
主催：中信地区陸上競技協会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森 茂幸
　共催：中信地区各市教育委員会・各町村教育委員会連絡協議会 跳躍審判長 中原 信一
　後援：信濃毎日新聞社・市民タイムス 投擲審判長 中原 信一
【開催日】 平成24年8月19日（日） 記録主任： 江橋 邦男
【主催団体】 中信地区陸上協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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
 8/19 男子  -0.1常盤 大智(2) 11.22 安藤 直哉(3) 11.25 長谷川 寛(2) 11.32 的場 亮太(2) 11.49 内山 幹雄 11.51 抜井 裕介(2) 11.52 中畑 恭介 11.55

100m 穂高商業高 田川高 松本深志高 松商学園高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本県ヶ丘高 木曽郡陸協
 8/19 伊藤 良多(4) 49.79 若林 颯(2) 50.19 藤森 未知也(3) 50.92 水島 優(1) 51.13 塚田 拓巳(2) 52.10 林 優人(3) 52.25 小栁 堅一(2) 52.97

400m 信大医学部 松本深志高 松商学園高 松商学園高 創造学園高 創造学園高 松本県ヶ丘高
 8/19 長尾 勇希(3) 2:01.09 川西 翔太(1) 2:02.23 逢澤 智広 2:04.64 渡辺 優樹(1) 2:06.20 藤松 楓季(1) 2:07.05 山本 昌希 2:08.20 加藤 智樹(3) 2:12.29

800m 松商学園高 松本大 松本市陸協 松本深志高 豊科高 松本市陸協 松商学園高
 8/19 逢澤 智広 4:09.21 村瀬 崚(2) 4:09.57 細川 翔太郎(2) 4:14.71 小口 智大(1) 4:17.09 中村 優希(2) 4:18.79 上條 広裕希(2) 4:21.26 高橋 亮太(3) 4:26.81 山本 昌希 4:26.86

1500m 松本市陸協 松本県ヶ丘高 大町高 松本深志高 塩尻志学館高 松本県ヶ丘高 松商学園高 松本市陸協
 8/19 降幡 真也(3) 15:11.28 松野 淳司 15:24.62 羽川 英一 15:38.74 高橋 直志(3) 15:48.57 細川 翔太郎(2) 16:02.69 丸山 純一 16:13.39 百瀬 永吉 16:16.89 横水 颯太(1) 16:35.27

5000m 松商学園高 塩尻市陸協 松本市陸協 大町高 大町高 安曇野陸協 松本市陸協 豊科高
 8/19  -0.2松井 岳(3) 16.50 伊達 仁哉 16.53 中嶋 友也 16.71 中野 涼介(1) 16.90 今井 美靖 16.91 望月 康平(3) 17.50 降籏 敬(1) 19.02 遠藤 聡(1) 19.40

110mH(1.067m) 大町高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本深志高 金沢工業大 穂高商業高 松本蟻ヶ崎高 松本深志高
 8/19 丸山 貴倫(3) 1.92 遠藤 聡(1) 1.89 内藤 健生 1.83 小木曽 満(2) 1.75 市田 愛策(2) 1.70 船津 洸(1) 1.70 鷲澤 遼(1) 大町北高 1.65

走高跳 松商学園高 松本深志高 安曇野陸協 松商学園高 信州大 大町北高 忠地 大成(1) 松本美須々丘高
 8/19 佐藤 賢一 7.68(+1.8) 宮崎 琢也(2) 7.23(+3.0) 青沼 和紀(3) 6.74(+2.4) 中野 涼介(1) 6.60(+0.1) 小野澤 達也(1)6.17(+0.3) 宮澤 憲二 6.14(+1.3) 樽沢 裕弥(1) 6.12(-0.1) 大豆 直哉(2) 5.96(+1.8)

走幅跳 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ GR 松商学園高 穂高商業高 松本深志高 穂高商業高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本大 木曽青峰高
 8/19 上原 隆伸 11.64 飯田 謙治(2) 11.22 村松 克磨(1) 10.94 寺島 国彦(3) 9.86 山本 大(2) 9.83 上條 哲矢(2) 9.78 牧野 圭介 9.55 福田 淳 9.12

砲丸投 松本市陸協 松商学園高 松本大 穂高商業高 松商学園高 木曽青峰高 松本市陸協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
 8/19 友田 利男 53.19 鈴木 真弘 48.27 木藤 幸希(2) 48.05 鳥羽 大樹(3) 44.98 小澤 匠(2) 41.32 小川 健太(1) 40.27 松尾 幸治朗(2) 39.67 田口 恭平(2) 37.60

やり投 松本市陸協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松商学園高 南安曇農業高 松本美須々丘高 木曽青峰高 松本県ヶ丘高 木曽青峰高
 8/19 松本深志高       43.48 穂高商業高       44.78 松本県ヶ丘高      44.83 木曽青峰高       45.12 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野      45.17 松商学園高       45.19 大町高       45.69 塩尻志学館高      46.76

4×100m 清水 勇人(2) 岡本 悠(1) 小川 翔平(2) 小倉 凱士(2) 伊藤 将希 岩間 雅英(2) 勝野 涼大(1) 太田 敦(1)
長谷川 寛(2) 常盤 大智(2) 小栁 堅一(2) 樽沢 絃人(1) 内山 幹雄 的場 亮太(2) 松井 一陽(1) 三村 航輝(1)
若林 颯(2) 山本 高寛(1) 小林 謙太(2) 大豆 直哉(2) 鈴木 真弘 水島 優(1) 片桐 夏樹(2) 中村 健(1)
中野 涼介(1) 小野澤 達也(1) 抜井 裕介(2) 田口 恭平(2) 岡本 真平 藤森 未知也(3) 宮坂 僚(1) 林 悠輔(2)

 8/19 松商学園高     3:28.24 松本深志高     3:30.32 木曽青峰高     3:30.82 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野    3:32.80 大町高     3:39.93 豊科高     3:40.14 松本蟻ヶ崎高    3:44.10 穂高商業高     3:45.85
4×400m 岩間 雅英(2) 長谷川 寛(2) 田鹿 直起 伊藤 将希 千國 亮(2) 藤松 楓季(1) 小林 航(1) 望月 颯人(1)

藤森 未知也(3) 中野 涼介(1) 中島 大智(1) 内山 幹雄 松井 一陽(1) 松本 卓也(1) 竹内 優斗(2) 山本 高寛(1)
的場 亮太(2) 大久保 達弥(1) 小倉 凱士(2) 和泉 幸明 佐藤 公則(1) 松澤 健太(2) 千國 剛史(1) 小野澤 達也(1)
水島 優(1) 若林 颯(2) 古谷 樹仁(2) 岡本 真平 松澤 直樹(1) 高橋 涼太(2) 尼崎 寛敏(2) 望月 康平(3)

 8/19 中学男子  -1.0川井 渓太(3) 11.63 木村 幸太(2) 12.25 竹内 誠 12.33 木下 祐太郎(2) 12.46 赤堀 拓夢(2) 12.46 米倉 敬宏(2) 12.46 倉又 遼太郎(3) 12.49 井口 将理(2) 12.58
100m 上松中 鉢盛中 穂高東中 松島中 附属松本中 附属松本中 開成中 清水中

 8/19 高春 英輝(3) 53.69 輪湖 勇哉(2) 56.24 鷲澤 拓海(2) 56.94 手塚 大喜(2) 57.48 窪田 悠人(2) 58.93 望月 春希 59.36 有賀 健(2) 59.41 荒田 智也 1:01.44
400m 穂高西中 附属松本中 塩尻西部中 信明中 清水中 穂高東中 穂高西中 筑摩野中

 8/19 相馬 崇史(2) 9:38.45 伊藤 武玄(3) 9:39.94 大川 柊弥(3) 9:44.61 塩原 潤(3) 9:44.87 田中 晴之輔(3) 9:47.43 清水 順太(3) 10:11.07 髙橋 龍矢(2) 10:15.59 下村 勇喜(2) 10:17.58
3000m 附属松本中 菅野中 菅野中 才教学園中 明科中 菅野中 大町一中 塩尻広陵中

 8/19  -1.1小松 亮介(2) 16.86 宮原 史樹(3) 17.06 吉田 翔真(3) 17.11 小松 太一(2) 17.14 長﨑 大悟(3) 17.90 高野 誠也(2) 18.52 草間 拓海(2) 18.56 原田 慶太(2) 19.80
110mH(0.914m) 旭町中 穂高西中 筑摩野中 信明中 穂高西中 仁科台中 丸ﾉ内中 高綱中

 8/19 丸山 拓哉(3) 1.86 松田 敦樹(2) 1.60 下形 嵩哉 1.60 諏訪 秀聖(3) 1.55 小野 寛貴(2) 穂高西中 1.55 下川 貞仁(3) 1.55 木船 宗一(2) 1.45
走高跳 筑摩野中 GR 仁科台中 筑摩野中 穂高西中 細田 隆樹(2) 小谷中 塩尻中 旭町中

横澤 陸王(2)
旭町中

 8/19 小林 拓未(3) 5.60(-1.4) 中村 彰汰(2) 5.41(+0.3) 飯干　聖也(2)5.12(-1.5) 倉科 郁実(3) 4.91(+1.4) 長野 翔(2) 4.84(-0.4) 金田 健嗣(2) 4.61(+0.2) 高橋 悠吏(2) 4.50(+0.2) 竹井 温巧(1) 4.47(+0.6)
走幅跳 穂高西中 附属松本中 信明中 開成中 塩尻西部中 旭町中 旭町中 開成中

 8/19 下野 将人(3) 10.77 藤原 一斗(2) 9.40 草間 拓海(2) 8.71 市之瀬 優(2) 8.42 新井 健太(2) 8.02 中村 優太(2) 8.01 奥垣内 崇史(1) 8.00 赤澤 虎太郎(1) 7.82
砲丸投 王滝中 小谷中 丸ﾉ内中 旭町中 旭町中 筑摩野中 鉢盛中 高綱中

 8/19 穂高西中       46.40 鉢盛中       46.72 大町一中       47.87 穂高東中       48.65 仁科台中       48.86 波田中       49.53 附属松本中       50.10 清水中     1:00.51
4×100m 宮原 史樹(3) 木村 祐太(2) 宮坂 秀(2) 高山 晃希 青田 龍輝(2) 井嶋 亮太(2) 輪湖 勇哉(2) 窪田 悠人(2)

小林 拓未(3) 木村 幸太(2) 中村 宗弘(2) 竹内 誠 高野 誠也(2) 小澤 玲央(2) 米倉 敬宏(2) 岡田 大志(2)
長﨑 大悟(3) 久保田 正吾(3) 成澤 稜(2) 望月 春希 伊藤 拓海(1) 中村 奈央(2) 中村 彰汰(2) 池上 一希(2)
高春 英輝(3) 宮田 拓実(3) 遠藤 幹也(2) 山田 晴海 栗林 佳弘(2) 樋口 一馬(2) 渡邊 昭洋(1) 井口 将理(2)



予選 8月19日 10:50
決勝 8月19日 16:00

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 -0.7

 1 長谷川 寛(2)     11.25 q  1 塚田 拓巳(2)     11.71 
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 松本深志高 ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園高

 2 清水 健祐(3)     11.73  2 南原 透     11.88 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ 豊科高 ﾅﾝﾊﾞﾗ ﾄｵﾙ 安曇野陸協

 3 杉原 樹(1)     12.25  3 鳥羽 康裕     12.04 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾂｷ 松本蟻ヶ崎高 ﾄﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

 4 畑田 雅道(3)     12.63  4 横井 誠(2)     12.10 
ﾊﾀﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 創造学園高 ﾖｺｲ  ﾏｺﾄ 大町北高

 5 東山 壱成(1)     12.77  5 中村 健(1)     12.68 
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ 松本美須々丘高 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ 塩尻志学館高

 6 望月 貴徳     13.04  6 太田 真也(1)     12.96 
ﾓﾘﾂﾞｷ ﾀｶﾉﾘ ZEROｻｽｹ ｵｵﾀ ｼﾝﾔ 豊科高
高津 大輔(1)  7 征矢野 隆夫     13.14 
ﾀｶﾂ ﾀﾞｲｽｹ 田川高 ｿﾔﾉ ﾀｶｵ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ選抜
富井 慶太 宮澤 裕輝(3)
ﾄﾐｲ ｹｲﾀ 松本市陸協 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 松商学園高

[ 3組] 風速 +0.1 [ 4組] 風速 +2.0

 1 常盤 大智(2)     11.18 q  1 内山 幹雄     11.31 q
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高商業高 ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 2 太田 敦(1)     11.57  2 中畑 恭介     11.35 q
ｵｵﾀ ｱﾂｼ 塩尻志学館高 ﾅｶﾊﾀ ｷｮｳｽｹ 木曽郡陸協

 3 野口 昌靖(4)     11.71  3 抜井 裕介(2)     11.46 q
ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾔｽ 信大医学部 ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘高

 4 小川 翔平(2)     11.84  4 小野澤 達也(1)     11.76 
ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 松本県ヶ丘高 ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 穂高商業高

 5 桜井 彰     12.18  5 小林 篤記(2)     11.87 
ｻｸﾗｲ ｱｷﾗ ZEROｻｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ  ｱﾂｷ 大町北高

 6 花岡 司(1)     12.29  6 高橋 政幸     12.34 
ﾊﾅｵｶ ﾂｶｻ 白馬高 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ選抜
永島 優太(1)  7 金井 悠一郎     12.54 
ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳﾀ 木曽青峰高 ｶﾅｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ ZEROｻｽｹ
今井 謙人(2)  8 小原 典之(1)     12.59 
ｲﾏｲ ｹﾝﾄ 塩尻志学館高 ｵﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ 松本工高

[ 5組] 風速 +1.3 [ 6組] 風速 +3.8

 1 的場 亮太(2)     11.38 q  1 田口 恭平(2)     11.51 
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 松商学園高 ﾀｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 木曽青峰高

 2 樽沢 裕弥(1)     11.47 q  2 中村 康平(1)     11.82 
ﾀﾙｻﾜ ﾕｳﾔ 松本大 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ 田川高

 3 伊藤 将希     11.62  3 宮坂 僚(1)     11.84 
ｲﾄｳ ﾏｻﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾐﾔｻｶ ﾘｮｳ 大町高

 4 松澤 健太(2)     12.05  4 島津 英明     12.11 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 豊科高 ｼﾏﾂﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 塩尻市役所

 5 関塚 賢悟(1)     12.06  5 安部 太祐(2)     12.27 
ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ 松本県ヶ丘高 ｱﾝﾍﾞ  ﾀｲｽｹ 大町北高

 6 鳥屋 健吾(2)     12.24  6 忠地 大成(1)     12.29 
ﾄﾘﾔ ｹﾝｺﾞ 大町高 ﾀﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｾｲ 松本美須々丘高

 7 青島 圭佑     12.41 笹原 友希
ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ 松本美須々丘高 ｻｻﾊﾗ ﾕｳｷ ZEROｻｽｹ

 8 伊藤 敬範(2)     13.17 樋口 克治(2)
ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 創造学園高 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 松商学園高

[ 7組] 風速 +0.3

 1 安藤 直哉(3)     11.12 q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 田川高

 2 岡本 真平     11.69 
ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 3 山本 高寛(1)     11.84 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 穂高商業高

 4 竹田 裕(5)     11.99 
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳ 信大医学部

 5 田鹿 直起     12.41 
ﾀｼｶ ﾅｵｷ 木曽青峰高

 6 片桐 夏樹(2)     12.46 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾅﾂｷ 大町高

 7 佐藤 九十九     12.86 
ｻﾄｳ ﾂｸﾓ ZEROｻｽｹ
松村 富穂(4)
ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾐｵ 信州大

風速 -0.1

 1 常盤 大智(2)     11.22 
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高商業高

 2 安藤 直哉(3)     11.25 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 田川高

 3 長谷川 寛(2)     11.32 
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 松本深志高

 4 的場 亮太(2)     11.49 
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 松商学園高

 5 内山 幹雄     11.51 
ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 6 抜井 裕介(2)     11.52 
ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘高

 7 中畑 恭介     11.55 
ﾅｶﾊﾀ ｷｮｳｽｹ 木曽郡陸協
樽沢 裕弥(1)
ﾀﾙｻﾜ ﾕｳﾔ 松本大
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予選 8月19日 11:20
決勝 8月19日 14:50

[ 1組] [ 2組]

 1 伊藤 良多(4)     51.43 q  1 塚田 拓巳(2)     52.74 q
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 信大医学部 ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園高

 2 水島 優(1)     52.36 q  2 小栁 堅一(2)     53.01 q
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園高 ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 松本県ヶ丘高

 3 松澤 健太(2)     53.06  3 中島 大智(1)     53.18 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 豊科高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 木曽青峰高

 4 三村 航輝(1)     53.31  4 千國 亮(2)     56.03 
ﾐﾑﾗ ｺｳｷ 塩尻志学館高 ﾁｸﾆ ﾘｮｳ 大町高

 5 百瀬 弦(1)     54.28  5 松本 卓也(1)     56.94 
ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ 松本県ヶ丘高 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 豊科高

 6 佐藤 公則(1)     56.78  6 三沢  遼(1)     58.77 
ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 大町高 ﾐｻﾜ ﾘｮｳ 松本工高

 7 小澤 和彦(2)   1:00.30  7 東山 壱成(1)   1:00.63 
ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ 田川高 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ 松本美須々丘高
島津 英明 筒井 将太(1)
ｼﾏﾂﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 塩尻市役所 ﾂﾂｲ ｼｮｳﾀ 松本蟻ヶ崎高

[ 3組] [ 4組]

 1 藤森 未知也(3)     51.04 q  1 古谷 樹仁(2)     53.05 q
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ 松商学園高 ﾌﾙﾀﾆ ﾐｷﾋﾄ 木曽青峰高

 2 林 悠輔(2)     54.40  2 渡島 寛己(2)     53.88 
ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 塩尻志学館高 ﾜﾀｼﾏ ﾋﾛｷ 松本県ヶ丘高

 3 小林 航(1)     54.84  3 松井 一陽(1)     54.63 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎高 ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 大町高

 4 中畑 恭介     57.74  4 竹内 優斗(2)     55.38 
ﾅｶﾊﾀ ｷｮｳｽｹ 木曽郡陸協 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 松本蟻ヶ崎高

 5 大久保 達弥(1)     57.78  5 岡本 悠(1)     58.65 
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 松本深志高 ｵｶﾓﾄ ﾕｳ 穂高商業高

 6 望月 颯人(1)   1:00.32 今井 謙人(2)
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 穂高商業高 ｲﾏｲ ｹﾝﾄ 塩尻志学館高
南原 透 青柳 優馬(2)
ﾅﾝﾊﾞﾗ ﾄｵﾙ 安曇野陸協 ｱｵﾔｷ ﾞﾕｳﾏ 田川高
藤澤 淳弥(2)
ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 田川高

[ 5組]

 1 若林 颯(2)     52.33 q
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志高

 2 林 優人(3)     53.02 q
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 創造学園高

 3 望月 康平(3)     54.58 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ 穂高商業高

 4 小倉 凱士(2)     56.80 
ｵｸﾞﾗ ｶｲﾄ 木曽青峰高

 5 桜井 彰     58.00 
ｻｸﾗｲ ｱｷﾗ ZEROｻｽｹ
横井 誠(2)
ﾖｺｲ  ﾏｺﾄ 大町北高
和泉 幸明
ｲｽﾞﾐ ﾖｼｱｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 1 伊藤 良多(4)     49.79 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 信大医学部

 2 若林 颯(2)     50.19 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志高

 3 藤森 未知也(3)     50.92 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ 松商学園高

 4 水島 優(1)     51.13 
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園高

 5 塚田 拓巳(2)     52.10 
ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園高

 6 林 優人(3)     52.25 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 創造学園高

 7 小栁 堅一(2)     52.97 
ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 松本県ヶ丘高
古谷 樹仁(2)
ﾌﾙﾀﾆ ﾐｷﾋﾄ 木曽青峰高
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予選 8月19日 14:15
決勝 8月19日 16:45

[ 1組] [ 2組]

 1 加藤 智樹(3)   2:07.05 q  1 長尾 勇希(3)   2:01.90 q
ｶﾄｳ ﾄﾓｷ 松商学園高 ﾅｶﾞｵ ﾕｳｷ 松商学園高

 2 山本 昌希   2:08.69 q  2 川西 翔太(1)   2:05.17 q
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本市陸協 ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 松本大

 3 尼崎 寛敏(2)   2:09.34  3 碓井 智也(2)   2:12.36 
ｱﾏｻｷ ﾋﾛﾄｼ 松本蟻ヶ崎高 ｳｽｲ ﾄﾓﾔ 創造学園高

 4 上條 冬矢(2)   2:11.85  4 牛山 颯太(1)   2:13.89 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｳﾔ 松本県ヶ丘高 ｳｼﾔﾏ ｿｳﾀ 松本県ヶ丘高

 5 小川 健太(1)   2:16.07  5 和田 孝太(1)   2:13.99 
ｵｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 木曽青峰高 ﾜﾀﾞ ｺｳﾀ 木曽青峰高

 6 北澤 良平(2)   2:22.92  6 千國 剛史(1)   2:16.26 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｮｳﾍｲ 大町高 ﾁｸﾆ ﾂﾖｼ 松本蟻ヶ崎高

 7 奥原 稲穂(1)   2:31.93  7 平﨑 柊(1)   2:19.49 
ｵｸﾊﾗ ｲﾅﾎ 塩尻志学館高 ﾋﾗｻｷ ｼｭｳ 松本美須々丘高

 8 小林 巧(2)   2:36.69  8 平田 元(1)   2:20.00 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 松本美須々丘高 ﾋﾗﾀ ﾊｼﾞﾒ 大町高
上條 皓平(1) 大村 一
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳﾍｲ 松本深志高 ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 塩尻市役所

[ 3組]

 1 小林 謙太(2)   2:04.96 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 松本県ヶ丘高

 2 逢澤 智広   2:05.34 q
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協

 3 藤松 楓季(1)   2:06.05 q
ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ 豊科高

 4 渡辺 優樹(1)   2:08.18 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 松本深志高

 5 山下 大吾(1)   2:17.37 
ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｺﾞ 松商学園高

 6 浅村 祐貴(1)   2:17.86 
ｱｻﾑﾗ ﾕｳｷ 松本美須々丘高

 7 渡澤 幸弥(2)   2:22.53 
ﾜﾀｻﾞﾜ ﾕｷﾔ 木曽青峰高

 8 酒井 諒(2)   2:25.49 
ｻｶｲ ﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎高

 9 市川 亮(2)   2:32.11 
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 創造学園高

 1 長尾 勇希(3)   2:01.09 
ﾅｶﾞｵ ﾕｳｷ 松商学園高

 2 川西 翔太(1)   2:02.23 
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 松本大

 3 逢澤 智広   2:04.64 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協

 4 渡辺 優樹(1)   2:06.20 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 松本深志高

 5 藤松 楓季(1)   2:07.05 
ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ 豊科高

 6 山本 昌希   2:08.20 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本市陸協

 7 加藤 智樹(3)   2:12.29 
ｶﾄｳ ﾄﾓｷ 松商学園高
小林 謙太(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 松本県ヶ丘高
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決勝 8月19日 13:15

 1 逢澤 智広   4:09.21 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協

 2 村瀬 峻(2)   4:09.57 
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 松本県ヶ丘高

 3 細川 翔太郎(2)   4:14.71 
ﾎｿｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 大町高

 4 小口 智大(1)   4:17.09 
ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 松本深志高

 5 中村 優希(2)   4:18.79 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 塩尻志学館高

 6 上條 広裕希(2)   4:21.26 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾛﾕｷ 松本県ヶ丘高

 7 高橋 亮太(3)   4:26.81 
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 松商学園高

 8 山本 昌希   4:26.86 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本市陸協

 9 横水 颯太(1)   4:27.31 
ﾖｺﾐｽﾞ ｿｳﾀ 豊科高

10 澤田 真也   4:29.08 
ｻﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ 松本市陸協

11 植木 康平(1)   4:31.24 
ｳｴｷ ｺｳﾍｲ 松本深志高

12 中島 健登(1)   4:32.34 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾄ 松商学園高

13 碓井 智也(2)   4:32.34 
ｳｽｲ ﾄﾓﾔ 創造学園高

14 遠藤 和也(1)   4:32.91 
ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾔ 穂高商業高

15 伊藤 康介(1)   4:36.24 
ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 白馬高

16 千國 健介(1)   4:38.55 
ﾁｸﾆ ｹﾝｽｹ 松商学園高

17 太田 英暁(1)   4:39.64 
ｵｵﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 松本深志高

18 小田切 達也(1)   4:42.83 
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾀﾂﾔ 穂高商業高

19 佐々木 康二(1)   4:43.38 
ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 豊科高

20 市川 亮(2)   5:00.53 
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 創造学園高

21 北原 泰地(1)   5:01.48 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｲﾁ 松本工高

22 平澤 雄輔   5:09.97 
ﾋﾗｻﾜ ﾕｳｽｹ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
堀内 正和(3)
ﾎﾘｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ 創造学園高
山崎 航(1)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 松本美須々丘高
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決勝 8月19日  8:30

 1 降幡 真也(3)  15:11.28 丸山 充
ﾌﾘﾊﾀ ﾏｻﾔ 松商学園高 ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾂﾙ 松川村AC

 2 松野 淳司  15:24.62 百瀬 州一
ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 塩尻市陸協 ﾓﾓｾ ｼｭｳｲﾁ 安曇野陸協

 3 羽川 英一  15:38.74 杉村 政徳
ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ 松本市陸協 ｽｷﾞﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 安曇野陸協

 4 高橋 直志(3)  15:48.57 原田 優一郎
ﾀｶﾊｼ ﾅｵｼ 大町高 ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳｲﾁﾛｳ 松本市陸協

 5 細川 翔太郎(2)  16:02.69 
ﾎｿｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 大町高

 6 丸山 純一  16:13.39 
ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 安曇野陸協

 7 百瀬 永吉  16:16.89 
ﾓﾓｾ ﾅｶﾞﾖｼ 松本市陸協

 8 横水 颯太(1)  16:35.27 
ﾖｺﾐｽﾞ ｿｳﾀ 豊科高

 9 丸山 誠也  16:35.42 
ﾏﾙﾔﾏ ｾｲﾔ 松本自衛隊

10 関 善明  16:35.49 
ｾｷ ﾖｼｱｷ 松本自衛隊

11 青木 颯(1)  16:57.22 
ｱｵｷ ﾊﾔﾃ 木曽青峰高

12 湯本 将矢(3)  16:58.86 
ﾕﾓﾄ ﾏｻﾔ 松商学園高

13 小倉 拓未  17:02.19 
ｵｸﾞﾗ ﾀｸﾐ 松本自衛隊

14 榛葉 雄大  17:04.04 
ｼﾝﾊ ﾀｹﾋﾛ 昭和電工大町

15 長岡 千豪  17:33.83 
ﾅｶﾞｵｶ ﾕｷﾋﾃﾞ 安曇野陸協

16 武藤 壮平(1)  17:38.33 
ﾑﾄｳ ｿｳﾍｲ 穂高商業高

17 川口 千尋  17:57.43 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ 松本自衛隊

18 遠藤 崇弘(2)  17:57.72 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 穂高商業高

19 細田 篤樹  18:01.92 
ﾎｿﾀﾞ ｱﾂｷ 安曇野陸協

20 後藤 隼人(3)  18:08.02 
ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 創造学園高

21 宮本 泰典(2)  18:08.04 
ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 松本深志高

22 高嶋 学  18:12.06 
ﾀｶｼﾏ ﾏﾅﾌﾞ 安曇野陸協

23 河野 修平(1)  18:21.80 
ｺｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 松本美須々丘高

24 桑原 大吾(3)  18:25.72 
ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 創造学園高

25 辻野 智樹(1)  18:29.88 
ﾂｼﾞﾉ ﾄﾓｷ 松本県ヶ丘高

26 吉本 純歩(2)  18:36.91 
ﾖｼﾓﾄ ｽﾐﾎ 松本県ヶ丘高

27 赤羽 祥紀(1)  18:53.98 
ｱｶﾊﾈ ﾔｽﾕｷ 松本美須々丘高

28 細井 奨太(1)  19:02.44 
ﾎｿｲ ｼｮｳﾀ 大町高

29 平澤 雄輔  19:17.54 
ﾋﾗｻﾜ ﾕｳｽｹ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

30 神村 慧(2)  19:22.01 
ｶﾐﾑﾗ ｹｲ 木曽青峰高

31 古畑 翼(1)  20:45.48 
ﾌﾙﾊﾀ ﾂﾊﾞｻ 木曽青峰高
佐伯 拓海(2)
ｻｴｷ ﾀｸﾐ 松本深志高
内川 隆
ｳﾁｶﾜ ﾀｶｼ 安曇野陸協
平林 竜一
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｲﾁ 昭和電工大町
大村 一
ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 塩尻市役所
松本 尚之(1)
ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾕｷ 松本工高
二村 航平(1)
ﾆﾑﾗ ｺｳﾍｲ 松商学園高

 7048
欠場

欠場
 7032

欠場

 7045
欠場

 7037

No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

順
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男子

5000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 8月19日  9:30
決勝 8月19日 16:35

[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 +1.9

 1 伊達 仁哉     16.33 q  1 松井 岳(3)     16.76 q
ﾀﾞﾃ ﾏｻﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾏﾂｲ ﾀｹｼ 大町高

 2 今井 美靖     17.20 q  2 中嶋 友也     17.13 q
ｲﾏｲ ﾖｼﾔｽ 金沢工業大 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 3 遠藤 聡(1)     17.27 q  3 中野 涼介(1)     18.09 q
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 松本深志高 ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 松本深志高

 4 降籏 敬(1)     18.84 q  4 望月 康平(3)     18.22 q
ﾌﾙﾊﾀ ｹｲ 松本蟻ヶ崎高 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ 穂高商業高
上條 健  5 清水 勇人(2)     21.01 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 松本深志高
宮崎 琢也(2) 岩間 雅英(2)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ 松商学園高 ｲﾜﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ 松商学園高

風速 -0.2

 1 松井 岳(3)     16.50 
ﾏﾂｲ ﾀｹｼ 大町高

 2 伊達 仁哉     16.53 
ﾀﾞﾃ ﾏｻﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 3 中嶋 友也     16.71 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 4 中野 涼介(1)     16.90 
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 松本深志高

 5 今井 美靖     16.91 
ｲﾏｲ ﾖｼﾔｽ 金沢工業大

 6 望月 康平(3)     17.50 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ 穂高商業高

 7 降籏 敬(1)     19.02 
ﾌﾙﾊﾀ ｹｲ 松本蟻ヶ崎高

 8 遠藤 聡(1)     19.40 
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 松本深志高

男子

110mH(1.067m)
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
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順 No. 氏  名 所属名 順
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記録／備考
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記録／備考
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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予選 8月19日 13:25
決勝 8月19日 16:55

[ 1組] [ 2組]
順 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 松商学園高  2491 岩間 雅英(2)     43.67 q  1 松本深志高  2245 清水 勇人(2)     43.49 q

ｲﾜﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ
 2494 的場 亮太(2)  2239 長谷川 寛(2)

ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ
 2500 水島 優(1)  2240 若林 颯(2)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ
 2477 藤森 未知也(3)  2247 中野 涼介(1)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ
 2 穂高商業高  2109 岡本 悠(1)     44.91 q  2 松本県ヶ丘高  2266 小川 翔平(2)     44.32 q

ｵｶﾓﾄ ﾕｳ ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ
 2106 常盤 大智(2)  2268 小栁 堅一(2)

ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ
 2113 山本 高寛(1)  2299 小林 謙太(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ
 2108 小野澤 達也(1)  2267 抜井 裕介(2)

ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ
 3 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  7017 伊藤 将希     45.14 q  3 塩尻志学館高  1994 太田 敦(1)     46.30 q

ｲﾄｳ ﾏｻﾔ ｵｵﾀ ｱﾂｼ
 7016 伊達 仁哉  1993 三村 航輝(1)

ﾀﾞﾃ ﾏｻﾔ ﾐﾑﾗ ｺｳｷ
 7025 鈴木 真弘  2001 中村 健(1)

ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ
 7023 内山 幹雄  2004 林 悠輔(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ
 4 木曽青峰高  1960 小倉 凱士(2)     45.74 q  4 田川高  2177 安藤 直哉(3)     47.10 

ｵｸﾞﾗ ｶｲﾄ ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ
 1963 樽沢 絃人(1)  2189 二木 康平(1)

ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ ﾌﾀﾂｷﾞ ｺｳﾍｲ
 1958 大豆 直哉(2)  2187 高津 大輔(1)

ｵｵﾏﾒ ﾅｵﾔ ﾀｶﾂ ﾀﾞｲｽｹ
 1956 田口 恭平(2)  2182 小澤 和彦(2)

ﾀｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ
 5 大町高  2053 勝野 涼大(1)     46.22 q  5 松本美須々丘高  2355 小澤 匠(2)     47.62 

ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ
 2051 松井 一陽(1)  2326 忠地 大成(1)

ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ ﾀﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｾｲ
 2084 片桐 夏樹(2)  2321 東山 壱成(1)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾅﾂｷ ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ
 2055 宮坂 僚(1)  2323 青島 圭佑

ﾐﾔｻｶ ﾘｮｳ ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ
 6 松本蟻ヶ崎高  2369 小林 航(1)     46.77  6 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ選抜  7078 高橋 政幸     47.74 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ
 2370 杉原 樹(1)  7080 征矢野 隆夫

ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾂｷ ｿﾔﾉ ﾀｶｵ
 2368 降籏 敬(1)  7079 上條 健

ﾌﾙﾊﾀ ｹｲ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ
 2388 竹内 優斗(2)  7076 宮澤 憲二

ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ
ZEROｻｽｹ  7005 桜井 彰  7 創造学園高  2521 伊藤 敬範(2)     48.02 

ｻｸﾗｲ ｱｷﾗ 欠場 ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ
 7009 望月 貴徳  2519 塚田 拓巳(2)

ﾓﾘﾂﾞｷ ﾀｶﾉﾘ ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ
 7010 矢口 修  2518 碓井 智也(2)

ﾔｸﾞﾁ ｵｻﾑ ｳｽｲ ﾄﾓﾔ
 7003 金井 悠一郎  2520 市川 亮(2)

ｶﾅｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ

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 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 松本深志高  2245 清水 勇人(2)     43.48 

ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ
 2239 長谷川 寛(2)

ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ
 2240 若林 颯(2)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ
 2247 中野 涼介(1)

ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ
 2 穂高商業高  2109 岡本 悠(1)     44.78 

ｵｶﾓﾄ ﾕｳ
 2106 常盤 大智(2)

ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ
 2113 山本 高寛(1)

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ
 2108 小野澤 達也(1)

ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
 3 松本県ヶ丘高  2266 小川 翔平(2)     44.83 

ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ
 2268 小栁 堅一(2)

ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ
 2299 小林 謙太(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ
 2267 抜井 裕介(2)

ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ
 4 木曽青峰高  1960 小倉 凱士(2)     45.12 

ｵｸﾞﾗ ｶｲﾄ
 1963 樽沢 絃人(1)

ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ
 1958 大豆 直哉(2)

ｵｵﾏﾒ ﾅｵﾔ
 1956 田口 恭平(2)

ﾀｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ
 5 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  7017 伊藤 将希     45.17 

ｲﾄｳ ﾏｻﾔ
 7023 内山 幹雄

ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ
 7025 鈴木 真弘

ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ
 7018 岡本 真平

ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ
 6 松商学園高  2491 岩間 雅英(2)     45.19 

ｲﾜﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ
 2494 的場 亮太(2)

ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ
 2500 水島 優(1)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 2477 藤森 未知也(3)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ
 7 大町高  2053 勝野 涼大(1)     45.69 

ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ
 2051 松井 一陽(1)

ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ
 2084 片桐 夏樹(2)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾅﾂｷ
 2055 宮坂 僚(1)

ﾐﾔｻｶ ﾘｮｳ
 8 塩尻志学館高  1994 太田 敦(1)     46.76 

ｵｵﾀ ｱﾂｼ
 1993 三村 航輝(1)

ﾐﾑﾗ ｺｳｷ
 2001 中村 健(1)

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ
 2004 林 悠輔(2)

ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ

決勝



予選 8月19日  9:40
決勝 8月19日 17:15

[ 1組] [ 2組]
順 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 松本深志高  2253 大久保 達弥(1)   3:35.65 q  1 松商学園高  2491 岩間 雅英(2)   3:28.88 q

ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ ｲﾜﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ
 2247 中野 涼介(1)  2500 水島 優(1)

ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 2246 小口 智大(1)  2494 的場 亮太(2)

ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ
 2240 若林 颯(2)  2477 藤森 未知也(3)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ
 2 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  7017 伊藤 将希   3:36.25 q  2 穂高商業高  2106 常盤 大智(2)   3:34.45 q

ｲﾄｳ ﾏｻﾔ ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ
 7023 内山 幹雄  2113 山本 高寛(1)

ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ
 7025 鈴木 真弘  2125 青沼 和紀(3)

ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ
 7026 和泉 幸明  2124 望月 康平(3)

ｲｽﾞﾐ ﾖｼｱｷ ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ
 3 大町高  2078 千國 亮(2)   3:40.53 q  3 木曽青峰高  1968 田鹿 直起   3:39.85 q

ﾁｸﾆ ﾘｮｳ ﾀｼｶ ﾅｵｷ
 2051 松井 一陽(1)  1964 中島 大智(1)

ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ
 2053 勝野 涼大(1)  1967 和田 孝太(1)

ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ ﾜﾀﾞ ｺｳﾀ
 2055 宮坂 僚(1)  1961 古谷 樹仁(2)

ﾐﾔｻｶ ﾘｮｳ ﾌﾙﾀﾆ ﾐｷﾋﾄ
 4 松本蟻ヶ崎高  2369 小林 航(1)   3:40.71 q  4 塩尻志学館高  2004 林 悠輔(2)   3:44.15 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ
 2388 竹内 優斗(2)  1993 三村 航輝(1)

ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ ﾐﾑﾗ ｺｳｷ
 2366 千國 剛史(1)  2001 中村 健(1)

ﾁｸﾆ ﾂﾖｼ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ
 2389 尼崎 寛敏(2)  1994 太田 敦(1)

ｱﾏｻｷ ﾋﾛﾄｼ ｵｵﾀ ｱﾂｼ
 5 豊科高  2547 藤松 楓季(1)   3:40.76 q  5 松本美須々丘高  2326 忠地 大成(1)   3:52.70 

ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ ﾀﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｾｲ
 2549 松本 卓也(1)  2357 中尾 豪志(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ ﾅｶｵ ﾀｹｼ
 2546 松澤 健太(2)  2327 山崎 航(1)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝﾀ ﾔﾏｻﾞｷ ﾜﾀﾙ
 2545 高橋 涼太(2)  2321 東山 壱成(1)

ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ
 6 創造学園高  2521 伊藤 敬範(2)   3:52.78 

ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ
 2518 碓井 智也(2)

ｳｽｲ ﾄﾓﾔ
 2520 市川 亮(2)

ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ
 2519 塚田 拓巳(2)

ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ

男子

4×400m
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 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 松商学園高  2491 岩間 雅英(2)   3:28.24 

ｲﾜﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ
 2477 藤森 未知也(3)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ
 2494 的場 亮太(2)

ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ
 2500 水島 優(1)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 2 松本深志高  2239 長谷川 寛(2)   3:30.32 

ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ
 2247 中野 涼介(1)

ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ
 2253 大久保 達弥(1)

ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ
 2240 若林 颯(2)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ
 3 木曽青峰高  1968 田鹿 直起   3:30.82 

ﾀｼｶ ﾅｵｷ
 1964 中島 大智(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ
 1960 小倉 凱士(2)

ｵｸﾞﾗ ｶｲﾄ
 1961 古谷 樹仁(2)

ﾌﾙﾀﾆ ﾐｷﾋﾄ
 4 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  7017 伊藤 将希   3:32.80 

ｲﾄｳ ﾏｻﾔ
 7023 内山 幹雄

ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ
 7026 和泉 幸明

ｲｽﾞﾐ ﾖｼｱｷ
 7018 岡本 真平

ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ
 5 大町高  2078 千國 亮(2)   3:39.93 

ﾁｸﾆ ﾘｮｳ
 2051 松井 一陽(1)

ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ
 2052 佐藤 公則(1)

ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ
 2057 松澤 直樹(1)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ
 6 豊科高  2547 藤松 楓季(1)   3:40.14 

ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ
 2549 松本 卓也(1)

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ
 2546 松澤 健太(2)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝﾀ
 2545 高橋 涼太(2)

ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ
 7 松本蟻ヶ崎高  2369 小林 航(1)   3:44.10 

ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ
 2388 竹内 優斗(2)

ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ
 2366 千國 剛史(1)

ﾁｸﾆ ﾂﾖｼ
 2389 尼崎 寛敏(2)

ｱﾏｻｷ ﾋﾛﾄｼ
 8 穂高商業高  2116 望月 颯人(1)   3:45.85 

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ
 2113 山本 高寛(1)

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ
 2108 小野澤 達也(1)

ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
 2124 望月 康平(3)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ

決勝



決勝 8月19日 15:30

2m02
丸山 貴倫(3) - - - - - o - xo o o
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾐﾁ 松商学園高 xxx
遠藤 聡(1) - - - - o o xo xxo xxo xxx
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 松本深志高
内藤 健生 - - - - - o o xxx
ﾅｲﾄｳ ｹﾝｾｲ 安曇野陸協
小木曽 満(2) - - o o o xxx
ｵｷﾞｿ ﾐﾂﾙ 松商学園高
市田 愛策(2) - - o xxo xxx
ｲﾁﾀﾞ ｱｲｻｸ 信州大
船津 洸(1) o xo o xxo xxx
ﾌﾅﾂﾞ  ﾋｶﾙ 大町北高
鷲澤 遼(1) o o xxo xxx
ﾜｼｻﾞﾜ  ﾘｮｳ 大町北高
忠地 大成(1) o o xxo xxx
ﾀﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｾｲ 松本美須々丘高
二木 康平(1) o xo xxx
ﾌﾀﾂｷﾞ ｺｳﾍｲ 田川高
田中 潤(3) xxx 記録なし
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 松本大
上野 大 欠場
ｳｴﾉ ﾀﾞｲ 附属松本中教

 7082

9  2189
 1.60

 7066

7  2044
 1.65

7  2326
 1.65

5  7068
 1.70

6  2046
 1.70

3  7035
 1.83

4  2475
 1.75

1m89 1m92

1  2479
 1.92

2  2252
 1.89

記録 備考
1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 1m83 1m86

男子

走高跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 8月19日 11:30

佐藤 賢一    x   7.26   7.44   7.40   7.68    x    7.68 大会新
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ   +0.3   +1.2   +1.0   +1.8    +1.8
宮崎 琢也(2)   7.23   7.12    x   6.83    x   6.83    7.23 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ 松商学園高   +3.0   -0.2   +2.0   -0.2   +1.5    +3.0
青沼 和紀(3)    x    x   6.74   6.71    x    x    6.74 
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ 穂高商業高   +2.4   +3.9    +2.4
中野 涼介(1)    x   6.60   6.31    x    x    x    6.60 
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 松本深志高   +0.1   +0.8    +0.1
小野澤 達也(1)   6.11   6.17    x   6.14    x   6.13    6.17 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 穂高商業高   +3.0   +0.3   +0.8   +0.4    +0.3
宮澤 憲二   6.14   5.88    o   6.10   6.07   6.14    6.14 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +1.3   +0.4   +3.8   +0.5   +0.1   +2.1    +1.3
樽沢 裕弥(1)   5.94   5.90   6.12    o    x    x    6.12 
ﾀﾙｻﾜ ﾕｳﾔ 松本大   +2.4   +1.7   -0.1   +2.1    -0.1
大豆 直哉(2)    x   5.96   5.87    -    -    -    5.96 
ｵｵﾏﾒ ﾅｵﾔ 木曽青峰高   +1.8   +3.7    +1.8
樽沢 絃人(1)   5.43   5.26   5.85    5.85 
ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 木曽青峰高   +3.7   +2.8   +1.8    +1.8
山崎 大輝(1)   5.84   5.74   5.72    5.84 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 松本深志高   +1.3   +2.5   +1.9    +1.3
上條 健    x   5.64    x    5.64 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +2.5    +2.5
村瀬 直希(1)   5.20   5.50   5.37    5.50 
ﾑﾗｾ ﾅｵｷ 松本美須々丘高   +3.2   +2.0   +1.3    +2.0
富井 慶太    x   5.48   5.30    5.48 
ﾄﾐｲ ｹｲﾀ 松本市陸協   +4.1    0.0    +4.1
松澤 直樹(1)   5.47   5.47    x    5.47 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ 大町高   -1.6   +2.6    -1.6
東井 誠弥(1)   4.92   5.02   5.32    5.32 
ﾄｳｲ ｾｲﾔ 松本工高   +2.1   +1.6   +3.3    +3.3
山村 俊一    x   5.26   5.16    5.26 
ﾔﾏﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 松本市陸協   +1.9   +2.6    +1.9
赤瀬 崇   5.02   5.24    x    5.24 
ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ   +0.6   +2.8    +2.8
北條 健介(1)   5.04    x   5.23    5.23 
ﾎｳｼﾞｮｳ ｹﾝｽｹ 松本工高   +3.2   +0.8    +0.8
濱  哲也(1)   5.19   5.03    o    5.19 
ﾊﾏ ﾃﾂﾔ 松本工高   +2.9   +2.1   +1.5    +2.9
今井 憲暢(2)   5.17    x    x    5.17 
ｲﾏｲ ｶｽﾞﾏｻ 田川高   +0.2    +0.2
田中 翔太(1)   5.06   5.10   5.04    5.10 
ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 穂高商業高   +2.2   +3.1   +1.3    +3.1
中村 健(1)   4.80    x    x    4.80 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ 塩尻志学館高   +1.5    +1.5
太田 真也(1)   4.55    o    o    4.55 
ｵｵﾀ ｼﾝﾔ 豊科高   +2.7   +3.4   +1.7    +2.7
小穴 優也(1)   4.45    o    o    4.45 
ｵｱﾅ ﾏｻﾔ 明科高   +1.8   +2.7    +1.8
岩岡 広樹(2) 欠場
ｲﾜｵｶ ﾋﾛｷ 松本深志高
松村 富穂(4) 欠場
ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾐｵ 信州大
阪 圭央 欠場
ｻｶ ﾖｼﾋｻ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
太田 朗(4) 欠場
ｵｵﾀ ｱｷﾗ 松本大

男子

走幅跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1  7027

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

4  2247

5  2108

2  2489

3  2125

8  1958

9  1963

6  7019

7  7065

12  2328

13  7054

10  2251

11  7021

16  7049

17  7012

14  2057

15  2401

20  2181

21  2110

18  2403

19  2402

24  2565

 2243

22  2001

23  2550

 7063

 7070

 7011



決勝 8月19日  9:00

上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ 松本市陸協
飯田 謙治(2)
ｲｲﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 松商学園高
村松 克磨(1)
ﾑﾗﾏﾂ ｶﾂﾏ 松本大
寺島 国彦(3)
ﾃﾗｼﾏ ｸﾆﾋｺ 穂高商業高
山本 大(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲ 松商学園高
上條 哲矢(2)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾃﾂﾔ 木曽青峰高
牧野 圭介
ﾏｷﾉ ｹｲｽｹ 松本市陸協
福田 淳
ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
相澤 元紀(2)
ｱｲｻﾞﾜ ﾓﾄｷ 大町高
勝野 涼大(1)
ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ 大町高
宮澤 憲二
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
赤瀬 崇
ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
石崎 智裕(1)
ｲｼｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 松本深志高
畑 宏征(2)
ﾊﾀ ｺｳｾｲ 松本県ヶ丘高
工藤 裕貴(2)
ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 松本県ヶ丘高

  5.31

  6.90 

15  2270
  5.47   5.55   5.55

14  2284
  6.39   6.90   6.90

  8.36 

13  2249
  7.34   7.55   7.77   7.77 

  8.42 

12  7012
  8.21   8.36   8.08

  8.45 

11  7020
  8.35   8.33   8.42

10  2053
  8.26   7.28   8.45

  9.12 

9  2082
  8.59   8.48   8.63   8.63 

   x   9.55 

8  7024
  8.64   8.20   9.12   8.84   8.63   8.67

  9.32   9.51   9.78 

7  7055
  9.29   9.12    x   9.55   9.47

6  1957
   x   9.32   8.85   9.78

  9.86 

5  2492
  9.17   9.37    x   9.83   9.28   9.32   9.83 

   x  10.94 

4  2112
  9.86   9.60   9.59   9.12   9.64    x

   x    x  11.22 

3  7062
  9.74  10.94  10.60  10.94    x

   x  11.59  11.64  11.64 

2  2490
 10.84  11.22    x    x

-4- -5- -6- 記録 備考

1  7052
 11.60    x  11.49

男子

砲丸投(7.260kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-
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友田 利男
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 松本市陸協
鈴木 真弘
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
木藤 幸希(2)
ｷﾄｳ ﾖｼｷ 松商学園高
鳥羽 大樹(3)
ﾄﾊﾞ ﾋﾛｷ 南安曇農業高
小澤 匠(2)
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 松本美須々丘高
小川 健太(1)
ｵｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 木曽青峰高
松尾 幸治朗(2)
ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞﾛｳ 松本県ヶ丘高
田口 恭平(2)
ﾀｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 木曽青峰高
古畑 翼(1)
ﾌﾙﾊﾀ ﾂﾊﾞｻ 木曽青峰高
岡本 悠(1)
ｵｶﾓﾄ ﾕｳ 穂高商業高
福田 淳
ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
丸山 貴由人(1)
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾕﾄ 松商学園高
安部 太祐(2)
ｱﾝﾍﾞ  ﾀｲｽｹ 大町北高

所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録

男子

やり投(0.800kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 備考

1  7056
   o  53.19    o    o    o    o  53.19 

   o    o    o    x
2  7025

   o  48.27  48.27 

3  2496
   o  46.53    o    o    o  48.05  48.05 

 44.98    o    o    o
4  2133

   o    o  44.98 

5  2355
   o  41.32    o    o    o    o  41.32 

   o    o    o    x
6  1970

 40.27    o  40.27 

7  2269
 39.67    o    -    o    o    x  39.67 

 37.60    o    o    o
8  1956

   o    o  37.60 

9  1966
   o    o  32.80  32.80 

   o
10  2109

   x  31.98  31.98 

11  7024
   x    o  30.67  30.67 

   x
12  2468

 27.53    x  27.53 

13  2048
   o  23.60  23.60    x



予選 8月19日 10:20
決勝 8月19日 16:05

[ 1組] 風速 +1.9 [ 2組] 風速 +1.2

 1 駒沢 遼大(1)     12.59  1 竹内 誠     12.15 q
ｺﾏｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 大町一中 ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ 穂高東中

 2 下川 省吾(2)     12.67  2 飯島 拓海(2)     12.62 
ｼﾓｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 穂高西中 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 豊科北中

 3 山口 直也     12.75  3 大倉 春輝(1)     12.65 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 筑摩野中 ｵｵｸﾗ ﾊﾙｷ 大町一中

 4 伊藤 拓海(1)     12.97  4 中島 嘉活(2)     13.18 
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 仁科台中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｶﾂ 松島中

 5 佐原 尚門(1)     13.23  5 奥原 聖人(2)     13.56 
ｻﾊﾗ ﾅｵﾄ 梓川中 ｵｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 高綱中

 6 渡邊 昭洋(1)     13.74  6 中村 伊吹(2)     13.66 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 附属松本中 ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 塩尻西部中

 7 長尾 飛呂(1)     14.18  7 原 佑輝(1)     13.67 
ﾅｶﾞｵ ﾋﾛ 塩尻広陵中 ﾊﾗ ﾕｳｷ 清水中

 8 山下 公大(2)     14.22  8 西村 慶次(1)     14.62 
ﾔﾏｼﾀ ｷﾐﾋﾛ 信明中 ﾆｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ 波田中

 9 渡邉 鈴(1)     14.79  9 忠地 竜生(1)     17.44 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ 高綱中 ﾀﾀﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ 信明中

[ 3組] 風速 +1.0 [ 4組] 風速 +2.6

 1 倉又 遼太郎(3)     12.37 q  1 赤堀 拓夢(2)     12.00 q
ｸﾗﾏﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 開成中 ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ 附属松本中

 2 髙木 涼太(2)     12.47  2 青田 龍輝(2)     12.39 
ﾀﾏｷﾞ ﾘｮｳﾀ 豊科北中 ｱｵﾀ ﾘｭｳｷ 仁科台中

 3 佐藤 高史(2)     12.73  3 小谷 渓太(1)     12.71 
ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 鎌田中 ｺﾀﾆ ｹｲﾀ 福島中

 4 丸山 優樹(2)     13.40  4 杏 直樹(1)     13.36 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 穂高西中 ｶﾗﾓﾓ ﾅｵｷ 旭町中

 5 花澤 知寿(1)     13.41  5 平林 航(1)     13.58 
ﾊﾅｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 大町一中 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 菅野中

 6 山田 航大(1)     13.83  6 澤井 瞭(2)     13.59 
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 女鳥羽中 ｻﾜｲ ﾘｮｳ 山辺中

 7 松永 蓮汰(1)     14.21  7 小倉 雄大(1)     14.56 
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚﾝﾀ 鉢盛中 ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 信明中

 8 会津 和輝(1)     15.87  8 小出 樹(1)     15.64 
ｱｲｽﾞ ｶｽﾞｷ 穂高東中 ｺｲﾃﾞ ｲﾂｷ 女鳥羽中

 9 横内 飛哉(1)     16.37 三島 太成(3)
ﾖｺｳﾁ ﾀｶﾔ 山辺中 ﾐｼﾏ ﾀｲｾｲ 鉢盛中

[ 5組] 風速 +1.2 [ 6組] 風速 +1.7

 1 川井 渓太(3)     11.58 q  1 米倉 敬宏(2)     12.13 q
ｶﾜｲ ｹｲﾀ 上松中 ﾖﾈｸﾗ ﾀｶﾋﾛ 附属松本中

 2 寺田 凌(1)     12.83  2 木下 祐太郎(2)     12.21 q
ﾃﾗﾀﾞ ﾘｮｳ 鎌田中 ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 松島中

 3 佐山 悠河     12.85  3 大澤 宗晃(3)     12.67 
ｻﾔﾏ ﾕｳｶﾞ 筑摩野中 ｵｵｻﾜ ﾑﾈｱｷ 開成中

 4 渡邊 琢磨(1)     13.69  4 高山 晃希     13.05 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 塩尻広陵中 ﾀｶﾔﾏ ｺｳｷ 穂高東中

 5 前澤 圭人(1)     13.93  5 田中 翔吾     13.20 
ﾏｴｻﾞﾜ ｹｲﾄ 菅野中 ﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ 筑摩野中

 6 中田 智貴(1)     14.76  6 太田 有馬(1)     13.38 
ﾅｶﾀ ﾄﾓﾀｶ 清水中 ｵｵﾀ ﾄｵﾏ 塩尻中

 7 中村 優作(1)     15.20  7 北嶋 竣(1)     14.38 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｻｸ 塩尻中 ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ 豊科北中
柳澤友也(1)  8 富田 裕也(1)     14.62 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾔ 女鳥羽中 ﾄﾐﾀ ﾕｳﾔ 旭町中
斉藤 巧(2) 永田 裕太(1)
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 波田中 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳﾀ 仁科台中

[ 7組] 風速 +1.3 [ 8組] 風速 +2.2

 1 木村 幸太(2)     12.17 q  1 渋谷 郁磨(2)     13.30 
ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 鉢盛中 ｼﾌﾞﾔ ｲｸﾏ 小谷中

 2 井口 将理(2)     12.38 q  2 細野 聖矢(2)     13.79 
ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ 清水中 ﾎｿﾔ ｾｲﾔ 小谷中

 3 中村 奈央(2)     12.69  3 竹田 幸平(2)     14.54 
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ 波田中 ﾀｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ 小谷中

 4 手塚 知丹(1)     13.34 
ﾃﾂﾞｶ ﾁﾀﾝ 塩尻中

 5 倉科 佳典(1)     13.48 
ｸﾗｼﾅ ﾖｼﾉﾘ 菅野中

 6 上原 晟弘(1)     13.56 
ｳｴﾊﾗ ｱｷﾋﾛ 高綱中

 7 宮坂 智哉(2)     14.37 
ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾔ 山辺中

 8 小林 隼(1)     14.78 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 塩尻広陵中

 9 藤島 晋一郎(1)     15.44 
ﾌｼﾞｼﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 旭町中

中学男子

100m
予選 通過基準  8組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考
 3926

 3460

順 No. 氏  名 所属名

 3606

 5979

 3968

 5925

順

 5743

 6112

 3223

記録／備考
 3435
No. 氏  名 所属名

 5818

 5912

 4593

 3923

 3260

 5730

 3162

 5688

No.
 5853

順 No. 氏  名 所属名

 4591

 5709

記録／備考 順

 5890

 6047

 6082

 3952

 2861

 3452

 3480

 3925

 5791

 5950

氏  名 所属名 記録／備考
 6134

 6048

 6071
欠場

 5879

 5729

記録／備考 順
 2976

順 No. 氏  名 所属名

 3225

 5947

 5700

 5972

 6046
欠場

 3247
欠場

 5690

 3142

記録／備考
 6124
No. 氏  名 所属名

 3433

 5977

 5821

 5850

 5794

 3959
欠場

 3145

 4850

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

 3248

 3147

 6076

 5679

 5883

 3216

 5949

 5917

 3899

 3897

記録／備考
 3896
No. 氏  名 所属名

 5790



風速 -1.0

 1 川井 渓太(3)     11.63 
ｶﾜｲ ｹｲﾀ 上松中

 2 木村 幸太(2)     12.25 
ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 鉢盛中

 3 竹内 誠     12.33 
ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ 穂高東中

 4 木下 祐太郎(2)     12.46 
ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 松島中

 5 赤堀 拓夢(2)     12.46 
ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ 附属松本中

 6 米倉 敬宏(2)     12.46 
ﾖﾈｸﾗ ﾀｶﾋﾛ 附属松本中

 7 倉又 遼太郎(3)     12.49 
ｸﾗﾏﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 開成中

 8 井口 将理(2)     12.58 
ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ 清水中

所属名 記録／備考
 2976
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予選 8月19日 11:45
決勝 8月19日 14:55

[ 1組] [ 2組]

 1 鷲澤 拓海(2)     56.96 q  1 高春 英輝(3)     55.44 q
ﾜｼｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 塩尻西部中 ﾀｶﾊﾙ ﾋﾃﾞｷ 穂高西中

 2 波多腰 貴雅(2)   1:06.13  2 下條 源太郎(1)   1:02.87 
ﾊﾀｺｼ ﾀｶﾏｻ 波田中 ｼﾓｼﾞｮｳｹﾞﾝﾀﾛｳ 附属松本中

 3 藤澤 光(1)   1:09.56  3 丸山 真昂(2)   1:04.10 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 高綱中 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾀｶ 清水中

 4 小松 寛武(1)   1:11.38  4 上條 覚士(1)   1:05.91 
ｺﾏﾂ ﾋﾛﾀｹ 女鳥羽中 ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄｼ 山辺中

 5 中塚 俊助(1)   1:11.83  5 小池 寿輝(1)   1:07.12 
ﾅｶﾂｶ ｼｭﾝｽｹ 鉢盛中 ｺｲｹ ﾏｻｷ 丸ﾉ内中

 6 坂本 大輔(1)   1:12.36  6 知念 京介(1)   1:15.00 
ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 豊科北中 ﾁﾈﾝ ｷｮｳｽｹ 高綱中
山本 民雄(2)  7 藤村 良汰(1)   1:16.40 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾐｵ 塩尻広陵中 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 旭町中
北澤 尚之(2)  8 田中 一輝(1)   1:17.48 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾕｷ 仁科台中 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 女鳥羽中

[ 3組] [ 4組]

 1 窪田 悠人(2)     58.98 q  1 輪湖 勇哉(2)     55.78 q
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 清水中 ﾜｺ ﾕｳﾔ 附属松本中

 2 武居 博貴(2)   1:00.19  2 有賀 健(2)     59.66 q
ﾀｹｲ ﾋﾛｷ 開成中 ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ 穂高西中

 3 一瀬 拓郎(3)   1:05.61  3 花形 駿介(2)     59.88 
ｶｽﾞｾ ﾀｸﾛｳ 北安松川中 ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 豊科北中

 4 千村 剛芳(2)   1:06.17  4 池上 一希(2)   1:00.00 
ﾁﾑﾗ ﾀｶﾖｼ 附属松本中 ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ 清水中

 5 片田 慎人(1)   1:06.90  5 宮坂 和弥(2)   1:05.21 
ｶﾀﾀﾞ ﾏｺﾄ 梓川中 ﾐﾔｻｶ ｶｽﾞﾔ 仁科台中

 6 久保 鷹貴(1)   1:10.76  6 仙庭 孝祐(2)   1:05.69 
ｸﾎﾞ ﾀｶｷ 女鳥羽中 ｾﾝﾊﾞ ｺｳｽｹ 開成中

 7 大和 翔太郎(1)   1:12.03  7 丸山 龍之介(1)   1:12.61 
ｵｵﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 筑摩野中 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 旭町中

 8 藤井 大治(1)   1:19.98  8 市毛 寛人(1)   1:14.10 
ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲﾁ 塩尻広陵中 ｲﾁｹﾞ ﾋﾛﾄ 松島中

[ 5組] [ 6組]

 1 手塚 大喜(2)     58.53 q  1 望月 春希     58.44 q
ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 信明中 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｷ 穂高東中

 2 荒田 智也     58.95 q  2 井嶋 亮太(2)   1:02.27 
ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ 筑摩野中 ｲｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 波田中

 3 小坂 正海(1)   1:03.02  3 平林 浩貴(3)   1:03.12 
ｺｻｶ ｾｲｶｲ 福島中 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 開成中

 4 栗林 佳弘(2)   1:03.02  4 村瀬 勇哉(1)   1:06.92 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 仁科台中 ﾑﾗｾ ﾕｳﾔ 梓川中

 5 鰐川 采斗(1)   1:10.71  5 小松 勇人(1)   1:09.40 
ﾜﾆｶﾜ ｱﾔﾄ 松島中 ｺﾏﾂ ﾕｳﾄ 筑摩野中

 6 西澤 遼介(1)   1:15.33  6 武居 昂輝(1)   1:09.79 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 鉢盛中 ﾀｹｲ ｺｳｷ 塩尻広陵中

 7 惣洞 侑大(2)   1:20.42  7 花岡 雅章(1)   1:11.93 
ｿｳﾎﾞﾗ ﾕｳﾀ 波田中 ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ 菅野中
犬飼 基統(2)  8 上條 俊文(1)   1:12.79 
ｲﾇｶｲ ﾓﾄ 高綱中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｼﾌﾐ 鉢盛中

 1 高春 英輝(3)     53.69 
ﾀｶﾊﾙ ﾋﾃﾞｷ 穂高西中

 2 輪湖 勇哉(2)     56.24 
ﾜｺ ﾕｳﾔ 附属松本中

 3 鷲澤 拓海(2)     56.94 
ﾜｼｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 塩尻西部中

 4 手塚 大喜(2)     57.48 
ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 信明中

 5 窪田 悠人(2)     58.93 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 清水中

 6 望月 春希     59.36 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｷ 穂高東中

 7 有賀 健(2)     59.41 
ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ 穂高西中

 8 荒田 智也   1:01.44 
ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ 筑摩野中
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決勝 8月19日 11:00

[ 1組] [ 2組]

 1 加藤 匠(2)  10:50.23  1 相馬 崇史(2)   9:38.45 
ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 女鳥羽中 ｿｳﾏ ﾀｶｼ 附属松本中

 2 土屋 勇太(1)  10:59.09  2 伊藤 武玄(3)   9:39.94 
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀ 鉢盛中 ｲﾄｳ ﾑｹﾞﾝ 菅野中

 3 土橋 一範(2)  11:00.33  3 大川 柊弥(3)   9:44.61 
ﾂﾁﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ 清水中 ｵｵｶﾜ ﾄｳﾔ 菅野中

 4 深澤 亨太(3)  11:06.56  4 塩原 潤(3)   9:44.87 
ﾌｶｻﾜ ﾘｮｳﾀ 豊科北中 ｼｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 才教学園中

 5 松井 開人(1)  11:10.52  5 田中 晴之輔(3)   9:47.43 
ﾏﾂｲ ｶｲﾄ 仁科台中 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾉｽｹ 明科中

 6 下出 弘輔(1)  11:11.39  6 清水 順太(3)  10:11.07 
ｼﾀﾃﾞ ｺｳｽｹ 王滝中 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 菅野中

 7 渋谷 涼太(2)  11:24.87  7 髙橋 龍矢(2)  10:15.59 
ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾀ 鎌田中 ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 大町一中

 8 海川 和哉(2)  11:31.77  8 下村 勇喜(2)  10:17.58 
ｳﾐｶﾜ ｶｽﾞﾔ 鉢盛中 ｼﾓﾑﾗ ﾕｳｷ 塩尻広陵中

 9 太田 隼弥(1)  11:46.84  9 齊藤 駿太(3)  10:19.12 
ｵｵﾀ ｼｭﾝﾔ 信明中 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ 梓川中

10 丸山 浩成(2)  11:47.98 10 木村 祐太(2)  10:23.97 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾅﾘ 鎌田中 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 鉢盛中

11 青沼 潮(1)  11:50.60 11 川島 恵一(3)  10:29.80 
ｱｵﾇﾏ ｳｼｵ 信明中 ｶﾜｼﾏ ｹｲｲﾁ 高瀬中

12 勝川 滉也(1)  11:51.69 12 佐藤 大起(2)  10:30.89 
ｶﾂｶﾜ ﾋﾛﾔ 仁科台中 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 仁科台中

13 本間 義毅(2)  11:52.66 13 真島 雅季(2)  10:33.47 
ﾎﾝﾏ ﾖｼｷ 女鳥羽中 ﾏｼﾏ ﾏｻｷ 北安松川中

14 長谷川 潤(1)  11:53.44 14 林 亮輔(2)  10:33.76 
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 大町一中 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 大町一中

15 徳原 冬威(1)  11:53.62 15 太田 裕真(2)  10:47.15 
ﾄｸﾊﾗ ﾄｳｲ 高綱中 ｵｵﾀ ﾕｳﾏ 塩尻広陵中

16 加藤 優弥(2)  11:58.38 16 岡村 慧胤(2)  10:50.02 
ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 波田中 ｵｶﾑﾗ ｹｲﾝ 豊科北中

17 池口 響(2)  11:58.40 17 万城目ｶﾙﾛｽ譲(2)  10:57.56 
ｲｹｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ 波田中 ﾏﾝｼﾞｮｳﾒｶﾙﾛｽｼﾞｮｳ 丘中

18 山﨑 翔馬(1)  12:01.41 18 中田 侑希(2)  11:01.37 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾏ 梓川中 ﾅｶﾀ ﾕｳｷ 旭町中

19 今井 知樹(2)  12:03.61 19 菅 真志(2)  11:03.21 
ｲﾏｲ ﾄﾓｷ 波田中 ｽｶﾞ ﾏｻｼ 附属松本中

20 森下 健太朗(2)  12:09.10 20 宮阪 紘平(2)  11:07.04 
ﾓﾘｼﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 鎌田中 ﾐﾔｻｶ ｺｳﾍｲ 丘中

21 横矢 宇博(2)  12:13.90 21 中田 大貴(3)  11:16.01 
ﾖｺﾔ ﾀｶﾋﾛ 塩尻広陵中 ﾅｶﾀ ﾋﾛﾀｶ 清水中

22 河野 優希(1)  12:32.04 22 百瀬 賢一(2)  11:23.64 
ｺｳﾉ ﾕｳｷ 松島中 ﾓﾓｾ ｹﾝｲﾁ 清水中

23 山田 雄太(1)  12:40.53 23 小松 和弥(2)  11:31.66 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 旭町中 ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾔ 信明中

24 中田 智之(1)  12:50.32 24 藤澤 翼(2)  11:52.38 
ﾅｶﾀ ﾄﾓﾕｷ 旭町中 ﾌｼﾞｻﾜ ﾂﾊﾞｻ 附属松本中

25 堀口 旺伽(1)  12:50.84 25 百瀬 公一(1)  12:40.79 
ﾎﾘｸﾞﾁ ｵｳｶ 丸ﾉ内中 ﾓﾓｾ ｺｳｲﾁ 塩尻中

26 遠藤 彗斗(1)  13:28.80 北島 颯(1)
ｴﾝﾄﾞｳｹｲﾄ 穂高東中 ｷﾀｼﾞﾏ ﾊﾔﾃ 福島中
村上 拓海(1) 山本 侑矢(3)
ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾐ 梓川中 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 丘中
西田 光孝(1) 宮川 和紀(1)
ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 福島中 ﾐﾔｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 塩尻中
山口 将史(1)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 豊科北中

所属名 記録／備考 氏  名
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順 No. 氏  名

 3966

 2951

 5683

 5101

 5731

 5714

 5707

 6074

 6042

 3924

 5733

 3956

 3251

 3623

 5922

 3257

 3233

 5830

 3252

 5713

欠場
 2863

 5763

 3453

順 No.

 5937

 5936

 3235

 3618

 5789

 5788

所属名 記録／備考
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   1 相馬 崇史(2) 附属松本中     9:38.45   2   1
   2 伊藤 武玄(3) 菅野中     9:39.94   2   2
   3 大川 柊弥(3) 菅野中     9:44.61   2   3
   4 塩原 潤(3) 才教学園中     9:44.87   2   4
   5 田中 晴之輔(3) 明科中     9:47.43   2   5
   6 清水 順太(3) 菅野中    10:11.07   2   6
   7 髙橋 龍矢(2) 大町一中    10:15.59   2   7
   8 下村 勇喜(2) 塩尻広陵中    10:17.58   2   8
   9 齊藤 駿太(3) 梓川中    10:19.12   2   9
  10 木村 祐太(2) 鉢盛中    10:23.97   2  10
  11 川島 恵一(3) 高瀬中    10:29.80   2  11
  12 佐藤 大起(2) 仁科台中    10:30.89   2  12
  13 真島 雅季(2) 北安松川中    10:33.47   2  13
  14 林 亮輔(2) 大町一中    10:33.76   2  14
  15 太田 裕真(2) 塩尻広陵中    10:47.15   2  15
  16 岡村 慧胤(2) 豊科北中    10:50.02   2  16
  17 加藤 匠(2) 女鳥羽中    10:50.23   1   1
  18 万城目ｶﾙﾛｽ譲(2) 丘中    10:57.56   2  17
  19 土屋 勇太(1) 鉢盛中    10:59.09   1   2
  20 土橋 一範(2) 清水中    11:00.33   1   3
  21 中田 侑希(2) 旭町中    11:01.37   2  18
  22 菅 真志(2) 附属松本中    11:03.21   2  19
  23 深澤 亨太(3) 豊科北中    11:06.56   1   4
  24 宮阪 紘平(2) 丘中    11:07.04   2  20
  25 松井 開人(1) 仁科台中    11:10.52   1   5
  26 下出 弘輔(1) 王滝中    11:11.39   1   6
  27 中田 大貴(3) 清水中    11:16.01   2  21
  28 百瀬 賢一(2) 清水中    11:23.64   2  22
  29 渋谷 涼太(2) 鎌田中    11:24.87   1   7
  30 小松 和弥(2) 信明中    11:31.66   2  23
  31 海川 和哉(2) 鉢盛中    11:31.77   1   8
  32 太田 隼弥(1) 信明中    11:46.84   1   9
  33 丸山 浩成(2) 鎌田中    11:47.98   1  10
  34 青沼 潮(1) 信明中    11:50.60   1  11
  35 勝川 滉也(1) 仁科台中    11:51.69   1  12
  36 藤澤 翼(2) 附属松本中    11:52.38   2  24
  37 本間 義毅(2) 女鳥羽中    11:52.66   1  13
  38 長谷川 潤(1) 大町一中    11:53.44   1  14
  39 徳原 冬威(1) 高綱中    11:53.62   1  15
  40 加藤 優弥(2) 波田中    11:58.38   1  16
  41 池口 響(2) 波田中    11:58.40   1  17
  42 山﨑 翔馬(1) 梓川中    12:01.41   1  18
  43 今井 知樹(2) 波田中    12:03.61   1  19
  44 森下 健太朗(2) 鎌田中    12:09.10   1  20
  45 横矢 宇博(2) 塩尻広陵中    12:13.90   1  21
  46 河野 優希(1) 松島中    12:32.04   1  22
  47 山田 雄太(1) 旭町中    12:40.53   1  23
  48 百瀬 公一(1) 塩尻中    12:40.79   2  25
  49 中田 智之(1) 旭町中    12:50.32   1  24
  50 堀口 旺伽(1) 丸ﾉ内中    12:50.84   1  25
  51 遠藤 彗斗(1) 穂高東中    13:28.80   1  26

順位記録 組
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予選 8月19日  9:10
決勝 8月19日 16:30

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +0.8

 1 小松 亮介(2)     17.25 q  1 宮原 史樹(3)     18.03 q
ｺﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 旭町中 ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ 穂高西中

 2 草間 拓海(2)     18.96 q  2 高野 誠也(2)     18.57 q
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 丸ﾉ内中 ﾀｶﾉ ｾｲﾔ 仁科台中

 3 南沢 憲史(2)     19.31  3 桃井 廣太郎     19.24 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｹﾝｼ 穂高東中 ﾓﾓｲ ｺｳﾀﾛｳ 筑摩野中

 4 北原 樹(2)     20.23  4 岡田 大志(2)     19.27 
ｷﾀﾊﾗ ｲﾂｷ 附属松本中 ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ 清水中
日向 竜一(2)  5 深谷 文太(1)     19.44 
ﾋｭｳｶﾞ ﾘｭｳｲﾁ 塩尻広陵中 ﾌｶﾔ ﾌﾞﾝﾀ 大町一中
東平 将孝(2)  6 小池 寿輝(1)     22.30 
ﾄｳﾍｲ ﾏｻﾀｶ 王滝中 ｺｲｹ ﾏｻｷ 丸ﾉ内中
小澤 玲央(2) 熊谷 拓真(2)
ｵｻﾞﾜ ﾚｵ 波田中 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ 松島中

[ 3組] 風速 +0.5 [ 4組] 風速 -1.3

 1 吉田 翔真(3)     17.23 q  1 小松 太一(2)     17.54 q
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 筑摩野中 ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 信明中

 2 長﨑 大悟(3)     17.94 q  2 荒田 智也     20.28 
ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 穂高西中 ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ 筑摩野中

 3 原田 慶太(2)     18.95 q  3 村田 淳(2)     20.77 
ﾊﾗﾀﾞ ｹｲﾀ 高綱中 ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝ 附属松本中

 4 小林 将太(2)     19.03  4 飯吉 杏純(1)     21.52 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 大町一中 ｲｲﾖｼ ｱｽﾞﾐ 丸ﾉ内中

 5 増本 泰河(2)     20.74  5 望月 章史(2)     22.85 
ﾏｽﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 附属松本中 ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾌﾐ 豊科北中

 6 太田 耕司(1)     20.90 浅原 隼風(2)
ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ 旭町中 ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ 旭町中

 7 山田 晴海     21.26 宮田 拓実(3)
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾐ 穂高東中 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 鉢盛中

風速 -1.1

 1 小松 亮介(2)     16.86 
ｺﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 旭町中

 2 宮原 史樹(3)     17.06 
ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ 穂高西中

 3 吉田 翔真(3)     17.11 
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 筑摩野中

 4 小松 太一(2)     17.14 
ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 信明中

 5 長﨑 大悟(3)     17.90 
ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 穂高西中

 6 高野 誠也(2)     18.52 
ﾀｶﾉ ｾｲﾔ 仁科台中

 7 草間 拓海(2)     18.56 
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 丸ﾉ内中

 8 原田 慶太(2)     19.80 
ﾊﾗﾀﾞ ｹｲﾀ 高綱中
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所属名 記録／備考



予選 8月19日 14:00
決勝 8月19日 17:10

[ 1組] [ 2組]
順 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 鉢盛中  6079 木村 祐太(2)     46.70 q  1 穂高西中  3466 宮原 史樹(3)     46.07 q

ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ 大会新
 6076 木村 幸太(2)  3474 小林 拓未(3)

ｷﾑﾗ ｺｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
 6072 久保田 正吾(3)  3463 長﨑 大悟(3)

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ
 6073 宮田 拓実(3)  3476 高春 英輝(3)

ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ ﾀｶﾊﾙ ﾋﾃﾞｷ
 2 清水中  5677 窪田 悠人(2)     49.23 q  2 附属松本中  6106 輪湖 勇哉(2)     46.81 q

ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ ﾜｺ ﾕｳﾔ
 5680 岡田 大志(2)  6124 米倉 敬宏(2)

ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ ﾖﾈｸﾗ ﾀｶﾋﾛ
 5675 池上 一希(2)  6133 中村 彰汰(2)

ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ
 5679 井口 将理(2)  6134 赤堀 拓夢(2)

ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ
 3 波田中  3256 井嶋 亮太(2)     49.43 q  3 穂高東中  3433 高山 晃希     48.33 q

ｲｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ ﾀｶﾔﾏ ｺｳｷ
 3255 樋口 一馬(2)  3435 竹内 誠

ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ
 3248 中村 奈央(2)  3432 望月 春希

ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｷ
 3250 小澤 玲央(2)  3438 山田 晴海

ｵｻﾞﾜ ﾚｵ ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾐ
 4 高綱中  5909 曽山 優太(2)     50.70  4 旭町中  5809 横澤 陸王(2)     50.61 

ｿﾔﾏ ﾕｳﾀ ﾖｺｻﾜ ﾘｸｵｳ
 5908 北野 慧(2)  5810 浅原 隼風(2)

ｷﾀﾉ ｹｲ ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ
 5912 奥原 聖人(2)  5812 木船 宗一(2)

ｵｸﾊﾗ ﾏｻﾄ ｷﾌﾈ ｿｳｲﾁ
 5911 原田 慶太(2)  5811 小松 亮介(2)

ﾊﾗﾀﾞ ｹｲﾀ ｺﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ
 5 松島中  5823 熊谷 拓真(2)     51.67  5 塩尻広陵中  3225 渡邊 琢磨(1)     52.81 

ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ
 5821 木下 祐太郎(2)  3235 下村 勇喜(2)

ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾀﾛｳ ｼﾓﾑﾗ ﾕｳｷ
 5825 渡邉 知希(2)  3230 細野 拓歩(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ ﾎｿﾉ ﾀｸﾎ
 5818 中島 嘉活(2)  3226 太田 裕真(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｶﾂ ｵｵﾀ ﾕｳﾏ
 6 鎌田中  5709 佐藤 高史(2)     51.86  6 菅野中  5949 倉科 佳典(1)     53.49 

ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ ｸﾗｼﾅ ﾖｼﾉﾘ
 5700 寺田 凌(1)  5950 平林 航(1)

ﾃﾗﾀﾞ ﾘｮｳ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ
 5714 丸山 浩成(2)  5947 前澤 圭人(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾅﾘ ﾏｴｻﾞﾜ ｹｲﾄ
 5713 森下 健太朗(2)  5944 三村 駿介(2)

ﾓﾘｼﾀ ｹﾝﾀﾛｳ ﾐﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ
 7 塩尻中  3130 宮田 昂育(1)     54.98 

ﾐﾔﾀ ｺｳｽｹ
 3145 太田 有馬(1)

ｵｵﾀ ﾄｵﾏ
 3134 木下 天斗(1)

ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾄ
 3147 手塚 知丹(1)

ﾃﾂﾞｶ ﾁﾀﾝ

中学男子

4×100m
予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組]
順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 大町一中  3920 宮坂 秀(2)     47.79 q

ﾐﾔｻｶ ｼｭｳ
 3919 中村 宗弘(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾑﾈﾋﾛ
 3917 成澤 稜(2)

ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
 3914 遠藤 幹也(2)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ
 2 仁科台中  3952 青田 龍輝(2)     49.01 q

ｱｵﾀ ﾘｭｳｷ
 3949 高野 誠也(2)

ﾀｶﾉ ｾｲﾔ
 3968 伊藤 拓海(1)

ｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 3953 栗林 佳弘(2)

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ
 3 開成中  5854 平林 浩貴(3)     49.57 

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ
 5853 倉又 遼太郎(3)

ｸﾗﾏﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ
 5851 徳田 康宜(3)

ﾄｸﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ
 5850 大澤 宗晃(3)

ｵｵｻﾜ ﾑﾈｱｷ
 4 筑摩野中  5975 桃井 廣太郎     49.77 

ﾓﾓｲ ｺｳﾀﾛｳ
 5972 佐山 悠河

ｻﾔﾏ ﾕｳｶﾞ
 5979 山口 直也

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ
 5973 下形 嵩哉

ｼﾓｶﾀ ﾀｶﾔ
 5 豊科北中  4592 望月 章史(2)     50.00 

ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾌﾐ
 4593 飯島 拓海(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ
 4590 花形 駿介(2)

ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ
 4591 髙木 涼太(2)

ﾀﾏｷﾞ ﾘｮｳﾀ
 6 丸ﾉ内中  5761 飯吉 杏純(1)     53.62 

ｲｲﾖｼ ｱｽﾞﾐ
 5760 小池 寿輝(1)

ｺｲｹ ﾏｻｷ
 5763 堀口 旺伽(1)

ﾎﾘｸﾞﾁ ｵｳｶ
 5766 草間 拓海(2)

ｸｻﾏ ﾀｸﾐ



順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 穂高西中  3466 宮原 史樹(3)     46.40 

ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ
 3474 小林 拓未(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
 3463 長﨑 大悟(3)

ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ
 3476 高春 英輝(3)

ﾀｶﾊﾙ ﾋﾃﾞｷ
 2 鉢盛中  6079 木村 祐太(2)     46.72 

ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ
 6076 木村 幸太(2)

ｷﾑﾗ ｺｳﾀ
 6072 久保田 正吾(3)

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ
 6073 宮田 拓実(3)

ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ
 3 大町一中  3920 宮坂 秀(2)     47.87 

ﾐﾔｻｶ ｼｭｳ
 3919 中村 宗弘(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾑﾈﾋﾛ
 3917 成澤 稜(2)

ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
 3914 遠藤 幹也(2)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ
 4 穂高東中  3433 高山 晃希     48.65 

ﾀｶﾔﾏ ｺｳｷ
 3435 竹内 誠

ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ
 3432 望月 春希

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｷ
 3438 山田 晴海

ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾐ
 5 仁科台中  3952 青田 龍輝(2)     48.86 

ｱｵﾀ ﾘｭｳｷ
 3949 高野 誠也(2)

ﾀｶﾉ ｾｲﾔ
 3968 伊藤 拓海(1)

ｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 3953 栗林 佳弘(2)

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ
 6 波田中  3256 井嶋 亮太(2)     49.53 

ｲｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ
 3250 小澤 玲央(2)

ｵｻﾞﾜ ﾚｵ
 3248 中村 奈央(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ
 3255 樋口 一馬(2)

ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ
 7 附属松本中  6106 輪湖 勇哉(2)     50.10 

ﾜｺ ﾕｳﾔ
 6124 米倉 敬宏(2)

ﾖﾈｸﾗ ﾀｶﾋﾛ
 6133 中村 彰汰(2)

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ
 6112 渡邊 昭洋(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ
 8 清水中  5677 窪田 悠人(2)   1:00.51 

ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ
 5680 岡田 大志(2)

ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ
 5675 池上 一希(2)

ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ
 5679 井口 将理(2)

ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ

決勝



決勝 8月19日 11:30

1m80 1m86 1m88
丸山 拓哉(3) - - - - - - - - o o 大会新
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 筑摩野中 xo xxo xxx
松田 敦樹(2) - - - o o xo o xo xxx
ﾏﾂﾀﾞ ｱﾂｷ 仁科台中
下形 嵩哉 - - - o o o xxo xxo xxx
ｼﾓｶﾀ ﾀｶﾔ 筑摩野中
諏訪 秀聖(3) - - - - - o o xxx
ｽﾜ ｼｭｳｾｲ 穂高西中
小野 寛貴(2) - - - - o o xo xxx
ｵﾉ ﾋﾛｷ 穂高西中
細田 隆樹(2) - - - o o o xo xxx
ﾎｿﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞｭ 小谷中
下川 貞仁(3) - - - o o o xxo xxx
ｼﾓｶﾜ ｻﾀﾞﾋﾄ 塩尻中
木船 宗一(2) - - - o o xxx
ｷﾌﾈ ｿｳｲﾁ 旭町中
横澤 陸王(2) - - - o o xxx
ﾖｺｻﾜ ﾘｸｵｳ 旭町中
樋口 一馬(2) o o xo o xxx
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 波田中
北野 慧(2) - o o xxo xxx
ｷﾀﾉ ｹｲ 高綱中
小野沢　郁也(2) xo xxo o xxx
ｵﾉｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ 穂高東中
田中 佑八(1) o o xxx
ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 高綱中
田口 竜成(2) xxo o xxx
ﾀｸﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ 福島中
北野 玄仁(1) xxo xxo xxx
ｷﾀﾉ ﾊﾙﾋﾄ 清水中
小松 涼雅(1) xxo xxx
ｺﾏﾂ ﾘｮｳｶﾞ 塩尻中
百瀬 正広(2) xxo xxx
ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ 波田中
中島 昭典(2) xxx 記録なし
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾉﾘ 仁科台中
祖山 晃汰(2) xxx 記録なし
ｿﾔﾏ ｺｳﾀ 附属松本中

 6109

16  3249
 1.25

 3950

15  5689
 1.30

16  3129
 1.25

13  5921
 1.30

14  2857
 1.30

11  5908
 1.40

12  3439
 1.35

8  5809
 1.45

10  3255
 1.40

7  3144
 1.55

8  5812
 1.45

5  3458
 1.55

5  3900
 1.55

3  5973
 1.60

4  3467
 1.55

1m65 1m70

1  5969
 1.86

2  3945
 1.60

記録 備考
1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60

中学男子

走高跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 8月19日  9:00

小林 拓未(3)   5.37   5.30   5.60    x    x    x    5.60 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 穂高西中   +3.3   +2.2   -1.4   -0.9    -1.4
中村 彰汰(2)   4.93   5.15   5.30   5.41    x    x    5.41 
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 附属松本中   -0.2   +3.3   +0.5   +0.3    +0.3
飯干　聖也(2)   5.06   4.73   4.75   5.04   5.01   5.12    5.12 
ｲｲﾎﾞｼ ｾｲﾔ 信明中   -1.4   +4.4   +2.8   +1.0   +2.5   -1.5    -1.5
倉科 郁実(3)   4.91    x    x    x    x   4.46    4.91 
ｸﾗｼﾅ ｲｸﾐ 開成中   +1.4    +1.4
長野 翔(2)   4.84   4.84    x    x    x    x    4.84 
ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳ 塩尻西部中   +2.9   -0.4    -0.4
金田 健嗣(2)   4.56   4.42    x   4.31    x   4.61    4.61 
ｶﾈﾀ ｹﾝｼﾞ 旭町中   +1.5   +1.5   +1.8   +0.2    +0.2
高橋 悠吏(2)    x    x   4.43   4.37   4.46   4.50    4.50 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾘ 旭町中   +0.8   -0.2   +1.0   +0.2    +0.2
竹井 温巧(1)   4.13   4.27   4.47   4.45    x   4.32    4.47 
ﾀｹｲ ﾏｻﾖｼ 開成中   +0.6   +1.9   +0.6   -0.1   -0.1    +0.6
山本　雄大(1)    x   4.10   4.39    4.39 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 丘中   +0.2   +2.1    +2.1
平林 風雅(2)   4.38   4.30    x    4.38 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾌｳｶﾞ 清水中   +3.4   -0.2    +3.4
藤井 天良(2)   4.28   4.36   4.12    4.36 
ﾌｼﾞｲ ｿﾗ 鉢盛中   +1.4   +2.8   +1.0    +2.8
三村 駿介(2)   4.29   4.12   4.12    4.29 
ﾐﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 菅野中   +3.1   +2.9   +3.1    +3.1
原 拓実(1)   4.26    o    x    4.26 
ﾊﾗ ﾀｸﾐ 福島中   +1.1    +1.1
飯吉 杏純(1)   4.20   4.05   4.16    4.20 
ｲｲﾖｼ ｱｽﾞﾐ 丸ﾉ内中   +2.4   +1.1   +2.1    +2.4
細野 拓歩(2)   4.18   4.01    x    4.18 
ﾎｿﾉ ﾀｸﾎ 塩尻広陵中   +2.0   +4.7    +2.0
齊木 俊兵(1)   4.09    x    x    4.09 
ｻｲｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 清水中   -0.4    -0.4
忠地 涼太(1)   4.00    o    x    4.00 
ﾀﾀﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 波田中   +2.1    +2.1
曽山 優太(2)   3.99    o    x    3.99 
ｿﾔﾏ ﾕｳﾀ 高綱中   +1.9    +1.9
重田 大介(2)   3.95    o    x    3.95 
ｼｹﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 菅野中   +2.1    +2.1
高山 聖人(2)   3.83    o    o    3.83 
ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾄ 塩尻広陵中   +2.7    +2.7
刀祢 槙人(1)   3.79    o    o    3.79 
ﾄﾈ ﾏｷﾄ 附属松本中   +0.8    +0.8
木下 天斗(1)    x   3.75    o    3.75 
ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾄ 塩尻中   +1.2    +1.2
浅野 拓真(2)   3.71    o    o    3.71 
ｱｻﾉ ﾀｸﾏ 穂高東中   -0.8    -0.8
田中 景(1)   3.71    o    o    3.71 
ﾀﾅｶ ｹｲ 丘中   +1.3    +1.3
柳澤 由都(2)   3.60    o    x    3.60 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 塩尻西部中   +1.1    +1.1
丸山　諒太(1)   3.53    o    o    3.53 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 筑摩野中   +1.5    +1.5
林 裕貴(1)   3.53    o    o    3.53 
ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 筑摩野中   +2.8    +2.8
中澤 達也(1)   3.52    o    o    3.52 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 高綱中   +0.7    +0.7
渡邉 知希(2)   3.47    o    o    3.47 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ 松島中   +1.1    +1.1
岩村 圭輔(1)   3.11    o    o    3.11 
ｲﾜﾑﾗ ｹｲｽｹ 信明中   +1.1    +1.1
長谷尾 達哉(1)    x   3.07    o    3.07 
ﾊｾｵ ﾀﾂﾔ 大町一中   -1.3    -1.3
末永 基弘(1)    x    x   3.03    3.03 
ｽｴﾅｶﾞ ﾓﾄﾋﾛ 山辺中   +1.6    +1.6
若林　和治(1)   2.73    o    x    2.73 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ 山辺中   -0.5    -0.5
村上 貴哉(1)   2.25    o    o    2.25 
ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾔ 波田中   +3.0    +3.0
宮田 昂育(1)   2.24    o    o    2.24 
ﾐﾔﾀ ｺｳｽｹ 塩尻中   +4.6    +4.6
横内 遙人(1)    x    x    x 記録なし
ﾖｺｳﾁ ﾊﾙﾄ 梓川中
丸山 嗣温(1) 欠場
ﾏﾙﾔﾏ ｼｵﾝ 豊科北中
登玉 崚介(2) 欠場
ﾉﾎﾞﾘﾀﾏ ﾘｮｳｽｹ 福島中
松田 敦樹(2) 欠場
ﾏﾂﾀﾞ ｱﾂｷ 仁科台中
村瀬 卓美(2) 欠場
ﾑﾗｾ ﾀｸﾐ 仁科台中

中学男子

走幅跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1  3474

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

4  5852

5  3164

2  6133

3  5745

8  5873

9  3194

6  5804

7  5806

12  5944

13  2864

10  5678

11  6075

16  5687

17  3261

14  5761

15  3230

20  3236

21  6125

18  5909

19  5943

23  3193

25  3161

22  3134

23  3451

28  5923

29  5825

26  5983

26  5982

32  5889

33  5888

30  5732

31  3928

 3607

 4852

34  3259

35  3139

 3951

 2858

 3945



決勝 8月19日 10:30

下野 将人(3)
ｼﾓﾉ ﾏｻﾄ 王滝中
藤原 一斗(2)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾄ 小谷中
草間 拓海(2)
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 丸ﾉ内中
市之瀬 優(2)
ｲﾁﾉｾ ﾏｻﾙ 旭町中
新井 健太(2)
ｱﾗｲ ｹﾝﾀ 旭町中
中村 優太(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 筑摩野中
奥垣内 崇史(1)
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 鉢盛中
赤澤 虎太郎(1)
ｱｶｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 高綱中
丸山 祥吾(2)
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 清水中
小林 雅人(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 高綱中
原 圭史郎(1)
ﾊﾗ ｹｲｼﾛｳ 松島中
小坂 正海(1)
ｺｻｶ ｾｲｶｲ 福島中
澤渡 大輔(2)
ｻﾜﾄﾞ ﾀﾞｲｽｹ 小谷中
千村 将利(2)
ﾁﾑﾗ ﾏｻﾄｼ 附属松本中
駿河 充(1)
ｽﾙｶﾞ ﾐﾂﾙ 附属松本中
中嶋優賀(1) 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶﾞ 女鳥羽中

  4.44 

 6053

  5.29 

15  6113
  4.07   3.99   4.44

14  6129
   x   5.29   5.16

  6.17 

13  3895
  5.85   6.12   6.01   6.12 

  6.23 

12  2860
  5.84   5.88   6.17

  6.42 

11  5822
  5.25   5.88   6.23

10  5915
  6.26   6.31   6.42

  7.82 

9  5684
  7.40   7.13   7.12   7.40 

  7.69   8.00 

8  5919
  7.15   6.68   7.82   7.30   7.29   7.52

  7.49   8.01   8.01 

7  6078
  7.14   7.21   7.64   7.66   8.00

6  5974
  7.22   7.83   7.30   7.35

  8.42 

5  5805
  7.35   8.02   7.75   7.98   7.72   7.89   8.02 

  7.99   8.71 

4  5808
  7.12    x   7.82   7.68    x   8.42

  9.40   8.78   9.40 

3  5766
   x   8.19   8.06   8.20   8.71

 10.38    x  10.77  10.77 

2  3898
  8.44   9.35    x   8.90

-4- -5- -6- 記録 備考

1  2952
 10.55  10.41  10.24

中学男子

砲丸投(5.000kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-
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