
第39回NAGANOｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ小中学生陸上競技大会                                   
期日：平成24年10月21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
10/21 男子中学 櫻ヶ岡中(A)       46.76 裾花中(A)       47.13 東部中(A)       47.16 北部中(A)       47.83 川中島中(A)       48.13 裾花中(B)       48.75 附属長野中(A)      48.88 若穂中(A)       49.06

4×100mR 玉城 莉吾(1) 西田 拓道(3) 黒崎 秀樹(2) 澤 拓斗(2) 市川 寛之(2) 上野 朝海(2) 吉越 一真(2) 上沢 奈緒(1)
坂庭 諒(2) 曽根原 豪士(3) 吉沢 智貴(2) 小島 美佐斗(2) 川口 雅也(2) 徳武 秀(2) 大森 晃(2) ハムリ 楊聖歩(2)
塩谷 晃生(2) 寺澤 克弥(3) 鈴木 達也(2) 青木 雅春(2) 古岩井 春樹(2) 高柳 樹(1) 岡部 信一郎(2) 野瀬 唯久真(2)
大日方 景都(3) 荒井 雅也(3) 岡村 宗一郎(2) 丸山 拓真(2) 芦澤 友和(1) 清水 隆寛(2) 河原 嵩史(2) 廣瀬 凜人(2)

10/21 男子小学3年  -0.2 小山 一心(3) 16.66 澁谷 大樹(3) 16.86 吉澤 涼(3) 16.88 長谷川 拓海(3) 三輪小 17.17 大塚 優人(3) 17.19 内山 颯斗(3) 17.22 宮下 倖盛(3) 17.52
100m 通明小 通明小 青木島小 常田 陸(3) 浅川小 城山小 昭和小 松代小

10/21 男子小学4年  +0.1 野沢 佑太(4) 14.72 曽根 優作(4) 16.28 牧島 克洋(4) 16.29 山口 智輝(4) 16.93 徳竹 功輝(4) 16.95 小松 泰我(4) 17.37 小笠原 瑠胤(4) 17.46 市河 拓海(4) 18.26
100m 篠ﾉ井西小 三輪小 吉田小 寺尾小 大豆島小 大岡小 寺尾小 大岡小

10/21 春日 駿佑(4) 3,36.84 大平 紳之助(4) 3,36.96 須山 颯太(4) 3,51.23 横嶋 孝太郎(4) 3,53.93
1000m 城山小 寺尾小 城山小 附属長野小

10/21 山本 嵩斗(4) 3.81(+1.5) 鳥居 竜太(4) 3.30(+2.6) 松橋 崇文(4) 3.07(+0.9) 花田 安史(4) 3.07(+1.2)
走幅跳 信州新町小 城山小 附属長野小 城山小

10/21 男子小学5年  -1.4 田中 圭(5) 14.62 石黒 佑弥(5) 14.97 原山 尋斗(5) 15.22 深井 悠冬(5) 15.43 田中 雄大(5) 16.10 和田 佳知(5) 16.25 雀 在永(5) 16.92 亀慶 祐介(5) 17.18
100m 古牧小 通明小 緑ヶ丘小 通明小 昭和小 松ヶ丘小 通明小 昭和小

10/21 吉田 拓未(5) 3,22.34 中村 天優(5) 3,26.68 北原 圭紳(5) 3,35.80
1000m 昭和小 昭和小 昭和小

10/21 生島 上禅(5) 3.80(+0.9) 渡辺 翔太(5) 3.80(+1.4) 竹林 想(5) 3.25(+2.3) 永井 心(5) 3.14(+1.5) 堀 雅(5) 2.77(+1.0)
走幅跳 城山小 昭和小 昭和小 三輪小 城山小

10/21 男子小学6年  -0.2 宮下 翼(6) 13.29 吉田 智哉(6) 13.39 伊東 嵩矢(6) 13.66 山岸 龍羽(6) 14.37 宮澤 浩太(6) 14.71 山岸 駿莉(6) 14.75 高野 然(6) 14.99 瀧澤 侑也(6) 15.28
100m 朝陽小 ｽﾎﾟｺﾐ東北 塩崎小 吉田小 ｽﾎﾟｺﾐ東北 ｽﾎﾟｺﾐ東北 朝陽小 昭和小

小山田 秀輔(6)
ｽﾎﾟｺﾐ東北

10/21 東 法道(6) 3,10.12 祢津 蒼太(6) 3,25.36 佐藤 優成(6) 3,25.52 島田 一希(6) 3,41.58 石黒 耕希(6) 3,43.33 佐鳥 一樹(6) 3,50.94 竹林 諒(6) 4,06.27
1000m ｽﾎﾟｺﾐ東北 昭和小 附属長野小 城山小 通明小 昭和小 昭和小

10/21 想田 喬介(6) 3.98(+1.1) 吉原 唯人(6) 3.93(+3.0) 上原 大輝(6) 3.81(+1.4) 山﨑 壱騎(6) 3.39(+0.5) 齋藤 翔太(6) 3.26(+2.3) 竹内 優斗(6) 3.14(+2.4)
走幅跳 信州新町小 信州新町小 附属長野小 昭和小 昭和小 大岡小

10/21 男子中学1年  -0.4 下田 振全(1) 12.40 赤津 裕文(1) 12.64 芦澤 友和(1) 川中島中 12.66 玉城 莉吾(1) 12.90 宮沢 康平(1) 13.18 小林 千輝(1) 13.20 飯野 圭太(1) 13.22
100m 篠ﾉ井西中 若穂中 高柳 樹(1) 裾花中 櫻ヶ岡中 七二会中 北部中 東部中

10/21  +0.1 上沢 奈緒(1) 26.70 小池 輝(1) 26.90 竹村 友雅(1) 27.03 南澤 海斗(1) 27.50 蟻川 泰紀(1) 27.65 松山 周平(1) 27.98 丸山 諒也(1) 28.06 松本 聖(1) 28.33
200m 若穂中 東部中 附属長野中 篠ﾉ井西中 更北中 東部中 裾花中 七二会中

10/21 長原 治玄(1) 10,04.09 駒村 壮眞(1) 10,04.67 大池 竜紀(1) 10,09.74 佃 佳祐(1) 10,23.11 竹内 悠生(1) 10,54.73 藤田 大輝(1) 10,55.77 倉嶋 優太(1) 11,00.55 内田 裕二(1) 11,01.01
3000m 篠ﾉ井西中 東部中 櫻ヶ岡中 更北中 三陽中 櫻ヶ岡中 東部中 篠ﾉ井西中

10/21 塚田 龍太朗(1) 1.35 内村 海斗(1) 川中島中 1.35 山浦 泰知(1) 裾花中 1.30 五十嵐 珠己(1) 1.30 高橋 勇輝(1) 1.25 西村 祐輝(1) 1.20
走高跳 裾花中 岡宮 龍希(1) 三陽中 鈴木 聡太(1) 篠ﾉ井西中 東部中 東部中 三陽中

河口 文哉(1)
三陽中

10/21 金児 和幸(1) 5.06(-0.6) 内堀 岳宏(1) 4.72(-0.1) 山﨑 伊織(1) 4.69(+0.3) 小林 亮太(1) 4.56(-0.1) 渡利 雄太(1) 4.39(-1.1) 根岸 達也(1) 4.29(+0.6) 吉村 郁哉(1) 4.26(+0.9) 小林 勇哉(1) 4.18(0.0)
走幅跳 東部中 篠ﾉ井西中 川中島中 柳町中 篠ﾉ井西中 更北中 東北中 裾花中

10/21 吉池 真緋呂(1) 7.75 桜井 力弘(1) 7.42 スミス 理貴(1) 6.51 和田 啓汰(1) 6.06 夏目 慶伸(1) 5.69 宮澤 龍彦(1) 5.29 高橋 一夢(1) 4.73 金井 陽太(1) 3.61
砲丸投 更北中 東部中 七二会中 七二会中 附属長野中 柳町中 東部中 更北中

10/21 男子中学2年  -1.3 澤 拓斗(2) 12.18 吉沢 智貴(2) 12.25 坂庭 諒(2) 12.28 ハムリ 楊聖歩(2) 12.43 鈴木 達也(2) 12.44 水出 一也(2) 12.46 塩谷 晃生(2) 12.52 小島 美佐斗(2) 12.64
100m 北部中 東部中 櫻ヶ岡中 若穂中 東部中 犀陵中 櫻ヶ岡中 北部中

10/21  +0.3 高橋 慶(2) 24.23 大森 晃(2) 24.52 廣瀬 凜人(2) 24.98 黒崎 秀樹(2) 25.57 流 勇介(2) 25.85 堤 雄大(2) 26.32 金児 浩弥(2) 26.45 上野 朝海(2) 26.66
200m 犀陵中 附属長野中 若穂中 東部中 犀陵中 裾花中 裾花中 裾花中

10/21 宇都宮 凌輔(2) 9,52.56 山岸 亮太(2) 9,56.66 中島 俊介(2) 10,09.08 笠原 渓介(2) 10,12.67 河原 嵩史(2) 10,23.49 渡邉 亮太(2) 10,28.21 大石 浩平(2) 10,40.28 山岸 忠相(2) 10,42.63
3000m 裾花中 東北中 更北中 篠ﾉ井西中 附属長野中 櫻ヶ岡中 北部中 東部中

10/21 清水 隆寛(2) 1.65 北村 拓弥(2) 1.65 岡村 宗一郎(2) 1.55 吉岡 翔司(2) 1.50 鶴田 龍人(2) 1.45 久保田 五輝(2) 櫻ヶ岡中 1.45 小出 吾朗(2) 1.40
走高跳 裾花中 東北中 東部中 篠ﾉ井西中 犀陵中 宮入 海翔(2) 篠ﾉ井西中 東部中

10/21 渡辺 素己(2) 5.96(-0.8) 牛山 勝大(2) 5.12(-1.2) 川口 雅也(2) 5.12(-1.1) 渡辺 瑞生(2) 5.10(-0.8) 竹村 圭弘(2) 5.04(+0.2) 北村 友弥(2) 5.02(-1.3) 小山 拓郎(2) 4.96(-0.4) 高野 翔(2) 4.89(-0.6)
走幅跳 東北中 三陽中 川中島中 東部中 櫻ヶ岡中 裾花中 更北中 三陽中



第39回NAGANOｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ小中学生陸上競技大会                                   
期日：平成24年10月21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
10/21 渡邊 誠也(2) 8.90 水島 菖二(2) 8.69 小林 誠典(2) 8.69 酒井 陸(2) 8.14 轟 椋友(2) 7.83 岩﨑 勇太(2) 6.73 神戸 柊也(2) 6.60 栗田 聡(2) 6.52

砲丸投 犀陵中 東部中 北部中 東北中 犀陵中 犀陵中 更北中 更北中
10/21 男子中学3年  -0.9 松橋 大夢(3) 11.28 大日方 景都(3) 11.76 曽根原 豪士(3) 11.76 今村 将伍(3) 11.79 佐藤 薫(3) 12.20 宮澤 優仁(3) 12.31 樋口 達也(3) 12.69 北澤 慧(3) 13.09

100m 犀陵中 櫻ヶ岡中 裾花中 柳町中 川中島中 東北中 広徳中 広徳中
10/21 塚原 和人(3) 9,46.72 坂口 聖英(3) 9,48.78 山田 貴大(3) 9,56.78 原山 開都(3) 10,26.13 秋山 晟(3) 10,27.96

3000m 櫻ヶ岡中 櫻ヶ岡中 櫻ヶ岡中 櫻ヶ岡中 櫻ヶ岡中
10/21 大塚 樹也(3) 1.83 西澤 翔(3) 1.60

走高跳 犀陵中 櫻ヶ岡中
10/21 寺澤 克弥(3) 5.60(-0.8) 中島 剛(3) 4.84(0.0) 塚田 顕大(3) 4.82(+0.3)

走幅跳 裾花中 櫻ヶ岡中 櫻ヶ岡中
10/21 峰村 悠輔(3) 10.40

砲丸投 櫻ヶ岡中



決勝 10月21日 10:15

県小記録            12.27

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 -1.3

 1 小山 一心(3) 小学生     16.66  1 吉澤 涼(3) 小学生     16.88 
ｺﾔﾏ ｶｽﾞｼ 通明小 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ 青木島小

 2 長谷川 拓海(3) 小学生     17.17  2 内山 颯斗(3) 小学生     17.22 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 三輪小 ｳﾁﾔﾏ ﾊﾔﾄ 昭和小

 3 岡井 佑馬(3) 小学生     18.96  3 村上 怜(3) 小学生     17.90 
ｵｶｲ ﾕｳﾏ 通明小 ﾑﾗｶﾐ ﾚｲ 昭和小

 4 倉林 央雅(3) 小学生     19.05  4 大桃 健太郎(3) 小学生     18.01 
ｸﾗﾊﾞﾔｼ ｵｳｶﾞ 通明小 ｵｵﾓﾓ ｹﾝﾀﾛｳ 昭和小

 5 山岸 柊翔(3) 小学生     19.37  5 依田 陸(3) 小学生     18.04 
ﾔﾏｷﾞｼ ｼｭｳﾄ 通明小 ﾖﾀﾞ ﾘｸ 青木島小

 6 宮入 将義(3) 小学生     20.85  6 池尻 陽太(3) 小学生     18.64 
ﾐﾔｲﾘ ﾏｻﾖｼ 通明小 ｲｹｼﾞﾘ ﾋﾅﾀ 通明小
横山 大智(3) 小学生  7 滝澤 勇人(3) 小学生     18.73 
ﾖｺﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 三輪小 ﾀｷｻﾞﾜ ﾊﾔﾄ 通明小

[ 3組] 風速 -0.5

 1 澁谷 大樹(3) 小学生     16.86 
ｼﾌﾞﾔ ﾀﾞｲｷ 通明小

 2 常田 陸(3) 小学生     17.17 
ﾄｷﾀﾞ ﾘｸ 浅川小

 3 大塚 優人(3) 小学生     17.19 
ｵｵﾂｶ ﾕｳﾄ 城山小

 4 宮下 倖成(3) 小学生     17.52 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｾｲ 松代小

 5 竹村 陽翔(3) 小学生     17.99 
ﾀｹﾑﾗ ﾊﾙﾄ 篠ﾉ井西小

 6 山岸 優月(3) 小学生     18.21 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾕﾂｷ 通明小

   1 小山 一心(3) 小学生 通明小     16.66 (-0.2)   1   1
   2 澁谷 大樹(3) 小学生 通明小     16.86 (-0.5)   3   1
   3 吉澤 涼(3) 小学生 青木島小     16.88 (-1.3)   2   1
   4 長谷川 拓海(3) 小学生 三輪小     17.17 (-0.2)   1   2
   4 常田 陸(3) 小学生 浅川小     17.17 (-0.5)   3   2
   6 大塚 優人(3) 小学生 城山小     17.19 (-0.5)   3   3
   7 内山 颯斗(3) 小学生 昭和小     17.22 (-1.3)   2   2
   8 宮下 倖成(3) 小学生 松代小     17.52 (-0.5)   3   4
   9 村上 怜(3) 小学生 昭和小     17.90 (-1.3)   2   3
  10 竹村 陽翔(3) 小学生 篠ﾉ井西小     17.99 (-0.5)   3   5
  11 大桃 健太郎(3) 小学生 昭和小     18.01 (-1.3)   2   4
  12 依田 陸(3) 小学生 青木島小     18.04 (-1.3)   2   5
  13 山岸 優月(3) 小学生 通明小     18.21 (-0.5)   3   6
  14 池尻 陽太(3) 小学生 通明小     18.64 (-1.3)   2   6
  15 滝澤 勇人(3) 小学生 通明小     18.73 (-1.3)   2   7
  16 岡井 佑馬(3) 小学生 通明小     18.96 (-0.2)   1   3
  17 倉林 央雅(3) 小学生 通明小     19.05 (-0.2)   1   4
  18 山岸 柊翔(3) 小学生 通明小     19.37 (-0.2)   1   5
  19 宮入 将義(3) 小学生 通明小     20.85 (-0.2)   1   6

決勝 10月21日 10:05

県小記録            12.27

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 -1.0

 1 曽根 優作(4) 小学生     16.28  1 野沢 佑太(4) 小学生     14.72 
ｿﾈ ﾕｳｻｸ 三輪小 ﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 篠ﾉ井西小

 2 牧島 克洋(4) 小学生     16.29  2 徳竹 功輝(4) 小学生     16.95 
ﾏｷｼﾏ ｶﾂﾋﾛ 吉田小 ﾄｸﾀｹ ｺｳｷ 大豆島小

 3 山口 智輝(4) 小学生     16.93  3 小松 泰我(4) 小学生     17.37 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 寺尾小 ｺﾏﾂ ﾀｲｶﾞ 大岡小

 4 小笠原 瑠胤(4) 小学生     17.46 山岸 大樹(4) 小学生
ｵｶﾞｻﾊﾗ ﾘｭｳｲ 寺尾小 ﾔﾏｷﾞｼ ﾋﾛｷ 吉田小

 5 市河 拓海(4) 小学生     18.26 髙山 卓也(4) 小学生
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ 大岡小 ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾔ 通明小
猪瀬 了哉(4) 小学生
ｲﾉｾ ﾘｮｳﾔ 通明小

欠場
5   181

欠場

欠場
7   112 6   180

4   116 2   338

6   117 3   111

2   339 4   333

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   106 5   317

男子小学4年

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

男子小学3年

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   171 3   303

7   101 4   189

6   166 6   191

3   167 8   190

8   170 5   302

4   168 2   169

5   104 7   173
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   172

5   304

4   161

7   332

3   318

6   174

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
  171
  172
  303
  101
  304
  161
  189
  332
  191
  318

  167
  170
  168

  190
  302
  174
  169
  173
  166



   1 野沢 佑太(4) 小学生 篠ﾉ井西小     14.72 (-1.0)   2   1
   2 曽根 優作(4) 小学生 三輪小     16.28 (+0.1)   1   1
   3 牧島 克洋(4) 小学生 吉田小     16.29 (+0.1)   1   2
   4 山口 智輝(4) 小学生 寺尾小     16.93 (+0.1)   1   3
   5 徳竹 功輝(4) 小学生 大豆島小     16.95 (-1.0)   2   2
   6 小松 泰我(4) 小学生 大岡小     17.37 (-1.0)   2   3
   7 小笠原 瑠胤(4) 小学生 寺尾小     17.46 (+0.1)   1   4
   8 市河 拓海(4) 小学生 大岡小     18.26 (+0.1)   1   5

決勝 10月21日 10:00

県小記録            12.27

風速 -1.4

 1 田中 圭(5) 小学生     14.62 
ﾀﾅｶ ｹｲ 古牧小

 2 石黒 佑弥(5) 小学生     14.97 
ｲｼｸﾞﾛ ﾕｳﾔ 通明小

 3 原山 尋斗(5) 小学生     15.22 
ﾊﾗﾔﾏ ﾋﾛﾄ 緑ヶ丘小

 4 深井 悠冬(5) 小学生     15.43 
ﾌｶｲ ﾊﾙﾄ 通明小

 5 田中 雄大(5) 小学生     16.10 
ﾀﾅｶ ﾕｳﾀﾞｲ 昭和小

 6 和田 佳知(5) 小学生     16.25 
ﾜﾀﾞ ﾖｼﾄﾓ 松ヶ丘小

 7 雀 在永(5) 小学生     16.92 
ﾁｪ ｼﾞｪﾖﾝ 通明小

 8 亀慶 祐介(5) 小学生     17.18 
ｷｹｲ ﾕｳｽｹ 昭和小

決勝 10月21日  9:55

県小記録            12.27

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 -1.2

 1 宮澤 浩太(6) 小学生     14.71  1 宮下 翼(6) 小学生     13.29 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾀ ｽﾎﾟｺﾐ東北 ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 朝陽小

 2 瀧澤 侑也(6) 小学生     15.28  2 吉田 智哉(6) 小学生     13.39 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 昭和小 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ ｽﾎﾟｺﾐ東北

 3 小山田 秀輔(6) 小学生     15.28  3 伊東 嵩矢(6) 小学生     13.66 
ｵﾔﾏﾀﾞ ｼｭｳｽｹ ｽﾎﾟｺﾐ東北 ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 塩崎小

 4 原山 颯太(6) 小学生     15.40  4 山岸 龍羽(6) 小学生     14.37 
ﾊﾗﾔﾏ ｿｳﾀ 昭和小 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾊ 吉田小

 5 浦野 旭(6) 小学生     15.52  5 山岸 駿莉(6) 小学生     14.75 
ｳﾗﾉ ｱｻﾋ 附属長野小 ﾔﾏｷﾞｼ ｼｭﾘ ｽﾎﾟｺﾐ東北

 6 徳竹 慧樹(6) 小学生     15.85  6 高野 然(6) 小学生     14.99 
ﾄｸﾀｹ ｹｲｷ 附属長野小 ﾀｶﾉ ｾﾞﾝ 朝陽小

 7 佐治 輝一(6) 小学生     16.08 野沢 佳祐(6) 小学生
ｻｼﾞ ｷｲﾁ 昭和小 ﾉｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 篠ﾉ井西小

   1 宮下 翼(6) 小学生 朝陽小     13.29 (-1.2)   2   1
   2 吉田 智哉(6) 小学生 ｽﾎﾟｺﾐ東北     13.39 (-1.2)   2   2
   3 伊東 嵩矢(6) 小学生 塩崎小     13.66 (-1.2)   2   3
   4 山岸 龍羽(6) 小学生 吉田小     14.37 (-1.2)   2   4
   5 宮澤 浩太(6) 小学生 ｽﾎﾟｺﾐ東北     14.71 (-0.2)   1   1
   6 山岸 駿莉(6) 小学生 ｽﾎﾟｺﾐ東北     14.75 (-1.2)   2   5
   7 高野 然(6) 小学生 朝陽小     14.99 (-1.2)   2   6
   8 瀧澤 侑也(6) 小学生 昭和小     15.28 (-0.2)   1   2
   8 小山田 秀輔(6) 小学生 ｽﾎﾟｺﾐ東北     15.28 (-0.2)   1   3
  10 原山 颯太(6) 小学生 昭和小     15.40 (-0.2)   1   4
  11 浦野 旭(6) 小学生 附属長野小     15.52 (-0.2)   1   5
  12 徳竹 慧樹(6) 小学生 附属長野小     15.85 (-0.2)   1   6
  13 佐治 輝一(6) 小学生 昭和小     16.08 (-0.2)   1   7

  333
  111
  116
  112

組 順位
  317
  106
  339
  117

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

  132
  210
  123
  125
  209

  121
  337
  133
  134
  310
  211

記録（風） 備考 組 順位
  311
  135

欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

2   209 8   316

7   125 2   310

4   123 7   134

8   210 4   337

3   132 3   121

6   211 5   135

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   133 6   311

男子小学6年

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

男子小学5年

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   312

3   183

4   334

9   182

2   198

6   331

7   185

8   197



決勝 10月21日 10:55

県中記録            10.85

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 -0.6

 1 井原 彰太(1) 中学生     15.11  1 荒井 奎吾(1) 中学生     14.15 
ｲﾊﾗ ｼｮｳﾀ 三陽中 ｱﾗｲ ｹｲｺﾞ 柳町中

 2 酒井 智基(1) 中学生     15.50  2 宮島 和樹(1) 中学生     14.25 
ｻｶｲ ﾄﾓｷ 川中島中 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 川中島中

 3 山岸 治樹(1) 中学生     15.76  3 荒井 滉司(1) 中学生     14.49 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾊﾙｷ 犀陵中 ｱﾗｲ ｺｳｼﾞ 東部中

 4 関 和司(1) 中学生     15.79  4 前田 滉平(1) 中学生     14.85 
ｾｷ ｶｽﾞｼ 裾花中 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 東北中

 5 丸山 泰知(1) 中学生     15.80  5 小日向 宏天(1) 中学生     15.07 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲﾁ 北部中 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾋﾛﾀｶ 更北中

 6 飯嶋 竜士(1) 中学生     15.95  6 竹田 仁(1) 中学生     15.26 
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｭｳｼﾞ 柳町中 ﾀｹﾀﾞ ｼﾞﾝ 川中島中

 7 嶋田 愛弥(1) 中学生     15.97  7 佐鳥 広樹(1) 中学生     15.54 
ｼﾏﾀﾞ ﾏﾅﾔ 川中島中 ｻﾄﾘ ﾋﾛｷ 川中島中

 8 宮坂 啓佑(1) 中学生     16.01 馬場 健人(1) 中学生
ﾐﾔｻｶ ｹｲｽｹ 櫻ヶ岡中 ﾊﾞﾊﾞ ｹﾝﾄ 裾花中

 9 中村 隼興(1) 中学生     16.16 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｷ 犀陵中

[ 3組] 風速 +0.1 [ 4組] 風速 -0.7

 1 中澤 駿(1) 中学生     13.69  1 小林 千輝(1) 中学生     13.20 
ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭﾝ 更北中 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 北部中

 2 丸山 祥大(1) 中学生     14.03  2 岩下 凌(1) 中学生     13.80 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ 更北中 ｲﾜｼﾀ ﾘｮｳ 更北中

 3 原 知将(1) 中学生     14.23  3 西村 圭吾(1) 中学生     13.88 
ﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 川中島中 ﾆｼﾑﾗ ｹｲｺﾞ 川中島中

 4 戸谷 祐貴(1) 中学生     14.51  4 松峯 優樹(1) 中学生     14.05 
ﾄﾔ ﾕｳｷ 川中島中 ﾏﾂﾐﾈ ﾕｳｷ 柳町中

 5 松林 遼(1) 中学生     14.52  5 江村 拓夢(1) 中学生     14.14 
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 七二会中 ｴﾑﾗ ﾀｸﾑ 広徳中

 6 田中 俊貴(1) 中学生     14.61  6 竹下 玲央(1) 中学生     14.37 
ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 東部中 ﾀｹｼﾀ ﾚｵ 川中島中

 7 田中 大暉(1) 中学生     14.65  7 黒岩 直生(1) 中学生     14.87 
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 広徳中 ｸﾛｲﾜ ﾅｵｷ 北部中

 8 早福 和馬(1) 中学生     14.79 吉村 悠生(1) 中学生
ｿｳﾌｸ ｶｽﾞﾏ 櫻ヶ岡中 ﾖｼﾑﾗ ﾕｳｷ 東北中

[ 5組] 風速 -0.4 [ 6組] 風速 +0.5

 1 飯野 圭太(1) 中学生     13.22  1 下田 振全(1) 中学生     12.40 
ｲｲﾉ ｹｲﾀ 東部中 ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ 篠ﾉ井西中

 2 中村 公俊(1) 中学生     13.28  2 赤津 裕文(1) 中学生     12.64 
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾄｼ 附属長野中 ｱｶﾂ ﾋﾛﾌﾐ 若穂中

 3 角田 誠斗(1) 中学生     13.38  3 芦澤 友和(1) 中学生     12.66 
ｶｸﾀ ﾏｻﾄ 柳町中 ｱｼｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 川中島中

 4 小島 奈津輝(1) 中学生     13.52  4 高柳 樹(1) 中学生     12.66 
ｺｼﾞﾏ ﾅﾂｷ 北部中 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀﾂｷ 裾花中

 5 荒井 善将(1) 中学生     13.80  5 玉城 莉吾(1) 中学生     12.90 
ｱﾗｲ ﾖｼﾏｻ 北部中 ﾀﾏｷ ﾗｲｺﾞ 櫻ヶ岡中

 6 土本 涼也(1) 中学生     13.93  6 宮沢 康平(1) 中学生     13.18 
ﾂﾁﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 北部中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 七二会中

 7 中村 太治(1) 中学生     14.00  7 内山 力哉(1) 中学生     13.27 
ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｼﾞ 裾花中 ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ 櫻ヶ岡中
小林 周平(1) 中学生  8 島村 昂輝(1) 中学生     13.28 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 櫻ヶ岡中 ｼﾏﾑﾗ ｺｳｷ 附属長野中

9  5625

2  5552

8  4966

7  5228

4  4973

6  5425

3  6173

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  5322

3  5254

9  4971
欠場

2  5190

6  5186

8  4918

4  5192

7  5042

5  5629

9  5132
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

7  6175

2  5189

3  4913

8  5517

4  5505

5  6172

氏  名 所属名 記録／備考
6  5191

8  5527

4  4975

9  5549

5  5033

7  5463

3  5459

6  5508

2  5515

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

4  5456

3  6592

2  5503

8  5448

5  5025

9  6398

所属名 記録／備考
7  6367

6  5444

2  5267

順 ﾚｰﾝ No.

9  5450

6  4967

1  5195

7  4914

8  5281

3  6591

4  5099

5  6171

男子中学1年

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 下田 振全(1) 中学生 篠ﾉ井西中     12.40 (+0.5)   6   1
   2 赤津 裕文(1) 中学生 若穂中     12.64 (+0.5)   6   2
   3 芦澤 友和(1) 中学生 川中島中     12.66 (+0.5)   6   3
   3 高柳 樹(1) 中学生 裾花中     12.66 (+0.5)   6   4
   5 玉城 莉吾(1) 中学生 櫻ヶ岡中     12.90 (+0.5)   6   5
   6 宮沢 康平(1) 中学生 七二会中     13.18 (+0.5)   6   6
   7 小林 千輝(1) 中学生 北部中     13.20 (-0.7)   4   1
   8 飯野 圭太(1) 中学生 東部中     13.22 (-0.4)   5   1
   9 内山 力哉(1) 中学生 櫻ヶ岡中     13.27 (+0.5)   6   7
  10 中村 公俊(1) 中学生 附属長野中     13.28 (-0.4)   5   2
  10 島村 昂輝(1) 中学生 附属長野中     13.28 (+0.5)   6   8
  12 角田 誠斗(1) 中学生 柳町中     13.38 (-0.4)   5   3
  13 小島 奈津輝(1) 中学生 北部中     13.52 (-0.4)   5   4
  14 中澤 駿(1) 中学生 更北中     13.69 (+0.1)   3   1
  15 岩下 凌(1) 中学生 更北中     13.80 (-0.7)   4   2
  15 荒井 善将(1) 中学生 北部中     13.80 (-0.4)   5   5
  17 西村 圭吾(1) 中学生 川中島中     13.88 (-0.7)   4   3
  18 土本 涼也(1) 中学生 北部中     13.93 (-0.4)   5   6
  19 中村 太治(1) 中学生 裾花中     14.00 (-0.4)   5   7
  20 丸山 祥大(1) 中学生 更北中     14.03 (+0.1)   3   2
  21 松峯 優樹(1) 中学生 柳町中     14.05 (-0.7)   4   4
  22 江村 拓夢(1) 中学生 広徳中     14.14 (-0.7)   4   5
  23 荒井 奎吾(1) 中学生 柳町中     14.15 (-0.6)   2   1
  24 原 知将(1) 中学生 川中島中     14.23 (+0.1)   3   3
  25 宮島 和樹(1) 中学生 川中島中     14.25 (-0.6)   2   2
  26 竹下 玲央(1) 中学生 川中島中     14.37 (-0.7)   4   6
  27 荒井 滉司(1) 中学生 東部中     14.49 (-0.6)   2   3
  28 戸谷 祐貴(1) 中学生 川中島中     14.51 (+0.1)   3   4
  29 松林 遼(1) 中学生 七二会中     14.52 (+0.1)   3   5
  30 田中 俊貴(1) 中学生 東部中     14.61 (+0.1)   3   6
  31 田中 大暉(1) 中学生 広徳中     14.65 (+0.1)   3   7
  32 早福 和馬(1) 中学生 櫻ヶ岡中     14.79 (+0.1)   3   8
  33 前田 滉平(1) 中学生 東北中     14.85 (-0.6)   2   4
  34 黒岩 直生(1) 中学生 北部中     14.87 (-0.7)   4   7
  35 小日向 宏天(1) 中学生 更北中     15.07 (-0.6)   2   5
  36 井原 彰太(1) 中学生 三陽中     15.11 (-0.4)   1   1
  37 竹田 仁(1) 中学生 川中島中     15.26 (-0.6)   2   6
  38 酒井 智基(1) 中学生 川中島中     15.50 (-0.4)   1   2
  39 佐鳥 広樹(1) 中学生 川中島中     15.54 (-0.6)   2   7
  40 山岸 治樹(1) 中学生 犀陵中     15.76 (-0.4)   1   3
  41 関 和司(1) 中学生 裾花中     15.79 (-0.4)   1   4
  42 丸山 泰知(1) 中学生 北部中     15.80 (-0.4)   1   5
  43 飯嶋 竜士(1) 中学生 柳町中     15.95 (-0.4)   1   6
  44 嶋田 愛弥(1) 中学生 川中島中     15.97 (-0.4)   1   7
  45 宮坂 啓佑(1) 中学生 櫻ヶ岡中     16.01 (-0.4)   1   8
  46 中村 隼興(1) 中学生 犀陵中     16.16 (-0.4)   1   9

決勝 10月21日 11:15

県中記録            10.85

[ 1組] 風速 -1.3 [ 2組] 風速 -0.7

 1 竹下 達也(2) 中学生     13.82  1 吉越 一真(2) 中学生     13.02 
ﾀｹｼﾀ ﾀﾂﾔ 三陽中 ﾖｼｺｼ ｶｽﾞﾏ 附属長野中

 2 中島 一平(2) 中学生     13.87  2 丸山 隆之介(2) 中学生     13.20 
ﾅｶｼﾞﾏ ｲｯﾍﾟｲ 若穂中 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 犀陵中

 3 古山 哲兵(2) 中学生     14.05  3 安藤 雅倖(2) 中学生     13.25 
ﾌﾙﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ 三陽中 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 若穂中

 4 堀内 政弥(2) 中学生     14.11  4 丸山 凌央(2) 中学生     13.52 
ﾎﾘｳﾁ ﾏｻﾔ 若穂中 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｳ 三陽中

 5 山岸 怜也(2) 中学生     14.52  5 櫻井 惇也(2) 中学生     13.63 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾚｲﾔ 若穂中 ｻｸﾗｲ ｼﾞｭﾝﾔ 北部中

 6 青木 圭介(2) 中学生     14.74  6 丸山 正人(2) 中学生     14.02 
ｱｵｷ ｹｲｽｹ 若穂中 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾄ 柳町中

 7 山嵜 竜之介(2) 中学生     15.12  7 石田 法孝(2) 中学生     14.11 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 東北中 ｲｼﾀﾞ ﾉﾘﾀｶ 若穂中

 8 依田 和也(2) 中学生     15.88 荒井 輝(2) 中学生
ﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾔ 犀陵中 ｱﾗｲ ﾋｶﾙ 北部中
平林 駿(2) 中学生 酒井 聖也(2) 中学生
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 裾花中 ｻｶｲ ｾｲﾔ 柳町中

 5281
 6591
 5195

 5267

 4914
 5450
 4967

 5189
 5503
 5099
 5448
 6171
 5456

 5459
 5549
 5033
 5527
 4975
 6398

 5517
 6367
 5463
 5444
 6175
 5025

 5190
 6172
 5186
 5254
 5515
 4913

 5629
 5625
 4918
 5192
 5508
 5505

 5228
 4973
 5552
 5191
 5042
 4966

備考 組 順位
 5322
 5425
 6173

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

タイムレース

男子中学2年

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  5096 6  5611

3  5416 3  5280

4  6507 9  5410

7  5421 2  5082

9  5424 7  5174

5  5407 4  6380

2  6402 1  5412

1  5266 5  5159
欠場

8  5236 8  6375
欠場 欠場



[ 3組] 風速 -0.4 [ 4組] 風速 -1.9

 1 ハムリ 楊聖歩(2) 中学生     12.43  1 澤 拓斗(2) 中学生     12.18 
ﾊﾑﾘ ﾖｳｾﾌ 若穂中 ｻﾜ ﾋﾛﾄ 北部中

 2 鈴木 達也(2) 中学生     12.44  2 吉沢 智貴(2) 中学生     12.25 
ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 東部中 ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 東部中

 3 水出 一也(2) 中学生     12.46  3 坂庭 諒(2) 中学生     12.28 
ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ 犀陵中 ｻｶﾆﾜ ﾘｮｳ 櫻ヶ岡中

 4 小島 美佐斗(2) 中学生     12.64  4 塩谷 晃生(2) 中学生     12.52 
ｺｼﾞﾏ ﾐｻﾄ 北部中 ｼｵﾔ ｺｳｷ 櫻ヶ岡中

 5 青木 雅春(2) 中学生     12.73  5 北村 昌弘(2) 中学生     12.73 
ｱｵｷ ﾏｻﾊﾙ 北部中 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 犀陵中

 6 市川 寛之(2) 中学生     12.85  6 徳武 秀(2) 中学生     12.79 
ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 川中島中 ﾄｸﾀｹ ｼｭｳ 裾花中

 7 鹿野 拓臣(2) 中学生     12.88  6 丸山 拓真(2) 中学生     12.79 
ｶﾉ ﾀｸﾐ 更北中 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ 北部中

 8 西村 健吾(2) 中学生     13.43  8 大宮 僚馬(2) 中学生     13.21 
ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 篠ﾉ井西中 ｵｵﾐﾔ ﾘｮｳﾏ 裾花中

   1 澤 拓斗(2) 中学生 北部中     12.18 (-1.9)   4   1
   2 吉沢 智貴(2) 中学生 東部中     12.25 (-1.9)   4   2
   3 坂庭 諒(2) 中学生 櫻ヶ岡中     12.28 (-1.9)   4   3
   4 ハムリ 楊聖歩(2) 中学生 若穂中     12.43 (-0.4)   3   1
   5 鈴木 達也(2) 中学生 東部中     12.44 (-0.4)   3   2
   6 水出 一也(2) 中学生 犀陵中     12.46 (-0.4)   3   3
   7 塩谷 晃生(2) 中学生 櫻ヶ岡中     12.52 (-1.9)   4   4
   8 小島 美佐斗(2) 中学生 北部中     12.64 (-0.4)   3   4
   9 青木 雅春(2) 中学生 北部中     12.73 (-0.4)   3   5
   9 北村 昌弘(2) 中学生 犀陵中     12.73 (-1.9)   4   5
  11 徳武 秀(2) 中学生 裾花中     12.79 (-1.9)   4   6
  11 丸山 拓真(2) 中学生 北部中     12.79 (-1.9)   4   6
  13 市川 寛之(2) 中学生 川中島中     12.85 (-0.4)   3   6
  14 鹿野 拓臣(2) 中学生 更北中     12.88 (-0.4)   3   7
  15 吉越 一真(2) 中学生 附属長野中     13.02 (-0.7)   2   1
  16 丸山 隆之介(2) 中学生 犀陵中     13.20 (-0.7)   2   2
  17 大宮 僚馬(2) 中学生 裾花中     13.21 (-1.9)   4   8
  18 安藤 雅倖(2) 中学生 若穂中     13.25 (-0.7)   2   3
  19 西村 健吾(2) 中学生 篠ﾉ井西中     13.43 (-0.4)   3   8
  20 丸山 凌央(2) 中学生 三陽中     13.52 (-0.7)   2   4
  21 櫻井 惇也(2) 中学生 北部中     13.63 (-0.7)   2   5
  22 竹下 達也(2) 中学生 三陽中     13.82 (-1.3)   1   1
  23 中島 一平(2) 中学生 若穂中     13.87 (-1.3)   1   2
  24 丸山 正人(2) 中学生 柳町中     14.02 (-0.7)   2   6
  25 古山 哲兵(2) 中学生 三陽中     14.05 (-1.3)   1   3
  26 堀内 政弥(2) 中学生 若穂中     14.11 (-1.3)   1   4
  26 石田 法孝(2) 中学生 若穂中     14.11 (-0.7)   2   7
  28 山岸 怜也(2) 中学生 若穂中     14.52 (-1.3)   1   5
  29 青木 圭介(2) 中学生 若穂中     14.74 (-1.3)   1   6
  30 山嵜 竜之介(2) 中学生 東北中     15.12 (-1.3)   1   7
  31 依田 和也(2) 中学生 犀陵中     15.88 (-1.3)   1   8

決勝 10月21日 11:30

県中記録            10.85

風速 -0.9

 1 松橋 大夢(3) 中学生     11.28 
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 犀陵中

 2 大日方 景都(3) 中学生     11.76 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲﾄ 櫻ヶ岡中

 3 曽根原 豪士(3) 中学生     11.76 
ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ 裾花中

 4 今村 将伍(3) 中学生     11.79 
ｲﾏﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 柳町中

 5 佐藤 薫(3) 中学生     12.20 
ｻﾄｳ ｶｵﾙ 川中島中

 6 宮澤 優仁(3) 中学生     12.31 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 東北中

 7 樋口 達也(3) 中学生     12.69 
ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 広徳中

 8 北澤 慧(3) 中学生     13.09 
ｷﾀｻﾞﾜ ｻﾄｼ 広徳中

 9 宮本 晶(3) 中学生     13.11 
ﾐﾔﾓﾄ ｱｷﾗ 北部中

2  5144

1  5545

9  5544

4  5462

7  5115

6  5245

8  6297

5  5260

3  4983

男子中学3年

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  5419 4  5162

9  5014 2  5019

7  5275 3  4959

6  5158 7  4956

2  5169 6  5269

8  5465 5  5251

4  5473 8  5176

3  5341 9  5248

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
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 5275
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 5416
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決勝 10月21日 11:55

県中記録            21.92

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +0.2

 1 上沢 奈緒(1) 中学生     26.70  1 小池 輝(1) 中学生     26.90 
ｶﾐｻﾜ ﾅｵ 若穂中 ｺｲｹ ﾋｶﾙ 東部中

 2 竹村 友雅(1) 中学生     27.03  2 南澤 海斗(1) 中学生     27.50 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｶﾞ 附属長野中 ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｲﾄ 篠ﾉ井西中

 3 丸山 諒也(1) 中学生     28.06  3 蟻川 泰紀(1) 中学生     27.65 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 裾花中 ｱﾘｶﾜ ﾀｲｷ 更北中

 4 松本 聖(1) 中学生     28.33  4 松山 周平(1) 中学生     27.98 
ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄﾙ 七二会中 ﾏﾂﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 東部中

 5 浅野 仁志(1) 中学生     29.51  5 和田 勇祐(1) 中学生     28.38 
ｱｻﾉ ﾋﾄｼ 柳町中 ﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ 柳町中

 6 古田 純(1) 中学生     30.92  6 宮原 翔太(1) 中学生     28.38 
ﾌﾙﾀ ｼﾞｭﾝ 川中島中 ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳﾀ 裾花中

 7 会津 竜也(1) 中学生     32.61  7 小山 颯也(1) 中学生     30.63 
ｱｲｽﾞ ﾀﾂﾔ 東部中 ｺﾔﾏ ｿｳﾔ 東部中
杉田 駿介(1) 中学生 曽根 海人(1) 中学生
ｽｷﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 若穂中 ｿﾈ ｶｲﾄ 櫻ヶ岡中
両角 賢(1) 中学生
ﾓﾛｽﾞﾐ ｹﾝ 東部中

   1 上沢 奈緒(1) 中学生 若穂中     26.70 (+0.1)   1   1
   2 小池 輝(1) 中学生 東部中     26.90 (+0.2)   2   1
   3 竹村 友雅(1) 中学生 附属長野中     27.03 (+0.1)   1   2
   4 南澤 海斗(1) 中学生 篠ﾉ井西中     27.50 (+0.2)   2   2
   5 蟻川 泰紀(1) 中学生 更北中     27.65 (+0.2)   2   3
   6 松山 周平(1) 中学生 東部中     27.98 (+0.2)   2   4
   7 丸山 諒也(1) 中学生 裾花中     28.06 (+0.1)   1   3
   8 松本 聖(1) 中学生 七二会中     28.33 (+0.1)   1   4
   9 和田 勇祐(1) 中学生 柳町中     28.38 (+0.2)   2   5
   9 宮原 翔太(1) 中学生 裾花中     28.38 (+0.2)   2   6
  11 浅野 仁志(1) 中学生 柳町中     29.51 (+0.1)   1   5
  12 小山 颯也(1) 中学生 東部中     30.63 (+0.2)   2   7
  13 古田 純(1) 中学生 川中島中     30.92 (+0.1)   1   6
  14 会津 竜也(1) 中学生 東部中     32.61 (+0.1)   1   7

決勝 10月21日 12:00

県中記録            21.92

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 -0.9

 1 黒崎 秀樹(2) 中学生     25.57  1 高橋 慶(2) 中学生     24.23 
ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ 東部中 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 犀陵中

 2 西澤 亨太郎(2) 中学生     27.49  2 大森 晃(2) 中学生     24.52 
ﾆｼｻﾞﾜ ｷｮｳﾀﾛｳ 若穂中 ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ 附属長野中

 3 小林 郁弥(2) 中学生     27.80  3 廣瀬 凜人(2) 中学生     24.98 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 東部中 ﾋﾛｾ ﾘﾝﾄ 若穂中

 4 名澤 直樹(2) 中学生     28.11  4 金児 浩弥(2) 中学生     26.45 
ﾅｻﾞﾜ ﾅｵｷ 広徳中 ｶﾈｺ ﾋﾛﾔ 裾花中

 5 和田 佑介(2) 中学生     28.51  5 上野 朝海(2) 中学生     26.66 
ﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ 西部中 ｳｴﾉ ｱｻﾐ 裾花中

 6 佐藤 貴大(2) 中学生     29.25  6 北原 勇次郎(2) 中学生     26.92 
ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 広徳中 ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ 広徳中

 7 河田 拓斗(2) 中学生     29.27  7 野瀬 唯久真(2) 中学生     27.62 
ｶﾜﾀ ﾀｸﾄ 若穂中 ﾉｾ ｲｸﾏ 若穂中
芦澤 直人(2) 中学生  8 浦野 悦(2) 中学生     30.48 
ｱｼｻﾞﾜ ﾅｵﾄ 三陽中 ｳﾗﾉ ｴﾂ 若穂中

 5452
 5028

 5233
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男子中学1年
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男子中学2年
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3  5010 6  5279

6  5417 4  5617

7  5013 7  5420
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5  5057 8  5247

2  5526 9  5532

8  5414 3  5418

9  5102 5  5413
欠場



[ 3組] 風速 -0.7

 1 流 勇介(2) 中学生     25.85 
ﾅｶﾞﾚ ﾕｳｽｹ 犀陵中

 3 堤 雄大(2) 中学生     26.32 
ﾂﾂﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 裾花中

 4 新田 雄也(2) 中学生     26.89 
ﾆｯﾀ ﾕｳﾔ 更北中

 5 小平 義耶(2) 中学生     27.19 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾄﾓﾔ 犀陵中

 6 下司 晴樹(2) 中学生     27.30 
ｼﾓﾂｶｻ ﾊﾙｷ 櫻ヶ岡中

 7 西沢 蒼馬(2) 中学生     29.21 
ﾆｼｻﾞﾜ ｿｳﾏ 東北中

 8 村石 圭哉(2) 中学生     30.95 
ﾑﾗｲｼ ｹｲﾔ 若穂中
松尾 匠(2) 中学生
ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ 櫻ヶ岡中

   1 高橋 慶(2) 中学生 犀陵中     24.23 (-0.9)   2   1
   2 大森 晃(2) 中学生 附属長野中     24.52 (-0.9)   2   2
   3 廣瀬 凜人(2) 中学生 若穂中     24.98 (-0.9)   2   3
   4 黒崎 秀樹(2) 中学生 東部中     25.57 (+0.3)   1   1
   5 流 勇介(2) 中学生 犀陵中     25.85 (-0.7)   3   1
   6 堤 雄大(2) 中学生 裾花中     26.32 (-0.7)   3   3
   7 金児 浩弥(2) 中学生 裾花中     26.45 (-0.9)   2   4
   8 上野 朝海(2) 中学生 裾花中     26.66 (-0.9)   2   5
   9 新田 雄也(2) 中学生 更北中     26.89 (-0.7)   3   4
  10 北原 勇次郎(2) 中学生 広徳中     26.92 (-0.9)   2   6
  11 小平 義耶(2) 中学生 犀陵中     27.19 (-0.7)   3   5
  12 下司 晴樹(2) 中学生 櫻ヶ岡中     27.30 (-0.7)   3   6
  13 西澤 亨太郎(2) 中学生 若穂中     27.49 (+0.3)   1   2
  14 野瀬 唯久真(2) 中学生 若穂中     27.62 (-0.9)   2   7
  15 小林 郁弥(2) 中学生 東部中     27.80 (+0.3)   1   3
  16 名澤 直樹(2) 中学生 広徳中     28.11 (+0.3)   1   4
  17 和田 佑介(2) 中学生 西部中     28.51 (+0.3)   1   5
  18 西沢 蒼馬(2) 中学生 東北中     29.21 (-0.7)   3   7
  19 佐藤 貴大(2) 中学生 広徳中     29.25 (+0.3)   1   6
  20 河田 拓斗(2) 中学生 若穂中     29.27 (+0.3)   1   7
  21 浦野 悦(2) 中学生 若穂中     30.48 (-0.9)   2   8
  22 村石 圭哉(2) 中学生 若穂中     30.95 (-0.7)   3   8

決勝 10月21日 12:05

県中記録            21.92

風速 -0.7

荒井 雅也(3) 中学生
ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 裾花中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  5268

6  5253

7  5471

3  5283

8  4957

2  5109

1  5422

4  4960
欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 5279
 5617
 5420
 5010
 5268
 5253
 5255
 5247
 5471
 5532
 5283
 4957
 5417
 5418
 5013
 5542

所属名 記録／備考

 5057
 5109
 5526
 5414
 5413
 5422

9  5241

男子中学3年

200m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
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県小記録          2,52.94

 1 春日 駿佑(4) 小学生   3,36.84 
ｶｽｶﾞ ｼｭﾝｽｹ 城山小

 2 大平 紳之助(4) 小学生   3,36.96 
ｵｵﾋﾗ ｼﾝﾉｽｹ 寺尾小

 3 須山 颯太(4) 小学生   3,51.23 
ｽﾔﾏ ｿｳﾀ 城山小

 4 横嶋 孝太郎(4) 小学生   3,53.93 
ﾖｺｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ 附属長野小

決勝 10月21日 12:40

県小記録          2,52.94

 2 吉田 拓未(5) 小学生   3,22.34 
ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 昭和小

 5 中村 天優(5) 小学生   3,26.68 
ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾏｻ 昭和小

 6 北原 圭紳(5) 小学生   3,35.80 
ｷﾀﾊﾗ ｹｲｼﾝ 昭和小

14 関口 賢太(5) 小学生   3,57.37 
ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 通明小

15 滝澤 岳人(5) 小学生   4,05.89 
ﾀｷｻﾞﾜ ｶﾞｸﾄ 通明小
増永 友輝(5) 小学生
ﾏｽﾅｶﾞ ﾄﾓｷ 城山小
清水 康気(5) 小学生
ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ 城山小
渡邉 春都(5) 小学生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾄ 城山小
小野田 渉冴(5) 小学生
ｵﾉﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 昭和小

決勝 10月21日 12:40

県小記録          2,52.94

 1 東 法道(6) 小学生   3,10.12 
ｱｽﾞﾏ ﾎｳﾄﾞｳ ｽﾎﾟｺﾐ東北

 2 祢津 蒼太(6) 小学生   3,25.36 
ﾈﾂ ｿｳﾀ 昭和小

 3 佐藤 優成(6) 小学生   3,25.52 
ｻﾄｳ ﾕｳｾｲ 附属長野小

 4 島田 一希(6) 小学生   3,41.58 
ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ 城山小

 5 石黒 耕希(6) 小学生   3,43.33 
ｲｼｸﾞﾛ ｺｳｷ 通明小

 6 佐鳥 一樹(6) 小学生   3,50.94 
ｻﾄﾘ ｶｽﾞｷ 昭和小

 7 竹林 諒(6) 小学生   4,06.27 
ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｱｷ 昭和小
若林 雅也(6) 小学生
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 南部小

8   213

4   328
欠場

1   184

6   212

5   124

7   144

3   131

2   214

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

17   202
欠場

男子小学6年

1000m               

決勝

12   149
欠場

16   165
欠場

10   186

9   150
欠場

15   204

14   187

13   322

11   203

男子小学5年

1000m               
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

19   156

18   130

21   155

20   115

男子小学4年

1000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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県中記録          8,31.86

 1 長原 治玄(1) 中学生  10,04.09 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｼﾞｹﾞﾝ 篠ﾉ井西中

 2 駒村 壮眞(1) 中学生  10,04.67 
ｺﾏﾑﾗ ｿｳﾏ 東部中

 3 大池 竜紀(1) 中学生  10,09.74 
ｵｵｲｹ ﾀﾂﾉﾘ 櫻ヶ岡中

 4 佃 佳祐(1) 中学生  10,23.11 
ﾂｸﾀﾞ ｹｲｽｹ 更北中

 5 竹内 悠生(1) 中学生  10,54.73 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 三陽中

 6 藤田 大輝(1) 中学生  10,55.77 
ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｷ 櫻ヶ岡中

 7 倉嶋 優太(1) 中学生  11,00.55 
ｸﾗｼﾏ ﾕｳﾀ 東部中

 8 内田 裕二(1) 中学生  11,01.01 
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 篠ﾉ井西中

 9 塚原 巧(1) 中学生  11,02.70 
ﾂｶﾊﾗ ﾀｸﾐ 柳町中

10 吉本 蒼太朗(1) 中学生  11,14.40 
ﾖｼﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ 東部中

11 若山 弘輝(1) 中学生  11,36.82 
ﾜｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 裾花中

12 藤井 大樹(1) 中学生  11,37.64 
ﾌｼﾞｲ ﾀｲｷ 東部中

13 羽入田 拓真(1) 中学生  11,40.21 
ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾀｸﾏ 三陽中

14 北村 聖(1) 中学生  11,42.97 
ｷﾀﾑﾗ ﾋｼﾞﾘ 犀陵中

15 井上 正望(1) 中学生  11,44.23 
ｲﾉｳｴ ﾏｻﾐ 櫻ヶ岡中

16 大久保 斗南(1) 中学生  11,46.22 
ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾅﾝ 柳町中

17 玉井 優真(1) 中学生  11,52.74 
ﾀﾏｲ ﾕｳﾏ 犀陵中

18 五十嵐 唯人(1) 中学生  11,58.01 
ｲｶﾞﾗｼ ﾕｲﾄ 東北中

19 五十嵐 開智(1) 中学生  11,58.82 
ｲｶﾞﾗｼ ｶｲﾁ 三陽中

20 小坂 慎之介(1) 中学生  12,00.53 
ｵｻｶ ｼﾝﾉｽｹ 三陽中

21 滝澤 祥三郎(1) 中学生  12,01.76 
ﾀｷｻﾞﾜ ｼｮｳｻﾞﾌﾞﾛｳ 三陽中

22 大塚 航平(1) 中学生  12,02.84 
ｵｵﾂｶ ｺｳﾍｲ 三陽中

23 吉澤 大地(1) 中学生  12,06.14 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 柳町中

24 野町 隆文(1) 中学生  12,12.12 
ﾉﾏﾁ ﾀｶﾌﾐ 北部中

25 松本 篤弥(1) 中学生  13,21.17 
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂﾔ 犀陵中
塚田 颯真(1) 中学生
ﾂｶﾀﾞ ｿｳﾏ 櫻ヶ岡中
荒井 勇輝(1) 中学生
ｱﾗｲ ﾕｳｷ 裾花中
小林 夏貴(1) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅﾂｷ 北部中
関 陽丸(1) 中学生
ｾｷ ﾋﾏﾙ 北部中
樋口 温都(1) 中学生
ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 更北中
鈴木 滉介(1) 中学生
ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 更北中

30  5501
欠場

27  5194
欠場

28  5504
欠場

23  6594
欠場

25  5193
欠場

29  5259

10  4972
欠場

6  4923

5  5188

21  5092

31  6521

13  5094

1  6519

7  5272

4  6399

22  4969

2  4911

9  5087

19  5256

11  6590

8  5036

26  4926

12  5026

18  5024

15  5324

3  6520

20  4974

14  4970

24  5502

17  5334

16  5022

男子中学1年
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決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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県中記録          8,31.86

 1 宇都宮 凌輔(2) 中学生   9,52.56 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｮｳｽｹ 裾花中

 2 山岸 亮太(2) 中学生   9,56.66 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾀ 東北中

 3 中島 俊介(2) 中学生  10,09.08 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ 更北中

 4 笠原 渓介(2) 中学生  10,12.67 
ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ 篠ﾉ井西中

 5 河原 嵩史(2) 中学生  10,23.49 
ｶﾜﾊﾗ ﾀｶｼ 附属長野中

 6 渡邉 亮太(2) 中学生  10,28.21 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 櫻ヶ岡中

 7 大石 浩平(2) 中学生  10,40.28 
ｵｵｲｼ ｺｳﾍｲ 北部中

 8 山岸 忠相(2) 中学生  10,42.63 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾀﾞｽｹ 東部中

 9 北沢 文弥(2) 中学生  10,43.74 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ 裾花中

10 黒田 壮太郎(2) 中学生  10,50.67 
ｸﾛﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 東北中

11 村上 領(2) 中学生  10,50.73 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ 川中島中

12 渡邉 崇寛(2) 中学生  10,51.74 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 櫻ヶ岡中

13 山口 空(2) 中学生  10,53.67 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾗ 東北中

14 松田 凌太郎(2) 中学生  10,55.16 
ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 北部中

15 春日 勇輝(2) 中学生  10,56.85 
ｶｽｶﾞ ﾕｳｷ 裾花中

16 長谷川 遼亮(2) 中学生  10,57.24 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 犀陵中

17 黒田 倫太郎(2) 中学生  11,18.92 
ｸﾛﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 東北中

18 岡宮 来夢(2) 中学生  11,19.63 
ｵｶﾐﾔ ｸﾙﾑ 裾花中
西澤 広紀(2) 中学生
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 北部中
若林 健祐(2) 中学生
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝｽｹ 北部中
井上 裕葵(2) 中学生
ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 櫻ヶ岡中
小平 仁(2) 中学生
ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾞﾝ 東部中
伝田 一真(2) 中学生
ﾃﾞﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 東部中
橋詰 周一(2) 中学生
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｭｳｲﾁ 更北中
山口 智也(2) 中学生
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 広徳中
成田 翔(2) 中学生
ﾅﾘﾀ ｼｮｳ 裾花中

決勝 10月21日 13:25

県中記録          8,31.86

 1 塚原 和人(3) 中学生   9,46.72 
ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 櫻ヶ岡中

 2 坂口 聖英(3) 中学生   9,48.78 
ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾃﾞ 櫻ヶ岡中

 3 山田 貴大(3) 中学生   9,56.78 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 櫻ヶ岡中

 4 原山 開都(3) 中学生  10,26.13 
ﾊﾗﾔﾏ ｶｲﾄ 櫻ヶ岡中

 5 秋山 晟(3) 中学生  10,27.96 
ｱｷﾔﾏ ｼｹﾞﾙ 櫻ヶ岡中
大内 光希(3) 中学生
ｵｵｳﾁ ｺｳｷ 北部中
宮澤 一彦(3) 中学生
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ 柳町中
峯村 開(3) 中学生
ﾐﾈﾑﾗ ｶｲ 柳町中

男子中学2年

3000m               

決勝
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22  5123

17  5469

21  5329

15  5619
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24  5018

32  5252

19  5107

25  5455

28  4955

31  5131

27  5167

10  5238

16  5265

33  5122

12  5229

11  5168
欠場

13  5160
欠場
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欠場

23  5012
欠場

26  5016
欠場
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欠場

30  5531
欠場
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8  4984

2  4978

1  4989

6  4988

3  5148
欠場

5  6296
欠場

7  4941
欠場



決勝 10月21日 14:20

県中記録            43.99

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 東部中(C)  5020 渡辺 瑞生(2)     51.10  1   5 広徳中  5545 樋口 達也(3)     52.04 

ﾄｳﾌﾞﾁｭｳC ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ ｺｳﾄｸﾁｭｳ ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ
 5017 水島 菖二(2)  5520 中村 伊吹(1)

ﾐｽﾞｼﾏ ｼｮｳｼﾞ ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ
 5013 小林 郁弥(2)  5532 北原 勇次郎(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ
 5015 田中 佑弥(2)  5544 北澤 慧(3)

ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ ｷﾀｻﾞﾜ ｻﾄｼ
 2   9 三陽中(B)  6517 岡宮 龍希(1)     54.45  2   6 北部中(B)  5191 小林 千輝(1)     52.24 

ｻﾝﾖｳﾁｭｳB ｵｶﾐﾔ ﾘｭｳｷ ﾎｸﾌﾞﾁｭｳB ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ
 5102 芦澤 直人(2)  5190 荒井 善将(1)

ｱｼｻﾞﾜ ﾅｵﾄ ｱﾗｲ ﾖｼﾏｻ
 5096 竹下 達也(2)  5192 小島 奈津輝(1)

ﾀｹｼﾀ ﾀﾂﾔ ｺｼﾞﾏ ﾅﾂｷ
 6507 古山 哲兵(2)  5186 土本 涼也(1)

ﾌﾙﾔﾏ ﾃｯﾍﾟｲ ﾂﾁﾓﾄ ﾘｮｳﾔ
 3   8 東部中(D)  5033 田中 俊貴(1)     55.99  3   7 附属長野中(B)  5632 村松 寛太(1)     52.94 

ﾄｳﾌﾞﾁｭｳD ﾀﾅｶ ﾄｼｷ ﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉﾁｭｳB ﾑﾗﾏﾂ ｶﾝﾀ
 5021 五十嵐 珠己(1)  5626 竹村 友雅(1)

ｲｶﾞﾗｼ ｼﾞｭｷ ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｶﾞ
 5038 高橋 勇輝(1)  5629 中村 公俊(1)

ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾄｼ
 5025 荒井 滉司(1)  5625 島村 昂輝(1)

ｱﾗｲ ｺｳｼﾞ ｼﾏﾑﾗ ｺｳｷ
 4   6 若穂中(D)  5414 河田 拓斗(2)     58.81  4   4 柳町中(B)  6384 和田 勇祐(1)     53.25 

ﾜｶﾎﾁｭｳD ｶﾜﾀ ﾀｸﾄ ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳB ﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ
 5408 田村 陸(2)  4913 松峯 優樹(1)

ﾀﾑﾗ ﾘｸ ﾏﾂﾐﾈ ﾕｳｷ
 5413 浦野 悦(2)  6367 荒井 奎吾(1)

ｳﾗﾉ ｴﾂ ｱﾗｲ ｹｲｺﾞ
 5409 太田 剣(2)  4918 角田 誠斗(1)

ｵｵﾀ ﾂﾙｷﾞ ｶｸﾀ ﾏｻﾄ
 5   7 三陽中(D)  5099 井原 彰太(1)   1,00.79  5   3 犀陵中(D)  5256 北村 聖(1)     54.31 

ｻﾝﾖｳﾁｭｳD ｲﾊﾗ ｼｮｳﾀ ｻｲﾘｮｳﾁｭｳD ｷﾀﾑﾗ ﾋｼﾞﾘ
 6520 竹内 悠生(1)  5259 松本 篤弥(1)

ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂﾔ
 5093 樋口 和真(1)  5273 轟 椋友(2)

ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ ﾄﾄﾞﾛｷ ﾘｮｳﾕｳ
 6518 西村 祐輝(1)  5274 深沢 友昭(2)

ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ ﾌｶｻﾞﾜ ﾄﾓｱｷ
 6   1 三陽中(C)  5094 五十嵐 開智(1)   1,01.26  6   1 裾花中(E)  5234 塚田 龍太朗(1)     55.03 

ｻﾝﾖｳﾁｭｳC ｲｶﾞﾗｼ ｶｲﾁ ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳE ﾂｶﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ
 6519 小坂 慎之介(1)  5242 丸山 諒也(1)

ｵｻｶ ｼﾝﾉｽｹ ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾔ
 6521 大塚 航平(1)  5254 中村 太治(1)

ｵｵﾂｶ ｺｳﾍｲ ﾅｶﾑﾗ ﾀｲｼﾞ
 5092 滝澤 祥三郎(1)  5233 宮原 翔太(1)

ﾀｷｻﾞﾜ ｼｮｳｻﾞﾌﾞﾛｳ ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳﾀ
  3 若穂中(C)  7   2 柳町中(C)  4914 飯嶋 竜士(1)     57.63 

ﾜｶﾎﾁｭｳC 欠場 ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳC ｲｲｼﾞﾏ ﾘｭｳｼﾞ
 6305 浅野 仁志(1)

ｱｻﾉ ﾋﾄｼ
 6382 宮澤 龍彦(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀﾂﾋｺ
 4919 小林 亮太(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ
  4 若穂中(E)  8   8 裾花中(F)  6591 関 和司(1)     58.29 

ﾜｶﾎﾁｭｳE 欠場 ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳF ｾｷ ｶｽﾞｼ
 6595 山浦 泰知(1)

ﾔﾏｳﾗ ﾀｲﾁ
  401 谷迫 悠朔(1)

ﾀﾆｻｺ ﾕｳｻｸ
 6593 小林 勇哉(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ
  5 三陽中(E)   9 若穂中(B)

ｻﾝﾖｳﾁｭｳE 欠場 ﾜｶﾎﾁｭｳB 欠場

男子中学

4×100mR            

決勝



[ 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   1 犀陵中(B)  5271 鶴田 龍人(2)     49.94  1   4 裾花中(B)  5247 上野 朝海(2)     48.75 

ｻｲﾘｮｳﾁｭｳB ﾂﾙﾀ ﾘｭｳﾄ ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳB ｳｴﾉ ｱｻﾐ
 5265 長谷川 遼亮(2)  5251 徳武 秀(2)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ ﾄｸﾀｹ ｼｭｳ
 5283 小平 義耶(2)  5228 高柳 樹(1)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾄﾓﾔ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀﾂｷ
 5258 渡邊 誠也(2)  5249 清水 隆寛(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ
 2   4 櫻ヶ岡中(B)  4960 松尾 匠(2)     49.97  2   2 附属長野中(A)  5611 吉越 一真(2)     48.88 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳB ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ ﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉﾁｭｳA ﾖｼｺｼ ｶｽﾞﾏ
 4966 内山 力哉(1)  5617 大森 晃(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ
 4952 竹村 圭弘(2)  5612 岡部 信一郎(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ ｵｶﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ
 4951 久保田 五輝(2)  5619 河原 嵩史(2)

ｸﾎﾞﾀ ｲﾂｷ ｶﾜﾊﾗ ﾀｶｼ
 3   9 裾花中(C)  5248 大宮 僚馬(2)     50.54  3   6 更北中(A)  5467 小山 拓郎(2)     50.62 

ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳC ｵｵﾐﾔ ﾘｮｳﾏ ｺｳﾎｸﾁｭｳA ｺﾔﾏ ﾀｸﾛｳ
 5255 金児 浩弥(2)  5469 中島 俊介(2)

ｶﾈｺ ﾋﾛﾔ ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ
 5250 北村 友弥(2)  5471 新田 雄也(2)

ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ ﾆｯﾀ ﾕｳﾔ
 5253 堤 雄大(2)  5473 鹿野 拓臣(2)

ﾂﾂﾐ ﾕｳﾀﾞｲ ｶﾉ ﾀｸﾐ
 4   8 犀陵中(C)  5257 勝山 大地(2)     51.14  4   3 東部中(B)  5031 小池 輝(1)     51.15 

ｻｲﾘｮｳﾁｭｳC ｶﾂﾔﾏ ﾀｲﾁ ﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ｺｲｹ ﾋｶﾙ
 5278 佐藤 太一(2)  5040 金児 和幸(1)

ｻﾄｳ ﾀｲﾁ ｶﾈｺ ｶｽﾞﾕｷ
 5277 岩﨑 勇太(2)  5027 松山 周平(1)

ｲﾜｻｷ ﾕｳﾀ ﾏﾂﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ
 5280 丸山 隆之介(2)  5042 飯野 圭太(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ ｲｲﾉ ｹｲﾀ
 5   7 更北中(B)  5510 蟻川 泰紀(1)     51.99  5   9 篠ﾉ井西中(A)  5345 吉岡 翔司(2)     51.27 

ｺｳﾎｸﾁｭｳB ｱﾘｶﾜ ﾀｲｷ ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳA ﾖｼｵｶ ｼｮｳｼﾞ
 5505 岩下 凌(1)  5322 下田 振全(1)

ｲﾜｼﾀ ﾘｮｳ ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ
 5514 吉池 真緋呂(1)  5328 南澤 海斗(1)

ﾖｼｲｹ ﾏﾋﾛ ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｲﾄ
 5511 池田 剛(1)  5341 西村 健吾(2)

ｲｹﾀﾞ ﾂﾖｼ ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ
 6   2 篠ﾉ井西中(B)  5318 鈴木 聡太(1)     53.54  6   8 三陽中(A)  5082 丸山 凌央(2)     52.42 

ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳB ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ ｻﾝﾖｳﾁｭｳA ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｳ
 5316 内堀 岳宏(1)  5085 高野 翔(2)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ ﾀｶﾉ ｼｮｳ
 5334 長原 治玄(1)  5083 牛山 勝大(2)

ﾅｶﾞﾊﾗ ｼﾞｹﾞﾝ ｳｼﾔﾏ ｼｮｳﾀ
 5324 内田 裕二(1)  5087 羽入田 拓真(1)

ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾀｸﾏ
 7   3 川中島中(B)  6175 竹下 玲央(1)     53.69   5 東北中(A)

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳB ﾀｹｼﾀ ﾚｵ ﾄｳﾎｸﾁｭｳA 欠場
 6172 西村 圭吾(1)

ﾆｼﾑﾗ ｹｲｺﾞ
 6166 高見澤 彰(2)

ﾀｶﾐｻﾜ ｱｷﾗ
 5453 山﨑 伊織(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ｲｵﾘ
 8   6 東北中(B)  6402 山嵜 竜之介(2)     55.35   7 柳町中(A)

ﾄｳﾎｸﾁｭｳB ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳA 欠場
 6405 吉村 郁哉(1)

ﾖｼﾑﾗ ﾌﾐﾔ
 6404 宮澤 雅大(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ
 6396 本戸 友晴(1)

ﾎﾝﾄﾞ ﾄﾓﾊﾙ
  5 裾花中(D)

ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳD 欠場

男子中学

4×100mR            



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 櫻ヶ岡中(A)  4973 玉城 莉吾(1)     46.76 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳA ﾀﾏｷ ﾗｲｺﾞ
 4959 坂庭 諒(2)

ｻｶﾆﾜ ﾘｮｳ
 4956 塩谷 晃生(2)

ｼｵﾔ ｺｳｷ
 4983 大日方 景都(3)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲﾄ
 2   7 裾花中(A)  5235 西田 拓道(3)     47.13 

ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳA ﾆｼﾀﾞ ﾀｸﾐ
 5245 曽根原 豪士(3)

ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ
 6586 寺澤 克弥(3)

ﾃﾗｻﾜ ｶﾂﾔ
 5241 荒井 雅也(3)

ｱﾗｲ ﾏｻﾔ
 3   8 東部中(A)  5010 黒崎 秀樹(2)     47.16 

ﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ
 5019 吉沢 智貴(2)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ
 5014 鈴木 達也(2)

ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ
 5009 岡村 宗一郎(2)

ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ
 4   2 北部中(A)  5162 澤 拓斗(2)     47.83 

ﾎｸﾌﾞﾁｭｳA ｻﾜ ﾋﾛﾄ
 5158 小島 美佐斗(2)

ｺｼﾞﾏ ﾐｻﾄ
 5169 青木 雅春(2)

ｱｵｷ ﾏｻﾊﾙ
 5176 丸山 拓真(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ
 5   3 川中島中(A)  5465 市川 寛之(2)     48.13 

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳA ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾕｷ
 6168 川口 雅也(2)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾔ
 6169 古岩井 春樹(2)

ｺｲﾜｲ ﾊﾙｷ
 6173 芦澤 友和(1)

ｱｼｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ
 6   1 若穂中(A)  5426 上沢 奈緒(1)     49.06 

ﾜｶﾎﾁｭｳA ｶﾐｻﾜ ﾅｵ
 5419 ハムリ 楊聖歩(2)

ﾊﾑﾘ ﾖｳｾﾌ
 5418 野瀬 唯久真(2)

ﾉｾ ｲｸﾏ
 5420 廣瀬 凜人(2)

ﾋﾛｾ ﾘﾝﾄ
  5 三陽中 №2  6506 川上 高平(3)

ｻﾝﾖｳﾁｭｳ2 ｶﾜｶﾐ ｺｳﾍｲ 失格
  407 長谷部 雄一(3) R1(3-4)

ﾊｾﾍﾞ ﾕｳｲﾁ
  406 高橋 奎吾(3)

ﾀｶﾊｼ ｹｲｺﾞ
  408 柄澤 直樹(3)

ｶﾗｻﾜ ﾅｵｷ
  4 犀陵中(A)

ｻｲﾘｮｳﾁｭｳA 欠場

4×100mR            
男子中学



   1 櫻ヶ岡中(A)     46.76 玉城 莉吾(1) 坂庭 諒(2) 塩谷 晃生(2) 大日方 景都(3)   5   1
   2 裾花中(A)     47.13 西田 拓道(3) 曽根原 豪士(3) 寺澤 克弥(3) 荒井 雅也(3)   5   2
   3 東部中(A)     47.16 黒崎 秀樹(2) 吉沢 智貴(2) 鈴木 達也(2) 岡村 宗一郎(2)   5   3
   4 北部中(A)     47.83 澤 拓斗(2) 小島 美佐斗(2) 青木 雅春(2) 丸山 拓真(2)   5   4
   5 川中島中(A)     48.13 市川 寛之(2) 川口 雅也(2) 古岩井 春樹(2) 芦澤 友和(1)   5   5
   6 裾花中(B)     48.75 上野 朝海(2) 徳武 秀(2) 高柳 樹(1) 清水 隆寛(2)   4   1
   7 附属長野中(A)     48.88 吉越 一真(2) 大森 晃(2) 岡部 信一郎(2) 河原 嵩史(2)   4   2
   8 若穂中(A)     49.06 上沢 奈緒(1) ハムリ 楊聖歩(2)野瀬 唯久真(2) 廣瀬 凜人(2)   5   6
   9 犀陵中(B)     49.94 鶴田 龍人(2) 長谷川 遼亮(2) 小平 義耶(2) 渡邊 誠也(2)   3   1
  10 櫻ヶ岡中(B)     49.97 松尾 匠(2) 内山 力哉(1) 竹村 圭弘(2) 久保田 五輝(2)   3   2
  11 裾花中(C)     50.54 大宮 僚馬(2) 金児 浩弥(2) 北村 友弥(2) 堤 雄大(2)   3   3
  12 更北中(A)     50.62 小山 拓郎(2) 中島 俊介(2) 新田 雄也(2) 鹿野 拓臣(2)   4   3
  13 東部中(C)     51.10 渡辺 瑞生(2) 水島 菖二(2) 小林 郁弥(2) 田中 佑弥(2)   1   1
  14 犀陵中(C)     51.14 勝山 大地(2) 佐藤 太一(2) 岩﨑 勇太(2) 丸山 隆之介(2)   3   4
  15 東部中(B)     51.15 小池 輝(1) 金児 和幸(1) 松山 周平(1) 飯野 圭太(1)   4   4
  16 篠ﾉ井西中(A)     51.27 吉岡 翔司(2) 下田 振全(1) 南澤 海斗(1) 西村 健吾(2)   4   5
  17 更北中(B)     51.99 蟻川 泰紀(1) 岩下 凌(1) 吉池 真緋呂(1) 池田 剛(1)   3   5
  18 広徳中     52.04 樋口 達也(3) 中村 伊吹(1) 北原 勇次郎(2) 北澤 慧(3)   2   1
  19 北部中(B)     52.24 小林 千輝(1) 荒井 善将(1) 小島 奈津輝(1) 土本 涼也(1)   2   2
  20 三陽中(A)     52.42 丸山 凌央(2) 高野 翔(2) 牛山 勝大(2) 羽入田 拓真(1)   4   6
  21 附属長野中(B)     52.94 村松 寛太(1) 竹村 友雅(1) 中村 公俊(1) 島村 昂輝(1)   2   3
  22 柳町中(B)     53.25 和田 勇祐(1) 松峯 優樹(1) 荒井 奎吾(1) 角田 誠斗(1)   2   4
  23 篠ﾉ井西中(B)     53.54 鈴木 聡太(1) 内堀 岳宏(1) 長原 治玄(1) 内田 裕二(1)   3   6
  24 川中島中(B)     53.69 竹下 玲央(1) 西村 圭吾(1) 高見澤 彰(2) 山﨑 伊織(1)   3   7
  25 犀陵中(D)     54.31 北村 聖(1) 松本 篤弥(1) 轟 椋友(2) 深沢 友昭(2)   2   5
  26 三陽中(B)     54.45 岡宮 龍希(1) 芦澤 直人(2) 竹下 達也(2) 古山 哲兵(2)   1   2
  27 裾花中(E)     55.03 塚田 龍太朗(1) 丸山 諒也(1) 中村 太治(1) 宮原 翔太(1)   2   6
  28 東北中(B)     55.35 山嵜 竜之介(2) 吉村 郁哉(1) 宮澤 雅大(1) 本戸 友晴(1)   3   8
  29 東部中(D)     55.99 田中 俊貴(1) 五十嵐 珠己(1) 高橋 勇輝(1) 荒井 滉司(1)   1   3
  30 柳町中(C)     57.63 飯嶋 竜士(1) 浅野 仁志(1) 宮澤 龍彦(1) 小林 亮太(1)   2   7
  31 裾花中(F)     58.29 関 和司(1) 山浦 泰知(1) 谷迫 悠朔(1) 小林 勇哉(1)   2   8
  32 若穂中(D)     58.81 河田 拓斗(2) 田村 陸(2) 浦野 悦(2) 太田 剣(2)   1   4
  33 三陽中(D)   1,00.79 井原 彰太(1) 竹内 悠生(1) 樋口 和真(1) 西村 祐輝(1)   1   5
  34 三陽中(C)   1,01.26 五十嵐 開智(1) 小坂 慎之介(1) 大塚 航平(1) 滝澤 祥三郎(1)   1   6

備考記録 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

男子中学

4×100mR            
タイムレース

順位 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2所属名 都道府県



決勝 10月21日 12:30

県中記録             1.97

1m70 1m75 1m80 1m83 1m86
塚田 龍太朗(1) 中学生 O O O O XXX
ﾂｶﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 裾花中
内村 海斗(1) 中学生 O O O XO XXX
ｳﾁﾑﾗ ｶｲﾄ 川中島中
岡宮 龍希(1) 中学生 O O O XO XXX
ｵｶﾐﾔ ﾘｭｳｷ 三陽中
山浦 泰知(1) 中学生 O O O XXX
ﾔﾏｳﾗ ﾀｲﾁ 裾花中
鈴木 聡太(1) 中学生 O O O XXX
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 篠ﾉ井西中
五十嵐 珠己(1) 中学生 O XXO O XXX
ｲｶﾞﾗｼ ｼﾞｭｷ 東部中
高橋 勇輝(1) 中学生 XO O XXX
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 東部中
西村 祐輝(1) 中学生 O XXX
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｷ 三陽中
河口 文哉(1) 中学生 O XXX
ｶﾜｸﾞﾁ ﾌﾐﾔ 三陽中
駒田 創大(1) 中学生 XXO XXX
ｺﾏﾀﾞ ｿｳﾀ 三陽中

決勝 10月21日 12:30

県中記録             1.97

1m70 1m75 1m80 1m83 1m86
清水 隆寛(2) 中学生 - - - - - O O O O O
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 裾花中 XXX
北村 拓弥(2) 中学生 - - - - - O O O O XO
ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 東北中 XXX
岡村 宗一郎(2) 中学生 - - - - - O O XO XXX
ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 東部中
吉岡 翔司(2) 中学生 - - - O O O XO XXX
ﾖｼｵｶ ｼｮｳｼﾞ 篠ﾉ井西中
鶴田 龍人(2) 中学生 - - - O O O XXX
ﾂﾙﾀ ﾘｭｳﾄ 犀陵中
久保田 五輝(2) 中学生 - - - O O XO XXX
ｸﾎﾞﾀ ｲﾂｷ 櫻ヶ岡中
宮入 海翔(2) 中学生 - - - O O XO XXX
ﾐﾔｲﾘ ｶｲﾄ 篠ﾉ井西中
小出 吾朗(2) 中学生 O O O XO XXO XXX
ｺｲﾃﾞ ｺﾞﾛｳ 東部中
小林 健太朗(2) 中学生 O O O XO XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 北部中

決勝 10月21日 12:30

県中記録             1.97

1m70 1m75 1m80 1m83 1m86
大塚 樹也(3) 中学生 - - - - - - - - - -
ｵｵﾂｶ ﾐｷﾔ 犀陵中 O O O O XXX
西澤 翔(3) 中学生 - - - - - - O O XXO XXX
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳ 櫻ヶ岡中

2 1  4979
 1.60

1m60 1m65
記録

1m55
備考

1 2  5262
 1.83

1m30 1m35 1m40 1m45 1m50

男子中学3年

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m20 1m25

8 12  5011
 1.40

 1.35
9 11  5172

6 13  4951
 1.45

6 15  5320
 1.45

4 16  5345
 1.50

5 14  5271
 1.45

2 18  5106
 1.65

3 17  5009
 1.55

1 19  5249
 1.65

記録
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備考
1m20 1m25 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

男子中学2年

走高跳              

1m40

2 7  5464

4

男子中学1年

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m20 1m25

1 6  5234
 1.35

1m30 1m35 1m45 1m50 1m55

 6595
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記録 備考

 5021
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7

 1.35

2 9  6517
 1.35
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 1.20

8 8

10  5318
 1.30

 6510
 1.20

6 3

5  5038
 1.25

10 2  5098
 1.20

8 1  6518



決勝 10月21日 14:00

県小記録             5.47

山本 嵩斗(4) 小学生   3.81   3.71   3.70    3.81 
ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳﾄ 信州新町小   +1.5   +2.2    0.0    +1.5
鳥居 竜太(4) 小学生   2.89   2.87   3.30    3.30 
ﾄﾘｲ ﾘｭｳﾀ 城山小   +2.9   +0.1   +2.6    +2.6
松橋 崇文(4) 小学生   2.96   2.90   3.07    3.07 
ﾏﾂﾊｼ ﾀｶﾌﾐ 附属長野小   +1.8   -0.4   +0.9    +0.9
花田 安史(4) 小学生   3.07    X   2.76    3.07 
ﾊﾅﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ 城山小   +1.2   +0.8    +1.2

決勝 10月21日 14:00

県小記録             5.47

生島 上禅(5) 小学生   3.53   3.77   3.80    3.80 
ｲｸｼﾏ ｺｳｾﾝ 城山小   +1.3   +1.3   +0.9    +0.9
渡辺 翔太(5) 小学生   3.80   3.65   3.73    3.80 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 昭和小   +1.4   +0.9   +3.5    +1.4
竹林 想(5) 小学生   3.25   3.14   3.12    3.25 
ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｿｳ 昭和小   +2.3   +2.2   +1.6    +2.3
永井 心(5) 小学生    X    X   3.14    3.14 
ﾅｶﾞｲ ｼﾞﾝ 三輪小   +1.5    +1.5
堀 雅(5) 小学生   2.56   2.75   2.77    2.77 
ﾎﾘ ﾏｻｼ 城山小    0.0   +0.7   +1.0    +1.0
下平 快人(5) 小学生 欠場
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶｲﾄ 昭和小
石坂 勇樹(5) 小学生 欠場
ｲｼｻﾞｶ ﾕｳｷ 昭和小

決勝 10月21日 14:00

県小記録             5.47

想田 喬介(6) 小学生    X   3.93   3.98    3.98 
ｿｳﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 信州新町小   +0.5   +1.1    +1.1
吉原 唯人(6) 小学生   3.81   3.86   3.93    3.93 
ﾖｼﾊﾗ ﾕｲﾄ 信州新町小   +1.1   +1.4   +3.0    +3.0
上原 大輝(6) 小学生   3.51   3.45   3.81    3.81 
ｳｴﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 附属長野小   +0.1   +1.5   +1.4    +1.4
山﨑 壱騎(6) 小学生   3.39   3.35   3.28    3.39 
ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞｷ 昭和小   +0.5   +1.8   +2.3    +0.5
齋藤 翔太(6) 小学生   2.92   3.26   3.24    3.26 
ｻｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 昭和小   +0.1   +2.3   +1.5    +2.3
竹内 優斗(6) 小学生   3.13   3.14   3.11    3.14 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 大岡小   +1.6   +2.4   +1.5    +2.4
中村 悠紀(6) 小学生 欠場
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 緑ヶ丘小

男子小学4年

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 2   325

-5-

2 4   154

3 3   129

4 1   153

男子小学5年

走幅跳              

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 10   147

2 8   205

3 7   208

4 6   107

5 5   148

9   207

11   206

男子小学6年

走幅跳              

決勝

-5- -6- 記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考
1 17   323

2 18   326

-2- -3- -4-

3 16   122

4 14   216

13   335

5 15   215

6 12   110



決勝 10月21日  9:30

県中記録             7.04

金児 和幸(1) 中学生   4.92   4.76   5.06    5.06 
ｶﾈｺ ｶｽﾞﾕｷ 東部中   +0.2   -1.4   +0.3    -0.6
内堀 岳宏(1) 中学生    X   4.27   4.72    4.72 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ 篠ﾉ井西中   -1.9   -0.1    -0.1
山﨑 伊織(1) 中学生    X    X   4.69    4.69 
ﾔﾏｻﾞｷ ｲｵﾘ 川中島中   +0.3    +0.3
小林 亮太(1) 中学生   4.13   4.24   4.56    4.56 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 柳町中    0.0   -1.4   -0.1    -0.1
渡利 雄太(1) 中学生    X   4.02   4.39    4.39 
ﾜﾀﾘ ﾕｳﾀ 篠ﾉ井西中    0.0   -1.1    -1.1
根岸 達也(1) 中学生   4.29   3.31   4.02    4.29 
ﾈｷﾞｼ ﾀﾂﾔ 更北中   +0.6    0.0   -0.4    +0.6
吉村 郁哉(1) 中学生   4.26    X   4.21    4.26 
ﾖｼﾑﾗ ﾌﾐﾔ 東北中   +0.9   -0.2    +0.9
小林 勇哉(1) 中学生   4.18   4.15    X    4.18 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 裾花中    0.0    0.0     0.0
村松 寛太(1) 中学生   3.81   3.90   4.15    4.15 
ﾑﾗﾏﾂ ｶﾝﾀ 附属長野中   -0.1    0.0   -0.7    -0.7
宮澤 雅大(1) 中学生   4.15   3.86    X    4.15 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 東北中   +0.1   -0.7    +0.1
島田 聖(1) 中学生   4.14    X   4.11    4.14 
ｼﾏﾀﾞ ｾｲ 七二会中    0.0   -0.5     0.0
福野 裕大(1) 中学生   4.08   3.82   4.00    4.08 
ﾌｸﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 附属長野中    0.0   -1.4   -1.2     0.0
塚田 恵樹(1) 中学生    X   3.89   4.03    4.03 
ﾂｶﾀﾞ ｹｲｼﾞｭ 七二会中   -0.6   -1.0    -1.0
本戸 友晴(1) 中学生   3.22   4.01    X    4.01 
ﾎﾝﾄﾞ ﾄﾓﾊﾙ 東北中   +0.7   -0.6    -0.6
岡村 智哉(1) 中学生   3.86    X   3.92    3.92 
ｵｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 川中島中   +0.7    0.0     0.0
高橋 麟(1) 中学生   3.29   2.94   3.67    3.67 
ﾀｶﾊｼ ｷﾘﾝ 更北中   +0.5   -0.1   -1.1    -1.1
小山 唯(1) 中学生   2.75   2.77   3.18    3.18 
ｺﾔﾏ ｲｵﾘ 広徳中   -0.3    0.0   -0.1    -0.1
北島 未那斗(1) 中学生   3.16   3.06   3.16    3.16 
ｷﾀｼﾞﾏ ﾐﾅﾄ 若穂中   -0.6   -0.3   +0.2    -0.6
池田 剛(1) 中学生    X    X    X 記録なし
ｲｹﾀﾞ ﾂﾖｼ 更北中
小林 竜也(1) 中学生 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 更北中

男子中学1年

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 20  5040

-5-

2 18  5316

3 16  5453

4 17  4919

5 9  5331

6 7  5509

7 8  6405

8 15  6593

9 5  5632

10 14  6404

11 4  5546

12 10  5630

13 6  5548

14 13  6396

15 3  5454

16 12  5512

17 2  5523

18 1  5427

19  5511

11  5506



決勝 10月21日  9:30

県中記録             7.04

渡辺 素己(2) 中学生   5.71   5.96   5.72    5.96 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 東北中   -1.4   -0.8   -1.3    -0.8
牛山 勝大(2) 中学生   5.01   5.05   5.12    5.12 
ｳｼﾔﾏ ｼｮｳﾀ 三陽中   -1.2   -1.8   -1.2    -1.2
川口 雅也(2) 中学生    X   5.12    X    5.12 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 川中島中   -1.1    -1.1
渡辺 瑞生(2) 中学生   5.10   4.91   5.10    5.10 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 東部中   -0.8   -1.1    0.0    -0.8
竹村 圭弘(2) 中学生   4.98   4.93   5.04    5.04 
ﾀｹﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 櫻ヶ岡中   -0.7   -0.1   +0.2    +0.2
北村 友弥(2) 中学生   4.92   4.98   5.02    5.02 
ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ 裾花中   -1.0   -1.2   -1.3    -1.3
小山 拓郎(2) 中学生   4.67   4.96   4.86    4.96 
ｺﾔﾏ ﾀｸﾛｳ 更北中   -0.7   -0.4   -0.3    -0.4
高野 翔(2) 中学生   4.71   4.89   4.84    4.89 
ﾀｶﾉ ｼｮｳ 三陽中    0.0   -0.6   -1.2    -0.6
佐藤 太一(2) 中学生   4.39   4.76   4.39    4.76 
ｻﾄｳ ﾀｲﾁ 犀陵中   +0.1   -1.3   -0.3    -1.3
田中 佑弥(2) 中学生   4.67   4.70   4.75    4.75 
ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 東部中   -0.2    0.0   -0.9    -0.9
横地 彦人(2) 中学生   4.70   4.65   4.45    4.70 
ﾖｺﾁ ﾋﾛﾄ 北部中   +0.5   -0.3    0.0    +0.5
深沢 友昭(2) 中学生    X   4.68   3.48    4.68 
ﾌｶｻﾞﾜ ﾄﾓｱｷ 犀陵中   -0.5   -0.3    -0.5
勝山 大地(2) 中学生   4.32   4.46   4.55    4.55 
ｶﾂﾔﾏ ﾀｲﾁ 犀陵中    0.0   +0.2   -0.7    -0.7
渡辺 輝一(2) 中学生   4.45   4.53    X    4.53 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾃﾙｶｽﾞ 柳町中   +1.0   -0.7    -0.7
高見澤 彰(2) 中学生   4.51   4.33   4.52    4.52 
ﾀｶﾐｻﾜ ｱｷﾗ 川中島中   +0.8   -0.4   -0.5    -0.5
高須 英彦(2) 中学生    X    X   4.52    4.52 
ﾀｶｽ ﾋﾃﾞﾋｺ 篠ﾉ井西中    0.0     0.0
古岩井 春樹(2) 中学生    X   4.47    X    4.47 
ｺｲﾜｲ ﾊﾙｷ 川中島中   +0.2    +0.2
相澤 啓太(2) 中学生   4.41   4.40   4.25    4.41 
ｱｲｻﾞﾜ ｹｲﾀ 更北中    0.0    0.0   -0.9     0.0
横川 広大(2) 中学生   4.10   4.06   4.03    4.10 
ﾖｺｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 北部中   +0.7   -0.5   -0.4    +0.7
山崎 和弥(2) 中学生   3.91   2.99   3.84    3.91 
ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ 裾花中   +0.4   -0.8   +0.3    +0.4
太田 剣(2) 中学生   3.90   3.30    X    3.90 
ｵｵﾀ ﾂﾙｷﾞ 若穂中   -0.3   -0.3    -0.3
徳永 慶一(2) 中学生    X   3.43   3.80    3.80 
ﾄｸﾅｶﾞ ｹｲｲﾁ 裾花中   -0.9   -0.7    -0.7
湯本 浩俊(2) 中学生 欠場
ﾕﾓﾄ ﾋﾛﾄｼ 柳町中
宮下 佳彦(2) 中学生 欠場
ﾐﾔｼﾀ ﾖｼﾋｺ 柳町中
宮澤 銀次郎(2) 中学生 欠場
ﾐﾔｻﾞﾜ ｷﾞﾝｼﾞﾛｳ 柳町中

決勝 10月21日  9:30

県中記録             7.04

寺澤 克弥(3) 中学生   4.95   5.24   5.60    5.60 
ﾃﾗｻﾜ ｶﾂﾔ 裾花中   -1.4    0.0   -0.8    -0.8
中島 剛(3) 中学生   4.72   4.66   4.84    4.84 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹｼ 櫻ヶ岡中   -0.8   +0.1    0.0     0.0
塚田 顕大(3) 中学生    X   4.82    X    4.82 
ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 櫻ヶ岡中   +0.3    +0.3
青柳 郁生(3) 中学生 欠場
ｱｵﾔｷﾞ ｲｸﾐ 東北中

男子中学2年

走幅跳              

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 45  5110

2 43  5083

3 38  6168

4 39  5020

5 41  4952

6 44  5250

7 42  5467

8 37  5085

9 36  5278

10 33  5015

11 26  5164

12 40  5274

13 31  5257

14 29  6378

15 30  6166

16 27  5340

17 35  6169

18 34  5472

19 24  5163

20 21  6588

21 32  5409

22 22  5246

23  6377

25  6372

28  6374

男子中学3年

走幅跳              

決勝

-5- -6- 記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考
1 49  6586

2 46  4987

-2- -3- -4-

3 47  4980

48  5111



決勝 10月21日 12:30

県中記録            13.25

吉池 真緋呂(1) 中学生
ﾖｼｲｹ ﾏﾋﾛ 更北中
桜井 力弘(1) 中学生
ｻｸﾗｲ ﾘｷﾋﾛ 東部中
スミス 理貴(1) 中学生
ｽﾐｽ ﾘｷ 七二会中
和田 啓汰(1) 中学生
ﾜﾀﾞ ｹｲﾀ 七二会中
夏目 慶伸(1) 中学生
ﾅﾂﾒ ﾖｼﾉﾌﾞ 附属長野中
宮澤 龍彦(1) 中学生
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀﾂﾋｺ 柳町中
高橋 一夢(1) 中学生
ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾑ 東部中
金井 陽太(1) 中学生
ｶﾅｲ ﾋﾅﾀ 更北中
鶴見 翔斗(1) 中学生 欠場
ﾂﾙﾐ ｼｮｳﾄ 更北中
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渡邊 誠也(2) 中学生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 犀陵中
水島 菖二(2) 中学生
ﾐｽﾞｼﾏ ｼｮｳｼﾞ 東部中
小林 誠典(2) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 北部中
酒井 陸(2) 中学生
ｻｶｲ ﾘｸ 東北中
轟 椋友(2) 中学生
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾘｮｳﾕｳ 犀陵中
岩﨑 勇太(2) 中学生
ｲﾜｻｷ ﾕｳﾀ 犀陵中
神戸 柊也(2) 中学生
ｶﾝﾍﾞ ｼｭｳﾔ 更北中
栗田 聡(2) 中学生
ｸﾘﾀ ｻﾄｼ 更北中
小林 高智(2) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ 更北中
田村 陸(2) 中学生
ﾀﾑﾗ ﾘｸ 若穂中
塚田 龍(2) 中学生
ﾂｶﾀﾞ ﾘｭｳ 川中島中
高橋 駿平(2) 中学生
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾍﾟｲ 川中島中
小林 良寛(2) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 若穂中
山田 竜平(2) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ 篠ﾉ井西中
岡田 大将(2) 中学生 欠場
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼｮｳ 附属長野中
町田 宗馬(2) 中学生 欠場
ﾏﾁﾀﾞ ｿｳﾏ 更北中
武田 優貴(2) 中学生 欠場
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ 櫻ヶ岡中
竹村 地智(2) 中学生 欠場
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 東北中
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峰村 悠輔(3) 中学生
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｽｹ 櫻ヶ岡中

男子中学1年

砲丸投（5.000kg)    

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 9  5514

 6.78  7.12  7.75   7.75 

2 6  5037
 7.18  7.42  6.95   7.42 

3 3  5547
 5.86  6.46  6.51   6.51 

4 1  5553
 5.73  5.50  6.06   6.06 

5 8  5627
 5.36  5.69  5.43   5.69 

6 7  6382
 4.93  4.85  5.29   5.29 

7 5  5030
 4.73  4.63  4.43   4.73 

8 2  5507
  X  3.61  3.57   3.61 

4  5513

男子中学3年

砲丸投（5.000kg)    

-1- -2- -3- -4-

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 28  4981

10.37 10.29 10.40  10.40 

男子中学2年

砲丸投（5.000kg）   

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -5- -6- 記録 備考
1 24  5258

  X   X  8.90   8.90 

2 25  5017
 8.69  8.68  8.59   8.69 

3 23  5173
 8.38  8.69  7.70   8.69 

4 21  5108
 8.14  7.58  8.06   8.14 

5 18  5273
 6.81  7.58  7.83   7.83 

6 16  5277
 6.10  6.73  6.36   6.73 

7 19  5466
 6.60  6.47  5.93   6.60 

8 15  5470
 6.20  5.95  6.52   6.52 

9 17  5474
 6.44  5.64  6.11   6.44 

10 12  5408
 6.24  5.77  6.24   6.24 

11 13  6170
 6.11  5.77  6.19   6.19 

12 14  5437
 6.11  5.78  5.86   6.11 

13 11  5406
 5.92  5.23  5.38   5.92 

14 10  5326
 4.77  5.08  4.81   5.08 

20  5616

22  5468

26  4953

27  6403


