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■ この大会で樹立された記録 
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■グラウンドコンディション 

   8:40    2.3    13.0
   9:00    2.7    14.0
  10:00    2.0    16.0
  11:00    1.8    17.0
  12:00    3.0    18.0
  13:00    3.2    18.5
  14:00    4.3    15.5
  15:00    4.5    15.0
  16:00    4.0    14.0

天候時刻 気温 ℃ 湿度 ％風速 m/s風向
曇り 南南東  76.0
曇り 南南東  73.0
曇り 南西  71.0
曇り 西南西  66.0
曇り 南南西  63.0
曇り 南西  64.0

雨 南  81.0

曇り 南南東  73.0
雨 南西  77.0

 



第54回松本市民体育大会春季大会陸上競技 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森茂幸
主催：松本市、松本市教育委員会 跳躍審判長 藤森茂幸
主管：松本陸上競技協会 投擲審判長 藤森茂幸
【開催日】 平成23年4月30日（土） 記録主任： 上野忠明
【主催団体】 松本市教育委員会 決勝記録一覧表

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
 4/30 一般高校男子 -0.7内山 幹雄 11.16 安藤 直哉(2) 11.39 上松 敬弘(3) 11.80 上條 智之(3) 11.92 新村 大輝(3) 11.99 今井 修平(3) 12.15 小幡 卓哉(2) 12.20 鈴木 真弘 14.43

100m ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 田川高 松本美須々丘高 松本蟻ヶ崎高 松商学園高 松本県ヶ丘高 松本深志高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
 4/30 久保田 諒介(3) 52.08 北野 恭平(3) 52.39 奥田 了(3) 52.73 千國 真生(3) 52.77 今井 修平(3) 53.34 三村 一暉(3) 54.28 宮尾 将文(3) 54.71 丸山 浩平(3) 57.87

400m 松本大 松商学園高 松本深志高 松本蟻ヶ崎高 松本県ヶ丘高 松本美須々丘高 松本深志高 松本県ヶ丘高
 4/30 徳武 大起(2) 2:01.19 村瀬 雅人(2) 2:03.59 林 優人(2) 2:04.37 小島 康弘 2:06.54 降籏 賢人(3) 2:09.82 宮川 弦士(3) 2:09.88 中村 航平(3) 2:11.02 小口 拳人(2) 2:11.18

800m 松本大 松本県ヶ丘高 創造学園高 松本陸協 松本県ヶ丘高 松本蟻ヶ崎高 松本美須々丘高 松本蟻ヶ崎高
 4/30 中川 敬介 15:53.50 降籏 賢人(3) 16:19.24 近藤 晃永 16:20.52 田中 耀介(3) 16:23.19 石倉 広尚(4) 16:30.28 赤羽 晋治(2) 16:52.61 桑原 大吾(2) 17:28.19 上條 裕紀(2) 17:38.60

5000m 松本陸協 松本県ヶ丘高 松本陸協 松本深志高 松本大 松本県ヶ丘高 創造学園高 田川高
 4/30 宮崎 琢也(1)6.50(-0.5) 中野 秀紀(2)6.31(+2.3) 上條 将吾(3)6.25(+1.4) 徳田 吉彦(2)6.06(+2.1) 安藤 直哉(2)6.04(-0.1) 中川 聡(2) 5.96(-0.9) 中田 逸斗(2)5.92(+1.3) 上條 健 5.78(-0.1)

走幅跳 松商学園高 松本県ヶ丘高 松本深志高 松本蟻ヶ崎高 田川高 松本深志高 松本蟻ヶ崎高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
 4/30 友田 利男 51.14 村田 匡彰(3) 42.71 矢ヶ﨑 広樹(3) 41.46 宮尾 将文(3) 40.52 丸山 清嵩(2) 40.03 福島 徹也(3) 35.61 吉澤 雄一郎(3) 34.56 野尻 英史(2) 31.60

やり投 松本筑摩高教 松本県ヶ丘高 松商学園高 松本深志高 松本深志高 松本深志高 松本蟻ヶ崎高 松本深志高
 4/30 松商学園高(A)      43.10 松商学園高(B)      43.93 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野      44.79 松本工業高       45.16 松本深志高       45.19 松本県ヶ丘高      45.30 松本蟻ヶ崎高      45.93 松本美須々丘高      46.57

4×100m 藤森 未知也(2) 村中 智彦(3) 岡本 真平 平林 和泰(3) 小幡 卓哉(2) 中野 秀紀(2) 徳田 吉彦(2) 内山 侑希(2)
宮澤 裕輝(2) 宮澤 竹矢(3) 鈴木 真弘 重田 直宣(3) 小川 貴之(2) 今井 修平(3) 酒井 聖矢(2) 上松 敬弘(3)
新村 大輝(3) 北野 恭平(3) 永井 剛 松沢 圭佑(3) 宮尾 将文(3) 丸山 浩平(3) 森田 耕陽(2) 三村 一暉(3)
樋口 克治(1) 上野 涼(3) 鈴木 真弘 山腰 昇(2) 奥田 了(3) 鰐川 一輝(2) 中田 逸斗(2) 上原 拓馬(2)

 4/30 中学男子 -0.7丸田 佳(3) 12.52 栗田 雄一(3) 12.72 倉又 遼太郎(2) 12.92 伊藤 隆意(3) 12.98 西牧 樹生(2) 13.12 萩原 勇貴(3) 13.13 小池 萌都紀(3) 13.17 東山 壱成(3) 13.51
100m 信明中 明善中 開成中 松島中 丸ﾉ内中 高綱中 清水中 鎌田中

 4/30 松本 卓也(3) 59.13 田村 拓也(3) 59.58 小林 航(3) 1:00.18 新村 智紀(3) 1:01.51 阿部 憲瑞(3) 1:01.68 河西 勇介(2) 1:02.68 柳澤 涼(3) 1:02.99 青木 駿弥(2) 1:05.78
400m 鎌田中 開成中 高綱中 高綱中 附属松本中 丸ﾉ内中 明善中 梓川中

 4/30 村瀬 崚(3) 4:34.50 上田 星矢(3) 4:46.54 三沢 遼(3) 4:48.00 北原 泰地(3) 4:49.44 三沢 進祐(2) 4:49.47 三島 太成(2) 4:53.71 塩原 潤(2) 5:01.11 牧内 憲三(3) 5:04.81
1500m 梓川中 鉢盛中 松島中 山辺中 鎌田中 鉢盛中 才教学園中 信明中

 4/30 小口 智大(3) 9:39.59 中島 健登(3) 9:41.30 大川 柊弥(2) 9:51.29 横水 颯太(3) 9:51.33 山下 大吾(3) 9:52.31 野瀬 雅史(2) 9:54.40 浅村 祐貴(3) 10:02.30 清水 順太(2) 10:07.38
3000m 山辺中 松島中 菅野中 鉢盛中 鉢盛中 梓川中 山辺中 菅野中

 4/30 -1.2大久保 達弥(3) 19.03 宮田 拓実(2) 19.77 降旗 敬(3) 19.85
110mH 梓川中 鉢盛中 菅野中

 4/30 丸山 拓哉(2) 1.50 忠地 大成(3) 1.50 曽山 竜馬(3) 高綱中 1.50 丸山 達大(2) 1.35 小口 雄大(3) 高綱中 1.30
走高跳 筑摩野中 波田中 中村 健斗(3) 開成中 旭町中 三沢 航輝(2) 松島中

 4/30 北條 健介(3)5.04(+2.3) 久保田 正吾(2)5.00(+3.5) 大久保 太陽(3)4.98(+1.4) 中澤 正人(3)4.94(+1.5) 山﨑 大輝(3)4.88(+2.4) 石田 展雅(2)4.76(-2.7) 平出 達矢(3)4.62(-2.9) 松岡 雄斗(2)4.60(+1.1)
走幅跳 旭町中 鉢盛中 高綱中 梓川中 丸ﾉ内中 旭町中 山辺中 筑摩野中

 4/30 飯干 貴史(3) 9.14 中澤 誠也(3) 8.88 濵 直輝(2) 8.22 齋藤 涼太郎(2) 8.13 富田 直樹(2) 7.81 大野 智裕(2) 7.38 小泉 卓也(2) 7.07 宮野 優輔(2) 6.91
砲丸投 信明中 大野川中 梓川中 大野川中 旭町中 筑摩野中 筑摩野中 松島中

 4/30 梓川中       49.06 高綱中       49.79 清水中       52.05 筑摩野中       52.08 開成中       52.15 松島中       52.16 旭町中       52.92
4×100m 宮澤一真(2) 萩原 勇貴(3) 片桐 優希(3) 大野 智裕(2) 中村 健斗(3) 小竹 脩斗(2) 富田 直樹(2)

佐原 涼太(3) 曽山 竜馬(3) 中西 紀(2) 松岡 雄斗(2) 倉又 遼太郎(2) 三沢 航輝(2) 北條 健介(3)
村瀬 直希(3) 小林 航(3) 花岡 明(3) 竹内 康平(2) 田中 聖大(3) 宮野 優輔(2) 丸山 達大(2)
大久保 達弥(3) 大久保 太陽(3) 小池 萌都紀(3) 吉田 翔真(2) 田村 拓也(3) 岡里 征哉(2) 石田 展雅(2)

 4/30 小学4～6年男 -1.8小島空(6) 14.09 蝦名 李音(6) 14.71 齋藤ｵﾘｵﾝ流(6) 14.90 竹内 匡(6) 14.91 横山 太一(6) 14.98 新村 篤史(5) 14.98 藤原 秀和(6) 15.20 太田 誠人(5) 15.47
100m ｺﾒｯﾄ波田 附属松本小 寿小 筑摩小 岡田小 芝沢小 田川小 芝沢小

 4/30 村岡 拓人(6) 3:31.70 中沢 夏輝(6) 3:37.78 板敷 祐斗(6) 3:40.03 竹内 聡志(6) 3:42.85 河野 優希(6) 3:43.08 千葉 岳士(4) 3:44.54 鰐川 采人(6) 3:50.31 上條 俊文(6) 3:51.88
1000m ｺﾒｯﾄ波田 菅野小 旭町小 中山小 島内小 寿小 島内小 今井小

 4/30 -2.3下条 倫太郎(5) 18.32 塚原 友都(5) 18.81 嘉藤 佑太朗(5) 19.91
80mH 旭町小 寿小 芝沢小

 4/30 山田 怜(6) 1.15 小澤 智利(5) 1.10 上嶋 辰輝(5) 1.05 原 光太朗(6) 1.00 倉田 孟(5) 0.95
走高跳 明善小 田川小 寿小 梓川小 梓川小

 4/30 寺田凌(6) 3.54(-1.0) 金田 耕平(5)3.45(+1.4) 藤澤 亮太(6)3.30(-3.2) 大原 拓馬(5)3.28(+3.7) 巾下 拓馬(5)3.24(-1.8) 村瀬 勇哉(6)3.20(-2.4) 涌井 優樹(6)3.18(+2.7) 飯野 岳(6) 3.10(-1.1)
走幅跳 鎌田小 芝沢小 梓川小 安曇小 二子小 梓川小 旭町小 安曇小

 4/30 堀内 魁斗(6) 41.11 小口聡太(5) 38.87 吉澤 佑(5) 38.80 宮川 裕太(5) 38.52 山本 将吾(5) 36.57 小林陽太(5) 34.34 浅野 遥季(6) 32.97 今井 悠人(5) 31.30
ﾎﾞｰﾙ投 島内小 鎌田小 芳川小 田川小 芝沢小 鎌田小 島立小 梓川小

 4/30 筑摩小       59.96 芝沢小(A)     1:00.62 岡田小(A)     1:01.79 島内小     1:02.27 ｺﾒｯﾄ波田     1:03.76 芝沢小(B)     1:05.50 芳川小     1:05.60 岡田小(B)     1:12.19
4×100m 深澤 完太(6) 花村 珠潤(5) 横山 太一(6) 丸山 楽人(5) 小林 渓汰(5) 宮沢 一真(4) 宮島 岳大(4) 中西 隆陽(4)

坪田 修吾(6) 新村 篤史(5) 西村 皇紀(6) 犬飼 昇吾(5) 太田 温土(5) 干川 柊(4) 黒田拓巳(5) 石川 駿(4)
島藤 和也(6) 嘉藤 佑太朗(5) 小松 寛武(6) 中嶋 瑞樹(5) 戸叶 健司(5) 太田 智之(4) 濱野 紘ﾀｶ(4) 小島 海人(4)
竹内 匡(6) 太田 誠人(5) 山中 雅也(5) 吉原 康平(5) 今井 渓汰(5) 竹原 魁人(4) 宮嶋海斗(5) 山中 悠也(4)

 4/30 小学1～3年男 小口晴矢(3) 10.27 小佐妻 蒼太(3) 10.38 渡辺 丈晴(3) 10.50 野本 駿介(3) 10.57 三村 莉大(2) 菅野小 10.58 滝口 颯太(2) 10.60 藤森 智也(3) 10.62
60m 鎌田小 寿小 寿小 田川小 竹内 陽斗(2) 菅野小 芝沢小 寿小



決勝 4月30日 11:50

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 -0.2

 1 渡辺 丈晴(3)     10.50  1 小佐妻 蒼太(3)     10.38 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ 寿小 ｺｻﾂﾞﾏ ｿｳﾀ 寿小

 2 桐原 依吹(3)     10.74  2 竹内 陽斗(2)     10.58 
ｷﾘﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 岡田小 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾄ 菅野小

 3 武本 祐樹(2)     11.42  3 小林 洸星(3)     10.85 
ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｷ 菅野小 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ 旭町小

 4 宮﨑 冬弥(3)     11.66  4 宇都宮諒(3)     11.38 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ 田川小 ｳﾂﾉﾐﾔﾘｮｳ 鎌田小

 5 大池 陸斗(3)     11.68  5 金田 潤平(2)     11.85 
ｵｵｲｹ ﾘｸﾄ 二子小 ｶﾈﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 芝沢小

 6 北村 祐(3)     11.84  6 福迫 歩輝(3)     12.05 
ｷﾀﾑﾗﾀｽｸ 芳川小 ﾌｸｻﾞｺ ｱﾕｷ 岡田小

 7 福本 佳祐(2)     12.42  7 山口 崚吾(2)     12.87 
ﾌｸﾓﾄ ｹｲｽｹ 大野川小 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｺﾞ 島立小

 8 鈴木 悠陽(3)     12.46  8 望月 桜志郎(2)     13.14 
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾋ 旭町小 ﾓﾁﾂﾞｷ ｵｳｼﾞﾛｳ 島内小

[ 3組] 風速 +0.7 [ 4組] 風速 +3.8

 1 三澤 宥甫(3)     10.71  1 三村 莉大(2)     10.58 
ﾐｻﾜ ﾕｳﾎ 旭町小 ﾐﾑﾗ ﾘｵ 菅野小

 2 菊地 虹介(3)     10.75  2 滝口 颯太(2)     10.60 
ｷｸﾁ ｺｳｽｹ 田川小 ﾀｷｸﾞﾁ ｿｳﾀ 芝沢小

 3 曽根 颯斗(3)     10.98  3 藤森 智也(3)     10.62 
ｿﾈ ﾊﾔﾄ 菅野小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄﾓﾔ 寿小

 4 渡辺 英行(2)     11.11  4 横山 恵太(3)     10.82 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 寿小 ﾖｺﾔﾏ ｹｲﾀ 岡田小

 5 齋藤 匠(3)     11.14  5 青木 飛龍(2)     11.33 
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 筑摩小 ｱｵｷ ﾋﾘｭｳ 今井小

 6 中村 恵輔(3)     11.71  6 堤 陽翔(2)     11.35 
ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 芝沢小 ﾂﾂﾐ ﾊﾙﾄ 芳川小

 7 松場 颯生(2)     12.26  7 酒井孝瑛(3)     11.55 
ﾏﾂﾊﾞ ｻｷ 大野川小 ｻｶｲｺｳﾖｳ 鎌田小
室賀 友祐(2)  8 松岡 響(1)     11.69 
ﾑﾛｶﾞ ﾕｳｽｹ 島立小 ﾏﾂｵｶ ﾋﾋﾞｷ 島内小

[ 5組] 風速 -0.4 [ 6組] 風速 -1.2

 1 野本 駿介(3)     10.57  1 小口晴矢(3)     10.27 
ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 田川小 ｵｸﾞﾁﾊﾙﾔ 鎌田小

 2 齊藤 奏斗(3)     11.39  2 川久保 貫介(3)     10.81 
ｻｲﾄｳ ｶﾅﾄ 芳川小 ｶﾜｸﾎﾞ ｶﾝｽｹ 芝沢小

 3 田中 郁斗(3)     11.43  3 伊藤 雅恭(3)     10.96 
ﾀﾅｶ ｲｸﾄ 岡田小 ｲﾄｳ ｶﾞｸ 田川小

 4 百瀬 一気(3)     11.50  4 山名 優斗(2)     11.91 
ﾓﾓｾ ｶｽﾞｷ 並柳小 ﾔﾏﾅ  ﾕｳﾄ 並柳小

 5 瀬川 雄大(3)     11.51  5 加藤 周平(3)     12.01 
ｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 筑摩小 ｶﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 島立小

 6 福代 侑生(3)     11.56  6 大槻 剛渡(1)     12.12 
ﾌｸﾖ ﾕｳｷ 今井小 ｵｵﾂｷ ﾀｹﾄ 今井小
渋谷 岳(3)
ｼﾌﾞﾔ ｶﾞｸ 二子小

[ 7組] 風速 +2.1

 1 河野 統徳(2)     10.77 
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園小

 2 森村 佑紀     10.78 
ﾓﾘﾑﾗ ﾕｳｷ 今井小

 3 小山 翔平(3)     10.81 
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 筑摩小

 4 塩原 暁斗(3)     10.91 
ｼｵﾊﾗ ｱｷﾄ 島立小

 5 成田 隼人(3)     10.96 
ﾅﾘﾀ ﾊﾔﾄ 芳川小

 6 西澤康生(3)     11.34 
ﾆｼｻﾞﾜｺｳｾｲ 鎌田小

 7 宮川 永輝(3)     11.47 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｴｲｷ 旭町小

 8 牧野 蒼(2)     12.01 
ﾏｷﾉ ｱｵｲ 島内小

5    29

6   344

8   410

4   147

3   281

7   349

2   176

9   428

7   171

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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小学1～3年男子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 小口晴矢(3) 鎌田小     10.27 (-1.2)   6   1
   2 小佐妻 蒼太(3) 寿小     10.38 (-0.2)   2   1
   3 渡辺 丈晴(3) 寿小     10.50 (+1.1)   1   1
   4 野本 駿介(3) 田川小     10.57 (-0.4)   5   1
   5 三村 莉大(2) 菅野小     10.58 (+3.8)   4   1
   5 竹内 陽斗(2) 菅野小     10.58 (-0.2)   2   2
   7 滝口 颯太(2) 芝沢小     10.60 (+3.8)   4   2
   8 藤森 智也(3) 寿小     10.62 (+3.8)   4   3
   9 三澤 宥甫(3) 旭町小     10.71 (+0.7)   3   1
  10 桐原 依吹(3) 岡田小     10.74 (+1.1)   1   2
  11 菊地 虹介(3) 田川小     10.75 (+0.7)   3   2
  12 河野 統徳(2) 才教学園小     10.77 (+2.1)   7   1
  13 森村 佑紀 今井小     10.78 (+2.1)   7   2
  14 川久保 貫介(3) 芝沢小     10.81 (-1.2)   6   2
  14 小山 翔平(3) 筑摩小     10.81 (+2.1)   7   3
  16 横山 恵太(3) 岡田小     10.82 (+3.8)   4   4
  17 小林 洸星(3) 旭町小     10.85 (-0.2)   2   3
  18 塩原 暁斗(3) 島立小     10.91 (+2.1)   7   4
  19 伊藤 雅恭(3) 田川小     10.96 (-1.2)   6   3
  19 成田 隼人(3) 芳川小     10.96 (+2.1)   7   5
  21 曽根 颯斗(3) 菅野小     10.98 (+0.7)   3   3
  22 渡辺 英行(2) 寿小     11.11 (+0.7)   3   4
  23 齋藤 匠(3) 筑摩小     11.14 (+0.7)   3   5
  24 青木 飛龍(2) 今井小     11.33 (+3.8)   4   5
  25 西澤康生(3) 鎌田小     11.34 (+2.1)   7   6
  26 堤 陽翔(2) 芳川小     11.35 (+3.8)   4   6
  27 宇都宮諒(3) 鎌田小     11.38 (-0.2)   2   4
  28 齊藤 奏斗(3) 芳川小     11.39 (-0.4)   5   2
  29 武本 祐樹(2) 菅野小     11.42 (+1.1)   1   3
  30 田中 郁斗(3) 岡田小     11.43 (-0.4)   5   3
  31 宮川 永輝(3) 旭町小     11.47 (+2.1)   7   7
  32 百瀬 一気(3) 並柳小     11.50 (-0.4)   5   4
  33 瀬川 雄大(3) 筑摩小     11.51 (-0.4)   5   5
  34 酒井孝瑛(3) 鎌田小     11.55 (+3.8)   4   7
  35 福代 侑生(3) 今井小     11.56 (-0.4)   5   6
  36 宮﨑 冬弥(3) 田川小     11.66 (+1.1)   1   4
  37 大池 陸斗(3) 二子小     11.68 (+1.1)   1   5
  38 松岡 響(1) 島内小     11.69 (+3.8)   4   8
  39 中村 恵輔(3) 芝沢小     11.71 (+0.7)   3   6
  40 北村 祐(3) 芳川小     11.84 (+1.1)   1   6
  41 金田 潤平(2) 芝沢小     11.85 (-0.2)   2   5
  42 山名 優斗(2) 並柳小     11.91 (-1.2)   6   4
  43 加藤 周平(3) 島立小     12.01 (-1.2)   6   5
  43 牧野 蒼(2) 島内小     12.01 (+2.1)   7   8
  45 福迫 歩輝(3) 岡田小     12.05 (-0.2)   2   6
  46 大槻 剛渡(1) 今井小     12.12 (-1.2)   6   6
  47 松場 颯生(2) 大野川小     12.26 (+0.7)   3   7
  48 福本 佳祐(2) 大野川小     12.42 (+1.1)   1   7
  49 鈴木 悠陽(3) 旭町小     12.46 (+1.1)   1   8
  50 山口 崚吾(2) 島立小     12.87 (-0.2)   2   7
  51 望月 桜志郎(2) 島内小     13.14 (-0.2)   2   8  343
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小学1～3年男子

60m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考



予選 4月30日 13:00
決勝 4月30日 15:35

[ 1組] 風速 -5.2 [ 2組] 風速 -2.3

 1 安藤 直哉(2)    11.49 q 1 内山 幹雄    11.38 q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 田川高 ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 2 上條 智之(3)    11.73 q 2 上松 敬弘(3)    11.83 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄﾓﾕｷ 松本蟻ヶ崎高 ｳｴﾏﾂ ﾀｶﾋﾛ 松本美須々丘高

 3 鈴木 真弘    11.94 q 3 今井 修平(3)    12.02 q
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｲﾏｲ ｼｭｳﾍｲ 松本県ヶ丘高

 4 新村 大輝(3)    12.01 q 4 酒井 聖矢(2)    12.33 
ﾆｲﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 松商学園高 ｻｶｲ ｾｲﾔ 松本蟻ヶ崎高

 5 小幡 卓哉(2)    12.09 q 5 平林 和泰(3)    12.40 
ｵﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ 松本深志高 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 松本工業高

 6 重田 直宣(3)    12.19 6 奥田 了(3)    12.53 
ｼｹﾞﾀ ﾅｵﾖｼ 松本工業高 ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳ 松本深志高

 7 丸山 浩平(3)    12.33 7 松澤詠太(2)    12.59 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 松本県ヶ丘高 ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲﾀ 梓川高

 8 多湖隆史(3)    12.55 8 上條 健    12.74 
ﾀｺﾞ ﾀｶﾌﾐ 梓川高 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 9 畑田 雅道(2)    13.61 9 渡辺 夏樹(2)    12.78 
ﾊﾀﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 創造学園高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ 松本深志高

[ 3組] 風速 -2.8 [ 4組] 風速 -5.4

 1 山腰 昇(2)    12.12 1 赤羽 慎(2)    12.20 
ﾔﾏｺｼ ﾉﾎﾞﾙ 松本工業高 ｱｶﾊﾈ ｼﾝ 松本大

 2 宮澤 竹矢(3)    12.51 2 小川 貴之(2)    12.31 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾔ 松商学園高 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 松本深志高

 3 塚田 拓巳(1)    12.59 3 山口直行    12.57 
ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園高 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾕｷ 丸ﾉ内中教

 4 秋谷 聡(3)    12.67 4 永井 剛    12.59 
ｱｷﾔ ｻﾄｼ 田川高 ﾅｶﾞｲ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 5 岡本 真平    12.80 5 今井 美靖(3)    12.64 
ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｲﾏｲ ﾖｼﾔｽ 田川高

 6 上條 将吾(3)    12.92 6 小林 直矢(3)    12.67 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺﾞ 松本深志高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 松本県ヶ丘高

 7 上原 拓馬(2)    13.32 7 岩間 雅英(1)    12.89 
ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾏ 松本美須々丘高 ｲﾜﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ 松商学園高

 8 山村圭吾(2)    13.93 8 藤井 優宇(3)    13.13 
ﾔﾏﾑﾗ ｹｲｺﾞ 梓川高 ﾌｼﾞｲ ﾕｳ 松本深志高

風速 -0.7

 1 内山 幹雄    11.16 
ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 2 安藤 直哉(2)    11.39 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 田川高

 3 上松 敬弘(3)    11.80 
ｳｴﾏﾂ ﾀｶﾋﾛ 松本美須々丘高

 4 上條 智之(3)    11.92 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄﾓﾕｷ 松本蟻ヶ崎高

 5 新村 大輝(3)    11.99 
ﾆｲﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 松商学園高

 6 今井 修平(3)    12.15 
ｲﾏｲ ｼｭｳﾍｲ 松本県ヶ丘高

 7 小幡 卓哉(2)    12.20 
ｵﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ 松本深志高

 8 鈴木 真弘    14.43 
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
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100m

予選 通過基準  4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



予選 4月30日 12:35
決勝 4月30日 15:25

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +2.0

 1 丸田 佳(3)    12.53 q 1 小池 萌都紀(3)    12.96 q
ﾏﾙﾀ ｹｲ 信明中 ｺｲｹ  ﾓﾄｷ 清水中

 2 倉又 遼太郎(2)    12.80 q 2 清沢 彩人(2)    13.24 
ｸﾗﾏﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 開成中 ｷﾖｻﾜ ｱﾔﾄ 菅野中

 3 宮澤一真(2)    13.30 3 川﨑 隆雅(2)    13.31 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 梓川中 ｶﾜｻｷ  ﾘｭｳｶﾞ 女鳥羽中

 4 竹内 康平(2)    14.10 4 浅原 隼風(1)    13.59 
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ 筑摩野中 ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ 旭町中

 5 熊澤 峻悟(2)    16.11 5 赤穂 拓人(3)    13.81 
ｸﾏｻﾞﾜ ｼｭﾝｺﾞ 丸ﾉ内中 ｱｺｳ ﾋﾛﾄ 波田中
吉田 雅也(3) 6 大澤 宗晃(2)    13.86 
ﾖｼﾀﾞ  ﾏｻﾔ 清水中 ｵｵｻﾜ ﾑﾈｱｷ 開成中
降旗 駿(2) 7 前島 和貴(2)    15.68 
ﾌﾘﾊﾀ ｼｭﾝ 鎌田中 ﾏｴｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 高綱中
大澤 隆浩(3) 佐原 涼太(3)
ｵｵｻﾜ ﾀｶﾋﾛ 波田中 ｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 梓川中

[ 3組] 風速 -0.4 [ 4組] 風速 -0.6

 1 伊藤 隆意(3)    12.58 q 1 栗田 雄一(3)    12.97 q
ｲﾄｳ ﾘｭｳｲ 松島中 ｸﾘﾀ ﾕｳｲﾁ 明善中

 2 萩原 勇貴(3)    12.89 q 2 西牧 樹生(2)    13.17 q
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 高綱中 ﾆｼﾏｷ ﾀﾂｷ 丸ﾉ内中

 3 東山 壱成(3)    13.21 q 3 齋藤 峻寛(3)    13.66 
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ 鎌田中 ｻｲﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 梓川中

 4 片桐 優希(3)    13.69 4 大嶋 康平(2)    13.81 
ｶﾀｷﾞﾘ  ﾕｳｷ 清水中 ｵｵｼﾏ  ｺｳﾍｲ 女鳥羽中

 5 徳田 康宜(2)    14.30 5 吉田 翔真(2)    13.89 
ﾄｸﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 開成中 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 筑摩野中

 6 北原 雄介(3)    14.36 6 中西 紀(2)    14.05 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｽｹ 菅野中 ﾅｶﾆｼ  ｶﾅﾒ 清水中

 7 筒井 侑希(2)    14.46 杉原 樹(3)
ﾂﾂｲ ﾕｳｷ 筑摩野中 ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾂｷ 鎌田中
丸山 拓人(2)
ﾏﾙﾔﾏ  ﾀｸﾄ 女鳥羽中

風速 -0.7

 1 丸田 佳(3)    12.52 
ﾏﾙﾀ ｹｲ 信明中

 2 栗田 雄一(3)    12.72 
ｸﾘﾀ ﾕｳｲﾁ 明善中

 3 倉又 遼太郎(2)    12.92 
ｸﾗﾏﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 開成中

 4 伊藤 隆意(3)    12.98 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｲ 松島中

 5 西牧 樹生(2)    13.12 
ﾆｼﾏｷ ﾀﾂｷ 丸ﾉ内中

 6 萩原 勇貴(3)    13.13 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 高綱中

 7 小池 萌都紀(3)    13.17 
ｺｲｹ  ﾓﾄｷ 清水中

 8 東山 壱成(3)    13.51 
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ 鎌田中
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2  6048

3  5973

4  5765

8  3620

氏  名 所属名 記録／備考
7  6007

7  5851

 6050
欠場

9  5946

3  5970

5  5708

2  5671

4  5822

6  5935

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

2  5926

8  3621

9  3246

3  5850

5  6045

7  5810

記録／備考
4  5668

6  5941

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

欠場
6  5706

欠場
9  3247

7  5768

4  5670

3  3634

8  5967

記録／備考
2  5734

5  5853

中学男子

100m

予選 通過基準  4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



予選 4月30日  9:25
決勝 4月30日 12:15

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 +2.4

 1 藤原 秀和(6)     15.27 q  1 小島空(6)     14.03 q
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 田川小 ｺｼﾞﾏ ｿﾗ ｺﾒｯﾄ波田

 2 中澤 拓弥(4)     15.95  2 太田 誠人(5)     15.05 q
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 二子小 ｵｵﾀ ﾏｺﾄ 芝沢小

 3 中平優成(5)     16.65  3 竹内 匡(6)     15.07 q
ﾅｶﾋﾗ ﾕｳｾｲ 芳川小 ﾀｹｳﾁ ｷｮｳ 筑摩小

 4 西澤 将哉(5)     16.72  4 黒田拓巳(5)     15.43 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 島内小 ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾐ 芳川小

 5 古田 昇太郎(4)     16.80  5 山中 雅也(5)     15.52 
ﾌﾙﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 今井小 ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾔ 岡田小

 6 倉又 要輔(5)     16.96  6 篠原 洸樹(4)     17.09 
ｸﾗﾏﾀ ﾖｳｽｹ 筑摩小 ｼﾉﾊﾗ ｺｳｷ 寿小

 7 唐木 咲哉(4)     17.30  7 石坂知也(5)     18.17 
ｶﾗｷ ｻｸﾔ 寿小 ｲｼｻﾞｶｵﾓﾔ 鎌田小

 8 牧野友紀(4)     17.47  8 石澤 巧望(4)     18.33 
ﾏｷﾉﾄﾓｷ 鎌田小 ｲｼｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 島立小

 9 小栗 駿一(4)     17.81 涌井 優樹(6)
ｵｸﾞﾘ ｼｭﾝｲﾁ 中山小 ﾜｸｲ ﾕｳｷ 旭町小

[ 3組] 風速 +1.6 [ 4組] 風速 -1.2

 1 小澤 直生(6)     15.66  1 西村 陽杜(5)     15.44 
ｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 島内小 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 二子小

 2 宮嶋海斗(5)     16.14  2 長嶺 直(5)     15.67 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｶｲﾄ 芳川小 ﾅｶﾞﾐﾈ  ﾅｵ 梓川小

 3 上條 快斗(5)     16.55  3 森田 浩平(4)     16.07 
ｶﾐｼﾞｮｳ  ｶｲﾄ 安曇小 ﾓﾘﾀ ｺｳﾍｲ 明善小

 4 宮沢 一真(4)     16.62  4 高松 紀昌(4)     16.28 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 芝沢小 ﾀｶﾏﾂ ﾉﾘｱｷ 並柳小

 5 中上 在(4)     16.70  5 吉田 堅迅(4)     16.41 
ﾅｶｶﾞﾐ  ｱﾙ 梓川小 ﾖｼﾀﾞ  ｹﾝﾄ 筑摩小

 6 小松 寛武(6)     16.74  6 西村 皇紀(6)     16.56 
ｺﾏﾂ ﾋﾛﾀｹ 岡田小 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ 岡田小

 7 村山 大起(5)     16.97  7 中澤 知大(4)     16.75 
ﾑﾗﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 島立小 ﾅｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 島立小

 8 高宮健輔(4)     18.28  8 牧石 大河(5)     18.26 
ﾀｶﾐﾔｹﾝｽｹ 鎌田小 ﾏｷｲｼ ﾀｲｶﾞ 菅野小
横澤 秀飛(4)  9 加藤央祐(4)     18.65 
ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾄ 二子小 ｶﾄｳｵｳｽｹ 山辺小

[ 5組] 風速 +1.2 [ 6組] 風速 +1.4

 1 齋藤ｵﾘｵﾝ流(6)     14.98 q  1 蝦名 李音(6)     14.76 q
ｻｲﾄｳ ｵﾘｵﾝ ﾘｭｳ 寿小 ｴﾋﾞﾅ ﾘｵ 附属松本小

 2 横山 太一(6)     15.27 q  2 新村 篤史(5)     15.29 q
ﾖｺﾔﾏ ﾀｲﾁ 岡田小 ﾆｲﾑﾗ ｱﾂｼ 芝沢小

 3 松田 優樹(6)     15.44  3 清水 汰揮(4)     16.11 
ﾏﾂﾀ  ﾞﾕｳｷ 梓川小 ｼﾐｽﾞ ﾀｷ 今井小

 4 藤澤 玲王(5)     15.59  4 齋藤 将紀(5)     16.37 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾚｵ 筑摩小 ｻｲﾄｳ ｼｮｳｷ 大野川小

 5 横山 圭(4)     16.89  5 水上 健吾(5)     16.45 
ﾖｺﾔﾏ ｹｲ 二子小 ﾐｽﾞｶﾐ  ｹﾝｺﾞ 梓川小

 6 胡桃澤 歓大(4)     17.52  6 征矢野 力(6)     17.47 
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｶﾝﾀﾞｲ 島内小 ｿﾔﾉ ﾘｷ 旭町小

 7 笠原 一輝(4)     18.45  7 岡本 博貴(4)     17.85 
ｶｻﾊﾗ ｶｽﾞｷ 田川小 ｵｶﾓﾄ ﾋﾛｷ 島内小

 8 櫻井 紘都(4)     18.63  8 堤 一(4)     17.95 
ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾄ 今井小 ﾂﾂﾐ ﾄﾗﾁ 寿小

 9 丸山貴文(4)     19.68 赤羽 響(6)
ﾏﾙﾔﾏﾀｶﾌﾐ 山辺小 ｱｶﾊﾈ ﾋﾋﾞｷ 菅野小

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学4～6年男子

100m

予選 通過基準  7組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

4   380

所属名 記録／備考
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No. 氏  名 所属名
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順
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
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6   279

2   424

8   387

4   262

3   112

7   363

1   179

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

9    61

7   236
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1   329

2   291
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No. 氏  名 所属名

5   180

4   302

6

2   200

4   166

記録／備考
8   386

ﾚｰﾝ

1    66

5    36

3   277

9   257

7   323

6   226  175

欠場



[ 7組] 風速 -1.3

 1 齊藤圭吾(5)     16.17 
ｻｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 芳川小

 2 柴田 潤也(6)     16.50 
ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 菅野小

 3 花村 珠潤(5)     16.71 
ﾊﾅﾑﾗ ｼｭｳﾙ 芝沢小

 4 倉科 龍幸(5)     16.76 
ｸﾗｼﾅ ﾀﾂﾕｷ 今井小

 5 丸山光(4)     17.10 
ﾏﾙﾔﾏﾋｶﾙ 鎌田小

 6 堀 翔太郎(4)     17.38 
ﾎﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 明善小

 7 斎藤 海斗(4)     17.51 
ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ 田川小

 8 山名 大貴(4)     17.55 
ﾔﾏﾅ ﾀｲｷ 並柳小

 9 大野 翔太(4)     19.41 
ｵｵﾉ   ｼｮｳﾀ 安曇小

風速 -1.8

 1 小島空(6)     14.09 
ｺｼﾞﾏ ｿﾗ ｺﾒｯﾄ波田

 2 蝦名 李音(6)     14.71 
ｴﾋﾞﾅ ﾘｵ 附属松本小

 3 齋藤ｵﾘｵﾝ流(6)     14.90 
ｻｲﾄｳ ｵﾘｵﾝ ﾘｭｳ 寿小

 4 竹内 匡(6)     14.91 
ﾀｹｳﾁ ｷｮｳ 筑摩小

 5 横山 太一(6)     14.98 
ﾖｺﾔﾏ ﾀｲﾁ 岡田小

 6 新村 篤史(5)     14.98 
ﾆｲﾑﾗ ｱﾂｼ 芝沢小

 7 藤原 秀和(6)     15.20 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 田川小

 8 太田 誠人(5)     15.47 
ｵｵﾀ ﾏｺﾄ 芝沢小

No. 氏  名 所属名 記録／備考
9   419

3   252

小学4～6年男子

100m

順 ﾚｰﾝ

5   168

6   132

7   191

2   308

1   388

8   427

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4    94

4   386

所属名 記録／備考
6     5

9    98

7   236

8   288

5   204

2   200

3   318



予選 4月30日 8:50
決勝 4月30日 15:15

[ 1組] [ 2組]

 1 久保田 諒介(3)    52.69 q 1 千國 真生(3)    53.01 q
ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 松本大 ﾁｸﾆ ﾏｻｷ 松本蟻ヶ崎高

 2 北野 恭平(3)    53.05 q 2 奥田 了(3)    53.12 q
ｷﾀﾉ ｷｮｳﾍｲ 松商学園高 ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳ 松本深志高

 3 今井 修平(3)    53.45 q 3 三村 一暉(3)    53.15 q
ｲﾏｲ ｼｭｳﾍｲ 松本県ヶ丘高 ﾐﾑﾗ ｶｽﾞｷ 松本美須々丘高

 4 吉澤 雄一郎(3)    56.37 4 村中 智彦(3)    53.47 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 松本蟻ヶ崎高 ﾑﾗﾅｶ ﾄﾓﾋｺ 松商学園高

 5 内山 侑希(2)    57.42 5 鰐川 一輝(2)    55.44 
ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｷ 松本美須々丘高 ﾜﾆｶﾜ ｶｽﾞｷ 松本県ヶ丘高

 6 鰐川 堅斗(2)    57.91 6 西澤 正志(2)  1:03.30 
ﾜﾆｶﾜ ｹﾝﾄ 松本工業高 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 創造学園高

 7 堀内 正和(2)    58.39 上原 航(2)
ﾎﾘｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ 創造学園高 ｳｴﾊﾗ ﾜﾀﾙ 松本工業高

[ 3組]

 1 丸山 浩平(3)    53.25 q
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 松本県ヶ丘高

 2 宮尾 将文(3)    53.28 q
ﾐﾔｵ ﾏｻﾌﾐ 松本深志高

 3 山田 匠(1)    54.89 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 梓川高

 4 長谷川 渉太(3)    55.67 
ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 松本美須々丘高

 5 村瀬 翔太(2)    55.95 
ﾑﾗｾ ｼｮｳﾀ 松商学園高
宮島 優也(3)
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 田川高

 1 久保田 諒介(3)    52.08 
ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 松本大

 2 北野 恭平(3)    52.39 
ｷﾀﾉ ｷｮｳﾍｲ 松商学園高

 3 奥田 了(3)    52.73 
ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳ 松本深志高

 4 千國 真生(3)    52.77 
ﾁｸﾆ ﾏｻｷ 松本蟻ヶ崎高

 5 今井 修平(3)    53.34 
ｲﾏｲ ｼｭｳﾍｲ 松本県ヶ丘高

 6 三村 一暉(3)    54.28 
ﾐﾑﾗ ｶｽﾞｷ 松本美須々丘高

 7 宮尾 将文(3)    54.71 
ﾐﾔｵ ﾏｻﾌﾐ 松本深志高

 8 丸山 浩平(3)    57.87 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 松本県ヶ丘高

2  2224

8  2283

3  2282

9  2348

4  2222

6  2383

記録／備考
5  8187

7  2466

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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7  8187
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一般高校男子

400m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 4月30日 8:40
決勝 4月30日 15:10

[ 1組] [ 2組]

 1 小林 航(3)    59.37 q 1 松本 卓也(3)    58.28 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 高綱中 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 鎌田中

 2 田村 拓也(3)  1:00.10 q 2 新村 智紀(3)  1:01.23 q
ﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 開成中 ﾆｲﾑﾗ ﾄﾓｷ 高綱中

 3 柳澤 涼(3)  1:02.10 q 3 阿部 憲瑞(3)  1:01.24 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｮｳ 明善中 ｱﾍﾞ ﾉﾘﾐﾂ 附属松本中

 4 河西 勇介(2)  1:03.45 q 4 小林 匠己(3)  1:05.51 
ｶｻｲ ﾕｳｽｹ 丸ﾉ内中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 梓川中

 5 青木 駿弥(2)  1:04.36 q 5 寺島 滉己(2)  1:06.95 
ｱｵｷ ｼｭﾝﾔ 梓川中 ﾃﾗｼﾏ ｺｳｷ 筑摩野中

 6 松澤 憲一(2)  1:15.28 6 今井 諒(2)  1:08.45 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 信明中 ｲﾏｲ  ﾘｮｳ 清水中
白石 大地(2) 7 田中 雅人(2)  1:16.20 
ｼﾗｲｼ ﾀﾞｲﾁ 附属松本中 ﾀﾅｶ  ﾏｻﾄ 女鳥羽中
前澤 和幸(3) 市毛 彰人(3)
ﾏｴｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 菅野中 ｲﾁｹﾞ ｱｷﾄ 松島中

 1 松本 卓也(3)    59.13 
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 鎌田中

 2 田村 拓也(3)    59.58 
ﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 開成中

 3 小林 航(3)  1:00.18 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 高綱中

 4 新村 智紀(3)  1:01.51 
ﾆｲﾑﾗ ﾄﾓｷ 高綱中

 5 阿部 憲瑞(3)  1:01.68 
ｱﾍﾞ ﾉﾘﾐﾂ 附属松本中

 6 河西 勇介(2)  1:02.68 
ｶｻｲ ﾕｳｽｹ 丸ﾉ内中

 7 柳澤 涼(3)  1:02.99 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｮｳ 明善中

 8 青木 駿弥(2)  1:05.78 
ｱｵｷ ｼｭﾝﾔ 梓川中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学男子
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決勝 4月30日 13:35

[ 1組] [ 2組]

 1 村瀬 雅人(2)   2:03.59  1 徳武 大起(2)   2:01.19 
ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ 松本県ヶ丘高 ﾄｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ 松本大

 2 林 優人(2)   2:04.37  2 小島 康弘   2:06.54 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 創造学園高 ｺｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ 松本陸協

 3 宮川 弦士(3)   2:09.88  3 降籏 賢人(3)   2:09.82 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹﾞﾝｼ 松本蟻ヶ崎高 ﾌﾙﾊﾀ ｹﾝﾄ 松本県ヶ丘高

 4 宮坂 直登(2)   2:13.46  4 中村 航平(3)   2:11.02 
ﾐﾔｻｶ ﾅｵﾄ 松本県ヶ丘高 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ 松本美須々丘高

 5 永瀬 昂太(3)   2:16.48  5 小口 拳人(2)   2:11.18 
ﾅｶﾞｾ ｺｳﾀ 松本蟻ヶ崎高 ｵｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 松本蟻ヶ崎高

 6 原 徹雄(2)   2:18.17  6 若林 涼(3)   2:14.03 
ﾊﾗ ﾃﾂｵ 松本大 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 田川高

 7 西森 晋平(2)   2:20.29  7 碓井 智也(1)   2:15.75 
ﾆｼﾓﾘ ｼﾝﾍﾟｲ 松本深志高 ｳｽｲ ﾄﾓﾔ 創造学園高

 8 竹腰 直紀(2)   2:26.00  8 齋藤 武蔵(2)   2:16.19 
ﾀｹｺｼ ﾅｵｷ 松本美須々丘高 ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ 松本工業高

 9 藤澤 亮(2)   2:42.32  9 池戸 建騎(3)   2:22.77 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳ 創造学園高 ｲｹﾄﾞ ｹﾝｷ 松本深志高

一般高校男子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

3  2386

9  2261

4  2512

 2353

8  8215

5  2296

7  2384

No. 氏  名 所属名

6  2514

2  2233

1

9  9431

5  2279

記録／備考
7  8203

ﾚｰﾝ

1  2363

6  2936

4  2346

2  2431

8  2230

3  2518



   1 徳武 大起(2) 松本大     2:01.19   2   1
   2 村瀬 雅人(2) 松本県ヶ丘高     2:03.59   1   1
   3 林 優人(2) 創造学園高     2:04.37   1   2
   4 小島 康弘 松本陸協     2:06.54   2   2
   5 降籏 賢人(3) 松本県ヶ丘高     2:09.82   2   3
   6 宮川 弦士(3) 松本蟻ヶ崎高     2:09.88   1   3
   7 中村 航平(3) 松本美須々丘高     2:11.02   2   4
   8 小口 拳人(2) 松本蟻ヶ崎高     2:11.18   2   5
   9 宮坂 直登(2) 松本県ヶ丘高     2:13.46   1   4
  10 若林 涼(3) 田川高     2:14.03   2   6
  11 碓井 智也(1) 創造学園高     2:15.75   2   7
  12 齋藤 武蔵(2) 松本工業高     2:16.19   2   8
  13 永瀬 昂太(3) 松本蟻ヶ崎高     2:16.48   1   5
  14 原 徹雄(2) 松本大     2:18.17   1   6
  15 西森 晋平(2) 松本深志高     2:20.29   1   7
  16 池戸 建騎(3) 松本深志高     2:22.77   2   9
  17 竹腰 直紀(2) 松本美須々丘高     2:26.00   1   8
  18 藤澤 亮(2) 創造学園高     2:42.32   1   9

順位 No. 氏  名 都道府県

一般高校男子

800m
タイムレース

順位
 8203
 2261
 2512

所属名 記録 備考 組

 2363
 2296
 2936
 2518

 9431
 2279
 2386
 2346

 2230
 2353
 2514

 2431
 2384
 8215
 2233



決勝 4月30日 10:55

[ 1組] [ 2組]

 1 村岡 拓人(6)   3:31.70  1 中沢 夏輝(6)   3:37.78 
ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾄ ｺﾒｯﾄ波田 ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 菅野小

 2 板敷 祐斗(6)   3:40.03  2 河野 優希(6)   3:43.08 
ｲﾀｼﾞｷ ﾕｳﾄ 旭町小 ｺｳﾉ ﾕｳｷ 島内小

 3 竹内 聡志(6)   3:42.85  3 千葉 岳士(4)   3:44.54 
ﾀｹｳﾁ ｻﾄｼ 中山小 ﾁﾊﾞ ﾀｹﾄ 寿小

 4 鰐川 采人(6)   3:50.31  4 上條 俊文(6)   3:51.88 
ﾜﾆｶﾜ ｱﾔﾄ 島内小 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｼﾌﾐ 今井小

 5 小林 勇輝(6)   3:53.83  5 齊藤 龍志(5)   3:52.16 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 菅野小 ｻｲﾄｳ  ﾘｭｳｼﾞ 梓川小

 6 伊藤 悠悟(4)   3:53.84  6 浜田翔太(5)   3:52.22 
ｲﾄｳ ﾕｳｺﾞ 二子小 ﾊﾏﾀﾞｼｮｳﾀ 鎌田小

 7 鈴木明日(4)   3:54.14  7 安藤 優一(5)   3:56.86 
ｽｽﾞｷｱｽ 鎌田小 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ 中山小

 8 見形 光樹(6)   3:56.58  8 藤澤 光(6)   3:58.09 
ﾐｶﾀ  ﾐﾂｷ 梓川小 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 芝沢小

 9 上條 卓(4)   3:56.83  9 中西 隆陽(4)   3:58.10 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｸ 明善小 ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾊﾙ 岡田小

10 伊藤 留希亜(6)   3:57.32 10 赤羽 佑介(5)   4:02.63 
ｲﾄｳ ﾙｷｱ 菅野小 ｱｶﾊﾈ  ﾕｳｽｹ 梓川小

11 村上 大生(5)   3:58.67 11 清水 翔(4)   4:02.82 
ﾑﾗｶﾐ ﾓﾄｲ 田川小 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳ 島内小

12 大和 翔太郎(6)   3:59.50 12 赤木 義人(4)   4:05.27 
ｵﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 寿小 ｱｶｷﾞ ﾖｼﾄ 田川小

13 菊池琉輝斗(4)   4:05.84 13 小島 海人(4)   4:05.63 
ｷｸﾁﾙｷﾄ 山辺小 ｺｼﾞﾏ ｶｲﾄ 岡田小

14 石川 駿(4)   4:11.91 14 桜井 尚雅(4)   4:06.57 
ｲｼｶﾜ ｼｭﾝ 岡田小 ｻｸﾗｲ ﾅｵﾏｻ 島内小

15 赤井 亮介(4)   4:22.37 15 百瀬侑生(4)   4:10.99 
ｱｶｲ ﾘｮｳｽｹ 中山小 ﾓﾓｾﾕｳｷ 山辺小

16 斉藤 洸大(4)   4:22.99 16 小竹 彪吾(4)   4:22.49 
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 大野川小 ｺﾀｹ ﾋｭｳｺﾞ 明善小

17 丸山 優(4)   4:24.74 17 岩淵 駿太朗(4)   4:29.98 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳ 岡田小 ｲﾜﾌﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 旭町小

18 橋本 歩斗(4)   4:38.96 18 川股 晃大(4)   4:31.57 
ﾊｼﾓﾄ ｱﾙﾄ 旭町小 ｶﾜﾏﾀ ｺｳﾀﾞｲ 旭町小

19 日向 俊太(4)   4:40.28 今西 康太(4)
ﾋﾅﾀ ｼｭﾝﾀ 筑摩小 ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 大野川小

小学4～6年男子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   299

19     9

12    44
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4   223
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5
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1   220
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4   109

11   331
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13   422

2    26

5   266
欠場

9   292



   1 村岡 拓人(6) ｺﾒｯﾄ波田     3:31.70   1   1
   2 中沢 夏輝(6) 菅野小     3:37.78   2   1
   3 板敷 祐斗(6) 旭町小     3:40.03   1   2
   4 竹内 聡志(6) 中山小     3:42.85   1   3
   5 河野 優希(6) 島内小     3:43.08   2   2
   6 千葉 岳士(4) 寿小     3:44.54   2   3
   7 鰐川 采人(6) 島内小     3:50.31   1   4
   8 上條 俊文(6) 今井小     3:51.88   2   4
   9 齊藤 龍志(5) 梓川小     3:52.16   2   5
  10 浜田翔太(5) 鎌田小     3:52.22   2   6
  11 小林 勇輝(6) 菅野小     3:53.83   1   5
  12 伊藤 悠悟(4) 二子小     3:53.84   1   6
  13 鈴木明日(4) 鎌田小     3:54.14   1   7
  14 見形 光樹(6) 梓川小     3:56.58   1   8
  15 上條 卓(4) 明善小     3:56.83   1   9
  16 安藤 優一(5) 中山小     3:56.86   2   7
  17 伊藤 留希亜(6) 菅野小     3:57.32   1  10
  18 藤澤 光(6) 芝沢小     3:58.09   2   8
  19 中西 隆陽(4) 岡田小     3:58.10   2   9
  20 村上 大生(5) 田川小     3:58.67   1  11
  21 大和 翔太郎(6) 寿小     3:59.50   1  12
  22 赤羽 佑介(5) 梓川小     4:02.63   2  10
  23 清水 翔(4) 島内小     4:02.82   2  11
  24 赤木 義人(4) 田川小     4:05.27   2  12
  25 小島 海人(4) 岡田小     4:05.63   2  13
  26 菊池琉輝斗(4) 山辺小     4:05.84   1  13
  27 桜井 尚雅(4) 島内小     4:06.57   2  14
  28 百瀬侑生(4) 山辺小     4:10.99   2  15
  29 石川 駿(4) 岡田小     4:11.91   1  14
  30 赤井 亮介(4) 中山小     4:22.37   1  15
  31 小竹 彪吾(4) 明善小     4:22.49   2  16
  32 斉藤 洸大(4) 大野川小     4:22.99   1  16
  33 丸山 優(4) 岡田小     4:24.74   1  17
  34 岩淵 駿太朗(4) 旭町小     4:29.98   2  17
  35 川股 晃大(4) 旭町小     4:31.57   2  18
  36 橋本 歩斗(4) 旭町小     4:38.96   1  18
  37 日向 俊太(4) 筑摩小     4:40.28   1  19

小学4～6年男子

1000m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考
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   26



決勝 4月30日 14:45

 1 村瀬 崚(3)  4:34.50 
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 梓川中

 2 上田 星矢(3)  4:46.54 
ｳｴﾀﾞ ｾｲﾔ 鉢盛中

 3 三沢 遼(3)  4:48.00 
ﾐｻﾜ ﾘｮｳ 松島中

 4 北原 泰地(3)  4:49.44 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｲﾁ 山辺中

 5 三沢 進祐(2)  4:49.47 
ﾐｻﾜ ｼﾝｽｹ 鎌田中

 6 三島 太成(2)  4:53.71 
ﾐｼﾏ ﾀｲｾｲ 鉢盛中

 7 塩原 潤(2)  5:01.11 
ｼｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 才教学園中

 8 牧内 憲三(3)  5:04.81 
ﾏｷｳﾁ ｹﾝｿﾞｳ 信明中

 9 草間 祐輝(3)  5:09.81 
ｸｻﾏ ﾕｳｷ 梓川中

10 中田 大貴(2)  5:13.58 
ﾅｶﾀ  ﾋﾛﾀｶ 清水中

11 永田 紘暉(2)  5:19.45 
ﾅｶﾞﾀ ｺｳｷ 鉢盛中

12 花岡 明(3)  5:25.99 
ﾊﾅｵｶ  ｱｷﾗ 清水中

13 澤田 竜馬(3)  5:26.29 
ｻﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 波田中

14 宮下 知也(3)  5:27.76 
ﾐﾔｼﾀ  ﾄﾓﾔ 清水中

15 織茂 大地(2)  5:30.91 
ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 波田中

16 平崎 柊(3)  5:34.04 
ﾋﾗｻｷ ｼｭｳ 松島中

17 田中 聖大(3)  5:38.23 
ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 開成中

18 平林 浩貴(2)  5:41.48 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 開成中

19 三澤 一輝(2)  5:54.45 
ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 附属松本中

20 高山 剛志(2)  5:56.44 
ﾀｶﾔﾏ ﾀｹｼ 松島中

21 臼井 傑(2)  6:20.99 
ｳｽｲ ｽｸﾞﾙ 松島中

22 白井 聡太郎(2)  6:46.39 
ｼﾗｲ ｿｳﾀﾛｳ 附属松本中
溝上 貴志(3)
ﾐｿﾞｳｴ ﾀｶｼ 附属松本中
河野 修平(3)
ｺｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 松島中

7  6106
欠場

10  5830
欠場

20  5835

23  6118

19  6121

8  5841

9  5872

1  5854

18  3255

24  5831

2  3254

17  5672

12  6070

5  5666

13  3630

15  5679

11  6608

4  5731

3  5705

6  6071

22  5845

16  5889

21  3618

14  6067

中学男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 4月30日 15:49

 1 小口 智大(3)  9:39.59 
ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 山辺中

 2 中島 健登(3)  9:41.30 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾄ 松島中

 3 大川 柊弥(2)  9:51.29 
ｵｵｶﾜ ﾄｳﾔ 菅野中

 4 横水 颯太(3)  9:51.33 
ﾖｺﾐｽﾞ ｿｳﾀ 鉢盛中

 5 山下 大吾(3)  9:52.31 
ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｺﾞ 鉢盛中

 6 野瀬 雅史(2)  9:54.40 
ﾉｾ ﾏｻﾌﾐ 梓川中

 7 浅村 祐貴(3) 10:02.30 
ｱｻﾑﾗ ﾕｳｷ 山辺中

 8 清水 順太(2) 10:07.38 
ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 菅野中

 9 齋藤 駿太(2) 10:32.21 
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ 梓川中

10 松井 駿弥(3) 10:33.23 
ﾏﾂｲ ｼｭﾝﾔ 筑摩野中

11 伊藤 武玄(2) 10:37.99 
ｲﾄｳ ﾑｹﾞﾝ 菅野中

12 太田 賢斗(3) 10:58.83 
ｵｵﾀ ｹﾝﾄ 鉢盛中

13 赤羽 祥紀(3) 11:07.58 
ｱｶﾊﾈ ﾔｽﾕｷ 鎌田中

14 加藤 匠(1) 11:28.30 
ｶﾄｳ  ﾀｸﾐ 女鳥羽中

15 阿部 和裕(2) 12:08.86 
ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 鎌田中
栁澤 樹(3)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｲﾂｷ 山辺中
高木 広喜(3)
ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｷ 鎌田中
山本 新(3)
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾝ 附属松本中

中学男子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  5937

3  5888

10  5827

13  3631

15  6066

9  6068

7  3627

1  5890

14  5938

11  6069

6  5966

4  5936

2  5712

18  5703

17  6054

欠場
16  6112

欠場

5  5893
欠場

12  5701



決勝 4月30日 10:15

 1 中川 敬介 15:53.50 
ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 松本陸協

 2 降籏 賢人(3) 16:19.24 
ﾌﾙﾊﾀ ｹﾝﾄ 松本県ヶ丘高

 3 近藤 晃永 16:20.52 
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋｻ 松本陸協

 4 田中 耀介(3) 16:23.19 
ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 松本深志高

 5 石倉 広尚(4) 16:30.28 
ｲｼｸﾗ ﾋﾛﾀｶ 松本大

 6 赤羽 晋治(2) 16:52.61 
ｱｶﾊﾈ ｼﾝｼﾞ 松本県ヶ丘高

 7 桑原 大吾(2) 17:28.19 
ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 創造学園高

 8 上條 裕紀(2) 17:38.60 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 田川高

 9 後藤 隼人(2) 18:24.84 
ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 創造学園高

10 青山 和暉(2) 19:13.23 
ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞｷ 田川高

11 加藤 卓美 19:16.40 
ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 松本陸協
松澤 薫(1)
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｵﾙ 松本大

2   242

11   238
欠場

9  2511

5  2178

1  2510

3  2179

7  8188

12  2289

6   243

10  2229

8   245

4  2279

一般高校男子

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 4月30日 11:20

風速 -1.2

 1 大久保 達弥(3)    19.03 
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 梓川中

 2 宮田 拓実(2)    19.77 
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 鉢盛中

 3 降旗 敬(3)    19.85 
ﾌﾘﾊﾀ ｹｲ 菅野中

3  5963

4  3606

2  6073

中学男子

110mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 4月30日 9:55

風速 -2.3

 1 下条 倫太郎(5)    18.32 
ｼﾓｼﾞｮｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 旭町小

 2 塚原 友都(5)    18.81 
ﾂｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 寿小

 3 嘉藤 佑太朗(5)    19.91 
ｶﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ 芝沢小

3   190

2    24

4   225

小学4～6年男子

80mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 4月30日 13:45
決勝 4月30日 16:45

[ 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 松商学園高  2477 藤森 未知也(2)     43.51 q  1   5 松商学園高  2469 村中 智彦(3)     44.97 q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾑﾗﾅｶ ﾄﾓﾋｺ
 2478 宮澤 裕輝(2)  2472 宮澤 竹矢(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾔ
 2474 新村 大輝(3)  2466 北野 恭平(3)

ﾆｲﾑﾗ ﾀﾞｲｷ ｷﾀﾉ ｷｮｳﾍｲ
 2488 樋口 克治(1)  2473 上野 涼(3)

ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ ｳｴﾉ ﾘｮｳ
 2   4 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野    23 鈴木 真弘     44.84 q  2   7 松本深志高  2235 小幡 卓哉(2)     46.25 q

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ｵﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ
   22 内山 幹雄  2228 小川 貴之(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ
   19 永井 剛  2224 宮尾 将文(3)

ﾅｶﾞｲ ﾀｹｼ ﾐﾔｵ ﾏｻﾌﾐ
   20 岡本 真平  2222 奥田 了(3)

ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳ
 3   8 松本工業高  2421 平林 和泰(3)     45.28 q  3   4 松本美須々丘高  2354 内山 侑希(2)     46.76 q

ﾏﾂｺｳ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽｶﾞｵｶｺｳ ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｷ
 2420 重田 直宣(3)  2344 上松 敬弘(3)

ｼｹﾞﾀ ﾅｵﾖｼ ｳｴﾏﾂ ﾀｶﾋﾛ
 2422 松沢 圭佑(3)  2348 三村 一暉(3)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ ﾐﾑﾗ ｶｽﾞｷ
 2425 山腰 昇(2)  2351 上原 拓馬(2)

ﾔﾏｺｼ ﾉﾎﾞﾙ ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾏ
 4   2 松本県ヶ丘高  2293 中野 秀紀(2)     46.08 q  4   3 梓川高  2172 山田 匠(1)     47.25 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞｷ ｱｽﾞｻｶﾞﾜｺｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ
 2282 今井 修平(3)  2168 多湖隆史(3)

ｲﾏｲ ｼｭｳﾍｲ ﾀｺﾞ ﾀｶﾌﾐ
 2283 丸山 浩平(3)  2170 平田勝也(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ ﾋﾗﾀ ｶﾂﾔ
 2286 小林 直矢(3)  2171 松澤詠太(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲﾀ
 5   3 松本蟻ヶ崎高  2361 徳田 吉彦(2)     46.46 q  5   2 創造学園高  2519 塚田 拓巳(1)     49.52 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ﾄｸﾀﾞ ﾖｼﾋｺ ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ
 2400 酒井 聖矢(2)  2512 林 優人(2)

ｻｶｲ ｾｲﾔ ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ
 2362 森田 耕陽(2)  2511 後藤 隼人(2)

ﾓﾘﾀｺｳﾖｳ ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ
 2364 中田 逸斗(2)  2516 畑田 雅道(2)

ﾅｶﾀ ﾊﾔﾄ ﾊﾀﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ
 6   7 創造学園高  2517 堀内 正和(2)     53.76   6 松本大   240 尾崎 翔太(1)

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾎﾘｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｵｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 途中棄権
 2513 西澤 正志(2)  8216 宮沢 友貴(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｷ
 2518 碓井 智也(1)  8129 太田 朗(3)

ｳｽｲ ﾄﾓﾔ ｵｵﾀ ｱｷﾗ
 2510 桑原 大吾(2)  8130 松沢 恵佑(3)

ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ
  5 田川高  2176 今井 祐輔(3)

ﾀｶﾞﾜｺｳ ｲﾏｲﾕｳｽｹ 失格
 2935 宮島 優也(3) R1

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ
 2938 秋谷 聡(3)

ｱｷﾔ ｻﾄｼ
 2177 安藤 直哉(2)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ

一般高校男子

4×100m

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



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 松商学園高(A)  2477 藤森 未知也(2)     43.10 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ(A) ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ
 2478 宮澤 裕輝(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
 2474 新村 大輝(3)

ﾆｲﾑﾗ ﾀﾞｲｷ
 2488 樋口 克治(1)

ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ
 2   5 松商学園高(B)  2469 村中 智彦(3)     43.93 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ(B) ﾑﾗﾅｶ ﾄﾓﾋｺ
 2472 宮澤 竹矢(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾔ
 2466 北野 恭平(3)

ｷﾀﾉ ｷｮｳﾍｲ
 2473 上野 涼(3)

ｳｴﾉ ﾘｮｳ
 3   4 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野    20 岡本 真平     44.79 

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ
   23 鈴木 真弘

ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ
   19 永井 剛

ﾅｶﾞｲ ﾀｹｼ
   23 鈴木 真弘

ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ
 4   6 松本工業高  2421 平林 和泰(3)     45.16 

ﾏﾂｺｳ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ
 2420 重田 直宣(3)

ｼｹﾞﾀ ﾅｵﾖｼ
 2422 松沢 圭佑(3)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ
 2425 山腰 昇(2)

ﾔﾏｺｼ ﾉﾎﾞﾙ
 5   9 松本深志高  2235 小幡 卓哉(2)     45.19 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ｵﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ
 2228 小川 貴之(2)

ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ
 2224 宮尾 将文(3)

ﾐﾔｵ ﾏｻﾌﾐ
 2222 奥田 了(3)

ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳ
 6   8 松本県ヶ丘高  2293 中野 秀紀(2)     45.30 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞｷ
 2282 今井 修平(3)

ｲﾏｲ ｼｭｳﾍｲ
 2283 丸山 浩平(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ
 2294 鰐川 一輝(2)

ﾜﾆｶﾜ ｶｽﾞｷ
 7   3 松本蟻ヶ崎高  2361 徳田 吉彦(2)     45.93 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ﾄｸﾀﾞ ﾖｼﾋｺ
 2400 酒井 聖矢(2)

ｻｶｲ ｾｲﾔ
 2362 森田 耕陽(2)

ﾓﾘﾀｺｳﾖｳ
 2364 中田 逸斗(2)

ﾅｶﾀ ﾊﾔﾄ
 8   2 松本美須々丘高  2354 内山 侑希(2)     46.57 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽｶﾞｵｶｺｳ ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｷ
 2344 上松 敬弘(3)

ｳｴﾏﾂ ﾀｶﾋﾛ
 2348 三村 一暉(3)

ﾐﾑﾗ ｶｽﾞｷ
 2351 上原 拓馬(2)

ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾏ

一般高校男子

4×100m
決勝



予選 4月30日 14:15
決勝 4月30日 16:25

[ 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 芝沢小(A)   191 花村 珠潤(5)   1:02.02 q  1   6 筑摩小   283 深澤 完太(6)   1:01.62 q

ｼﾊﾞｻﾞﾜｼｮｳ ﾊﾅﾑﾗ ｼｭｳﾙ ﾂｶﾏｼｮｳ ﾌｶｻﾞﾜ ｶﾝﾀ
  200 新村 篤史(5)   289 坪田 修吾(6)

ﾆｲﾑﾗ ｱﾂｼ ﾂﾎﾞﾀ ｼｭｳｺﾞ
  190 嘉藤 佑太朗(5)   290 島藤 和也(6)

ｶﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ ｼﾏﾄｳ ｶｽﾞﾔ
  204 太田 誠人(5)   288 竹内 匡(6)

ｵｵﾀ ﾏｺﾄ ﾀｹｳﾁ ｷｮｳ
 2   2 旭町小    47 涌井 優樹(6)   1:03.55 q  2   4 芝沢小(B)   193 宮沢 一真(4)   1:06.61 q

ｱｻﾋﾏﾁｼｮｳ ﾜｸｲ ﾕｳｷ ｼﾊﾞｻﾞﾜｼｮｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
   27 岩渕 佑基(6)   192 干川 柊(4)

ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕｳｷ ﾎｼｶﾜ ｼｭｳ
   36 征矢野 力(6)   205 太田 智之(4)

ｿﾔﾉ ﾘｷ ｵｵﾀ ｻﾄｼ
   44 板敷 祐斗(6)   208 竹原 魁人(4)

ｲﾀｼﾞｷ ﾕｳﾄ ﾀｹﾊﾗ ｶｲﾄ
 3   5 島内小   326 丸山 楽人(5)   1:03.80 q  3   3 芳川小   402 宮島 岳大(4)   1:06.82 q

ｼﾏｳﾁｼｮｳ ﾏﾙﾔﾏ ｶﾞｸﾄ ﾖｼｶﾜｼｮｳ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾛ
  328 犬飼 昇吾(5)   405 黒田拓巳(5)

ｲﾇｶｲ ｼｮｳｺﾞ ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾐ
  340 中嶋 瑞樹(5)   418 濱野 紘ﾀｶ(4)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ ﾊﾏﾉ ﾋﾛﾀｶ
  327 吉原 康平(5)   404 宮嶋海斗(5)

ﾖｼﾊﾗ ｺｳﾍｲ ﾐﾔｼﾞﾏ ｶｲﾄ
 4   4 ｺﾒｯﾄ波田     6 小林 渓汰(5)   1:03.81 q  4   2 岡田小(B)   118 中西 隆陽(4)   1:13.58 q

ｺﾒｯﾄﾊﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ ｵｶﾀﾞｼｮｳ ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾊﾙ
    3 今井 渓汰(5)   115 石川 駿(4)

ｲﾏｲ ｹｲﾀ ｲｼｶﾜ ｼｭﾝ
    2 戸叶 健司(5)   109 小島 海人(4)

ﾄｶﾉ ｹﾝｼﾞ ｺｼﾞﾏ ｶｲﾄ
   10 太田 温土(5)   105 山中 悠也(4)

ｵｵﾀ ﾊﾙﾄ ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾔ
  3 岡田小(A)    98 横山 太一(6)

ｵｶﾀﾞｼｮｳ ﾖｺﾔﾏ ﾀｲﾁ 失格
  112 西村 皇紀(6) ﾊﾞﾄﾝﾊﾟｽﾐｽ

ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ
  106 小松 寛武(6)

ｺﾏﾂ ﾋﾛﾀｹ
  104 山中 雅也(5)

ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾔ

小学4～6年男子

4×100m

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



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 筑摩小   283 深澤 完太(6)     59.96 

ﾂｶﾏｼｮｳ ﾌｶｻﾞﾜ ｶﾝﾀ
  289 坪田 修吾(6)

ﾂﾎﾞﾀ ｼｭｳｺﾞ
  290 島藤 和也(6)

ｼﾏﾄｳ ｶｽﾞﾔ
  288 竹内 匡(6)

ﾀｹｳﾁ ｷｮｳ
 2   5 芝沢小(A)   191 花村 珠潤(5)   1:00.62 

ｼﾊﾞｻﾜｼｮｳ(A) ﾊﾅﾑﾗ ｼｭｳﾙ
  200 新村 篤史(5)

ﾆｲﾑﾗ ｱﾂｼ
  190 嘉藤 佑太朗(5)

ｶﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ
  204 太田 誠人(5)

ｵｵﾀ ﾏｺﾄ
 3   1 岡田小(A)    98 横山 太一(6)   1:01.79 

ｵｶﾀﾞｼｮｳ(A) ﾖｺﾔﾏ ﾀｲﾁ
  112 西村 皇紀(6)

ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ
  106 小松 寛武(6)

ｺﾏﾂ ﾋﾛﾀｹ
  104 山中 雅也(5)

ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾔ
 4   6 島内小   326 丸山 楽人(5)   1:02.27 

ｼﾏｳﾁｼｮｳ ﾏﾙﾔﾏ ｶﾞｸﾄ
  328 犬飼 昇吾(5)

ｲﾇｶｲ ｼｮｳｺﾞ
  340 中嶋 瑞樹(5)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ
  327 吉原 康平(5)

ﾖｼﾊﾗ ｺｳﾍｲ
 5   9 ｺﾒｯﾄ波田     6 小林 渓汰(5)   1:03.76 

ｺﾒｯﾄﾊﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ
   10 太田 温土(5)

ｵｵﾀ ﾊﾙﾄ
    2 戸叶 健司(5)

ﾄｶﾉ ｹﾝｼﾞ
    3 今井 渓汰(5)

ｲﾏｲ ｹｲﾀ
 6   8 芝沢小(B)   193 宮沢 一真(4)   1:05.50 

ｼﾊﾞｻﾜｼｮｳ(B) ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
  192 干川 柊(4)

ﾎｼｶﾜ ｼｭｳ
  205 太田 智之(4)

ｵｵﾀ ｻﾄｼ
  208 竹原 魁人(4)

ﾀｹﾊﾗ ｶｲﾄ
 7   2 芳川小   402 宮島 岳大(4)   1:05.60 

ﾖｼｶﾜｼｮｳ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾛ
  405 黒田拓巳(5)

ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾐ
  418 濱野 紘ﾀｶ(4)

ﾊﾏﾉ ﾋﾛﾀｶ
  404 宮嶋海斗(5)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｶｲﾄ
 8   3 岡田小(B)   118 中西 隆陽(4)   1:12.19 

ｵｶﾀﾞｼｮｳ(B) ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾊﾙ
  115 石川 駿(4)

ｲｼｶﾜ ｼｭﾝ
  109 小島 海人(4)

ｺｼﾞﾏ ｶｲﾄ
  105 山中 悠也(4)

ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾔ
  7 旭町小    47 涌井 優樹(6)

ｱｻﾋﾏﾁｼｮｳ ﾜｸｲ ﾕｳｷ 失格
   27 岩渕 佑基(6) R1(3-4)

ｲﾜﾌﾞﾁ ﾕｳｷ
   36 征矢野 力(6)

ｿﾔﾉ ﾘｷ
   44 板敷 祐斗(6)

ｲﾀｼﾞｷ ﾕｳﾄ

小学4～6年男子

4×100m
決勝



決勝 4月30日 14:00

丸山 拓哉(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 筑摩野中
忠地 大成(3)
ﾀﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ 波田中
曽山 竜馬(3)
ｿﾔﾏ ﾘｮｳﾏ 高綱中
中村 健斗(3)
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 開成中
丸山 達大(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ 旭町中
小口 雄大(3)
ｵｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 高綱中
三沢 航輝(2)
ﾐｻﾜ ｺｳｷ 松島中
中西 湧也(2) 記録なし
ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾔ 松島中
河野 弘喜(3) 欠場
ｺｳﾉ ﾋﾛｷ 松島中

8  5832

1  5843
xxx

 1.30

 1.30

6 3  5826
o xxx

6 2  5930
o xxx

 1.35

 1.50

5 5  5801
o xo xxx

xo xxo xx/
3 7  5874

o o o

xxx  1.50

 1.50

3 4  5915
o xo o o xxo

- xxo xxx
2 9  3248

- - -

xxx  1.50
1 6  5972

o o o o xo

記録 備考1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 4月30日 9:00

1m20
山田 怜(6) o o o o o o o o xo xo
ﾔﾏﾀﾞ ﾚﾝ 明善小 xxx
小澤 智利(5) o o o o o o o o xo xxx
ｵｻﾞﾜ ﾄﾓﾘ 田川小
上嶋 辰輝(5) o o o o o o o xxo xxx
ｳｴｼﾏ ﾀﾂｷ 寿小
原 光太朗(6) o o o o o o o xxx
ﾊﾗ  ｺｳﾀﾛｳ 梓川小
倉田 孟(5) o o o xo o xo xxx
ｸﾗﾀ  ﾊｼﾞﾒ 梓川小

4 1    55
 1.00

5 2    70
 0.95

2 4   310
 1.10

3 3   218
 1.05

1m10 1m15

1 5   421
 1.15

記録 備考
m70 m75 m80 m85 m90 m95 1m00 1m05

小学4～6年男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 4月30日 15:30

３回の
最高記録

宮崎 琢也(1)  6.34  6.42  6.50   6.50  6.26  6.30   6.31    6.50 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ 松商学園高  +2.3  -2.6  -0.5   -0.5  +0.9   0.0   +0.9    -0.5
中野 秀紀(2)  6.31  6.13  5.91   6.31  6.18   -   5.94    6.31 
ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞｷ 松本県ヶ丘高  +2.3  -1.3   0.0   +2.3  -1.3   -0.3    +2.3
上條 将吾(3)  6.25  5.95  5.81   6.25  5.98  6.01   5.85    6.25 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺﾞ 松本深志高  +1.4  +2.0  -0.9   +1.4  -2.5  +0.1   -2.7    +1.4
徳田 吉彦(2)  5.96   x  6.06   6.06   x   -    x    6.06 
ﾄｸﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 松本蟻ヶ崎高  +1.6  +2.1   +2.1    +2.1
安藤 直哉(2)  5.77  6.04  5.38   6.04  5.88   x    x    6.04 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 田川高  +1.5  -0.1  +0.7   -0.1  -0.6    -0.1
中川 聡(2)  5.59  5.51  5.85   5.85  5.96  5.76   5.92    5.96 
ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 松本深志高  +0.9  +0.6  +1.2   +1.2  -0.9  -0.1   +0.8    -0.9
中田 逸斗(2)  5.92  5.86  5.78   5.92   x   -   5.76    5.92 
ﾅｶﾀ ﾊﾔﾄ 松本蟻ヶ崎高  +1.3  +2.8  -0.3   +1.3   +2.0    +1.3
上條 健   x  5.78  4.07   5.78  5.66  5.68    x    5.78 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  -0.1  -0.8   -0.1  -0.2  -0.5    -0.1
平田勝也(2)  5.75  5.49  5.28   5.75    5.75 
ﾋﾗﾀ ｶﾂﾔ 梓川高  +2.8  +2.9  +1.2   +2.8    +2.8
上野 涼(3)  5.70  5.35  5.18   5.70    5.70 
ｳｴﾉ ﾘｮｳ 松商学園高  +1.4  +2.7  -0.2   +1.4    +1.4
松澤詠太(2)  5.60  5.67   x   5.67    5.67 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲﾀ 梓川高  +1.6  +2.9   +2.9    +2.9
永井 剛  5.39  5.63  5.27   5.63    5.63 
ﾅｶﾞｲ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  -0.5  +2.1  -1.7   +2.1    +2.1
野尻 英史(2)  4.51  5.51   x   5.51    5.51 
ﾉｼﾞﾘ ｴｲｼ 松本深志高  +1.1  +2.8   +2.8    +2.8
宮川 弦士(3)  5.46  5.03  4.70   5.46    5.46 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹﾞﾝｼ 松本蟻ヶ崎高  +3.6  +1.6  -0.5   +3.6    +3.6
山村 俊一  5.33   x  5.12   5.33    5.33 
ﾔﾏﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 松本陸協  +0.6  -0.6   +0.6    +0.6
丸山 貴倫(2)   x  5.32  5.22   5.32    5.32 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾐﾁ 松商学園高  +1.9  -1.2   +1.9    +1.9
畑田 雅道(2)  3.92  4.11  4.34   4.34    4.34 
ﾊﾀﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 創造学園高  +2.7  +4.9  +2.9   +2.9    +2.9
澤谷 大軌(3) 欠場
ｻﾜﾔ ﾋﾛｷ 松本美須々丘高

一般高校男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 18  2489

-3- -4- -5- -6-

2 14  2293

3 15  2225

4 13  2361

5 12  2177

6 8  2236

7 6  2364

8 10    21

9 2  2170

10 7  2473

11 4  2171

12 17    19

13 5  2234

14 3  2386

15 9   244

16  2345

16 11  2497

17 1  2516



決勝 4月30日 13:30

３回の
最高記録

北條 健介(3)   x   x  5.04   5.04  4.27   x   4.35    5.04 
ﾎｳｼﾞｮｳ ｹﾝｽｹ 旭町中  +2.3   +2.3  -0.4   -0.2    +2.3
久保田 正吾(2)  4.76  5.00  4.71   5.00  4.46  4.85   4.63    5.00 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 鉢盛中  -0.6  +3.5  -2.0   +3.5  -2.3  -4.5   +5.1    +3.5
大久保 太陽(3)  4.83  4.80  4.98   4.98  4.74  4.87   4.86    4.98 
ｵｵｸﾎﾞ ﾀｲﾖｳ 高綱中  -1.5  +2.7  +1.4   +1.4  +0.2  +0.6   +3.0    +1.4
中澤 正人(3)  4.78  4.83  4.84   4.84  4.55  4.80   4.94    4.94 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 梓川中  -3.0  +3.5  -0.7   -0.7  -0.8  -1.9   +1.5    +1.5
山﨑 大輝(3)  4.88   x  4.77   4.88   x   x   4.86    4.88 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 丸ﾉ内中  +2.4  -0.2   +2.4   +2.5    +2.4
石田 展雅(2)  4.63  4.67   x   4.67  4.10  4.76   4.01    4.76 
ｲｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾏｻ 旭町中  -0.7  -1.6   -1.6  +1.7  -2.7   -5.3    -2.7
平出 達矢(3)  4.21  4.35  4.38   4.38  4.46  4.62   3.82    4.62 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾀﾂﾔ 山辺中  -6.3  -3.9  -3.2   -3.2  +2.1  -2.9   -1.3    -2.9
松岡 雄斗(2)  4.48  4.60  4.59   4.60  4.55  4.47   4.58    4.60 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 筑摩野中  -3.0  +1.1  -1.1   +1.1  -1.6  -2.0   +0.9    +1.1
太田 真也(3)  3.92  4.23  4.34   4.34    4.34 
ｵｵﾀ ｼﾝﾔ 波田中  +1.7  -2.3  -1.3   -1.3    -1.3
手塚 諒冴(2)  3.83  3.74  4.25   4.25    4.25 
ﾃﾂﾞｶ ﾘｮｳｺﾞ 松島中  -3.2  +0.5  +3.8   +3.8    +3.8
小川 拓久己(2)  4.05  3.95  4.17   4.17    4.17 
ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 鎌田中  -3.9  +1.2  +4.2   +4.2    +4.2
進士 陽平(2)  4.04  4.13  4.02   4.13    4.13 
ｼﾝｼ ﾖｳﾍｲ 附属松本中  -4.1  -1.8  +1.2   -1.8    -1.8
杉谷 拓海(2)  3.70  3.84  4.04   4.04    4.04 
ｽｷﾞﾔ ﾀｸﾐ 信明中  -4.3  -1.3  +3.9   +3.9    +3.9
小池 篤哉(2)  3.82  3.68  3.78   3.82    3.82 
ｺｲｹ ｱﾂﾔ 丸ﾉ内中  -1.8  +1.2  -2.1   -1.8    -1.8
青木 慧(2)  3.68  3.48  3.80   3.80    3.80 
ｱｵｷ ｹｲ 附属松本中  -1.4   0.0  +0.2   +0.2    +0.2
倉科 郁実(2)  3.61  3.63  3.75   3.75    3.75 
ｸﾗｼﾅ ｲｸﾐ 開成中  -1.1  -2.7  +2.2   +2.2    +2.2
小林 誠(2)  3.63  3.66  3.74   3.74    3.74 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 信明中  -2.1  +1.4  +0.8   +0.8    +0.8
岡里 征哉(2)  3.49  3.65  3.73   3.73    3.73 
ｵｶﾘ ﾏｻﾔ 松島中  +1.1  -0.3  +2.4   +2.4    +2.4
川口 竜司(2)  2.38  3.66  3.63   3.66    3.66 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｭｳｼﾞ 梓川中  -2.3  -1.0  +2.4   -1.0    -1.0
酒井 優希(2)   x   x  3.47   3.47    3.47 
ｻｶｲ ﾕｳｷ 鎌田中  -0.4   -0.4    -0.4
斉藤 優太郎(2)   x   x  3.06   3.06    3.06 
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ 松島中  +1.1   +1.1    +1.1
村瀬 直希(3)   x   x   x    x 記録なし
ﾑﾗｾ ﾅｵｷ 梓川中
西澤 勇斗(3) 欠場
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 鎌田中

中学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 23  5786

-3- -4- -5- -6-

2 20  6072

3 18  5912

4 10  3608

5 16  5759

6 21  5802

7 15  5892

8 19  5969

9 13  3250

10 4  5838

11 11  5698

12 17  6119

13 5  5736

14 9  5764

15 1  6116

16 8  5852

17 7  5742

18 12  5836

19 3  3629

20 2  5699

21 6  5839

22  3623

14  5704



決勝 4月30日 9:00

寺田凌(6)  3.20  3.54   x   3.54 
ﾃﾗﾀﾞﾘｮｳ 鎌田小  +1.7  -1.0  +3.4   -1.0
金田 耕平(5)  2.69  3.09  3.45   3.45 
ｶﾈﾀﾞ ｺｳﾍｲ 芝沢小  +2.9  +0.7  +1.4   +1.4
藤澤 亮太(6)  3.26  3.18  3.30   3.30 
ﾌｼﾞｻﾜ  ﾘｮｳﾀ 梓川小  +4.2  +0.8  -3.2   -3.2
大原 拓馬(5)  3.28  3.10  2.90   3.28 
ｵｵﾊﾗ  ﾀｸﾏ 安曇小  +3.7  +1.2  -3.5   +3.7
巾下 拓馬(5)  3.16  3.24  3.23   3.24 
ﾊﾊﾞｼﾀ ﾀｸﾏ 二子小  +0.8  -1.8  +1.5   -1.8
村瀬 勇哉(6)   x  3.20   x   3.20 
ﾑﾗｾ  ﾕｳﾔ 梓川小  +3.2  -2.4  -2.4   -2.4
涌井 優樹(6)  3.15  2.82  3.18   3.18 
ﾜｸｲ ﾕｳｷ 旭町小  +1.6  +0.9  +2.7   +2.7
飯野 岳(6)   x   x  3.10   3.10 
ｲｲﾉ  ｶﾞｸ 安曇小  +2.0  +1.0  -1.1   -1.1
横内 遥人(6)  2.63  3.06   x   3.06 
ﾖｺｳﾁ  ﾊﾙﾄ 梓川小  +1.2  +1.0  +1.2   +1.0
藤山 尚享(5)  2.84  2.88  3.03   3.03 
ﾌｼﾞﾔﾏ  ﾀｶﾕｷ 安曇小  +2.4  +0.7  +1.1   +1.1
半戸 聖人(6)  2.98  2.93  2.97   2.98 
ﾊﾝﾄﾞ ﾏｻﾄ 明善小  +4.6  +2.8  +2.1   +4.6
竹原 魁人(4)  2.87  2.92  2.79   2.92 
ﾀｹﾊﾗ ｶｲﾄ 芝沢小  +3.9  +1.6  -0.8   +1.6
堀内 裕斗(4)  2.79  2.84   x   2.84 
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾄ 二子小  +2.6  -0.4  -0.2   -0.4
竹樋 伊織(4)  2.83  2.70  2.73   2.83 
ﾀｹﾋ ｲｵﾘ 岡田小   0.0  +4.6  +2.0    0.0
斉藤 龍佑(4)  2.71  2.78  2.74   2.78 
ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 大野川小  +1.0  +2.3  -1.7   +2.3
小林 颯(6)  2.32   x  2.72   2.72 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾊﾔﾃ 梓川小  +0.3  +1.6  -1.8   -1.8
山中 悠也(4)  2.52  2.12  2.21   2.52 
ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾔ 岡田小  +1.6  +0.8  +1.7   +1.6
上條宝来(4)  2.41  2.34  2.38   2.41 
ｶﾐｼﾞｮｳﾎｳﾗｲ 鎌田小  +0.1  +1.2  -1.7   +0.1

小学4～6年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 5   139

-3-

2 17   194

3 14    80

4 9    91

5 10   371

6 12    71

7 18    47

8 11    96

9 6    50

10 7    95

11 16   425

12 15   208

13 13   384

14 1   117

15 4   271

18 2   146

16 8    60

17 3   105



決勝 4月30日 13:00

３回の
最高記録

飯干 貴史(3)
ｲｲﾎﾞｼ ﾀｶﾌﾐ 信明中
中澤 誠也(3)
ﾅｶｻﾞﾜ ｾｲﾔ 大野川中
濵 直輝(2)
ﾊﾏ ﾅｵｷ 梓川中
齋藤 涼太郎(2)
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大野川中
富田 直樹(2)
ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ 旭町中
大野 智裕(2)
ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ 筑摩野中
小泉 卓也(2)
ｺｲｽﾞﾐ ﾀｸﾔ 筑摩野中
宮野 優輔(2)
ﾐﾔﾉ ﾕｳｽｹ 松島中
小竹 脩斗(2)
ｺﾀｹ ﾅｵﾄ 松島中
内藤 鴻太郎(3)
ﾅｲﾄｳ  ｺｳﾀﾛｳ 清水中
伊藤 雄基(2)
ｲﾄｳ ﾕｳｷ 鎌田中
増尾 和哉(2)
ﾏｽｵ ｶｽﾞﾔ 松島中

  4.82    4.88   4.88 

   5.39   5.39 

12 1  5844
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11 2  5696
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  6.06    6.91   6.68   6.24   6.73   6.91 

   6.81   6.83   6.08   7.07   7.07 

8 3  5816
  6.91   6.84

7 4  5975
  6.57   6.60   6.81

  6.93    7.38   6.59   6.61   6.28   7.38 

   7.81   7.08    x   7.44   7.81 

6 6  5974
  7.04   7.38

5 5  5803
  7.36   7.81    x

   x    7.83   7.52   8.13   7.84   8.13 

   8.22   7.78   8.05   7.92   8.22 

4 9  3666
  7.83   7.81

3 10  3632
  7.72   8.22    x

  8.87    8.88   8.36   8.52    x   8.88 

   8.94   7.61   8.68   9.14   9.14 

2 11  3668
  8.46   8.88

1 12  5732
  8.94   8.66   8.83

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 4月30日 15:00

３回の
最高記録

友田 利男
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 松本筑摩高教
村田 匡彰(3)
ﾑﾗﾀ ﾏｻｱｷ 松本県ヶ丘高
矢ヶ﨑 広樹(3)
ﾔｶﾞｻｷ ﾋﾛｷ 松商学園高
宮尾 将文(3)
ﾐﾔｵ ﾏｻﾌﾐ 松本深志高
丸山 清嵩(2)
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾖﾀｶ 松本深志高
福島 徹也(3)
ﾌｸｼﾏ ﾃﾂﾔ 松本深志高
吉澤 雄一郎(3)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 松本蟻ヶ崎高
野尻 英史(2)
ﾉｼﾞﾘ ｴｲｼ 松本深志高
唐澤 英之(3)
ｶﾗｻﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 松本県ヶ丘高
小林 将也(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 松商学園高

   o   27.98  27.98 

  28.67  28.67 

10 3  2476
   o  27.98

9 1  2278
 28.67    x    x

   o   31.60    o    -    -  31.60 

  34.56    o    o    x  34.56 

8 2  2234
   x  31.60

7 5  2381
   o  34.56    x

 35.61   35.61    o    o    o  35.61 

  40.03    o    o    o  40.03 

6 4  2221
   o    o

5 6  2237
 40.03    o    x

 40.52   40.52    o    o    o  40.52 

  41.46    x    o    o  41.46 

4 8  2224
   o    o

3 7  2470
   o    o  41.46

 42.71   42.71    o    o    o  42.71 

  49.77  51.14    o    o  51.14 

2 9  2281
   o    o

1 10   241
   o    o  49.77

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

一般高校男子

やり投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 4月30日 9:00

堀内 魁斗(6)
ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ 島内小
小口聡太(5)
ｵｸﾞﾁｿｳﾀ 鎌田小
吉澤 佑(5)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｽｸ 芳川小
宮川 裕太(5)
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 田川小
山本 将吾(5)
ﾔﾏﾓﾄ  ｼｮｳｺﾞ 芝沢小
小林陽太(5)
ｺﾊﾞﾔｼﾖｳﾀ 鎌田小
浅野 遥季(6)
ｱｻﾉ ﾊﾙｷ 島立小
今井 悠人(5)
ｲﾏｲ  ﾊﾙﾄ 梓川小
干川 柊(4)
ﾎｼｶﾜ ｼｭｳ 芝沢小
横山幸次郎(4)
ﾖｺﾔﾏｺｳｼﾞﾛｳ 鎌田小
橋詰 歩(5)
ﾊｼﾂﾞﾒ ｱﾕﾑ 岡田小
高橋 宏希(4)
ﾀｶﾊｼ  ｺｳｷ 梓川小
上條 祐(4)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｽｸ 芝沢小
斉藤 大輝(5)
ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 大野川小
村松 すなお(4)
ﾑﾗﾏﾂ ｽﾅｵ 並柳小
橋本 幸弥(4)
ﾊｼﾓﾄ  ﾕｷﾔ 梓川小
北澤 敦(4)
ｷﾀｻﾞﾜ ｱﾂｼ 並柳小
村木 忠樹(4)
ﾑﾗｷ ﾀﾀﾞｷ 旭町小
太田 智之(4)
ｵｵﾀ ｻﾄｼ 芝沢小
大久保 大和(6)
ｵｵｸﾎﾞ ﾔﾏﾄ 島立小
寺原 圭理(4)
ﾃﾗﾊﾗ ｹｲﾘ 大野川小
上條裕太郎(4)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳﾀﾛｳ 芳川小
二木智士(4) 欠場
ﾌﾀﾂｷﾞｻﾄｼ 山辺小

小学4～6年男子

ﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 備考

1 21   345
 41.11    o    o  41.11 

2 3   143
   o

-3- 記録

 38.87    o  38.87 

3 10   401
 38.80    x    o  38.80 

 38.52 

5 23   196
 36.57    o    o  36.57 

4 2

6 22   145
   o

   o  38.52
  304

   o

   o  34.34  34.34 

7 13   359
   o  32.97    o  32.97 

 31.30 

9 18   192
   o  30.34    o  30.34 

8 8

10 15   129
   o

   o    o
   57

 31.30

   o  29.61  29.61 

11 4   101
 29.02    o    o  29.02 

 27.61 

13 16   199
 25.89    o    o  25.89 

12 19

14 5   270
 22.90

 27.61    o
   56

   o

   o    o  22.90 

15 9   391
   o  22.43    o  22.43 

 22.42 

17 11   395
 21.60    o    o  21.60 

16 14

18 6    38
   o

   o    o
   52

 22.42

   o  21.48  21.48 

19 20   205
   x  21.03    o  21.03 

 20.98 

21 12   267
   x    o  15.31  15.31 

20 7

22 17   409
 13.83

   o    o
  361

 20.98

   o    x  13.83 

1   186
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