ 岩村田高 ｵｵﾂｷ ﾊﾙｷ 長野工業高

 8 柳澤 匠(2) 中学    24.68 渡辺 岳人(1) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾀｸﾐ T&F佐久平 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾞｸﾄ 長野吉田高
小柳 博雅(1) 高校
ｵﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾏｻ 上田高

7  1061
欠場

7  1777
失格

9   536

4  1173

5  8210

6    41

2  8239

3  9774

順 ﾚｰﾝ No.
8  1759

5  1610
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2  9997

4  2064

1  5102
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8  8130
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
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7  7000
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2  2478
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順 ﾚｰﾝ

2  4967

6  2755

8  8281

4  3517

5  1417

9  8231

記録／備考
3  9816

1  5262

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



[ 7組] 風速 -2.4 [ 8組] 風速 -2.6

 1 樋口 克治(1) 高校    22.50 q 1 小林 将大(2) 高校    22.84 q
ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 松商学園高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 丸子修学館高

 2 三村 和久(3) 中学    23.66 2 常盤　大智(1) 高校    23.16 
ﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ 岡谷東部中 ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高商業高

 3 増田 勇輝(1) 高校    23.78 3 藤原 誠(2) 高校    23.70 
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 長野吉田高 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ 上田東高

 4 郷原 惇(2) 高校    23.90 4 鳥屋 健吾(1) 高校    24.15 
ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｱﾂｼ 北部高 ﾄﾘﾔ ｹﾝｺﾞ 大町高

 5 堺澤 辰弥(1) 高校    24.23 5 稲葉 拓也(3) 高校    24.80 
ｻｶｲｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 高遠高 ｲﾅﾊﾞ ﾀｸﾔ 更級農業高

 6 関本 慶太(1) 高校    24.64 6 原田 夏樹(1) 高校    25.68 
ｾｷﾓﾄｹｲﾀ 岩村田高 ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂｷ 佐久長聖高

 7 新津 直人(1) 大学    24.82 東山 由輝(3) 高校
ﾆｲﾂ ﾅｵﾄ 松本大 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾖｼｷ 岩村田高

 8 窪田　五大(2) 高校    25.01 川井 渓太(2) 中学
ｸﾎﾞﾀ ｺﾞﾀﾞｲ 穂高商業高 ｶﾜｲ ｹｲﾀ 上松中

 9 塚田 健太(1) 高校    25.55 松尾 錦(2) 高校
ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 上田高 ﾏﾂｵ ﾆｼｷ 長野吉田高

[ 9組] 風速 -0.3 [ 10組] 風速 -3.0

 1 中平 弘(3) 高校    22.51 q 1 久保田 諒介(3) 大学    23.91 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾋﾛﾑ 飯田高 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 松本大

 2 吉村 直也(1) 高校    23.83 2 久保川 峻吾(3) 高校    24.13 
ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾔ 長野高 ｸﾎﾞｶﾜ ｼｭﾝｺﾞ 丸子修学館高

 3 鳥羽 康裕 一般    24.16 3 坂井 和人(3) 中学    24.32 
ﾄﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ 辰野中

 4 向平 蘭丸(2) 高校    24.25 4 小澤 亮(2) 高校    25.04 
ﾑｶｲﾋﾗ ﾗﾝﾏﾙ 東海大三高 ｺｻﾞﾜ ﾘｮｳ 飯田風越高

 5 塩沢 直樹(1) 高校    24.34 5 浅沼 泰考(1) 高校    26.14 
ｼｵｻﾞﾜ  ﾅｵｷ 松川高 ｱｻﾇﾏﾔｽﾀｶ 岩村田高

 6 西澤 弦也(3) 中学    24.80 丸岡 精二 一般
ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾔ 御代田中 ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 7 柳澤 仁弥(2) 高校    25.67 濱 裕哉(2) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾞﾝﾔ 上田東高 ﾊﾏ ﾕｳﾔ 東海大三高
川上  真弥(3) 高校 宮川 将輝(2) 高校
ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾔ 岩村田高 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｻｷ 長野吉田高

[ 11組] 風速 -3.3

 1 山本 龍一(4) 一般    23.36 
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 長野高専

 2 穂刈 賢一郎(4)    23.43 
ﾎｶﾘ ｹﾝｲﾁﾛｳ 法政大

 3 野本 竜馬(4) 大学    24.04 
ﾉﾓﾄ ﾘｮｳﾏ 信州大

 4 中村 光一(2) 高校    24.09 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ 長野東高

 5 宮下 仁志(1) 高校    24.31 
ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ 篠ﾉ井高

 6 小林 雄二(1) 高校    24.87 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 下諏訪向陽高

 7 黒岩 達(3) 中学    25.98 
ｸﾛｲﾜ ｻﾄｼ 豊科北中
西澤 政也(2) 高校
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 市立長野高

風速  0.0

 1 岩田 晃 一般    21.67 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

 2 今村 迅人(3) 高校    21.70 
ｲﾏﾑﾗ ﾊﾔﾄ 北部高

 3 樋口 克治(1) 高校    22.00 
ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 松商学園高

 4 宮澤 裕輝(2) 高校    22.02 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 松商学園高

 5 中平 弘(3) 高校    22.44 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾋﾛﾑ 飯田高

 6 柄澤 昌希(3) 高校    22.47 
ｶﾗｻﾜ ﾏｻｷ 丸子修学館高

 7 小林 将大(2) 高校    22.54 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 丸子修学館高
内堀  直也(3) 高校
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ 岩村田高

2  1746

欠場
9  1588

8   565

3  1759

4  2488

5  2478

記録／備考
6  8816

7  1021
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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順 ﾚｰﾝ No.

1  2106
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9   379
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4  2488

5  4161

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子
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予選 9月4日 11:00
決勝 9月4日 13:35

県新                46.54
大会新              47.32

[ 1組] [ 2組]

 1 吉冨 和弥 一般    49.86 q 1 川上  真弥(3) 高校    49.32 q
ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ﾔﾏﾄﾔ ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾔ 岩村田高

 2 長尾 勇希(2) 高校    52.99 2 高沢 深史(2) 高校    51.49 q
ﾅｶﾞｵ ﾕｳｷ 松商学園高 ﾀｶｻﾜ ﾌｶｼ 長野日大高

 3 中村 健人(3) 高校    53.79 3 奥垣内 将晴(1) 高校    52.54 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 東海大三高 ｵｸｶﾞｲﾄ ﾏｻﾊﾙ 東海大三高

 4 水島 優(3) 中学    53.93 4 宮島 優也(3) 高校    54.19 
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 塩尻中 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 田川高

 5 宮尾 淳矢 一般    58.14 5 市川 尭明(1) 高校    54.83 
ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ 箕輪町陸協 ｲﾁｶﾜ ﾀｶｱｷ 野沢南高

 6 山浦 貫人(2) 中学    59.34 6 徳武 將太(2) 高校    54.95 
ﾔﾏｳﾗ  ｶﾝﾄ T&F佐久平 ﾄｸﾀｹ ｼｮｳﾀ 大町高
加藤 暁(1) 高校 7 小池 貴博(2) 高校    56.27 
ｶﾄｳｱｷﾗ 岩村田高 ｺｲｹ ﾀｶﾋﾛ 上田高
渡辺 岳人(1) 高校 8 田村 知也(3) 中学    58.89 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾞｸﾄ 長野吉田高 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ 丸子北中
中村 悠陽(1) 大学 久保田 諒介(3) 大学
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾋ 松本大 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 松本大

[ 3組] [ 4組]

 1 中平 弘(3) 高校    50.76 q 1 小林 将大(2) 高校    51.51 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾋﾛﾑ 飯田高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 丸子修学館高

 2 仲谷 龍貴(1) 高校    50.78 q 2 橋爪 孔明(1) 高校    53.57 
ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ 諏訪二葉高 ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ 飯田高

 3 沼田 大智(3) 中学    53.43 3 塩沢 直樹(1) 高校    53.68 
ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ 若穂中 ｼｵｻﾞﾜ  ﾅｵｷ 松川高

 4 山田 匠(1) 高校    53.67 4 佐藤 薫(2) 中学    54.77 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 梓川高 ｻﾄｳ ｶｵﾙ 川中島中

 5 米山  涼 高校    53.72 5 柳澤 匠(2) 中学    55.39 
ﾖﾈﾔﾏ  ﾘｮｳ 松川高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾀｸﾐ T&F佐久平

 6 流 竜一(1) 高校    55.33 6 大和 弘典(1) 高校    55.87 
ﾅｶﾞﾚ ﾘｭｳｲﾁ 長野西高 ﾔﾏﾄ ﾋﾛﾉﾘ 長野日大高
高橋 佑太(1) 大学 小澤 司(2) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 中部学院大 ｵｻﾞﾜ ﾂｶｻ 岩村田高
五明 和樹(2) 高校 今井 晃規(1)
ｺﾞﾐｮｳ ｶｽﾞｷ 長野工業高 ｲﾏｲ ｱｷﾉﾘ 長野大
濱 裕哉(2) 高校
ﾊﾏ ﾕｳﾔ 東海大三高

[ 5組] [ 6組]

 1 高橋 将人(2) 高校    53.34 1 白鳥 敦(1) 大学    51.80 
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 市立長野高 ｼﾛﾄﾘ ｱﾂｼ 信州大

 2 望月　康平(2) 高校    53.96 2 北澤 孝憲(2) 高校    53.05 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ 穂高商業高 ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 東海大三高

 3 岩間 雅英(1) 高校    54.64 3 三村 航輝(3) 中学    54.54 
ｲﾜﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ 松商学園高 ﾐﾑﾗ ｺｳｷ 塩尻広陵中

 4 木内 寛人(2) 中学  1,00.59 4 西澤 弦也(3) 中学    55.01 
ｷｳﾁ ﾋﾛﾄ 御代田中 ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾔ 御代田中
宮之本 航(2) 高校 5 花里 礼央真(1) 高校    55.77 
ﾐﾔﾉﾓﾄ ﾜﾀﾙ 長野吉田高 ﾊﾅｻﾞﾄﾚｵﾏ 岩村田高
宮下 晃輔(1) 高校 6 稲葉 拓也(3) 高校    56.90 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ 飯田風越高 ｲﾅﾊﾞ ﾀｸﾔ 更級農業高
和泉 幸明 一般 7 山田 貴大(2) 中学    57.79 
ｲｽﾞﾐ ﾖｼｱｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 櫻ヶ岡中
宮川  広夢(3) 高校 常盤　大智(1) 高校
ﾐﾔｶﾜ ﾋﾛﾑ 岩村田高 ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高商業高
手塚 将弥(3) 中学 池田 健二郎(2) 大学
ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ 中野平中 ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 松本大
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順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



[ 7組] [ 8組]

 1 久田 涼平(3) 大学    51.28 q 1 藤原 誠(2) 高校    52.47 
ﾋｻﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 信州大 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ 上田東高

 2 川西 翔太(3) 高校    51.40 q 2 久保川 峻吾(3) 高校    53.44 
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 大町高 ｸﾎﾞｶﾜ ｼｭﾝｺﾞ 丸子修学館高

 3 鷹野 洋(1) 高校    52.32 3 鈴木 晃(3) 高校    53.98 
ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ 長野高 ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ 須坂園芸高

 4 高橋 流星(1) 高校    57.03 4 仁野 陽日(2) 大学    54.66 
ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｾｲ 小諸商業高 ﾆﾉ ﾊﾙｶ 信州大

 5 手塚 寿利 一般    57.47 5 横川 裕也(2) 高校    55.88 
ﾃﾂﾞｶ  ﾋｻﾄｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾖｺｶﾜ ﾕｳﾔ 大町高

 6 柳澤 仁弥(2) 高校    58.42 6 宮澤 留以(2) 高校    56.61 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾞﾝﾔ 上田東高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 飯田高
黒岩 敬正(2) 高校 7 村瀬 翔太(2) 高校    56.72 
ｸﾛｲﾜ ﾀｶﾏｻ 長野東高 ﾑﾗｾ ｼｮｳﾀ 松商学園高
宮川 将輝(2) 高校 小林 英和(1) 高校
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｻｷ 長野吉田高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高遠高

[ 9組]

 1 藤森 未知也(2) 高校    51.07 q
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ 松商学園高

 2 碓井 涼太(3) 中学    53.27 
ｳｽｲ ﾘｮｳﾀ 長野西部中

 3 橋詰 智也(3) 高校    54.17 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾄﾓﾔ 丸子修学館高

 4 北川 幹太(2) 大学    54.27 
ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾝﾀ 信州大

 5 小矢沢 雄一(2) 高校    54.80 
ｺﾔｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 屋代高

 6 鳥屋 健吾(1) 高校    55.50 
ﾄﾘﾔ ｹﾝｺﾞ 大町高

 7 木内 笙太(1) 高校    55.90 
ｷｸﾁｼｮｳﾀ 岩村田高

 8 立道 国一 一般    56.30 
ﾀﾃﾐﾁ ｸﾆｶｽﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 1 吉冨 和弥 一般    49.22 
ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ﾔﾏﾄﾔ

 2 川上  真弥(3) 高校    49.33 
ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾔ 岩村田高

 3 中平 弘(3) 高校    51.13 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾋﾛﾑ 飯田高

 4 仲谷 龍貴(1) 高校    51.80 
ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ 諏訪二葉高

 5 藤森 未知也(2) 高校    51.81 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ 松商学園高

 6 高沢 深史(2) 高校    52.63 
ﾀｶｻﾜ ﾌｶｼ 長野日大高

 7 川西 翔太(3) 高校    53.29 
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 大町高
久田 涼平(3) 大学
ﾋｻﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 信州大 欠場
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ



予選 9月3日 10:05
決勝 9月3日 14:10

県新              1,48.43
大会新            1,51.19

[ 1組] [ 2組]

 1 長尾 勇希(2) 高校  1,57.34 q 1 手塚 将弥(3) 中学  2,00.83 q
ﾅｶﾞｵ ﾕｳｷ 松商学園高 ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ 中野平中

 2 逢澤 智広 一般  2,01.14 q 2 長谷川 元(2) 高校  2,03.82 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾞﾝ 上田染谷丘高

 3 長谷川 将己(2) 高校  2,03.99 3 宮尾 淳矢 一般  2,06.73 
ﾊｾｶﾞﾜ  ﾏｻｷ 長野高専 ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ 箕輪町陸協

 4 小林 将也(2) 高校  2,04.40 4 高橋 将人(2) 高校  2,07.21 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 北部高 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 市立長野高

 5 氷室 南斗(1) 高校  2,06.76 5 内村 大空(1) 高校  2,07.52 
ﾋﾑﾛ ﾐﾅﾄ 屋代高 ｳﾁﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 北部高

 6 遠藤　崇弘(1) 高校  2,10.68 6 中村 孝樹(1) 高校  2,10.00 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 穂高商業高 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 諏訪二葉高

 7 山川 悟史(2) 高校  2,11.49 7 福島 和真(2) 高校  2,19.15 
ﾔﾏｶﾜ ｻﾄｼ 諏訪二葉高 ﾌｸｼﾏ ｶｽﾞﾏ 東御清翔高

 8 宮尾 和希(2) 高校  2,26.16 8 林 孝行 一般  2,41.10 
ﾐﾔｵ ｶｽﾞｷ 更級農業高 ﾊﾔｼ ﾀｶﾕｷ 信大こまくさAC

 9 三島 太成(2) 中学  2,26.55 
ﾐｼﾏ ﾀｲｾｲ 鉢盛中

[ 3組] [ 4組]

 1 白鳥 敦(1) 大学  2,00.27 q 1 小林 祐也(3) 高校  2,02.29 
ｼﾛﾄﾘ ｱﾂｼ 信州大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 上田東高

 2 箕浦 広志(2) 高校  2,01.25 q 2 村瀬 崚(3) 中学  2,07.07 
ﾐﾉｳﾗｺｵｼ 長野吉田高 ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 梓川中

 3 伊東 大樹(2) 高校  2,06.91 3 高松 大也(2) 高校  2,08.75 
ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 東海大三高 ﾀｶﾏﾂ ﾏｻﾔ 長野吉田高

 4 飯森 淳哉(2) 高校  2,08.88 4 阪田 健斗(1) 高校  2,09.92 
ｲｲﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 長野東高 ｻｶﾀ ｹﾝﾄ 丸子修学館高

 5 花里 礼央真(1) 高校  2,09.16 5 宮澤 清悟(1) 高校  2,12.12 
ﾊﾅｻﾞﾄﾚｵﾏ 岩村田高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 諏訪二葉高

 6 手塚 寿利 一般  2,09.63 6 島田 竜輔(2) 高校  2,12.79 
ﾃﾂﾞｶ  ﾋｻﾄｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 長野東高

 7 篠塚 大樹(2) 高校  2,16.34 7 薛 玄太郎(2)  2,13.82 
ｼﾉﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 須坂園芸高 ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 北安松川中

 8 齊藤 駿太(2) 中学  2,17.23 小矢沢 雄一(2) 高校
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ 梓川中 ｺﾔｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ 屋代高

[ 5組] [ 6組]

 1 徳武 大起(2) 大学  1,59.16 q 1 曲田 利夫 一般  2,01.43 q
ﾄｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ 松本大 ﾏｶﾞﾘﾀ ﾄｼｵ Do楽ｸﾗﾌﾞT&F

 2 神農 育男(2) 高校  2,04.64 2 滝沢 雄貴(2) 高校  2,03.68 
ｼﾝﾉｳ ｲｸｵ 篠ﾉ井高 ﾀｷｻﾞﾜ  ﾕｳｷ 長野高専

 3 花岡 佳太(2) 高校  2,04.72 3 藤松 楓季(3) 中学  2,06.92 
ﾊﾅｵｶ ｹｲﾀ 上田染谷丘高 ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ 豊科北中

 4 田中 仁悟(1) 高校  2,06.98 4 吉岡 伊吹(1) 高校  2,06.96 
ﾀﾅｶ ｼﾞﾝｺﾞ 諏訪二葉高 ﾖｼｵｶ ｲﾌﾞｷ 更級農業高

 5 佐藤 誠也(1) 高校  2,07.93 5 村田 将斗(1) 高校  2,08.01 
ｻﾄｳ ﾏｻﾔ 市立長野高 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾄ 長野日大高

 6 百瀬 弦(3) 中学  2,11.80 6 高橋 涼太(1) 高校  2,10.69 
ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ 塩尻広陵中 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 豊科高

 7 横山 卓之(2) 高校  2,15.73 7 甘利 優太(3) 中学  2,18.36 
ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 上田高 ｱﾏﾘ ﾕｳﾀ 小諸東中
清水 隆太郎(3) 高校 加藤 智樹(2) 高校
ｼﾐｽﾞﾘｭｳﾀﾛｳ 中野立志館高 ｶﾄｳ ﾄﾓｷ 松商学園高

[ 7組]

 1 北原 悠(1) 高校  2,01.82 q 宮坂 大樹(1) 高校
ｷﾀﾊﾗ  ﾕｳ 長野高専 ﾐﾔｻｶ ﾀﾞｲｷ 屋代高

 2 菊地 航(2) 高校  2,03.48 
ｷｸﾁ ﾜﾀﾙ 野沢南高

 3 碓井 涼太(3) 中学  2,03.74 
ｳｽｲ ﾘｮｳﾀ 長野西部中

 4 橋詰 智也(3) 高校  2,07.83 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾄﾓﾔ 丸子修学館高

 5 藤沢 光(2) 高校  2,08.96 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 須坂高

 6 高橋 流星(1) 高校  2,09.26 
ﾀｶﾊｼ ﾘｭｳｾｲ 小諸商業高

 7 新郷 航希(2) 高校  2,11.99 
ｼﾝｺﾞｳ ｺｳｷ 長野日大高

氏  名 所属名 記録／備考
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



 1 白鳥 敦(1) 大学  1,57.46 
ｼﾛﾄﾘ ｱﾂｼ 信州大

 2 徳武 大起(2) 大学  2,00.21 
ﾄｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ 松本大

 3 手塚 将弥(3) 中学  2,01.24 
ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ 中野平中

 4 長尾 勇希(2) 高校  2,01.29 
ﾅｶﾞｵ ﾕｳｷ 松商学園高

 5 箕浦 広志(2) 高校  2,02.60 
ﾐﾉｳﾗｺｵｼ 長野吉田高

 6 逢澤 智広 一般  2,02.96 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協

 7 曲田 利夫 一般  2,04.80 
ﾏｶﾞﾘﾀ ﾄｼｵ Do楽ｸﾗﾌﾞT&F

 8 北原 悠(1) 高校  2,09.30 
ｷﾀﾊﾗ  ﾕｳ 長野高専

3  9612

2  3519

9  1059

8  9508

4  4087

5  2480

7  8293

6  8203

男子

800m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 9月4日 9:55
決勝 9月4日 13:55

県新              3,38.49
大会新            3,49.89

[ 1組] [ 2組]

 1 佐藤 隆史 一般  4,18.58 Q 1 岡村 卓也(2) 高校  4,14.22 Q
ｻﾄｳ ﾀｶｼ 千曲市陸協 ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 丸子修学館高

 2 田村 大和(4)  4,19.48 Q 2 小長谷 祥治(3) 大学  4,17.98 Q
ﾀﾑﾗ ﾔﾏﾄ 長野大 ｺﾅｶﾞﾔ ﾖｼﾊﾙ 信州大

 3 竹前 守貴(2) 高校  4,21.31 3 筒井 将斗(2) 高校  4,18.02 
ﾀｹﾏｴ ﾓﾘﾀｶ 長野日大高 ﾂﾂｲ ﾏｻﾄ 東海大三高

 4 小林 弘明(2) 高校  4,21.58 4 宮島 智洋(2) 高校  4,19.78 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 小諸高 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 諏訪二葉高

 5 細田 達也(3) 中学  4,24.40 5 村澤 陽介 一般  4,20.81 
ﾎｿﾀﾞ ﾀﾂﾔ 戸倉上山田中 ﾑﾗｻﾜ ﾖｳｽｹ 長野市陸協

 6 依田 航太郎(3) 中学  4,27.94 6 小林 祐太(1) 高校  4,23.41 
ﾖﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 芦原中 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾀ 上田西高

 7 加藤 航太(1) 高校  4,29.21 7 西沢晃佑(3)  4,24.64 
ｶﾄｳ ｺｳﾀ 伊那北高 ﾆｼｻﾞﾜｺｳｽｹ 川中島中

 8 市川 武 一般  4,30.07 8 神農 育男(2) 高校  4,25.77 
ｲﾁｶﾜ ﾀｹｼ 長野日本無線 ｼﾝﾉｳ ｲｸｵ 篠ﾉ井高

 9 百瀬 弦(3) 中学  4,31.51 9 小林 勝太(3) 高校  4,26.54 
ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ 塩尻広陵中 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 上田東高

10 薛 玄太郎(2)  4,36.26 10 冨井 一輝(3) 高校  4,27.60 
ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 北安松川中 ﾄﾐｲｶｽﾞｷ 中野立志館高

11 渋沢 敦也(1) 高校  4,36.99 11 高橋 涼太(1) 高校  4,28.27 
ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾂﾔ 長野吉田高 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 豊科高

12 塩嶋 耕平(2) 高校  4,37.43 12 峯村 直樹(2) 高校  4,33.20 
ｼｵｼﾞﾏ  ｺｳﾍｲ 長野高専 ﾐﾈﾑﾗ ﾅｵｷ 須坂園芸高

13 牛山 颯太(3) 中学  4,40.85 13 加藤 智樹(2) 高校  4,33.22 
ｳｼﾔﾏ ｿｳﾀ 豊科北中 ｶﾄｳ ﾄﾓｷ 松商学園高

14 山田 恭平 一般  4,43.26 14 上田 星矢(3) 中学  4,34.00 
ﾔﾏﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 松本自衛隊 ｳｴﾀﾞ ｾｲﾔ 鉢盛中

15 三島 太成(2) 中学  4,43.88 15 野瀬 雅史(2) 中学  4,40.78 
ﾐｼﾏ ﾀｲｾｲ 鉢盛中 ﾉｾ ﾏｻﾌﾐ 梓川中

16 望月 涼介(3) 中学  4,54.44 16 大月 海世(1) 中学  4,42.71 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 御代田中 ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 明科中

17 内田 祐介(3) 高校  5,12.26 17 木村 貴峰 一般  4,46.42 
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ 更級農業高 ｷﾑﾗ ﾀｶﾈ 千曲市陸協
加藤 真彰(2) 大学 18 細井 奨太(3) 中学  4,49.20 
ｶﾄｳ ﾏｻｱｷ 信州大 ﾎｿｲ ｼｮｳﾀ 豊科北中
關 颯人(2) 中学 宮島 幸太郎(3) 中学
ｾｷ ﾊﾔﾄ 茅野東部中 ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ 上田第二中
日達 勇紀(2) 高校 河原 徹弥(1) 高校
ﾋﾀﾁ ﾕｳｷ 諏訪二葉高 ｶﾜﾊﾗ  ﾃﾂﾔ 長野高専
山田 祐也(1) 高校
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 長野東高
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[ 3組] [ 4組]

 1 小林 祐也(3) 高校  4,09.35 Q 1 村沢 智啓 一般  4,12.48 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 上田東高 ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 千曲市陸協

 2 川俣 隼也(2) 高校  4,09.49 Q 2 降幡 真也(2) 高校  4,13.69 Q
ｶﾜﾏﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 諏訪二葉高 ﾌﾘﾊﾀ ﾏｻﾔ 松商学園高

 3 丸山 修平(1) 高校  4,10.03 q 3 村瀬 崚(3) 中学  4,16.55 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 伊那北高 ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 梓川中

 4 井上 和己(1) 高校  4,16.46 4 水梨 百哉(1) 高校  4,18.60 
ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｷ 東海大三高 ﾐｽﾞﾅｼ ﾓﾓﾔ 長野日大高

 5 二村 航平(3) 中学  4,17.00 5 田畑 雅伸(2) 高校  4,18.80 
ﾆﾑﾗ ｺｳﾍｲ 穂高西中 ﾀﾊﾞﾀ  ﾏｻﾉﾌﾞ 松川高

 6 小林 周平(2) 高校  4,17.03 6 湯澤 亮太(2) 中学  4,20.96 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 市立長野高 ﾕｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 諏訪南中

 7 高橋 亮太(2) 高校  4,19.16 7 田中 大輝(1) 高校  4,21.14 
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 松商学園高 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 長野吉田高

 8 熊井 捷人(1) 中学  4,21.57 8 小沢 健人(2) 高校  4,23.33 
ｸﾏｲ ﾊﾔﾄ 戸倉上山田中 ｺｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾄ 飯田高

 9 小林 功洋(3) 高校  4,22.36 9 藤澤 公宣(2) 高校  4,23.81 
ｺﾊﾞﾔｼｺｳﾖｳ 中野立志館高 ﾌｼﾞｻﾜｷﾐﾉﾌﾞ 中野立志館高

10 原 謙二郎(1) 高校  4,24.28 10 三輪 拳(2) 高校  4,24.40 
ﾊﾗ  ｹﾝｼﾞﾛｳ 松川高 ﾐﾜ ｹﾝ 丸子修学館高

11 藤沢 光(2) 高校  4,26.38 11 小林 大輔(2) 高校  4,24.92 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 須坂高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 上伊那農業高

12 石井 信高(3) 中学  4,29.92 12 山川 悟史(2) 高校  4,30.89 
ｲｼｲ ﾉﾌﾞﾀｶ 豊科北中 ﾔﾏｶﾜ ｻﾄｼ 諏訪二葉高

13 阪田 健斗(1) 高校  4,31.09 13 土屋 望(1) 高校  4,32.73 
ｻｶﾀ ｹﾝﾄ 丸子修学館高 ﾂﾁﾔ ﾉｿﾞﾐ 上田高

14 高松 大也(2) 高校  4,34.32 14 太田 賢斗(3) 中学  4,37.62 
ﾀｶﾏﾂ ﾏｻﾔ 長野吉田高 ｵｵﾀ ｹﾝﾄ 鉢盛中

15 横水 颯太(3) 中学  4,35.28 15 木田 元春(1) 中学  4,40.94 
ﾖｺﾐｽﾞ ｿｳﾀ 鉢盛中 ｷﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ 信濃中

16 宮澤 清悟(1) 高校  4,40.05 16 太田 裕真(1) 中学  4,42.19 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 諏訪二葉高 ｵｵﾀ ﾕｳﾏ 塩尻広陵中

17 駒沢 信二 一般  4,44.16 17 荻原 宏崇(2) 中学  4,43.54 
ｺﾏｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 須坂陸協 ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ 御代田中

18 大川 雄太郎(1) 高校  4,46.90 玉城 柾人(1) 高校
ｵｵｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 篠ﾉ井高 ﾀﾏｷ ﾏｻﾄ 長野東高

19 北原 弘司 一般  4,51.00 竹重 柊作(1) 高校
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｼﾞ 上伊那郡陸協 ﾀｹｼｹﾞ ｼｭｳｻｸ 上田染谷丘高
田中 孝之輔(3) 中学 萩原 徹(4) 大学
ﾀﾅｶ ｺｳﾉｽｹ 明科中 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄｵﾙ 信州大 欠場
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[ 5組] [ 6組]

 1 徳武 大起(2) 大学  4,10.34 Q 1 高橋 直志(2) 高校  4,13.09 Q
ﾄｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ 松本大 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｼ 大町高

 2 利根川 裕雄 一般  4,11.44 Q 2 小林 巧(3) 高校  4,13.86 Q
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 下諏訪向陽高

 3 山﨑 佑太郎 一般  4,11.57 q 3 清水 文人(3) 大学  4,14.33 q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 大町市陸協 ｼﾐｽﾞ ﾌﾐﾋﾄ 信州大

 4 山岸 雄気(2) 高校  4,16.93 4 逢澤 智広 一般  4,15.67 
ﾔﾏｷﾞｼﾕｳｷ 中野立志館高 ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協

 5 湯本 耕平(1) 高校  4,18.85 5 箕浦 広志(2) 高校  4,16.40 
ﾕﾓﾄ ｺｳﾍｲ 長野日大高 ﾐﾉｳﾗｺｵｼ 長野吉田高

 6 青木 友亮(2) 高校  4,24.21 6 諏訪 琢眞(4) 一般  4,20.41 
ｱｵｷ ﾕｳｽｹ 松商学園高 ｽﾜ ﾀｸﾏ 長野高専

 7 笹沢 大地(1) 高校  4,25.20 7 田中 仁悟(1) 高校  4,20.81 
ｻｻｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 丸子修学館高 ﾀﾅｶ ｼﾞﾝｺﾞ 諏訪二葉高

 8 細田 敦也(3) 中学  4,26.11 8 半田 勇貴(2) 高校  4,21.54 
ﾎｿﾀﾞ ｱﾂﾔ 戸倉上山田中 ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 屋代高

 9 矢崎 佑喜(1) 高校  4,32.19 9 遠藤 千有(1) 高校  4,23.91 
ﾔｻﾞｷ ﾕｳｷ 下諏訪向陽高 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁﾕｳ 上伊那農業高

10 滝澤 将弥(2) 高校  4,33.69 10 篠塚 大樹(2) 高校  4,25.40 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 上田染谷丘高 ｼﾉﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 須坂園芸高

11 中村 祐太(1) 中学  4,33.95 11 小林 隼人 中学  4,26.68 
ﾅｶﾑﾗ  ﾕｳﾀ 坂城中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 木祖中

12 佐藤 大(2) 高校  4,35.85 12 小林海仁(1)  4,28.37 
ｻﾄｳ ﾏｻﾙ 須坂東高 ｺﾊﾞﾔｼｶｲﾄ 川中島中

13 柳澤 佑丞(1) 高校  4,36.43 13 徳竹 昴紀(2) 高校  4,31.71 
ﾔﾅｷﾞｻﾜﾕｳｽｹ 岩村田高 ﾄｸﾀｹｺｳｷ 中野立志館高

14 宮坂 彰吾(2) 高校  4,38.95 14 雨宮 慎一郎(2) 高校  4,32.70 
ﾐﾔｻｶ ｼｮｳｺﾞ 諏訪二葉高 ｱﾒﾐﾔ ｼﾝｲﾁﾛｳ 諏訪実業高

15 平林 公一(1) 高校  4,38.97 15 脇坂 拓馬(3) 中学  4,33.19 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 上田高 ﾜｷｻﾞｶ ﾀｸﾏ 小諸JEC

16 横山 諒(2) 高校  4,48.87 16 川野 晴也(3) 中学  4,39.09 
ﾖｺﾔﾏ  ﾘｮｳ 長野高専 ｶﾜﾉ ﾊﾙﾔ 櫻ヶ岡中

17 関 孝志(3) 高校  4,56.70 17 矢沢  直 高校  4,40.06 
ｾｷ ﾀｶｼ 更級農業高 ﾔｻﾞﾜ  ｽﾅｵ 松川高
山下 大吾(3) 中学 18 齊藤 駿太(2) 中学  4,40.08 
ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｺﾞ 鉢盛中 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ 梓川中
上野 隆太 一般 満澤 崇央(1) 高校
ｳｴﾉ ﾘｭｳﾀ 長野市陸協 ﾐﾂｻﾞﾜ ﾀｶﾋｻ 長野東高

武藤 壮平(3) 中学
ﾑﾄｳ ｿｳﾍｲ 豊科北中

 1 小林 巧(3) 高校  4,04.46 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 下諏訪向陽高

 2 佐藤 隆史 一般  4,04.50 
ｻﾄｳ ﾀｶｼ 千曲市陸協

 3 利根川 裕雄 一般  4,07.01 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ

 4 降幡 真也(2) 高校  4,07.62 
ﾌﾘﾊﾀ ﾏｻﾔ 松商学園高

 5 村沢 智啓 一般  4,08.40 
ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 千曲市陸協

 6 小林 祐也(3) 高校  4,08.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 上田東高

 7 清水 文人(3) 大学  4,11.10 
ｼﾐｽﾞ ﾌﾐﾋﾄ 信州大

 8 岡村 卓也(2) 高校  4,11.24 
ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 丸子修学館高

 9 高橋 直志(2) 高校  4,11.27 
ﾀｶﾊｼ ﾅｵｼ 大町高

10 徳武 大起(2) 大学  4,12.41 
ﾄｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ 松本大

11 山﨑 佑太郎 一般  4,12.42 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 大町市陸協

12 小長谷 祥治(3) 大学  4,16.06 
ｺﾅｶﾞﾔ ﾖｼﾊﾙ 信州大

13 川俣 隼也(2) 高校  4,23.44 
ｶﾜﾏﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 諏訪二葉高
田村 大和(4)
ﾀﾑﾗ ﾔﾏﾄ 長野大
丸山 修平(1) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 伊那北高
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決勝 9月3日 15:55

県新             13,21.49
大会新           14,23.20

[ 1組]

 1 細川 翔太郎(1) 高校 15,29.43 上野 泰暢(3)
ﾎｿｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 大町高 ｳｴﾉ ﾋﾛﾉﾌﾞ 臼田高

 2 玉城 柾人(1) 高校 15,41.46 小林 桂太(3) 高校
ﾀﾏｷ ﾏｻﾄ 長野東高 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 須坂東高

 3 筒井 将斗(2) 高校 15,50.12 齋藤 拓弥 一般
ﾂﾂｲ ﾏｻﾄ 東海大三高 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾔ 松本自衛隊

 4 原 謙二郎(1) 高校 15,54.12 浦野 裕之 一般
ﾊﾗ  ｹﾝｼﾞﾛｳ 松川高 ｳﾗﾉ ﾋﾛﾕｷ 北安曇陸協

 5 山崎 隆司(3) 大学 15,56.52 田中 章浩 一般
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳｼﾞ 信州大 ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾛ 長野電子

 6 青柳 貴則 一般 15,56.96 日達 勇紀(2) 高校
ｱｵﾔｷﾞ ﾀｶﾉﾘ 松本自衛隊 ﾋﾀﾁ ﾕｳｷ 諏訪二葉高

 7 満澤 崇央(1) 高校 15,59.83 大日方 孝輝(1) 高校
ﾐﾂｻﾞﾜ ﾀｶﾋｻ 長野東高 ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｷ 長野日大高

 8 大久保 貴志 一般 16,03.67 笠原 舟(2) 高校
ｵｵｸﾎﾞ ﾀｶｼ 長野市陸協 ｶｻﾊﾗ ｼｭｳ 上伊那農業高

 9 山岸 将也(2) 高校 16,08.39 佐々木 跡武 一般
ﾔﾏｷﾞｼ   ﾏｻﾔ 上田西高 ｻｻｷ ｱﾄﾑ ｼﾞｪﾙﾓ

10 小木曽 静波(1) 高校 16,12.04 
ｵｷﾞｿ ｾｲﾊ 上伊那農業高

11 清水 優 一般 16,12.70 
ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾙ 小諸市陸協

12 高橋 悠平(1) 高校 16,17.63 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾍｲ 東海大三高

13 香月 利文 一般 16,20.58 
ｶﾂｷ ﾄｼﾌﾐ 松本自衛隊

14 小倉 拓未 一般 16,22.56 
ｵｸﾞﾗ ﾀｸﾐ 松本自衛隊

15 鎌倉 洋介 一般 16,24.11 
ｶﾏｸﾗ ﾖｳｽｹ 北安曇陸協

16 丸山 信一 一般 16,25.10 
ﾏﾙﾔﾏ ｼﾝｲﾁ 箕輪町陸協

17 田畑 雅伸(2) 高校 16,26.60 
ﾀﾊﾞﾀ  ﾏｻﾉﾌﾞ 松川高

18 名取 将大(1) 高校 16,33.16 
ﾅﾄﾘ ﾏｻﾋﾛ 東海大三高

19 堀内 俊希(2) 高校 16,36.22 
ﾎﾘｳﾁ ﾄｼｷ 上伊那農業高

20 金澤 雅文 一般 16,41.23 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ 松本自衛隊

21 中村 純和 一般 16,43.94 
ﾅｶﾑﾗ ｽﾐｶｽﾞ 塩尻市陸協

22 峯村 直樹(2) 高校 16,45.11 
ﾐﾈﾑﾗ ﾅｵｷ 須坂園芸高

23 湯本 修平(3) 高校 16,45.92 
ﾕﾓﾄ ｼｭｳﾍｲ 長野日大高

24 榛葉 雄大 一般 16,47.46 
ｼﾝﾊ ﾀｹﾋﾛ 昭和電工大町

25 小林 勝太(3) 高校 16,48.36 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 上田東高

26 比嘉 良侑 一般 16,52.16 
ﾋｶﾞ ﾖｼﾕｷ 松本自衛隊

27 赤羽 晋冶(2) 高校 16,53.40 
ｱｶﾊﾈ ｼﾝｼﾞ 松本県ヶ丘高

28 北 晶文 一般 16,57.02 
ｷﾀ ｱｷﾌﾐ 松本自衛隊

29 渡辺 祥一 一般 16,58.61 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ 松本自衛隊

30 土屋 望(1) 高校 17,10.09 
ﾂﾁﾔ ﾉｿﾞﾐ 上田高

31 早川 翼(4) 大学 17,20.50 
ﾊﾔｶﾜ ﾂﾊﾞｻ 信州大

32 原田 友則 一般 17,43.59 
ﾊﾗﾀ ﾄﾓﾉﾘ 松本自衛隊

33 赤嶺 正己 一般 17,43.70 
ｱｶﾐﾈ ﾏｻﾐ 松本自衛隊

34 小桂 重徳(4) 大学 17,49.15 
ｺｶﾞﾂﾗ ｼｹﾞﾄｸ 信州大

35 平林 公一(1) 高校 17,59.58 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 上田高

36 柳澤 佑丞(1) 高校 18,11.63 
ﾔﾅｷﾞｻﾜﾕｳｽｹ 岩村田高
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[ 2組]

 1 利根川 裕雄 一般 14,52.20 萩原 徹(4) 大学
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄｵﾙ 信州大

 2 牛山 純一 一般 14,55.07 寺島 慧悟 一般
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 諏訪南PC ﾃﾗｼﾏ ｹｲｺﾞ 長野市陸協

 3 平田 和也 一般 14,55.96 土屋秀徳 一般
ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾔ 長野市陸協 ﾂﾁﾔﾋﾃﾞﾉﾘ 上田市陸協

 4 松野 淳司 一般 15,01.50 村沢 智啓 一般
ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 塩尻市陸協 ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 千曲市陸協

 5 北沢正親 一般 15,12.02 加藤 真彰(2) 大学
ｷﾀｻﾞﾜﾏｻﾁｶ 上田市陸協 ｶﾄｳ ﾏｻｱｷ 信州大

 6 小林正典 一般 15,12.50 
ｺﾊﾞﾔｼﾏｻﾉﾘ 上田市陸協

 7 原 武司 一般 15,13.93 
ﾊﾗ ﾀｹｼ 下伊那郡陸協

 8 吉見 悠斗(3) 高校 15,17.36 
ﾖｼﾐ ﾕｳﾄ 長野日大高

 9 西沢 紀元 一般 15,20.06 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾓﾄ 大町市陸協

10 柳沢 瑞樹 一般 15,20.59 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｽﾞｷ 須坂陸協

11 長谷川 久嗣 一般 15,32.90 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｻﾂｸﾞ 上水内陸協

12 佐藤 隆史 一般 15,35.02 
ｻﾄｳ ﾀｶｼ 千曲市陸協

13 後沢 広大(3) 高校 15,37.36 
ｺﾞｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 飯田高

14 塩原 大 一般 15,42.38 
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲ 松本市陸協

15 降幡 真也(2) 高校 15,46.94 
ﾌﾘﾊﾀ ﾏｻﾔ 松商学園高

16 西澤 悟志 一般 15,47.60 
ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ 山二発條

17 高木 孝亮(3) 大学 15,48.34 
ﾀｶｷﾞ ｺｳｽｹ 信州大

18 山田 祐也(1) 高校 15,52.09 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 長野東高

19 鈴木 昌幸 一般 15,52.53 
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ ｼﾞｪﾙﾓ

20 百瀬 永吉 一般 15,56.57 
ﾓﾓｾ ﾅｶﾞﾖｼ 松本市陸協

21 山﨑 佑太郎 一般 16,00.21 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 大町市陸協

22 金児 夏希(1) 高校 16,06.32 
ｶﾈｺ ﾅﾂｷ 長野日大高

23 松村 健一 一般 16,06.74 
ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 下伊那郡陸協

24 細田 勇一 一般 16,11.85 
ﾎｿﾀﾞ  ﾕｳｲﾁ 上伊那郡陸協

25 大村 一 一般 16,20.37 
ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 塩尻市役所

26 北村 健(3) 大学 16,22.19 
ｷﾀﾑﾗ ﾀｹｼ 松本大

27 玉井 大士(3) 高校 16,30.55 
ﾀﾏｲ ﾀｲｼ 長野日大高

28 小口 秀哉 16,35.95 
ｵｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾔ 下諏訪町体協
早野 吉信 一般
ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 下伊那郡陸協
小長谷 祥治(3) 大学
ｺﾅｶﾞﾔ ﾖｼﾊﾙ 信州大
小林 巧(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 下諏訪向陽高
笹崎 慎一 一般
ｻｻｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ 南佐久郡陸協
羽川 英一 一般
ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ 松本市陸協
池田 大作 一般
ｲｹﾀﾞ  ﾀﾞｲｻｸ 上伊那郡陸協
宮本 泰佑(3) 高校
ﾐﾔﾓﾄ ﾀｲｽｹ 長野日大高
松久哲治 一般
ﾏﾂﾋｻﾃﾂﾊﾙ 上田市陸協
清沢 創一(4) 大学
ｷﾖｻﾜ ｿｳｲﾁ 東京学芸大
折井 正幸 一般
ｵﾘｲ ﾏｻﾕｷ 飯田市陸協
前澤 利弥 一般
ﾏｴｻﾞﾜ ﾄｼﾔ 飯田市陸協
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   1 利根川 裕雄 一般 ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ   14,52.20  2  1
   2 牛山 純一 一般 諏訪南PC   14,55.07  2  2
   3 平田 和也 一般 長野市陸協   14,55.96  2  3
   4 松野 淳司 一般 塩尻市陸協   15,01.50  2  4
   5 北沢正親 一般 上田市陸協   15,12.02  2  5
   6 小林正典 一般 上田市陸協   15,12.50  2  6
   7 原 武司 一般 下伊那郡陸協   15,13.93  2  7
   8 吉見 悠斗(3) 高校 長野日大高   15,17.36  2  8
   9 西沢 紀元 一般 大町市陸協   15,20.06  2  9
  10 柳沢 瑞樹 一般 須坂陸協   15,20.59  2 10
  11 細川 翔太郎(1) 高校 大町高   15,29.43  1  1
  12 長谷川 久嗣 一般 上水内陸協   15,32.90  2 11
  13 佐藤 隆史 一般 千曲市陸協   15,35.02  2 12
  14 後沢 広大(3) 高校 飯田高   15,37.36  2 13
  15 玉城 柾人(1) 高校 長野東高   15,41.46  1  2
  16 塩原 大 一般 松本市陸協   15,42.38  2 14
  17 降幡 真也(2) 高校 松商学園高   15,46.94  2 15
  18 西澤 悟志 一般 山二発條   15,47.60  2 16
  19 高木 孝亮(3) 大学 信州大   15,48.34  2 17
  20 筒井 将斗(2) 高校 東海大三高   15,50.12  1  3
  21 山田 祐也(1) 高校 長野東高   15,52.09  2 18
  22 鈴木 昌幸 一般 ｼﾞｪﾙﾓ   15,52.53  2 19
  23 原 謙二郎(1) 高校 松川高   15,54.12  1  4
  24 山崎 隆司(3) 大学 信州大   15,56.52  1  5
  25 百瀬 永吉 一般 松本市陸協   15,56.57  2 20
  26 青柳 貴則 一般 松本自衛隊   15,56.96  1  6
  27 満澤 崇央(1) 高校 長野東高   15,59.83  1  7
  28 山﨑 佑太郎 一般 大町市陸協   16,00.21  2 21
  29 大久保 貴志 一般 長野市陸協   16,03.67  1  8
  30 金児 夏希(1) 高校 長野日大高   16,06.32  2 22
  31 松村 健一 一般 下伊那郡陸協   16,06.74  2 23
  32 山岸 将也(2) 高校 上田西高   16,08.39  1  9
  33 細田 勇一 一般 上伊那郡陸協   16,11.85  2 24
  34 小木曽 静波(1) 高校 上伊那農業高   16,12.04  1 10
  35 清水 優 一般 小諸市陸協   16,12.70  1 11
  36 高橋 悠平(1) 高校 東海大三高   16,17.63  1 12
  37 大村 一 一般 塩尻市役所   16,20.37  2 25
  38 香月 利文 一般 松本自衛隊   16,20.58  1 13
  39 北村 健(3) 大学 松本大   16,22.19  2 26
  40 小倉 拓未 一般 松本自衛隊   16,22.56  1 14
  41 鎌倉 洋介 一般 北安曇陸協   16,24.11  1 15
  42 丸山 信一 一般 箕輪町陸協   16,25.10  1 16
  43 田畑 雅伸(2) 高校 松川高   16,26.60  1 17
  44 玉井 大士(3) 高校 長野日大高   16,30.55  2 27
  45 名取 将大(1) 高校 東海大三高   16,33.16  1 18
  46 小口 秀哉 下諏訪町体協   16,35.95  2 28
  47 堀内 俊希(2) 高校 上伊那農業高   16,36.22  1 19
  48 金澤 雅文 一般 松本自衛隊   16,41.23  1 20
  49 中村 純和 一般 塩尻市陸協   16,43.94  1 21
  50 峯村 直樹(2) 高校 須坂園芸高   16,45.11  1 22
  51 湯本 修平(3) 高校 長野日大高   16,45.92  1 23
  52 榛葉 雄大 一般 昭和電工大町   16,47.46  1 24
  53 小林 勝太(3) 高校 上田東高   16,48.36  1 25
  54 比嘉 良侑 一般 松本自衛隊   16,52.16  1 26
  55 赤羽 晋冶(2) 高校 松本県ヶ丘高   16,53.40  1 27
  56 北 晶文 一般 松本自衛隊   16,57.02  1 28
  57 渡辺 祥一 一般 松本自衛隊   16,58.61  1 29
  58 土屋 望(1) 高校 上田高   17,10.09  1 30
  59 早川 翼(4) 大学 信州大   17,20.50  1 31
  60 原田 友則 一般 松本自衛隊   17,43.59  1 32
  61 赤嶺 正己 一般 松本自衛隊   17,43.70  1 33
  62 小桂 重徳(4) 大学 信州大   17,49.15  1 34
  63 平林 公一(1) 高校 上田高   17,59.58  1 35
  64 柳澤 佑丞(1) 高校 岩村田高   18,11.63  1 36
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県新             27,51.65
大会新           29,57.70

 1 松野 淳司 一般 30,49.36 原田 優一郎 一般
ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 塩尻市陸協 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 松本市陸協

 2 牛山 純一 一般 31,09.63 松久哲治 一般
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 諏訪南PC ﾏﾂﾋｻﾃﾂﾊﾙ 上田市陸協

 3 平田 和也 一般 31,12.20 佐々木 跡武 一般
ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾔ 長野市陸協 ｻｻｷ ｱﾄﾑ ｼﾞｪﾙﾓ

 4 原 武司 一般 31,25.60 大野修 一般
ﾊﾗ ﾀｹｼ 下伊那郡陸協 ｵｵﾉｵｻﾑ 上田市陸協

 5 利根川 裕雄 一般 31,47.46 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ

 6 柳沢 瑞樹 一般 31,56.83 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｽﾞｷ 須坂陸協

 7 早野 吉信 一般 32,03.88 
ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 下伊那郡陸協

 8 長谷川 久嗣 一般 32,09.91 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｻﾂｸﾞ 上水内陸協

 9 青木　雅史 一般 32,20.76 
ｱｵｷ ﾏｻｼ 長野市陸協

10 寺島 慧悟 一般 32,43.68 
ﾃﾗｼﾏ ｹｲｺﾞ 長野市陸協

11 鈴木 昌幸 一般 32,49.52 
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾕｷ ｼﾞｪﾙﾓ

12 松村 健一 一般 32,51.47 
ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 下伊那郡陸協

13 岩渕 良平(5) 大学 32,52.17 
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 信州大

14 西澤 悟志 一般 32,58.88 
ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ 山二発條

15 百瀬 永吉 一般 33,00.20 
ﾓﾓｾ ﾅｶﾞﾖｼ 松本市陸協

16 関 喜昭 一般 33,09.08 
ｾｷ ﾖｼｱｷ 松本自衛隊

17 北村 健(3) 大学 33,36.16 
ｷﾀﾑﾗ ﾀｹｼ 松本大

18 澤渡 知成 一般 33,55.83 
ｻﾜﾄﾞ ﾄﾓﾅﾘ 長野市陸協

19 松山 克敏 一般 34,11.69 
ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那郡陸協

20 秋山 勝美 一般 34,14.06 
ｱｷﾏﾔ ｶﾂﾐ 長野市陸協

21 大村 一 一般 34,19.88 
ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 塩尻市役所

22 江平隆司 一般 34,29.46 
ｴﾋﾗﾘｭｳｼﾞ 上田市陸協

23 徳武 雄次郎 一般 34,48.21 
ﾄｸﾀｹ ﾕｳｼﾞﾛｳ 長野市陸協

24 石倉 広尚(4) 大学 35,19.40 
ｲｼｸﾗ ﾋﾛﾀｶ 松本大

25 松本 丈明 一般 35,26.02 
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｹｱｷ 長野市陸協

26 原田 友則 一般 35,42.70 
ﾊﾗﾀ ﾄﾓﾉﾘ 松本自衛隊

27 荒井 賢也(3) 高校 35,44.68 
ｱﾗｲ ｹﾝﾔ 丸子修学館高

28 市川 武 一般 36,49.83 
ｲﾁｶﾜ ﾀｹｼ 長野日本無線

29 山梨 紘一郎 一般 36,54.95 
ﾔﾏﾅｼ ｺｳｲﾁﾛｳ 飯田市陸協

30 木村 貴峰 一般 37,22.20 
ｷﾑﾗ ﾀｶﾈ 千曲市陸協

31 山本 朗 一般 37,38.56 
ﾔﾏﾓﾄ ｱｷﾗ 長野市陸協
折井 正幸 一般
ｵﾘｲ ﾏｻﾕｷ 飯田市陸協
田中 章浩 一般
ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾛ 長野電子
内川 隆 一般
ｳﾁｶﾜ ﾀｶｼ 安曇野陸協
前澤 利弥 一般
ﾏｴｻﾞﾜ ﾄｼﾔ 飯田市陸協
羽川 英一 一般
ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ 松本市陸協

欠場
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欠場
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予選 9月4日 13:15
決勝 9月4日 14:30

県新                14.09
大会新              14.38

[ 1組] 風速 -2.5 [ 2組] 風速 -0.4

 1 中島 瑞樹(1) 高校    16.06 Q 1 中嶋 友也 一般    16.72 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 飯田高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 2 木村 大樹(3) 大学    16.70 Q 3 寺島 翔太(2) 高校    18.15 
ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 信州大 ﾃﾗｼﾏ ｼｮｳﾀ 大町高

 3 松井 岳(2) 高校    17.02 q 4 中山 雄太(1) 高校    18.95 
ﾏﾂｲ ﾀｹｼ 大町高 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 長野吉田高

 4 岡田 英希(1) 高校    17.79 q 5 小宮山 美毅(2) 高校    19.75 
ｵｶﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ 松川高 ｺﾐﾔﾏ ﾖｼｷ 上田千曲高

 5 望月　康平(2) 高校    18.47 赤羽 巧(2) 大学
ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ 穂高商業高 ｱｶﾊﾈ ﾀｸﾐ 名古屋大

 6 宮下 空(2) 高校    20.42 
ﾐﾔｼﾀ ｿﾗ 上田千曲高

 7 大木 健弘(2) 高校    20.54 
ｵｵｷ ﾀｹﾋﾛ 小諸高

[ 3組] 風速 -3.9

 1 東山 由輝(3) 高校    15.33 Q
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾖｼｷ 岩村田高

 2 今井 美靖(3) 高校    17.49 Q
ｲﾏｲ ﾖｼﾔｽ 田川高

 3 竹内 一弘 一般    18.62 
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ Dream.A.C

 4 内堀 和輝(2) 高校    18.80 
ｳﾁﾎﾞﾘ ｶｽﾞｷ 小諸高

 5 篠田 匡史(1) 高校    19.31 
ｼﾉﾀﾞ  ﾏｻｼﾞ 松川高

 6 和田 昌也(2) 高校    20.28 
ﾜﾀﾞ ﾏｻﾔ 大町高

風速 -1.4

 1 東山 由輝(3) 高校    15.01 
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾖｼｷ 岩村田高

 2 中島 瑞樹(1) 高校    16.20 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 飯田高

 3 今井 美靖(3) 高校    16.41 
ｲﾏｲ ﾖｼﾔｽ 田川高

 4 中嶋 友也 一般    16.44 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 5 松井 岳(2) 高校    17.06 
ﾏﾂｲ ﾀｹｼ 大町高

 6 岡田 英希(1) 高校    17.34 
ｵｶﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ 松川高

 7 寺島 翔太(2) 高校    18.30 
ﾃﾗｼﾏ ｼｮｳﾀ 大町高
木村 大樹(3) 大学
ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 信州大
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順 ﾚｰﾝ No.



予選 9月3日 9:15
決勝 9月3日 15:05

県新                50.53
大会新              52.06

[ 1組] [ 2組]

 1 中村 悠陽(1) 大学    57.02 Q 1 中野 直哉(2) 高校    56.08 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾋ 松本大 ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 長野吉田高

 2 中島 瑞樹(1) 高校    59.19 q 2 小林 英和(1) 高校    57.87 q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 飯田高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高遠高

 3 望月　康平(2) 高校    59.51 3 小澤 司(2) 高校    59.04 q
ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ 穂高商業高 ｵｻﾞﾜ ﾂｶｻ 岩村田高

 4 藤野 竜太(1) 大学    59.82 4 徳武　岳(1) 大学    59.38 
ﾌｼﾞﾉ ﾘｭｳﾀ 信州大 ﾄｸﾀｹ ｶﾞｸ 中京大

 5 佐藤 友哉(2) 高校  1,00.22 5 原 徹雄(2) 大学  1,02.01 
ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 長野西高 ﾊﾗ ﾃﾂｵ 松本大

 6 北澤 孝憲(2) 高校  1,04.76 6 千國 亮(1) 高校  1,04.35 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 東海大三高 ﾁｸﾆ ﾘｮｳ 大町高
上野 星矢(2) 高校 7 内堀 和輝(2) 高校  1,04.49 
ｳｴﾉ ｾｲﾔ 更級農業高 ｳﾁﾎﾞﾘ ｶｽﾞｷ 小諸高
竹内 一弘 一般 8 根岸 諒平(2) 高校  1,08.96 
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ Dream.A.C ﾈｷﾞｼ ﾘｮｳﾍｲ 須坂高

[ 3組] [ 4組]

 1 大野 貴弘(2) 大学    56.81 Q 1 奥垣内 将晴(1) 高校    57.47 Q
ｵｵﾉ ﾀｶﾋﾛ 信州大 ｵｸｶﾞｲﾄ ﾏｻﾊﾙ 東海大三高

 2 豊田 利彦 一般    59.44 2 大野 裕紀(1) 大学    58.55 q
ﾄﾖﾀ ﾄｼﾋｺ 信大こまくさAC ｵｵﾉ   ﾋﾛｷ 至学館大

 3 松井 岳(2) 高校    59.94 3 北川 幹太(2) 大学  1,00.02 
ﾏﾂｲ ﾀｹｼ 大町高 ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾝﾀ 信州大

 4 小島 将貴(1) 大学  1,00.85 4 三井 一真(2) 高校  1,01.15 
ｺｼﾞﾏ ﾏｻｷ 松本大 ﾐﾂｲ ｶｽﾞﾏ 長野高

 5 渡邉 嘉哉(1) 高校  1,04.85 5 近藤 遼弥(1) 大学  1,01.45 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾔ 小諸高 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾔ 松本大

 6 轟 太地(1) 高校  1,05.84 6 清水 尭(2) 高校  1,02.73 
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾀｲﾁ 須坂高 ｼﾐｽﾞ ﾀｹﾙ 野沢南高
水越 健輔(2) 高校 7 櫻井 慎之介(1) 高校  1,09.43 
ﾐｽﾞｺｼ ｹﾝｽｹ 長野日大高 ｻｸﾗｲ ｼﾝﾉｽｹ 上田千曲高

 1 大野 貴弘(2) 大学    54.70 
ｵｵﾉ ﾀｶﾋﾛ 信州大

 2 中野 直哉(2) 高校    54.71 
ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 長野吉田高

 3 中村 悠陽(1) 大学    56.29 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾋ 松本大

 4 奥垣内 将晴(1) 高校    56.81 
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾏｻﾊﾙ 東海大三高

 5 大野 裕紀(1) 大学    56.91 
ｵｵﾉ   ﾋﾛｷ 至学館大

 6 小林 英和(1) 高校    57.60 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高遠高

 7 小澤 司(2) 高校    59.60 
ｵｻﾞﾜ ﾂｶｻ 岩村田高

 8 中島 瑞樹(1) 高校    59.82 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 飯田高
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決勝 9月3日 12:45

県新              8,48.56
大会新            9,03.00

[ 1組] [ 2組]

 1 小山 玄(2) 高校 10,36.47 1 北原 弘司 一般  9,41.21 
ｺﾔﾏ ﾋｶﾙ 長野高 ｷﾀﾊﾗ ｺｳｼﾞ 上伊那郡陸協

 2 黒岩 祐一郎(2) 高校 10,46.99 2 岡村 卓也(2) 高校  9,45.02 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 長野高 ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 丸子修学館高

 3 田中 求(2) 高校 10,48.90 3 伊藤 匡(2) 高校 10,00.46 
ﾀﾅｶ ﾓﾄﾑ 長野高 ｲﾄｳ ﾏｻｼ 飯田高

 4 小矢沢 龍二(1) 高校 10,56.20 4 北原 崇志 一般 10,01.78 
ｺﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 長野高 ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 上伊那郡陸協

 5 丸山 和己(1) 高校 10,57.41 5 宮澤 留以(2) 高校 10,02.10 
ﾏﾙﾔﾏ  ｶｽﾞｷ 須坂東高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 飯田高

 6 湯本 将矢(2) 高校 10,58.57 6 山田 雄司 一般 10,09.90 
ﾕﾓﾄ ﾏｻﾔ 松商学園高 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 長野市陸協

 7 松下 治正(1) 高校 11,15.48 7 石倉 広尚(4) 大学 10,13.65 
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾏｻ 小諸高 ｲｼｸﾗ ﾋﾛﾀｶ 松本大

 8 横山 卓之(2) 高校 11,21.87 8 笠原 祥多(3) 高校 10,20.16 
ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 上田高 ｶｻﾊﾗ ｼｮｳﾀ 諏訪二葉高

 9 伊藤 翼(2) 高校 11,36.03 9 小山 拓也(2) 高校 10,20.51 
ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 明科高 ｺﾔﾏ ﾀｸﾔ 長野高

10 安藤 雄真(2) 高校 11,36.84 10 海沼 修平(2) 高校 10,20.94 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 上伊那農業高 ｶｲﾇﾏ ｼｭｳﾍｲ 長野高

11 櫻井 翔平(1) 高校 12,03.54 11 小林 周平(2) 高校 10,28.25 
ｻｸﾗｲ   ｼｮｳﾍｲ 上田西高 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 市立長野高

12 白鳥 克哉(1) 高校 12,05.77 12 福沢 晃泰(2) 高校 10,36.85 
ｼﾛﾄﾘ ｶﾂﾔ 上伊那農業高 ﾌｸｻﾞﾜ ﾃﾙﾔｽ 飯山北高

13 関 孝志(3) 高校 12,19.29 13 荒井 賢也(3) 高校 10,40.28 
ｾｷ ﾀｶｼ 更級農業高 ｱﾗｲ ｹﾝﾔ 丸子修学館高

14 成田 暁(1) 高校 12,25.04 14 笹沢 大地(1) 高校 10,40.52 
ﾅﾘﾀ ｱｷﾗ 須坂高 ｻｻｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 丸子修学館高

15 小田切 祐太(1) 高校 12,51.69 15 小林 弘明(2) 高校 10,58.14 
ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾀ 須坂東高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 小諸高

16 小林 広幸(1) 高校 13,04.84 16 中山 翔太(2) 高校 11,00.40 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 梓川高 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳﾀ 須坂東高
金井 渓(1) 高校 17 藤澤 知之(1) 大学 11,07.65 
ｶﾅｲ  ｹｲ 上田西高 ﾌｼﾞｻﾜ ﾄﾓﾕｷ 松本大
野田 俊輔(1) 高校 宮島 智洋(2) 高校
ﾉﾀﾞ   ｼｭﾝｽｹ 上田西高 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 諏訪二葉高
前島 俊(1) 高校
ﾏｴｼﾞﾏ ｼｭﾝ 長野高
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   1 北原 弘司 一般 上伊那郡陸協    9,41.21  2  1
   2 岡村 卓也(2) 高校 丸子修学館高    9,45.02  2  2
   3 伊藤 匡(2) 高校 飯田高   10,00.46  2  3
   4 北原 崇志 一般 上伊那郡陸協   10,01.78  2  4
   5 宮澤 留以(2) 高校 飯田高   10,02.10  2  5
   6 山田 雄司 一般 長野市陸協   10,09.90  2  6
   7 石倉 広尚(4) 大学 松本大   10,13.65  2  7
   8 笠原 祥多(3) 高校 諏訪二葉高   10,20.16  2  8
   9 小山 拓也(2) 高校 長野高   10,20.51  2  9
  10 海沼 修平(2) 高校 長野高   10,20.94  2 10
  11 小林 周平(2) 高校 市立長野高   10,28.25  2 11
  12 小山 玄(2) 高校 長野高   10,36.47  1  1
  13 福沢 晃泰(2) 高校 飯山北高   10,36.85  2 12
  14 荒井 賢也(3) 高校 丸子修学館高   10,40.28  2 13
  15 笹沢 大地(1) 高校 丸子修学館高   10,40.52  2 14
  16 黒岩 祐一郎(2) 高校 長野高   10,46.99  1  2
  17 田中 求(2) 高校 長野高   10,48.90  1  3
  18 小矢沢 龍二(1) 高校 長野高   10,56.20  1  4
  19 丸山 和己(1) 高校 須坂東高   10,57.41  1  5
  20 小林 弘明(2) 高校 小諸高   10,58.14  2 15
  21 湯本 将矢(2) 高校 松商学園高   10,58.57  1  6
  22 中山 翔太(2) 高校 須坂東高   11,00.40  2 16
  23 藤澤 知之(1) 大学 松本大   11,07.65  2 17
  24 松下 治正(1) 高校 小諸高   11,15.48  1  7
  25 横山 卓之(2) 高校 上田高   11,21.87  1  8
  26 伊藤 翼(2) 高校 明科高   11,36.03  1  9
  27 安藤 雄真(2) 高校 上伊那農業高   11,36.84  1 10
  28 櫻井 翔平(1) 高校 上田西高   12,03.54  1 11
  29 白鳥 克哉(1) 高校 上伊那農業高   12,05.77  1 12
  30 関 孝志(3) 高校 更級農業高   12,19.29  1 13
  31 成田 暁(1) 高校 須坂高   12,25.04  1 14
  32 小田切 祐太(1) 高校 須坂東高   12,51.69  1 15
  33 小林 広幸(1) 高校 梓川高   13,04.84  1 16
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男子

3000mSC             
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録



決勝 9月3日 14:20

県新             19,03.92
大会新           20,18.80

 1 塩島 亮太(2) 高校 22,43.06 
ｼｵｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 豊科高

 2 北原 亮(3) 高校 23,11.45 
ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳ 長野高

 3 佐藤 遼平(1) 大学 23,21.72 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 中部学院大

 4 藤原 純一(2) 高校 23,23.75 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 豊科高

 5 三輪 拳(2) 高校 24,15.17 
ﾐﾜ ｹﾝ 丸子修学館高

 6 坂井 寿成(2) 高校 26,23.45 
ｻｶｲ ﾄｼﾅﾘ 飯田高

 7 金野 泰之(2) 高校 26,41.56 
ｺﾝﾉ ﾔｽﾕｷ 上田染谷丘高

 8 柳澤 優斗(1) 高校 27,46.24 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 上田東高

 9 笠松 浩行(2) 高校 27,51.51 
ｶｻﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ 飯田風越高

10 工藤 拓也(2) 高校 28,06.25 
ｸﾄﾞｳ ﾀｸﾔ 小諸高

11 栗林 拓矢(1) 高校 28,36.92 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 大町高

12 岩井 駿介(2) 高校 29,04.88 
ｲﾜｲ ｼｭﾝｽｹ 飯山北高
山本 裕太(1) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 篠ﾉ井高
井出 龍岳(1) 高校
ｲﾃﾞ ﾀﾂﾀｶ 北佐久農業高
久高 拓馬(1) 大学
ﾋｻﾀｶ ﾀｸﾏ 千葉大
鳥羽 修平(2) 高校
ﾄﾊﾞ ｼｭｳﾍｲ 佐久長聖高
田中 雅喜(2) 高校
ﾀﾅｶ ﾏｻｷ 伊那弥生ヶ丘高
西澤 嵩(1) 高校
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶｼ 東海大三高
内田 祐介(3) 高校
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ 更級農業高
飯塚 義博 一般
ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾋﾛ 上伊那郡陸協

男子

5000mW              5000mW              

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
1010  2542 2542

1919  3108 3108

1313  7032 7032

88  2543 2543

1717  1748 1748

33   588  588

1212  1839 1839

11  1798 1798

1111   607  607

22  1715 1715

55  2085 2085

1414   803  803

44  1371 1371
失格失格

99  1640 1640
失格失格

1515  7029 7029
失格失格

1818  1653 1653
失格失格

2020   440  440
失格失格

66    53   53
欠場欠場

77  2759 2759
欠場欠場

1616  8641 8641
欠場欠場



予選 9月3日 13:35
決勝 9月3日 16:40

県新                40.82
大会新              41.01

[ 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   6 信州大  8295 石原 昌(1)    44.23 Q 1  7 丸子修学館高 1746 小林 将大(2)    43.19 Q

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ｲｼﾊﾗ ﾏｻｼ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ
 8239 大西 輝(2) 1759 柄澤 昌希(3)

ｵｵﾆｼ ｱｷﾗ ｶﾗｻﾜ ﾏｻｷ
 8205 久田 涼平(3) 1752 橋詰 智也(3)

ﾋｻﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ ﾊｼﾂﾞﾒ ﾄﾓﾔ
 8231 村井 将紀(3) 1755 久保川 峻吾(3)

ﾑﾗｲ ﾏｻｷ ｸﾎﾞｶﾜ ｼｭﾝｺﾞ
 2   4 穂高商業高  2123 窪田　五大(2)    45.41 2  9 松川高  536 米山  涼    44.26 q

ﾎﾀｶｼｮｳｷﾞｮｳｺｳ ｸﾎﾞﾀ ｺﾞﾀﾞｲ ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾖﾈﾔﾏ  ﾘｮｳ
 2106 常盤　大智(1)  559 塩沢 直樹(1)

ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ ｼｵｻﾞﾜ  ﾅｵｷ
 2125 青沼　和紀(2)  544 大野 雄哉(2)

ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ ｵｵﾉ  ﾕｳﾔ
 2124 望月　康平(2)  557 岡田 英希(1)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ ｵｶﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ
 3   9 長野高専  3517 仲俣 真宏(2)    45.79 3  5 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 8901 岡本 真平    44.54 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾅｶﾏﾀ  ﾏｻﾋﾛ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ
 3506 岩崎 晴也(2) 9816 内山 幹雄

ｲﾜｻｷ  ﾊﾙﾔ ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ
 3508 吉澤 尚輝(2) 9819 吉田 幹弘

ﾖｼｻﾞﾜ  ﾅｵｷ ﾖｼﾀﾞ ﾐｷﾋﾛ
 3502 清野 雄貴(3) 9108 鈴木 真弘

ｷﾖﾉ  ﾕｳｷ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ
 4   7 須坂高   990 山本　翔太(1)    46.71 4  2 塩尻中 5361 秋山 和範(2)    45.68 

ｽｻﾞｶｺｳ ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ ｼｵｼﾞﾘ ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ
  989 佐藤 大志(1) 5362 矢ケ崎 祐介(2)

ｻﾄｳ ﾀｲｼ ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ
  986 轟 太地(1) 7004 中村 康平(3)

ﾄﾄﾞﾛｷ ﾀｲﾁ ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ
 1004 根岸 諒平(2) 4228 水島 優(3)

ﾈｷﾞｼ ﾘｮｳﾍｲ ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 5   8 御代田中  5199 頼田 竜也(2)    47.07 5  6 北部高 1023 松木 大地(2)    46.04 

ﾐﾖﾀ ﾖﾘﾀ ﾀﾂﾔ ﾎｸﾌﾞｺｳ ﾏﾂｷ ﾀﾞｲﾁ
 5154 栁澤 圭太(3) 1022 郷原 惇(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｱﾂｼ
 5331 西澤 弦也(3) 1029 小林 誠(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ
 5198 荻原 京介(2) 1037 古川 伸一(1)

ｵｷﾞﾊﾗ ｷｮｳｽｹ ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁ
 6   2 須坂園芸高  7028 鈴木 晃(3)    48.02 6  3 篠ﾉ井高 1366 村山 彰太(1)    46.15 

ｽｻﾞｶｴﾝｹﾞｲｺｳ ｽｽﾞｷ ｱｷﾗ ｼﾉﾉｲｺｳ ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ
 7026 今井 健太郎(1) 1365 宮下 仁志(1)

ｲﾏｲ ｹﾝﾀﾛｳ ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ
 7025 吉見 康平(2) 1370 澤登 陸(1)

ﾖｼﾐ ｺｳﾍｲ ｻﾜﾄ ﾘｸ
 7027 倉嶋 豪(1) 1368 北村 健太(1)

ｸﾗｼﾏ ﾀｹｼ ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ
 7   3 丸子北中  4457 小相澤 隆太(2)    51.51 7  8 塩尻広陵中 4968 中野 涼介(3)    46.79 

ﾏﾙｺｷﾀﾁｭｳ ｺｱｲｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ
 4456 大塚 優(2) 4967 関塚 賢悟(3)

ｵｵﾂｶ ｽｸﾞﾙ ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ
 4458 滝澤 豊(2) 4189 檀浦 知樹(3)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾀｶ ﾀﾞﾝﾉｳﾗ ﾄﾓｷ
 4460 栁澤 和基(2) 4190 三村 航輝(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ ﾐﾑﾗ ｺｳｷ
  5 長野西高 8  4 相森中 4519 永池 優斗(1)    51.92 

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ 欠場 ｵｵﾓﾘ ﾅｶﾞｲｹ ﾕｳﾄ
5018 高橋 賢作(2)

ﾀｶﾊｼ ｹﾝｻｸ
4513 小田切 智紀(1)

ｵﾀｷﾞﾘ ﾄﾓｷ
4515 関 太河(1)

ｾｷ ﾀｲｶﾞ

男子

4×100mR

予選 通過基準  5組  1着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4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   8 松商学園高  2477 藤森 未知也(2)    43.03 Q 1  8 松本大 8282 尾崎 翔太(1)    44.69 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｵｻﾞｷ ｼｮｳﾀ
 2488 樋口 克治(1) 8210 赤羽 慎(2)

ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ ｱｶﾊﾈ ｼﾝ
 2478 宮澤 裕輝(2) 8279 中村 悠陽(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾋ
 2494 的場 亮太(1) 8130 松沢 恵佑(3)

ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ
 2   6 屋代高  1453 丸田 弘明(2)    44.90 2  4 大町高 2076 鳥屋 健吾(1)    45.72 

ﾔｼﾛｺｳ ﾏﾙﾀ ﾋﾛｱｷ ｵｵﾏﾁｺｳ ﾄﾘﾔ ｹﾝｺﾞ
 1458 市川 直樹(2) 2067 松井 岳(2)

ｲﾁｶﾜ ﾅｵｷ ﾏﾂｲ ﾀｹｼ
 1455 田玉 巧(2) 2074 五十嵐 靖貴(2)

ﾀﾀﾞﾏ ﾀｸﾐ ｲｶﾞﾗｼ ﾔｽﾀｶ
 1439 井坪 優(1) 2064 寺島 翔太(2)

ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ ﾃﾗｼﾏ ｼｮｳﾀ
 3   2 長野高  1123 塚原 悠輔(2)    47.50 3  6 飯田高  566 横田 祥一(1)    46.16 

ﾅｶﾞﾉｺｳ ﾂｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ ｲｲﾀﾞｺｳ ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ
 1113 鷹野 洋(1)  562 中島 瑞樹(1)

ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ
 1119 小林 丈晃(2)  561 橋爪 孔明(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｱｷ ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ
 1114 吉村 直也(1)  589 宮澤 留以(2)

ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾔ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ
 4   3 望月AC  7038 神田 優人(1)    49.60 4  7 高遠高  374 髙橋 瞬(1)    46.18 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ ﾀｶﾄｵｺｳ ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ
 9842 清水 泰地(2)  378 酒井 弘心(1)

ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ ｻｶｲ ｺｳｼﾝ
 7040 土屋 巧(1)  372 所河 右京(2)

ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ ｼｮｶﾞﾜ ｳｷｮｳ
 9841 藤牧 佑希(3)  379 堺澤 辰弥(1)

ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ ｻｶｲｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
  7 上田高  1775 小池 貴博(2) 5  2 上田東高 1828 柳澤 仁弥(2)    47.00 

ｳｴﾀﾞｺｳ ｺｲｹ ﾀｶﾋﾛ 失格 ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾞﾝﾔ
 1777 小柳 博雅(1) 1826 藤原 誠(2)

ｵﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾏｻ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ
 1779 平林 公一(1) 1796 矢ヶ崎 奨(1)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ
 1781 塚田 健太(1) 1825 中山 昂平(2)

ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀ ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾍｲ
  4 長野日大高  1304 牧野 凌也(2) 6  3 上田染谷丘高 1836 栁沢 裕哉(2)    47.86 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾏｷﾉ ﾘｮｳﾔ 途中棄権 ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛﾔ
 1272 高沢 深史(2) 1837 花岡 佳太(2)

ﾀｶｻﾜ ﾌｶｼ ﾊﾅｵｶ ｹｲﾀ
 1274 渡辺 史也(2) 1840 長谷川 元(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾔ ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾞﾝ
 1265 青木 孔之介(2) 1844 武重 俊樹(1)

ｱｵｷ ｺｳﾉｽｹ ﾀｹｼｹﾞ ﾄｼｷ
  5 長野吉田高  5 飯田風越高  592 原田 大輔(1)

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ 欠場 ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 失格
 612 伊藤 惇気(2)

ｲﾄｳ ｱﾂｷ
 595 西尾 和己(2)

ﾆｼｵ ｶｽﾞｷ
 596 金田 龍太朗(2)

ｶﾈﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ

4×100mR
男子



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 岩村田高  1610 中山 翔梧(1)    43.08 Q

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾅｶﾔﾏｼｮｳｺﾞ
 1586 東山 由輝(3)

ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾖｼｷ
 1592 宮川  広夢(3)

ﾐﾔｶﾜ ﾋﾛﾑ
 1585 川上  真弥(3)

ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾔ
 2   7 櫻ヶ岡中  5066 大日方 景都(2)    44.39 q

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲﾄ
 4988 尾形 優也(3)

ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾔ
 4985 中澤 弘輝(3)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
 4989 戸田 樹(3)

ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ
 3   5 諏訪二葉高   139 竹村 昂浩(3)    44.54 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾀｹﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ
  148 小口 祐人(2)

ｵｸﾞﾁ ﾕｳﾄ
  131 加賀見 一輝(1)

ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ
  133 仲谷 龍貴(1)

ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ
 4   6 長野東高  1209 市川 貴大(1)    45.14 

ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼｺｳ ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾋﾛ
 1199 中村 光一(2)

ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ
 1196 小林 賢明(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶｱｷ
 1198 野崎 健太(2)

ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀ
 5   3 梓川高  2172 山田 匠(1)    46.54 

ｱｽﾞｻｶﾞｶﾞﾜｺｳｺｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ
 2170 平田 勝也(2)

ﾋﾗﾀ ｶﾂﾔ
 2169 山村 圭吾(2)

ﾔﾏﾑﾗ ｹｲｺﾞ
 2171 松澤 詠太(2)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲﾀ
 6   2 更級農業高  2765 片山 隆(1)    47.89 

ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ｶﾀﾔﾏ ﾀｶｼ
 2755 斎藤 也貴(3)

ｻｲﾄｳ ﾅﾘｷ
 2764 吉岡 伊吹(1)

ﾖｼｵｶ ｲﾌﾞｷ
 2763 上野 星矢(2)

ｳｴﾉ ｾｲﾔ
  8 上田千曲高  1873 宮下 空(2)

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ﾐﾔｼﾀ ｿﾗ 失格
 1875 櫻井 慎之介(1)

ｻｸﾗｲ ｼﾝﾉｽｹ
 1874 唐澤 航介(1)

ｶﾗｻﾜ ｺｳｽｹ
 1872 小宮山 美毅(2)

ｺﾐﾔﾏ ﾖｼｷ

男子

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 松商学園高  2477 藤森 未知也(2)    42.71 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ
 2488 樋口 克治(1)

ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ
 2478 宮澤 裕輝(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
 2494 的場 亮太(1)

ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ
 2   5 丸子修学館高  1746 小林 将大(2)    43.07 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ
 1759 柄澤 昌希(3)

ｶﾗｻﾜ ﾏｻｷ
 1752 橋詰 智也(3)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾄﾓﾔ
 1755 久保川 峻吾(3)

ｸﾎﾞｶﾜ ｼｭﾝｺﾞ
 3   6 信州大  8295 石原 昌(1)    43.73 

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ｲｼﾊﾗ ﾏｻｼ
 8239 大西 輝(2)

ｵｵﾆｼ ｱｷﾗ
 8205 久田 涼平(3)

ﾋｻﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ
 8231 村井 将紀(3)

ﾑﾗｲ ﾏｻｷ
 4   1 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  7002 伊藤 将希    44.40 

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ｲﾄｳ ﾏｻｷ
 9816 内山 幹雄

ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ
 9819 吉田 幹弘

ﾖｼﾀﾞ ﾐｷﾋﾛ
 8901 岡本 真平

ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ
 5   3 櫻ヶ岡中  5066 大日方 景都(2)    44.40 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲﾄ
 4988 尾形 優也(3)

ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾔ
 4985 中澤 弘輝(3)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
 4989 戸田 樹(3)

ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ
 6   8 松川高   536 米山  涼    44.55 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾖﾈﾔﾏ  ﾘｮｳ
  559 塩沢 直樹(1)

ｼｵｻﾞﾜ  ﾅｵｷ
  544 大野 雄哉(2)

ｵｵﾉ  ﾕｳﾔ
  557 岡田 英希(1)

ｵｶﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ
  4 岩村田高  1586 東山 由輝(3)

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾖｼｷ 失格
 1588 内堀  直也(3)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ
 1592 宮川  広夢(3)

ﾐﾔｶﾜ ﾋﾛﾑ
 1585 川上  真弥(3)

ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾔ
  9 松本大  8282 尾崎 翔太(1)

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｵｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 失格
 8130 松沢 恵佑(3)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ
 8279 中村 悠陽(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾋ
 8155 山寺 裕也(3)

ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾕｳﾔ
  2 諏訪二葉高   139 竹村 昂浩(3)

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾀｹﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 棄権
  148 小口 祐人(2)

ｵｸﾞﾁ ﾕｳﾄ
  131 加賀見 一輝(1)

ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ
  133 仲谷 龍貴(1)

ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ

決勝

男子

4×100mR



予選 9月4日 9:00
決勝 9月4日 15:50

県新              3,15.32
大会新            3,18.19

[ 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 信州大  8256 大野 貴弘(2)  3,27.48 Q 1  4 岩村田高 1607 花里 礼央真(1)  3,32.94 Q

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ｵｵﾉ ﾀｶﾋﾛ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾊﾅｻﾞﾄﾚｵﾏ
 8205 久田 涼平(3) 1601 小澤 司(2)

ﾋｻﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ ｵｻﾞﾜ ﾂｶｻ
 7019 北川 幹太(2) 1592 宮川  広夢(3)

ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾝﾀ ﾐﾔｶﾜ ﾋﾛﾑ
 8295 石原 昌(1) 1585 川上  真弥(3)

ｲｼﾊﾗ ﾏｻｼ ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾔ
 2   5 長野東高  1199 中村 光一(2)  3,33.94 2  5 東海大三高   43 奥垣内 将晴(1)  3,34.19 

ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼｺｳ ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｻﾝｺｳ ｵｸｶﾞｲﾄ ﾏｻﾊﾙ
 1201 飯森 淳哉(2)   49 北澤 孝憲(2)

ｲｲﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾔ ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ
 1198 野崎 健太(2)   41 金箱 樹(1)

ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀ ｶﾈﾊﾞｺ ﾀﾂｷ
 1197 黒岩 敬正(2)   46 向平 蘭丸(2)

ｸﾛｲﾜ ﾀｶﾏｻ ﾑｶｲﾋﾗ ﾗﾝﾏﾙ
 3   4 飯田高   561 橋爪 孔明(1)  3,34.35 3  7 高遠高  379 堺澤 辰弥(1)  3,38.48 

ｲｲﾀﾞｺｳ ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ ﾀｶﾄｵｺｳ ｻｶｲｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
  566 横田 祥一(1)  378 酒井 弘心(1)

ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ ｻｶｲ ｺｳｼﾝ
  562 中島 瑞樹(1)  377 小林 英和(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ
  589 宮澤 留以(2)  372 所河 右京(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ ｼｮｶﾞﾜ ｳｷｮｳ
 4   2 篠ﾉ井高  1366 村山 彰太(1)  3,42.48 4  9 穂高商業高 2106 常盤　大智(1)  3,41.31 

ｼﾉﾉｲｺｳ ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ ﾎﾀｶｼｮｳｷﾞｮｳｺｳ ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ
 1365 宮下 仁志(1) 2123 窪田　五大(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ ｸﾎﾞﾀ ｺﾞﾀﾞｲ
 1364 神農 育男(2) 2124 望月　康平(2)

ｼﾝﾉｳ ｲｸｵ ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ
 1368 北村 健太(1) 2107 遠藤　崇弘(1)

ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ
 5   9 豊科高  2546 松澤 健太(1)  3,45.35 5  8 上田千曲高 1872 小宮山 美毅(2)  3,43.68 

ﾄﾖｼﾅｺｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝﾀ ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｺﾐﾔﾏ ﾖｼｷ
 2544 伊藤 正行(1) 1874 唐澤 航介(1)

ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ ｶﾗｻﾜ ｺｳｽｹ
 2541 清水 健祐(2) 1877 関 優樹(1)

ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ ｾｷ ﾕｳｷ
 2545 高橋 涼太(1) 1875 櫻井 慎之介(1)

ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ ｻｸﾗｲ ｼﾝﾉｽｹ
 6   3 上田第五中  4943 安藤  弥(3)  4,14.55 6  2 上田染谷丘高 1838 滝澤 将弥(2)  3,45.43 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾔ
 5109 出﨑 涼太(2) 1837 花岡 佳太(2)

ｲﾃﾞｻｷ ﾘｮｳﾀ ﾊﾅｵｶ ｹｲﾀ
 5111 小林 優介(2) 1840 長谷川 元(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾞﾝ
 5110 小菅 雅人(2) 1839 金野 泰之(2)

ｺｽｹﾞ ﾏｻﾄ ｺﾝﾉ ﾔｽﾕｷ
  8 御代田中  5331 西澤 弦也(3) 7  3 更級農業高 2763 上野 星矢(2)  3,58.70 

ﾐﾖﾀ ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾔ 失格 ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ｳｴﾉ ｾｲﾔ
 5198 荻原 京介(2) 2761 宮尾 和希(2)

ｵｷﾞﾊﾗ ｷｮｳｽｹ ﾐﾔｵ ｶｽﾞｷ
 5154 栁澤 圭太(3) 2765 片山 隆(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ ｶﾀﾔﾏ ﾀｶｼ
 5333 木内 寛人(2) 2764 吉岡 伊吹(1)

ｷｳﾁ ﾋﾛﾄ ﾖｼｵｶ ｲﾌﾞｷ
  6 長野吉田高  6 諏訪二葉高

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ 欠場 ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ 欠場

男子

4×400mR

予選 通過基準  4組  1着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 丸子修学館高  1755 久保川 峻吾(3)  3,27.96 Q 1  5 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 8818 阪 圭央  3,30.75 Q

ｸﾎﾞｶﾜ ｼｭﾝｺﾞ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ｻｶ ﾖｼﾋｻ
 1759 柄澤 昌希(3) 8824 村上 禎之

ｶﾗｻﾜ ﾏｻｷ ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾕｷ
 1752 橋詰 智也(3) 9868 鳥羽 康裕

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾄﾓﾔ ﾄﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ
 1746 小林 将大(2) 8816 岩田 晃

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ ｲﾜﾀ ｱｷﾗ
 2   4 松本大  8187 久保田 諒介(3)  3,28.54 q 2  6 長野高専 3514 長谷川 将己(2)  3,31.79 q

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾊｾｶﾞﾜ  ﾏｻｷ
 8279 中村 悠陽(1) 3505 滝沢 雄貴(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾋ ﾀｷｻﾞﾜ  ﾕｳｷ
 8130 松沢 恵佑(3) 3506 岩崎 晴也(2)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ ｲﾜｻｷ  ﾊﾙﾔ
 8203 徳武 大起(2) 3519 北原 悠(1)

ﾄｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ ｷﾀﾊﾗ  ﾕｳ
 3   7 松商学園高  2491 岩間 雅英(1)  3,30.58 q 3  3 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 9108 鈴木 真弘  3,32.03 q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ｲﾜﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ
 2478 宮澤 裕輝(2) 9819 吉田 幹弘

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ﾖｼﾀﾞ ﾐｷﾋﾛ
 2489 宮崎 琢也(1) 9773 本多 俊平

ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ ﾎﾝﾀﾞ  ｼｭﾝﾍﾟｲ
 2477 藤森 未知也(2) 9816 内山 幹雄

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ
 4   2 屋代高  1443 市川 拓也(1)  3,38.20 4  4 大町高 2067 松井 岳(2)  3,35.72 

ﾔｼﾛｺｳ ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ ｵｵﾏﾁｺｳ ﾏﾂｲ ﾀｹｼ
 1454 小矢沢 雄一(2) 2078 千國 亮(1)

ｺﾔｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁ ﾁｸﾆ ﾘｮｳ
 1455 田玉 巧(2) 2065 徳武 將太(2)

ﾀﾀﾞﾏ ﾀｸﾐ ﾄｸﾀｹ ｼｮｳﾀ
 1453 丸田 弘明(2) 2074 五十嵐 靖貴(2)

ﾏﾙﾀ ﾋﾛｱｷ ｲｶﾞﾗｼ ﾔｽﾀｶ
 5   8 飯田風越高   605 平澤 慎(2)  3,38.91 5  7 松川高  536 米山  涼  3,37.95 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾋﾗｻﾜ ｼﾝ ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾖﾈﾔﾏ  ﾘｮｳ
  600 小澤 亮(2)  544 大野 雄哉(2)

ｺｻﾞﾜ ﾘｮｳ ｵｵﾉ  ﾕｳﾔ
  612 伊藤 惇気(2)  557 岡田 英希(1)

ｲﾄｳ ｱﾂｷ ｵｶﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ
  593 宮下 晃輔(1)  559 塩沢 直樹(1)

ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ ｼｵｻﾞﾜ  ﾅｵｷ
 6   3 上田東高  1826 藤原 誠(2)  3,41.91 6  8 豊科北中 5102 細萱 元太(2)  3,40.91 

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾏｺﾄ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ
 1825 中山 昂平(2) 4019 黒岩 達(3)

ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾍｲ ｸﾛｲﾜ ｻﾄｼ
 1828 柳澤 仁弥(2) 5104 藤原 利章(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾞﾝﾔ ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ
 1796 矢ヶ崎 奨(1) 4021 藤松 楓季(3)

ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ
 7   6 上田高  1775 小池 貴博(2)  3,52.01 7  2 櫻ヶ岡中 5066 大日方 景都(2)  3,46.91 

ｳｴﾀﾞｺｳ ｺｲｹ ﾀｶﾋﾛ ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲﾄ
 1781 塚田 健太(1) 4988 尾形 優也(3)

ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀ ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾔ
 1777 小柳 博雅(1) 5062 山田 貴大(2)

ｵﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾏｻ ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ
 1773 横山 卓之(2) 4989 戸田 樹(3)

ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾕｷ ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ

男子

4×400mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 岩村田高  1601 小澤 司(2)  3,20.84 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｵｻﾞﾜ ﾂｶｻ
 1592 宮川  広夢(3)

ﾐﾔｶﾜ ﾋﾛﾑ
 1586 東山 由輝(3)

ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾖｼｷ
 1585 川上  真弥(3)

ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾔ
 2   4 信州大  8256 大野 貴弘(2)  3,22.70 

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ｵｵﾉ ﾀｶﾋﾛ
 8205 久田 涼平(3)

ﾋｻﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ
 8295 石原 昌(1)

ｲｼﾊﾗ ﾏｻｼ
 8293 白鳥 敦(1)

ｼﾛﾄﾘ ｱﾂｼ
 3   5 丸子修学館高  1755 久保川 峻吾(3)  3,25.13 

ｸﾎﾞｶﾜ ｼｭﾝｺﾞ
 1759 柄澤 昌希(3)

ｶﾗｻﾜ ﾏｻｷ
 1752 橋詰 智也(3)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾄﾓﾔ
 1746 小林 将大(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ
 4   8 松本大  8187 久保田 諒介(3)  3,25.24 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ
 8279 中村 悠陽(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾋ
 8130 松沢 恵佑(3)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ
 8203 徳武 大起(2)

ﾄｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ
 5   2 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  9819 吉田 幹弘  3,26.99 

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ﾖｼﾀﾞ ﾐｷﾋﾛ
 9632 高木 真矢

ﾀｶｷﾞ ｼﾝﾔ
 9773 本多 俊平

ﾎﾝﾀﾞ  ｼｭﾝﾍﾟｲ
 9816 内山 幹雄

ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ
 6   7 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ  8818 阪 圭央  3,28.04 

ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ｻｶ ﾖｼﾋｻ
 8824 村上 禎之

ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾕｷ
 9868 鳥羽 康裕

ﾄﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ
 8816 岩田 晃

ｲﾜﾀ ｱｷﾗ
 7   9 松商学園高  2494 的場 亮太(1)  3,29.51 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ
 2478 宮澤 裕輝(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
 2489 宮崎 琢也(1)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ
 2477 藤森 未知也(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ
 8   3 長野高専  3514 長谷川 将己(2)  3,32.61 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾊｾｶﾞﾜ  ﾏｻｷ
 3505 滝沢 雄貴(2)

ﾀｷｻﾞﾜ  ﾕｳｷ
 3506 岩崎 晴也(2)

ｲﾜｻｷ  ﾊﾙﾔ
 3519 北原 悠(1)

ｷﾀﾊﾗ  ﾕｳ

4×400mR
決勝

男子



決勝 9月4日 10:00

県新                 2.18
大会新               2.17

村中 智彦(3) 高校
ﾑﾗﾅｶ ﾄﾓﾋｺ 松商学園高
荒井 岳 一般
ｱﾗｲ ｶﾞｸ NTFclub
丸山 貴倫(2) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾐﾁ 松商学園高
林 知彦(3) 大学
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋｺ 国士舘大
尾崎 皓一(2) 高校
ｵｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 長野日大高
丸山 健一(1) 大学
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 信州大
内山 貴仁(3) 中学
ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 信濃中
大許 紘生(2) 高校
ｵｵﾓﾄ ﾋﾛｷ 長野吉田高
上野 航(1) 高校
ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ 長野高
西澤 翔 一般
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳ いよだAC
村田 貴大(2) 高校
ﾑﾗﾀ  ﾀｶﾋﾛ 長野高専
小林 丈晃(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｱｷ 長野高
本多 俊平 一般
ﾎﾝﾀﾞ  ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
清水 智成(3) 高校
ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾅﾘ 上伊那農業高
山岸 元大(2) 高校
ﾔﾏｷﾞｼ ﾓﾄﾋﾛ 須坂東高
柳澤 知明(1) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄﾓｱｷ 長野日大高
尾畑 元佳(1) 高校
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾄﾖｼ 飯田工業高
山本 小太郎(2) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 須坂東高
小澤 亮(2) 高校
ｺｻﾞﾜ ﾘｮｳ 飯田風越高
平田 勝也(2) 高校
ﾋﾗﾀ ｶﾂﾔ 梓川高
吉岡 諒司(1) 高校 記録なし
ﾖｼｵｶ ﾘｮｳｼﾞ 屋代高
頼田 竜也(2) 中学 記録なし
ﾖﾘﾀ ﾀﾂﾔ 御代田中
花岡 智将(1) 高校 記録なし
ﾊﾅｵｶ ﾄﾓﾏｻ 上田千曲高
三井 優征(1) 高校 記録なし
ﾐﾂｲﾕｳｾｲ 中野立志館高
横川 裕也(2) 高校 記録なし
ﾖｺｶﾜ ﾕｳﾔ 大町高
窪田 統孝(4) 大学 記録なし
ｸﾎﾞﾀ ﾑﾈﾀｶ 信州大
松本 啓夢(2) 高校 記録なし
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾑ 北部高
田中 潤(2) 大学 記録なし
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 松本大
小島 将貴(1) 大学
ｺｼﾞﾏ ﾏｻｷ 松本大
阿部 剛志(1) 高校 欠場
ｱﾍﾞ ﾂﾖｼ 上田東高
山崎 将文 一般 欠場
ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾌﾐ 信大こまくさAC

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m80 1m85 備考1m70 1m75 1m90 1m95 2m00
1 31  2469

- - - - O XO XXX  1.95

2 26  9974
- - - - XO XXO XXX  1.95

3 29  2479
- - O O O XXX  1.90

3 30  8253
- - O - O XXX  1.90

5 27  1261
O O O O XXX  1.85

6 18  8296
O O XXX  1.75

6 24  4199
O O XXX  1.75

8 19  1056
XO O XXX  1.75

8 23  1116
XO O XXX  1.75

10 22  9554
XO O XX/  1.75

11 15  3510
O XXO XXX  1.75

12 6  1119
O XXX  1.70

12 14  9773
O XXX  1.70

12 20   362
O XXX  1.70

12 25   984
O XXX  1.70

16 16  1268
XO XXX  1.70

17 10   624
XXO XXX  1.70

17 11  3082
XXO XXX  1.70

17 12   600
XXO XXX  1.70

17 21  2170
XXO XXX  1.70

1  1437
XXX

3  5199
XXX

4  1876
XXX

5   900
XXX

7  2071
XXX

8  8183
XXX

9  1024
XXX

13  8227
XXX

17  8289
XXX

2  1797

28  7020



決勝 9月3日 13:00

県新                 5.20
大会新               5.00

小山 範晃(3) 高校
ｺﾔﾏ ﾉﾘｱｷ 上田東高
松澤 勝治(3) 中学
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂｼﾞ 春富中
峯村 匡登 一般
ﾐﾈﾑﾗ ﾏｻﾄ いよだAC
小林 真二(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾝｼﾞ 上田東高
堀尾 佳希(2) 高校
ﾎﾘｵ ﾖｼｷ 須坂高
加賀見 一輝(1) 高校
ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ 諏訪二葉高
倉橋 由宇(1) 高校
ｸﾗﾊｼ ﾕｳ 諏訪清陵高
上野 正輝(2) 高校
ｳｴﾉ ﾏｻｷ 長野日大高
池田 圭吾 一般 欠場
ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ 信大こまくさAC
宮林 凌汰(2) 高校 欠場
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野工業高
竹村 昂浩(3) 高校 欠場
ﾀｹﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 諏訪二葉高
今井 祐輔(2) 高校 欠場
ｲﾏｲ ﾕｳｽｹ 田川高
西澤 直希(4) 一般 欠場
ﾆｼｻﾞﾜﾅｵｷ 順天堂大
内山 朋也(1) 中学 記録なし
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 小布施中
中村 智哉(2) 中学 記録なし
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 茅野東部中
工藤 大樹(3) 中学 記録なし
ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 丸子北中
両角 優介(2) 高校 記録なし
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ 諏訪二葉高
酒井 弘心(1) 高校 記録なし
ｻｶｲ ｺｳｼﾝ 高遠高
小山 吉明 一般 記録なし
ｺﾔﾏ ﾖｼｱｷ 須坂陸協
村田 大季(2) 高校 記録なし
ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲｷ 更級農業高

10  2762

7  9272
- XXX

6   378
XXX

4   147
XXX

3  4945
XXX

2  5204
XXX

1  7011
XXX

20  7009

18  2176

17   139

13  1170

 3.80

5  9774

8 9  1262
XO XO XXX

 3.80

 3.80

6 12   126
O O XXX

XXX
6 8   131

O O -

XXO XXX  4.30

 4.30

5 14  1005
- O XXO - XO

- - XO XXX
4 15  1822

- - -

O XXX  4.30

 4.40

3 11  7571
- - - O -

- O O XO XXX
2 16  4979

- - -

- - XO O XXX  4.60

4m60 4m70
1 19  1823

- - - - -

記録4m00 4m10 備考3m60 3m80 4m20 4m30 4m40 4m50

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月3日 10:00

県新                 7.89
大会新               7.77

佐藤 賢一 一般  6.61  7.40   -   -  7.48    X    7.48 
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 信大こまくさAC  +1.0  +0.6  +1.0    +1.0
石川 和義 一般  6.90  7.13  7.08  7.28  6.97   7.35    7.35 
ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ 下高井郡陸協  +1.4  +1.0  +2.1  +1.9  -1.3   +3.6    +3.6
深沢 宏之(1) 大学  7.07  6.85   X   X   X    X    7.07 
ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 日本大  +1.5  +1.7    +1.5
山寺 裕也(3) 大学  6.78   X   X   O  6.79   6.96    6.96 
ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾕｳﾔ 松本大  +0.5  +1.6   +2.0    +2.0
中村 晃大 一般   X  6.59  6.87  6.75  6.77   6.69    6.87 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 松川村AC  +1.7  +3.1  +0.6  +2.6   +0.9    +3.1
青木 孔之介(2) 高校   X  6.76  6.85   X  6.78    X    6.85 
ｱｵｷ ｺｳﾉｽｹ 長野日大高  +2.5  +1.9  +1.3    +1.9
酒井 翔太(3) 大学   X  6.56  6.80   6.80    6.80 
ｻｶｲ ｼｮｳﾀ 信州大  +1.8  +2.2  +0.1   0.0   +1.9    +1.9
樽沢 佑弥(3) 高校  6.69  6.58   X  6.66  6.38   6.09    6.69 
ﾀﾙｻﾜ ﾕｳﾔ 木曽青峰高  +2.1  +2.3  +2.1  +1.4   +1.0    +2.1
中山 昂平(2) 高校  6.69   X   X    6.69 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾍｲ 上田東高   0.0     0.0
宮澤 拓人(2) 高校  6.20  6.64   X    6.64 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 伊那北高  +0.6  +3.4    +3.4
北野 幸徳 一般  6.63   O  6.57    6.63 
ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 信大こまくさAC  +2.4  +2.3    +2.4
窪田章吾(3) 中学  6.60   X  6.45    6.60 
ｸﾎﾞﾀｼｮｳｺﾞ 岡谷北部中  +1.0  +1.6    +1.0
宮崎 琢也(1) 高校   X  6.40  6.51    6.51 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ 松商学園高  +1.4  +1.4    +1.4
戸澤 裕介(2) 高校  6.42   X   X    6.42 
ﾄｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 長野吉田高  -1.1    -1.1
浦野 謙太朗(2) 高校  6.30   X  6.20    6.30 
ｳﾗﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 須坂東高  +0.8  +0.8    +0.8
駒村 牧(2) 高校  6.29   X  6.18    6.29 
ｺﾏﾑﾗ ﾏｷ 野沢南高  +2.0  +2.4    +2.0
清水 泰地(2) 中学  6.14  6.28   X    6.28 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 望月AC  +1.3  +0.4    +0.4
大野 雄哉(2) 高校   X  6.25   X    6.25 
ｵｵﾉ  ﾕｳﾔ 松川高  +1.2    +1.2
中野 涼介(3) 中学  6.24   O   O    6.24 
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 塩尻広陵中  +1.5    +1.5
牧野 凌也(2) 高校  6.18  6.08  6.20    6.20 
ﾏｷﾉ ﾘｮｳﾔ 長野日大高  +1.9  +0.7  +0.3    +0.3
竹内 篤史(1) 高校  5.94   O  6.17    6.17 
ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ 北部高  +0.8  +0.9    +0.9
岩本 賢(2) 高校   X  6.12  6.04    6.12 
ｲﾜﾓﾄ ｹﾝ 長野日大高  +1.2  +0.5    +1.2
青沼　和紀(2) 高校   X  6.04  6.11    6.11 
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ 穂高商業高  +2.6  +1.2    +1.2
野崎 健太(2) 高校  5.63   O  6.01    6.01 
ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀ 長野東高  +1.7  -0.1    -0.1
清水 健祐(2) 高校   X  5.97  6.00    6.00 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ 豊科高  +2.1  -0.8    -0.8
小野澤 達也(3) 中学   X   X  6.00    6.00 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 穂高東中  +2.7    +2.7
今藤 燎(2) 高校  5.88   X   X    5.88 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 長野商業高  +1.3    +1.3
松澤 詠太(2) 高校   X  5.83   X    5.83 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲﾀ 梓川高  +1.3    +1.3
所河 右京(2) 高校   X  5.75   O    5.75 
ｼｮｶﾞﾜ ｳｷｮｳ 高遠高  +1.8    +1.8
松橋 大夢(2) 中学  5.73   O   O    5.73 
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 犀陵中  +1.3    +1.3
清野 雄貴(3) 高校   X  5.72   O    5.72 
ｷﾖﾉ  ﾕｳｷ 長野高専  +2.1    +2.1
奥原 隼太(3) 中学   X  5.69   O    5.69 
ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 北安松川中  +1.9    +1.9
藤牧 佑希(3) 中学   X  5.67   O    5.67 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ 望月AC  +0.3    +0.3
倉石 大樹(2) 中学   X  5.58   X    5.58 
ｸﾗｲｼ ﾀﾞｲｷ 長野東部中  +1.3    +1.3
原田 大輔(1) 高校  5.45   O   O    5.45 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 飯田風越高  +2.6    +2.6
伊藤 正行(1) 高校  5.44   O   X    5.44 
ｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 豊科高  +1.8    +1.8

35 19   592

36 4  2544

33 24  9841

34 14  5249

31 2  3502

32 13  3756

29 20   372

30 1  5156

27 15  1146

28 5  2171

25 12  2541

26 7  5231

23 44  2125

24 11  1198

21 23  1032

22 10  1301

19 21  4968

20 30  1304

17 22  9842

18 17   544

15 33   980

16 27  1549

13 32  2489

14 29  1050

11 26  8828

12 38  4164

9 36  1825

10 34   393

7 28  8206

8 35  1942

5 40  9983

6 43  1265

3 39  8270

4 31  8155

1 42  9755
-5-

2 41  7005

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



外谷 昌範(2) 中学  5.24   O   O    5.24 
ﾄﾔ ﾏｻﾉﾘ 信濃中  +2.1    +2.1
樋屋 裕貴(3) 中学  5.22   O   O    5.22 
ﾋｵｸ ﾕｳｷ 赤穂中  +1.9    +1.9
渡辺 大地(1) 高校  4.78   X   O    4.78 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 佐久長聖高  +2.2    +2.2
内山 裕智(1) 中学  3.74   X   X    3.74 
ｳﾁｬﾏ ﾋﾛﾄｼ 信濃中  +1.6    +1.6
勝野 将人(2) 高校 欠場
ｶﾂﾉ ﾏｻﾄ 長野高
櫻井 大幹(2) 大学 欠場
ｻｸﾗｲ  ﾋﾛﾓﾄ 城西大
下條 正紀 一般 欠場
ｼﾓｼﾞｮｳ ﾏｻﾉﾘ 信大こまくさAC
富井 慶太 一般   X   X   X 記録なし
ﾄﾐｲ  ｹｲﾀ 松本市陸協

37  9063

16  9650

18  1126

25  8242

39 9  2801

40 8  7021

37 6  5314
-5-

38 3  4099

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

男子

走幅跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 9月4日 13:00

県新                16.98
大会新              15.69

石川 和義 一般 15.48 16.11   X   X 15.98    X   16.11 
ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ 下高井郡陸協  +2.4  +3.0  +1.7    +3.0
佐藤 賢一 一般   X   X 14.13 15.49   X  15.38   15.49 
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 信大こまくさAC  +1.8  +1.4   +2.6    +1.4
成田 正崇(2) 大学 14.42   X 14.84   X 14.63    X   14.84 
ﾅﾘﾀ  ﾏｻﾀｶ 至学館大  +2.0  +1.9  +2.7    +1.9
中山 昂平(2) 高校 14.66 14.82 14.38   X 14.77  14.58   14.82 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾍｲ 上田東高  +3.3  +2.5  +2.8  +2.4   +2.6    +2.5
深沢 宏之(1) 大学   X   X 13.69 14.63   X    X   14.63 
ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 日本大  +1.9  +1.9    +1.9
中村 晃大 一般 13.82 13.86 13.50   X 13.62  13.77   13.86 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 松川村AC  +2.2  +3.1  +1.5  +1.6   +2.9    +3.1
羽賀 拓己(2) 大学   X 13.82   X   X 13.82    X   13.82 
ﾊｶﾞ   ﾀｸﾐ 国士舘大  +2.2  +1.3    +2.2
酒井 翔太(3) 大学 13.02 13.82 13.53   X   X  13.14   13.82 
ｻｶｲ ｼｮｳﾀ 信州大  +1.9  +4.9  +2.2   +2.1    +4.9
朝倉 雅貴(2) 高校 13.54 13.46 13.60   13.60 
ｱｻｸﾗ ﾏｻｷ 松代高  +2.9  +2.6  +3.1    +3.1
清水 健祐(2) 高校   X 13.24   X   13.24 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ 豊科高  +2.4    +2.4
牧野 凌也(2) 高校 12.66   X 13.15   13.15 
ﾏｷﾉ ﾘｮｳﾔ 長野日大高  +2.4  +2.5    +2.5
松村 覚 一般 11.15 12.82   X   12.82 
ﾏﾂﾑﾗ ｻﾄﾙ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  +1.6  +2.8    +2.8
戸澤 裕介(2) 高校 12.58 12.67 12.30   12.67 
ﾄｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 長野吉田高  +1.2  +2.5  +3.3    +2.5
丸山 健一(1) 大学 12.53 12.66   X   12.66 
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 信州大  +1.7  +4.4    +4.4
尾崎 皓一(2) 高校   X 12.48 12.11   12.48 
ｵｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 長野日大高  +3.5  +2.7    +3.5
今藤 燎(2) 高校 12.08 12.23 12.25   12.25 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 長野商業高  +2.0  +4.8  +1.7    +1.7
青沼　和紀(2) 高校   X 11.78 11.99   11.99 
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ 穂高商業高  +4.2  +1.3    +1.3
川西 翔太(3) 高校   X   - 11.88   11.88 
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 大町高  +2.4    +2.4
渡辺 史也(2) 高校 11.63   X 11.77   11.77 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾔ 長野日大高  +2.3  +2.7    +2.7
小林 宥太(2) 高校   X 11.68   O   11.68 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 岩村田高  +5.0  +0.4    +5.0
原田 大輔(1) 高校 11.51   O 11.52   11.52 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 飯田風越高  +4.1  +2.5  +1.4    +1.4
勝野 将人(2) 高校 欠場
ｶﾂﾉ ﾏｻﾄ 長野高
所河 右京(2) 高校   X   X   - 記録なし
ｼｮｶﾞﾜ ｳｷｮｳ 高遠高
日馬 正貴 一般   X   X   X 記録なし
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野陸協
櫻井 大幹(2) 大学   -   X   X 記録なし
ｻｸﾗｲ  ﾋﾛﾓﾄ 城西大

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 24  7005

-5-

2 23  9755

3 19  7008

4 21  1825

5 22  8270

6 18  9983

7 17  8254

8 16  8206

9 15  1423

10 8  2541

11 9  1304

12 14  8583

13 13  1050

14 12  8296

15 11  1261

16 6  1146

17 25  2125

18 1  2058

19 7  1274

20 5  1597

 8950

21 3   592

4  1126

大会新
(5跳目)

20  8242

2   372

10



決勝 9月4日 12:00

県新                16.11
大会新              14.36

笹野 弘充 一般
ｻｻﾉ ﾋﾛﾐﾂ NTFclub
野﨑 隼冬(2) 高校
ﾉｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 長野工業高
飯田 謙治(1) 高校
ｲｲﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 松商学園高
牧野 圭介 一般
ﾏｷﾉ ｹｲｽｹ 松本市陸協
山本 大(1) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲ 松商学園高
宮下 亮人(2) 高校
ﾐﾔｼﾀ  ﾘｮｳﾄ 松川高
矢ヶ崎 奨(1) 高校
ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ 上田東高
安藤  弥(3) 中学
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 上田第五中
相澤 元紀(1) 高校
ｱｲｻﾞﾜ ﾓﾄｷ 大町高
大日方 建(1) 高校
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾀｹﾙ 大町高
池田 正太郎 一般 欠場
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 長野市陸協
山越 竜一(1) 高校 欠場
ﾔﾏｺｼ ﾘｭｳｲﾁ 明科高
中島 公徳 一般 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
中谷 俊貴(2) 大学 欠場
ﾅｶﾔ ﾄｼｷ 松本大
武田 涼介(1) 高校 欠場
ﾀｹﾀﾞﾘｮｳｽｹ 中野立志館高

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 15  9821

12.88   X   X   X   X   X  12.88 

2 14  1171
11.84 12.12 12.02   X   X 11.47  12.12 

3 9  2490
 8.87  9.34  9.63  9.29   X   X   9.63 

4 8  9984
 8.99  8.69  8.95   X   X  8.87   8.99 

5 7  2492
 7.18  8.21  8.29  8.43  8.29  8.04   8.43 

6 10   555
 7.90  7.53  7.92  8.27  8.24   X   8.27 

7 4  1796
  X  7.58  6.76  7.42  7.49  7.26   7.58 

8 1  4943
 7.37  6.64  6.40  6.70  6.96  7.47   7.47 

9 5  2082
 7.31  6.49  7.25   7.31 

10 2  2083
 6.81  6.60  6.89   6.89 

3  9769

6  2565

11  9432

12  8202

13   899



決勝 9月3日 9:30

県新                50.52
大会新              48.78

笹野 弘充 一般
ｻｻﾉ ﾋﾛﾐﾂ NTFclub
荻原 邦宏(3) 大学
ｵｷﾞﾊﾗ ｸﾆﾋﾛ 松本大
勝野 英貴(3) 大学
ｶﾂﾉ ﾋﾃﾞｷ 松本大
熊井 大地(3) 大学
ｸﾏｲ ﾀﾞｲﾁ 松本大
中谷 俊貴(2) 大学
ﾅｶﾔ ﾄｼｷ 松本大
永井 一平(3) 高校
ﾅｶﾞｲ ｲｯﾍﾟｲ 丸子修学館高
尾崎 雄介(3) 高校
ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 更級農業高
大庭 達也(2) 高校
ｵｵﾊﾞ ﾀﾂﾔ 飯山北高
寺島　国彦(2) 高校
ﾃﾗｼﾏ ｸﾆﾋｺ 穂高商業高
池田 正太郎 一般
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 長野市陸協
太田 一矢(2) 高校
ｵｵﾀ ｶｽﾞﾔ 北部高
百瀬 晶文 一般
ﾓﾓｾ ｱｷﾌﾐ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
尾形 拓紀(2) 高校
ｵｶﾞﾀ ﾋﾛｷ 北佐久農業高
唐澤 航介(1) 高校
ｶﾗｻﾜ ｺｳｽｹ 上田千曲高
坂田 晃有(3) 中学
ｻｶﾀ ｺｳｽｹ 相森中
今井 宣浩(1) 高校
ｲﾏｲ ﾉﾘﾋﾛ 丸子修学館高
矢ヶ崎 奨(1) 高校
ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ 上田東高
丸山 貴由人(3) 中学
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾕﾄ 豊科北中
中島 公徳 一般 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
土屋 春生 一般 欠場
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｵ 北佐久郡陸協

10  9421

6  9432

 19.48 

1  4017
  X   X   X

 19.87 

17 2  1796
  X 19.48   O

 20.00 

16 5  1750
  O   O 19.87

 20.08 

15 3  5133
20.00   X   X

 25.27 

14 8  1874
  X 20.08   O

 26.41 

13 4  1639
  O 25.27   O

 29.25 

12 9  9509
26.41   O   O

 30.08 

11 15  1031
29.25   O   X

 30.49 

10 7  9769
  X 30.08   X

31.18 31.53   O  31.53 

9 20  2112
30.49   O   O

  O   O   X  31.96 

8 11   804
30.89   X   X

32.88 33.63   X  33.63 

7 13  2754
  O 31.96   O

33.50 33.74   O  33.74 

6 17  1760
  O   O 31.13

  O   O   O  35.92 

5 12  8202
  O   O 32.82

37.08   X   O  37.08 

4 14  8139
  O   O 35.92

  O 37.24   O  37.24 

3 16  8175
36.14   O   X

  O   X   O  41.29 

2 18  8135
  O 36.78   O

1 19  9821
41.29   X   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 9月4日 10:00

県新                62.50
大会新              59.60

富井 博輝(2) 大学
ﾄﾐｲ ﾋﾛｷ 松本大
高橋 貴幸 一般
ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾕｷ 長野市陸協
三木 佑太(3) 大学
ﾐｷ ﾕｳﾀ 松本大
大和 工峰(3) 高校
ﾔﾏﾄ ﾀｸﾐ 須坂園芸高
栁沢 裕哉(2) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛﾔ 上田染谷丘高
堀内　翔太(3) 高校
ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳﾀ 明科高
坂本 武志 一般
ｻｶﾓﾄ ﾀｹｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
深澤 元気(2) 高校
ﾌｶｻﾜ ｹﾞﾝｷ 明科高
常田 和也(1) 高校
ﾄｷﾀ ｶｽﾞﾔ 須坂園芸高
西脇 博之 一般
ﾆｼﾜｷ ﾋﾛﾕｷ 安曇野陸協
寺島　国彦(2) 高校
ﾃﾗｼﾏ ｸﾆﾋｺ 穂高商業高
五十嵐 靖貴(2) 高校
ｲｶﾞﾗｼ ﾔｽﾀｶ 大町高
山村 圭吾(2) 高校
ﾔﾏﾑﾗ ｹｲｺﾞ 梓川高
今井 宣浩(1) 高校
ｲﾏｲ ﾉﾘﾋﾛ 丸子修学館高
堀尾 元貴(1) 高校
ﾎﾘｵ ｹﾞﾝｷ 須坂高
和田 昌也(2) 高校
ﾜﾀﾞ ﾏｻﾔ 大町高
橋詰 幸孝(1) 高校
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｷﾀｶ 丸子修学館高
郷道 拓未(2) 高校 欠場
ｺﾞｳﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 須坂高
齊藤 元気(3) 大学 欠場
ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝｷ 国大武道大

16  8209

 18.85 

10  1007

 21.07 

17 3  1762
  X 18.85   X

 21.90 

16 2  2066
21.07   X   O

 24.06 

15 5   987
21.90   O   X

 24.41 

14 1  1750
  O 24.06   X

 24.83 

13 9  2169
  O 24.41   O

 26.10 

12 4  2074
24.83   X   X

 27.84 

11 18  2112
  X   X 26.10

 28.85 

10 14  9973
  X   O 27.84

  O   O   O  30.76 

9 8  3067
28.85   X   O

  X 31.85   X  31.85 

8 11  2563
  X   O 30.76

  O   O   O  33.57 

7 13  8819
  O   X 31.14

35.93 36.82 38.32  38.32 

6 19  2561
  O 33.57   O

39.48   X   X  39.48 

5 12  1836
  O   O 35.20

  O   O   O  40.63 

4 6  3074
  O   O 37.26

  O   O 45.62  45.62 

3 15  8134
40.63   O   O

  O 49.54   O  49.54 

2 7  9570
  O   O 45.33

1 17  8204
  O   X 48.46

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 9月4日 13:00

県新                67.34
大会新              66.54

友田 利男 一般
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 松本市陸協
永井 一平(3) 高校
ﾅｶﾞｲ ｲｯﾍﾟｲ 丸子修学館高
山本 大地(1) 大学
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 国大武道大
矢ヶ崎 奨(1) 高校
ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ 上田東高
太田 一矢(2) 高校
ｵｵﾀ ｶｽﾞﾔ 北部高
三浦 慶也(2) 高校
ﾐｳﾗ ﾖｼﾔ 小諸高
早川 祐人(2) 高校
ﾊﾔｶﾜ ﾕｳﾄ 長野西高
高橋 洸貴(2) 高校
ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 長野吉田高
佐藤 文哉(2) 高校
ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ 長野日大高
大木 健弘(2) 高校
ｵｵｷ ﾀｹﾋﾛ 小諸高
中宮 涼太(1) 高校
ﾅｶﾐﾔ ﾘｮｳﾀ 長野商業高
三浦 翔太(2) 高校
ﾐｳﾗ  ｼｮｳﾀ 松川高
佐藤 塁(1) 高校
ｻﾄｳ ﾙｲ 小諸高
橋詰 幸孝(1) 高校
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｷﾀｶ 丸子修学館高
北澤 信(2) 高校
ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 野沢南高
根岸 諒平(2) 高校
ﾈｷﾞｼ ﾘｮｳﾍｲ 須坂高
関 優樹(1) 高校
ｾｷ ﾕｳｷ 上田千曲高
青木 寿史(2) 高校
ｱｵｷ ﾄｼﾌﾐ 須坂東高
塚田 涼太(1) 高校 欠場
ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 岡谷東高
加藤 暁(1) 高校 欠場
ｶﾄｳｱｷﾗ 岩村田高
山浦 広平(2) 高校 欠場
ﾔﾏｳﾗ ｺｳﾍｲ 上田東高
武田 涼介(1) 高校 欠場
ﾀｹﾀﾞﾘｮｳｽｹ 中野立志館高
齊藤 元気(3) 大学 欠場
ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝｷ 国大武道大

男子

やり投(800g)

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  9062

  O   O 58.40   O   O   O  58.40 

2 21  1760
  O   O 55.95 56.14 56.67   O  56.67 

3 20  7007
  O 48.83   O   X 51.94   O  51.94 

4 6  1796
50.89   X   O   O   O   O  50.89 

5 18  1031
  X   X 49.52   O   X   O  49.52 

6 17  1707
  O 43.38   X 44.59 46.04   X  46.04 

7 19  1103
  X 45.89   O   O   O   O  45.89 

8 12  1060
  O 44.69   O   O   X   O  44.69 

9 16  1302
43.16   X   O  43.16 

10 15  1709
  O 42.56   O  42.56 

11 7  1134
42.25   O   O  42.25 

12 10   538
  X   X 37.93  37.93 

13 13  1714
  X   O 37.49  37.49 

14 14  1762
  O   O 34.75  34.75 

15 5  1546
  O   X 34.39  34.39 

16 11  1004
33.16   X   O  33.16 

17 4  1877
29.20   X   X  29.20 

18 3  3081
  X   O 24.55  24.55 

1   197

2  1615

8  1829

9   899

23  8209



決勝 9月4日 12:10

   1 矢澤 学(3) 京都 京都大    12.09 (-1.3) 12  1

決勝 9月3日 12:00

   1 常泉 竜太 北海道 北海道大    23.59 (-2.7)  6  1

決勝 9月4日 11:00

   1 常泉 竜太 北海道 北海道大      51.01  4

決勝 9月4日 13:15

風速 -2.5

   1 二村 純市 愛知 JR東海      17.48  2
備考 組 順位

7001
順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録

ｵｰﾌﾟﾝ男子

200m

決勝

順位 No. 氏  名

ｵｰﾌﾟﾝ男子

400m

No. 氏  名

所属名 記録（風）
 7046

備考

都道府県 所属名 記録

ｵｰﾌﾟﾝ男子

110mH(1.067)        

決勝

順位
 7046

備考

決勝

順位都道府県 所属名 記録（風）

組

組 順位都道府県

順位

ｵｰﾌﾟﾝ男子

100m

決勝

 7006
備考 組順位 No. 氏  名


	男子1
	男子2
	男子3
	男子4
	男子5
	男子6
	男子8
	男子9
	男子10
	男子11

