
第41回長野県高等学校新人陸上競技対校選手権大会                                  
　期日：平成24年9月28日（金）-30日（日）                                        

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】201010  長野市営陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
09/29 男子  -0.3長谷川 寛(2) 11.04 佐藤 大志(2) 11.14 常盤 大智(2) 11.18 宮林 紘汰(1) 11.30 藤牧 佑希(1) 11.33 抜井 裕介(2) 11.35 宮下 仁志(2) 11.43 太田  敦(1) 11.49

100m 中信･松本深志 北信･須坂 中信･穂高商業 北信･篠ﾉ井 東信･岩村田 中信･松本県ヶ丘 北信･篠ﾉ井 中信･塩尻志学館
09/30  +2.7常盤 大智(2) 21.93 長谷川 寛(2) 22.26 抜井 裕介(2) 22.47 若林 颯(2) 22.49 窪田 章吾(1) 22.78 宮下 仁志(2) 22.81 坂井 和人(1) 22.87

200m 中信･穂高商業 中信･松本深志 中信･松本県ヶ丘 中信･松本深志 南信･諏訪清陵 北信･篠ﾉ井 南信･東海大三
09/28 小林 英和(2) 48.91 若林 颯(2) 49.70 池田 仁(1) 49.88 浅川 優人(1) 50.03 仲谷 龍貴(2) 50.33 塩沢 直樹(2) 50.38 奥垣内 将晴(2) 50.96 塚田 拓巳(2) 51.11

400m 南信･高遠 GR 中信･松本深志 東信･岩村田 北信･長野 南信･諏訪二葉 南信･松川 南信･東海大三 中信･創造学園
09/30 水梨 百哉(2) 1,57.26 手塚 将弥(1) 1,57.41 渡島 寛己(2) 1,58.11 碓井 涼太(1) 1,58.30 酒井 洋明(1) 1,58.62 中島 大智(1) 2,02.20 矢嶋 一樹(1) 2,02.36 白川 友一(1) 2,03.11

800m 北信･長野日大 南信･東海大三 中信･松本県ヶ丘 北信･長野日大 北信･須坂 中信･木曽青峰 北信･篠ﾉ井 北信･中野立志館
09/28 細川 翔太郎(2) 4,03.08 水梨 百哉(2) 4,03.18 佐伯 拓海(2) 4,03.53 高橋 悠平(2) 4,04.28 山田 祐也(2) 4,07.51 中村 孝樹(2) 4,07.63 湯澤 舜(1) 4,07.68 原 謙二郎(2) 4,07.73

1500m 中信･大町 北信･長野日大 中信･松本深志 南信･東海大三 北信･長野東 南信･諏訪二葉 南信･東海大三 南信･松川
09/30 丸山 修平(2) 15,02.82 竹鼻 大貴(1) 15,08.90 高橋 悠平(2) 15,10.92 山田 祐也(2) 15,11.79 細川 翔太郎(2) 15,15.45 名取 将大(2) 15,18.60 原 謙二郎(2) 15,19.20 満澤 崇央(2) 15,20.07

5000m 南信･伊那北 東信･佐久長聖 南信･東海大三 北信･長野東 中信･大町 南信･東海大三 南信･松川 北信･長野東
09/28  -1.3中島 瑞樹(2) 15.72 中野 涼介(1) 16.73 天野 夏樹(1) 17.05 遠藤 聡(1) 17.31 中山 雄太(2) 17.65 大蔵 健吾(2) 17.66 轟 太地(2) 20.18 塩原 巧巳(1) 21.61

110mH(1.067) 南信･飯田 中信･松本深志 北信･長野高専 中信･松本深志 北信･長野吉田 北信･長野日大 北信･須坂 北信･長野高専
09/29 小林 英和(2) 54.95 中島 瑞樹(2) 57.24 橋爪 孔明(2) 57.55 千國 亮(2) 57.75 中原 愼二(2) 58.37 小栁 堅一(2) 58.66 草野 晃平(1) 59.80 馬場 信介(1) 1,00.25

400mH(0.914) 南信･高遠 南信･飯田 南信･飯田 中信･大町 南信･伊那北 中信･松本県ヶ丘 北信･篠ﾉ井 南信･上伊那農業
09/29 川口 賢人(2) 9,30.81 金児 夏希(2) 9,33.25 藤木 悠太(2) 9,33.56 北原 悠(2) 9,37.30 吉川 昇吾(2) 9,39.69 竹村 一希(2) 9,43.60 玉城 柾人(2) 9,48.71 大嵩崎 慧(1) 9,56.34

3000mSC 東信･佐久長聖 北信･長野日大 東信･佐久長聖 北信･長野高専 南信･飯田 南信･伊那北 北信･長野東 東信･上田染谷丘
09/30 高橋 涼太(2) 22,38.86 阪田 健斗(2) 24,11.44 栗林 拓矢(2) 25,09.82 柳澤 優斗(2) 25,18.06 藤井 直輝(1) 25,39.23 玉川 智貴(1) 28,09.56 小林 巧(2) 28,20.55 上條 冬矢(2) 28,24.49

5000mW 中信･豊科 東信･丸子修学館 中信･大町 東信･上田東 南信･東海大三 北信･須坂 中信･松本美須々ヶ丘 中信･松本県ヶ丘
09/29 芋川 駿(1) 1.94 小木曽 満(2) 1.88 櫻井 壮一(2) 1.85 栁澤 知明(2) 1.85 内山 貴仁(1) 北信･長野日大 1.80 船津  洸(1) 1.80 上野 航(2) 1.80

走高跳 北信･長野吉田 中信･松商学園 北信･長野高専 北信･長野日大 遠藤 聡(1) 中信･松本深志 中信･大町北 北信･長野
09/29 加賀見 一輝(2) 4.10 酒井 弘心(2) 4.10 倉橋 由宇(2) 4.00 工藤 大樹(1) 4.00 合津 伊織(1) 3.90 松澤 快哉(1) 3.40 須田 智裕(2) 3.20 畑山 亮太(1) 3.20

棒高跳 南信･諏訪二葉 南信･高遠 南信･諏訪清陵 北信･長野工業 南信･赤穂 南信･赤穂 北信･長野工業 北信･長野工業
09/28 宮崎 琢也(2) 7.10(+1.6) 窪田 章吾(1) 6.81(+1.9) 中野 涼介(1) 6.79(+1.6) 竹内 篤史(2) 6.59(+1.6) 青木 夏貴(2) 6.58(+1.7) 中島 諒(2) 6.54(+0.8) 竹内 祥太郎(1)6.38(+2.8) 米久保 一樹(2)6.28(+2.5)

走幅跳 中信･松商学園 南信･諏訪清陵 中信･松本深志 北信･北部 北信･飯山北 南信･赤穂 東信･岩村田 南信･諏訪清陵
09/30 竹内 篤史(2)14.17(+2.0) 青木 夏貴(2)13.28(+1.1) 中島 諒(2) 13.13(+0.8) 藤牧 佑希(1)13.10(+0.9) 櫻井 壮一(2)13.04(+1.1) 栁澤 知明(2)12.73(-0.4) 山崎 大輝(1)12.44(+0.4) 中島 亘(2) 12.43(+1.5)

三段跳 北信･北部 北信･飯山北 南信･赤穂 東信･岩村田 北信･長野高専 北信･長野日大 中信･松本深志 南信･伊那北
09/29 飯田 謙治(2) 13.05 武田 涼介(2) 11.66 上條 哲矢(2) 11.59 坂田 晃有(1) 11.57 山本 大(2) 11.38 林 滉介(1) 11.21 上倉 寿史(1) 11.00 早川 謙哉(2) 10.72

砲丸投(6.0kg) 中信･松商学園 北信･中野立志館 中信･木曽青峰 北信･中野立志館 中信･松商学園 南信･上伊那農業 北信･飯山北 南信･上伊那農業
09/30 岡村 也寸志(2) 33.08 飯田 謙治(2) 32.74 中宮 涼太(2) 31.20 大庭 直也(1) 30.27 松尾 幸治朗(2) 30.19 矢ヶ崎 奨(2) 29.60 唐澤 航介(2) 28.89 坂田 晃有(1) 28.50

円盤投(1.75kg) 北信･長野高専 中信･松商学園 北信･長野商業 北信･飯山北 中信･松本県ヶ丘 東信･上田東 東信･上田千曲 北信･中野立志館
09/28 上條 文汰(2) 47.71 常田 和也(2) 46.62 堀尾 元貴(2) 41.46 今井 宣浩(2) 40.85 橋詰 幸孝(2) 37.19 森島 丈(1) 33.70 山本 歩(1) 32.73 鈴木 翔太(1) 31.17

ﾊﾝﾏｰ投(6.0kg) 中信･梓川 GR 北信･須坂園芸 北信･須坂 東信･丸子修学館 東信･丸子修学館 中信･梓川 北信･飯山北 東信･岩村田
09/28 矢ヶ崎 奨(2) 56.09 栗林 篤(2) 54.18 大和 史明(1) 51.42 飯森 大貴(1) 51.40 大和 弘典(2) 50.87 木藤 幸希(2) 47.85 中宮 涼太(2) 47.15 小澤 匠(2) 46.28

やり投(800g) 東信･上田東 北信･屋代 北信･長野日大 北信･長野ろう 北信･長野日大 中信･松商学園 北信･長野商業 中信･松本美須々ヶ丘
09/29 松本深志       42.98 篠ﾉ井       43.03 岩村田       43.26 松商学園       44.12 長野       44.67 松本県ヶ丘       44.85 屋代       45.40 松川       51.07

4×100mR 清水 勇人(2) 清野 涼介(1) 中山 翔梧(2) 岩間 雅英(2) 吉越 太一朗(1) 小川 翔平(2) 小山田 充(2) 丸山 玲央(1)
長谷川 寛(2) 宮下 仁志(2) 池田 仁(1) 宮崎 琢也(2) 鷹野 洋(2) 小栁 堅一(2) 市川 拓也(2) 住吉 隼斗(1)
若林 颯(2) 村山 彰太(2) 柳澤 圭太(1) 水島 優(1) 正村 太一(2) 関塚 賢悟(1) 室賀 元晴(1) 塩沢 直樹(2)
中野 涼介(1) 宮林 紘汰(1) 藤牧 佑希(1) 的場 亮太(2) 浅川 優人(1) 抜井 裕介(2) 井坪 優(2) 岡田 英希(2)

09/30 松川     3,23.57 岩村田     3,23.93 篠ﾉ井     3,24.19 諏訪二葉     3,24.25 長野     3,24.43 松本深志     3,25.94 大町     3,28.30
4×400mR 吉川 涼平(1) 木内 笙太(2) 矢嶋 一樹(1) 矢崎 宏一(1) 正村 太一(2) 長谷川 寛(2) 勝野 涼大(1)

岡田 英希(2) 中山 翔梧(2) 清野 涼介(1) 加賀見 一輝(2) 鷹野 洋(2) 小口 智大(1) 千國 亮(2)
丸山 玲央(1) 柳澤 圭太(1) 北村 健太(2) 山田 峻暉(1) 吉越 太一朗(1) 遠藤 聡(1) 松井 一陽(1)
塩沢 直樹(2) 池田 仁(1) 宮林 紘汰(1) 仲谷 龍貴(2) 浅川 優人(1) 若林 颯(2) 片桐 夏樹(2)

09/28 岡田 英希(2) 4858 市川 拓也(2) 4191 古河原 凌哉(2) 4157 重盛 文宏(1) 4136 草野 晃平(1) 4088 篠田 匡史(2) 3931 大野 聡士(1) 3924 北村 翔太(1) 3908
八種競技 南信･松川 GR 北信･屋代 南信･伊那北 南信･駒ヶ根工業 北信･篠ﾉ井 南信･松川 南信･松川 北信･長野工業

09/28 オープン男子 中野 直哉(3) 47.82
400m 長野吉田

09/30 塩島 亮太(3) 21,43.58
5000mW 豊科

09/30 中山 昂平(3)15.02(+2.3)
三段跳 上田東

09/30 67.5点 51.5点 42点 31点 31点 30点 28点
学校対校(総合) 篠ﾉ井

長野高専 松川松本深志 長野日大 松商学園 岩村田 東海大第三



予選 9月28日 16:30
準決勝 9月29日 11:40
決勝 9月29日 13:20

大会記録(GR)        10.70

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +0.2

 1 常盤 大智(2) 中信     11.24 Q  1 佐藤 大志(2) 北信     11.23 Q
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高商業 ｻﾄｳ ﾀｲｼ 須坂

 2 宮林 紘汰(1) 北信     11.30 Q  2 藤牧 佑希(1) 東信     11.30 Q
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井 ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ 岩村田

 3 長田 龍貴(1) 北信     11.64 Q  3 抜井 裕介(2) 中信     11.35 Q
ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ 長野日大 ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘

 4 松下 潤也(2) 南信     11.66  4 若林 颯(2) 中信     11.53 q
ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 上伊那農業 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志

 5 柳澤 圭太(1) 東信     11.67  5 渡辺 光孝(2) 北信     11.55 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ 岩村田 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ 長野吉田

 6 清水 勇人(2) 中信     11.67  6 住吉 隼斗(1) 南信     11.58 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 松本深志 ｽﾐﾖｼ ﾊﾔﾄ 松川

 7 矢崎 宏一(1) 南信     11.70  7 米久保 一樹(2) 南信     11.69 
ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 諏訪二葉 ﾖﾈｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ 諏訪清陵

 8 相米 健太(1) 東信     11.96  8 細田 昌宏(1) 東信     12.45 
ｿｳﾏｲ ｹﾝﾀ 佐久長聖 ﾎｿﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 上田染谷丘

[ 3組] 風速 +0.1 [ 4組] 風速 -0.3

 1 岡田 英希(2) 南信     11.14 Q  1 長谷川 寛(2) 中信     11.04 Q
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 松川 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 松本深志

 2 宮下 仁志(2) 北信     11.37 Q  2 坂井 和人(1) 南信     11.36 Q
ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ 篠ﾉ井 ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ 東海大三

 3 太田  敦(1) 中信     11.43 Q  3 市川 尭明(2) 東信     11.38 Q
ｵｵﾀ ｱﾂｼ 塩尻志学館 ｲﾁｶﾜ ﾀｶｱｷ 野沢南

 4 的場 亮太(2) 中信     11.50 q  4 正村 太一(2) 北信     11.48 q
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 松商学園 ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ 長野

 5 中山 翔梧(2) 東信     11.71  5 三村 和久(1) 南信     11.54 q
ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 岩村田 ﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ 諏訪清陵

 6 三石 竜哉(1) 南信     11.76  6 今井 謙人(2) 中信     11.72 
ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳﾔ 飯田風越 ｲﾏｲ ｹﾝﾄ 塩尻志学館

 7 塩原 巧巳(1) 北信     11.93  7 小柳 博雅(2) 東信     11.88 
ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 長野高専 ｵﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾏｻ 上田

 8 塚田 博希(1) 東信     12.05 増田 勇輝(2) 北信
ﾂｶﾀﾞ ﾋﾛｷ 上田 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 長野吉田

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +2.7

 1 佐藤 大志(2) 北信     11.12 Q  1 長谷川 寛(2) 中信     10.87 Q
ｻﾄｳ ﾀｲｼ 須坂 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 松本深志

 2 宮林 紘汰(1) 北信     11.23 Q  2 常盤 大智(2) 中信     11.08 Q
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井 ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高商業

 3 太田  敦(1) 中信     11.31 Q  3 抜井 裕介(2) 中信     11.17 Q
ｵｵﾀ ｱﾂｼ 塩尻志学館 ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘

 4 市川 尭明(2) 東信     11.43  4 藤牧 佑希(1) 東信     11.18 q
ｲﾁｶﾜ ﾀｶｱｷ 野沢南 ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ 岩村田

 5 坂井 和人(1) 南信     11.43  5 宮下 仁志(2) 北信     11.28 q
ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ 東海大三 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ 篠ﾉ井

 6 若林 颯(2) 中信     11.52  6 正村 太一(2) 北信     11.35 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志 ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ 長野

 7 的場 亮太(2) 中信     11.61  7 三村 和久(1) 南信     11.44 
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 松商学園 ﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ 諏訪清陵
岡田 英希(2) 南信  8 長田 龍貴(1) 北信     11.57 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 松川 ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ 長野日大

風速 -0.3

 1 長谷川 寛(2) 中信     11.04 
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 松本深志

 2 佐藤 大志(2) 北信     11.14 
ｻﾄｳ ﾀｲｼ 須坂

 3 常盤 大智(2) 中信     11.18 
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高商業

 4 宮林 紘汰(1) 北信     11.30 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井 風速

 5 藤牧 佑希(1) 東信     11.33 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ 岩村田 宮澤 裕輝(3)

 6 抜井 裕介(2) 中信     11.35 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 松商学園
ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘

 7 宮下 仁志(2) 北信     11.43 
ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ 篠ﾉ井

 8 太田  敦(1) 中信     11.49 
ｵｵﾀ ｱﾂｼ 塩尻志学館
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予選 9月30日 11:10
準決勝 9月30日 12:30
決勝 9月30日 13:45

大会記録(GR)        21.43

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 +0.1

 1 坂井 和人(1) 南信     23.21 Q  1 常盤 大智(2) 中信     23.05 Q
ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ 東海大三 ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高商業

 2 宮下 仁志(2) 北信     23.36 Q  2 佐藤 大志(2) 北信     23.34 Q
ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ 篠ﾉ井 ｻﾄｳ ﾀｲｼ 須坂

 3 正村 太一(2) 北信     23.41 Q  3 松井 一陽(1) 中信     23.46 Q
ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ 長野 ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 大町

 4 長谷川 寛(2) 中信     23.46 q  4 茂木 康平(1) 東信     24.22 
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 松本深志 ﾓﾃｷ ｺｳﾍｲ 佐久長聖

 5 今井 謙人(2) 中信     23.88  5 井坪 優(2) 北信     24.26 
ｲﾏｲ ｹﾝﾄ 塩尻志学館 ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ 屋代

 6 相米 健太(1) 東信     23.90  6 横田 祥一(2) 南信     24.27 
ｿｳﾏｲ ｹﾝﾀ 佐久長聖 ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ 飯田

 7 小木曽 晃介(2) 南信     24.35  7 中畑 宏斗(2) 東信     24.55 
ｵｷﾞｿ ｺｳｽｹ 飯田工業 ﾅｶﾊﾀ ﾋﾛﾄ 上田西
藤牧 佑希(1) 東信 塩沢 直樹(2) 南信
ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ 岩村田 ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 松川

[ 3組] 風速 -0.8 [ 4組] 風速 -2.8

 1 抜井 裕介(2) 中信     23.06 Q  1 若林 颯(2) 中信     23.52 Q
ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志

 2 市川 尭明(2) 東信     23.29 Q  2 池田 仁(1) 東信     23.54 Q
ｲﾁｶﾜ ﾀｶｱｷ 野沢南 ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ 岩村田

 3 宮林 紘汰(1) 北信     23.37 Q  3 窪田 章吾(1) 南信     23.62 Q
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 諏訪清陵

 4 塚田 拓巳(2) 中信     23.39 q  4 的場 亮太(2) 中信     23.75 q
ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園 ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 松商学園

 5 一宮 一至(2) 北信     23.69 q  5 清野 涼介(1) 北信     23.81 
ｲﾁﾉﾐﾔ ｶｽﾞｼ 市立長野 ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ 篠ﾉ井

 6 塚田 健太(2) 東信     24.23  6 長田 龍貴(1) 北信     24.26 
ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 上田 ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ 長野日大
松下 潤也(2) 南信  7 小林 颯(1) 東信     25.23 
ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 上伊那農業 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 小諸
加賀見 一輝(2) 南信 矢崎 宏一(1) 南信
ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ 諏訪二葉 ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 諏訪二葉

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速 -0.4

 1 常盤 大智(2) 中信     22.66 Q  1 長谷川 寛(2) 中信     22.57 Q
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高商業 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 松本深志

 2 若林 颯(2) 中信     23.06 Q  2 抜井 裕介(2) 中信     22.85 Q
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志 ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘

 3 窪田 章吾(1) 南信     23.20 Q  3 佐藤 大志(2) 北信     23.00 Q
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 諏訪清陵 ｻﾄｳ ﾀｲｼ 須坂

 4 宮林 紘汰(1) 北信     23.29  4 宮下 仁志(2) 北信     23.01 q
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ 篠ﾉ井

 5 的場 亮太(2) 中信     23.35  5 坂井 和人(1) 南信     23.16 q
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 松商学園 ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ 東海大三

 6 塚田 拓巳(2) 中信     23.42  6 一宮 一至(2) 北信     23.39 
ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園 ｲﾁﾉﾐﾔ ｶｽﾞｼ 市立長野

 7 市川 尭明(2) 東信     23.48  7 松井 一陽(1) 中信     23.46 
ｲﾁｶﾜ ﾀｶｱｷ 野沢南 ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 大町
池田 仁(1) 東信 正村 太一(2) 北信
ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ 岩村田 ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ 長野

風速 +2.7

 1 常盤 大智(2) 中信     21.93 
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高商業

 2 長谷川 寛(2) 中信     22.26 
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 松本深志

 3 抜井 裕介(2) 中信     22.47 
ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘

 4 若林 颯(2) 中信     22.49 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志

 5 窪田 章吾(1) 南信     22.78 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 諏訪清陵

 6 宮下 仁志(2) 北信     22.81 
ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ 篠ﾉ井

 7 坂井 和人(1) 南信     22.87 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ 東海大三
佐藤 大志(2) 北信
ｻﾄｳ ﾀｲｼ 須坂
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予選 9月28日 11:20
準決勝 9月28日 13:05
決勝 9月28日 15:05

大会記録(GR)        49.11

[ 1組] [ 2組]

 1 塩沢 直樹(2) 南信     50.58 Q  1 浅川 優人(1) 北信     50.96 Q
ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 松川 ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野

 2 池田 仁(1) 東信     51.68 Q  2 奥垣内 将晴(2) 南信     51.01 Q
ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ 岩村田 ｳｸｶﾞｲﾄ ﾏｻﾊﾙ 東海大三

 3 中島 大智(1) 中信     52.01 Q  3 横田 祥一(2) 南信     51.68 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 木曽青峰 ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ 飯田

 4 今井 謙人(2) 中信     52.05 q  4 水島 優(1) 中信     51.73 q
ｲﾏｲ ｹﾝﾄ 塩尻志学館 ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園

 5 村田 将斗(2) 北信     52.69  5 茂木 康平(1) 東信     51.88 q
ﾑﾗﾀ ﾏｻﾄ 長野日大 ﾓﾃｷ ｺｳﾍｲ 佐久長聖

 6 溝呂木 一毅(2) 南信     53.22  6 松澤 健太(2) 中信     52.00 q
ﾐｿﾞﾛｷﾞ ｶｽﾞｷ 飯田風越 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 豊科

 7 一宮 一至(2) 北信     53.58  7 小林 颯(1) 東信     52.55 
ｲﾁﾉﾐﾔ ｶｽﾞｼ 市立長野 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 小諸

 8 田村 裕(2) 東信     53.58  8 清野 涼介(1) 北信     52.77 
ﾀﾑﾗ ﾋﾛ 佐久長聖 ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ 篠ﾉ井

[ 3組] [ 4組]

 1 若林 颯(2) 中信     50.92 Q  1 小林 英和(2) 南信     48.90 Q
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高遠

 2 仲谷 龍貴(2) 南信     51.08 Q  2 塚田 拓巳(2) 中信     51.28 Q
ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ 諏訪二葉 ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園

 3 北村 健太(2) 北信     51.35 Q  3 鷹野 洋(2) 北信     51.72 Q
ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ 篠ﾉ井 ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ 長野

 4  流 竜一(2) 北信     52.66  4 塚田 健太(2) 東信     52.51 
ﾅｶﾞﾚ ﾘｭｳｲﾁ 長野西 ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 上田

 5 三村 航輝(1) 中信     52.82  5 木内 笙太(2) 東信     52.81 
ﾐﾑﾗ ｺｳｷ 塩尻志学館 ｷｳﾁ ｼｮｳﾀ 岩村田

 6 石森 健太(2) 東信     53.12  6 矢嶋 一樹(1) 北信     52.93 
ｲｼﾓﾘ ｹﾝﾀ 小諸 ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 篠ﾉ井
橋爪 孔明(2) 南信 的場 亮太(2) 中信
ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ 飯田 ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 松商学園
市川 尭明(2) 東信 手塚 将弥(1) 南信
ｲﾁｶﾜ ﾀｶｱｷ 野沢南 ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ 東海大三

[ 1組] [ 2組]

 1 小林 英和(2) 南信     49.94 Q  1 若林 颯(2) 中信     50.18 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高遠 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志

 2 池田 仁(1) 東信     50.78 Q  2 塩沢 直樹(2) 南信     50.72 Q
ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ 岩村田 ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 松川

 3 奥垣内 将晴(2) 南信     50.94 Q  3 仲谷 龍貴(2) 南信     50.75 Q
ｳｸｶﾞｲﾄ ﾏｻﾊﾙ 東海大三 ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ 諏訪二葉

 4 浅川 優人(1) 北信     50.97 q  4 塚田 拓巳(2) 中信     50.81 q
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野 ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園

 5 北村 健太(2) 北信     51.39  5 横田 祥一(2) 南信     51.63 
ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ 篠ﾉ井 ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ 飯田

 6 水島 優(1) 中信     51.88  6 鷹野 洋(2) 北信     51.66 
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園 ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ 長野

 7 今井 謙人(2) 中信     52.09  7 茂木 康平(1) 東信     52.31 
ｲﾏｲ ｹﾝﾄ 塩尻志学館 ﾓﾃｷ ｺｳﾍｲ 佐久長聖
中島 大智(1) 中信  8 松澤 健太(2) 中信     52.56 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 木曽青峰 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 豊科

 1 小林 英和(2) 南信     48.91 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高遠

 2 若林 颯(2) 中信     49.70 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志

 3 池田 仁(1) 東信     49.88 
ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ 岩村田

 4 浅川 優人(1) 北信     50.03 
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野

 5 仲谷 龍貴(2) 南信     50.33 
ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ 諏訪二葉

 6 塩沢 直樹(2) 南信     50.38 
ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ 松川

 7 奥垣内 将晴(2) 南信     50.96 
ｳｸｶﾞｲﾄ ﾏｻﾊﾙ 東海大三

 8 塚田 拓巳(2) 中信     51.11 
ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園
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予選 9月28日 10:20
決勝 9月28日 15:15

大会記録(GR)      3,57.59

[ 1組] [ 2組]

 1 水梨 百哉(2) 北信   4,07.88 Q  1 佐伯 拓海(2) 中信   4,05.07 Q
ﾐｽﾞﾅｼ ﾓﾓﾔ 長野日大 ｻｴｷ ﾀｸﾐ 松本深志

 2 原 謙二郎(2) 南信   4,07.98 Q  2 高橋 悠平(2) 南信   4,05.67 Q
ﾊﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ 松川 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾍｲ 東海大三

 3 山田 祐也(2) 北信   4,08.25 Q  3 中村 孝樹(2) 南信   4,06.59 Q
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 長野東 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 諏訪二葉

 4 矢澤 明徳(1) 南信   4,08.26 q  4 湯本 耕平(2) 北信   4,07.18 q
ﾔｻﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 諏訪二葉 ﾕﾓﾄ ｺｳﾍｲ 長野日大

 5 酒井 洋明(1) 北信   4,09.29  5 渡島 寛己(2) 中信   4,07.34 q
ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ 須坂 ﾜﾀｼﾏ ﾋﾛｷ 松本県ヶ丘

 6 柳澤 佑丞(2) 東信   4,10.51  6 田中 大輝(2) 北信   4,10.58 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｽｹ 岩村田 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 長野吉田

 7 酒井 雅喜(2) 東信   4,13.52  7 満澤 崇央(2) 北信   4,10.84 
ｻｶｲ ﾏｻﾖｼ 佐久長聖 ﾐﾂｻﾞﾜ ﾀｶﾋｻ 長野東

 8 宮坂 響(1) 東信   4,13.95  8 小林 祐太(2) 東信   4,14.47 
ﾐﾔｻｶ ﾋﾋﾞｷ 上田染谷丘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 上田西

 9 宮脇 拓海(2) 南信   4,14.76  9 横水 颯太(1) 中信   4,16.99 
ﾐﾔﾜｷ ﾀｸﾐ 伊那弥生ヶ丘 ﾖｺﾐｽﾞ ｿｳﾀ 豊科

10 小口 智大(1) 中信   4,15.53 10 柄澤 拓也(2) 東信   4,21.40 
ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 松本深志 ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾔ 佐久長聖

11 村瀬 崚(1) 中信   4,20.52 11 細田 敦也(1) 東信   4,21.41 
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 松本県ヶ丘 ﾎｿﾀﾞ ｱﾂﾔ 上田

[ 3組]

 1 湯澤 舜(1) 南信   4,06.23 Q
ﾕｻﾞﾜ ｼｭﾝ 東海大三

 2 細川 翔太郎(2) 中信   4,07.31 Q
ﾎｿｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 大町

 3 田中 仁悟(2) 南信   4,07.42 Q
ﾀﾅｶ ｼﾞﾝｺﾞ 諏訪二葉

 4 丸山 修平(2) 南信   4,08.55 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 伊那北

 5 依田 航太郎(1) 東信   4,10.30 
ﾖﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 上田

 6 山崎 光(1) 北信   4,11.65 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾘ 長野日大

 7 上條 広裕希(2) 中信   4,17.49 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾛﾕｷ 松本県ヶ丘

 8 細田 達也(1) 東信   4,25.68 
ﾎｿﾀﾞ ﾀﾂﾔ 上田西

 9 竹村 僚太(2) 中信   4,27.07 
ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 大町北
玉城 柾人(2) 北信
ﾀﾏｷ ﾏｻﾄ 長野東

 1 細川 翔太郎(2) 中信   4,03.08 
ﾎｿｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 大町

 2 水梨 百哉(2) 北信   4,03.18 
ﾐｽﾞﾅｼ ﾓﾓﾔ 長野日大

 3 佐伯 拓海(2) 中信   4,03.53 
ｻｴｷ ﾀｸﾐ 松本深志

 4 高橋 悠平(2) 南信   4,04.28 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾍｲ 東海大三

 5 山田 祐也(2) 北信   4,07.51 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 長野東

 6 中村 孝樹(2) 南信   4,07.63 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 諏訪二葉

 7 湯澤 舜(1) 南信   4,07.68 
ﾕｻﾞﾜ ｼｭﾝ 東海大三

 8 原 謙二郎(2) 南信   4,07.73 
ﾊﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ 松川

 9 湯本 耕平(2) 北信   4,10.13 
ﾕﾓﾄ ｺｳﾍｲ 長野日大

10 渡島 寛己(2) 中信   4,10.94 
ﾜﾀｼﾏ ﾋﾛｷ 松本県ヶ丘

11 矢澤 明徳(1) 南信   4,13.32 
ﾔｻﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 諏訪二葉

12 田中 仁悟(2) 南信   4,19.33 
ﾀﾅｶ ｼﾞﾝｺﾞ 諏訪二葉
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決勝 9月30日 12:40

大会記録(GR )    14,31.12

 1 丸山 修平(2) 南信  15,02.82 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 伊那北

 2 竹鼻 大貴(1) 東信  15,08.90 
ﾀｹﾊﾅ ﾋﾛｷ 佐久長聖

 3 高橋 悠平(2) 南信  15,10.92 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾍｲ 東海大三

 4 山田 祐也(2) 北信  15,11.79 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 長野東

 5 細川 翔太郎(2) 中信  15,15.45 
ﾎｿｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 大町

 6 名取 将大(2) 南信  15,18.60 
ﾅﾄﾘ ﾏｻﾋﾛ 東海大三

 7 原 謙二郎(2) 南信  15,19.20 
ﾊﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ 松川

 8 満澤 崇央(2) 北信  15,20.07 
ﾐﾂｻﾞﾜ ﾀｶﾋｻ 長野東

 9 湯澤 舜(1) 南信  15,37.42 
ﾕｻﾞﾜ ｼｭﾝ 東海大三

10 山崎 光(1) 北信  15,42.07 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾘ 長野日大

11 玉城 柾人(2) 北信  15,42.45 
ﾀﾏｷ ﾏｻﾄ 長野東

12 田中 大輝(2) 北信  15,47.68 
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 長野吉田

13 大嵩崎 慧(1) 東信  15,47.81 
ｵｵﾂｷ ｹｲ 上田染谷丘

14 大日方 孝輝(2) 北信  15,53.62 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｷ 長野日大

15 横水 颯太(1) 中信  15,54.00 
ﾖｺﾐｽﾞ ｿｳﾀ 豊科

16 吉川 昇吾(2) 南信  15,55.42 
ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 飯田

17 柳澤 佑丞(2) 東信  16,01.65 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｽｹ 岩村田

18 村瀬 崚(1) 中信  16,05.43 
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 松本県ヶ丘

19 佐伯 拓海(2) 中信  16,05.85 
ｻｴｷ ﾀｸﾐ 松本深志

20 渡辺 優樹(1) 中信  16,10.69 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 松本深志

21 宮脇 拓海(2) 南信  16,12.56 
ﾐﾔﾜｷ ﾀｸﾐ 伊那弥生ヶ丘

22 今滝 春彦(1) 東信  16,14.70 
ｲﾏﾀｷ ﾊﾙﾋｺ 上田西

23 北原 悠(2) 北信  16,15.52 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳ 長野高専

24 細田 達也(1) 東信  16,20.35 
ﾎｿﾀﾞ ﾀﾂﾔ 上田西

25 上條 広裕希(2) 中信  16,20.70 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾛﾕｷ 松本県ヶ丘

26 武井 湧平(1) 東信  16,22.07 
ﾀｹｲ ﾕｳﾍｲ 丸子修学館

27 小林 祐太(2) 東信  16,36.30 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 上田西

28 中村 優希(2) 中信  16,46.30 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 塩尻志学館

29 西沢 晃佑(1) 北信  16,52.40 
ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 長野日大

30 竹村 僚太(2) 中信  17,03.82 
ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 大町北
川口 賢人(2) 東信
ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 佐久長聖
田中 仁悟(2) 南信
ﾀﾅｶ ｼﾞﾝｺﾞ 諏訪二葉
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予選 9月28日 12:00
準決勝 9月28日 13:35
決勝 9月28日 14:50

大会記録(GR)        14.65

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 -3.4

 1 中島 瑞樹(2) 南信     15.86 Q  1 中野 涼介(1) 中信     17.70 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 飯田 ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 松本深志

 2 塩原 巧巳(1) 北信     17.89 Q  2 中山 雄太(2) 北信     18.61 Q
ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 長野高専 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 長野吉田

 3 轟 太地(2) 北信     18.43 Q  3 竹折 優太(1) 南信     18.65 Q
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾀｲﾁ 須坂 ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ 飯田風越

 4 吉岡 佳佑(1) 南信     20.30  4 大野 聡士(1) 南信     19.64 q
ﾖｼｵｶ ｹｲｽｹ 辰野 ｵｵﾉ ｻﾄｼ 松川

 5 土屋 春樹(1) 東信     21.54  5 白川 大智(1) 東信     20.73 
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ 小諸商業 ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 丸子修学館
忠地 大成(1) 中信  6 田中 哉太(1) 北信     20.84 
ﾀﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｾｲ 松本美須々ヶ丘 ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ 長野高専
清水 勇人(2) 中信
ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 松本深志

[ 3組] 風速 -1.6 [ 4組] 風速 -1.4

 1 桜井 滉治(1) 東信     17.57 Q  1 天野 夏樹(1) 北信     17.91 Q
ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 岩村田 ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ 長野高専

 2 大蔵 健吾(2) 北信     18.50 Q  2 馬場 信介(1) 南信     18.16 Q
ｵｵｸﾗ ｹﾝｺﾞ 長野日大 ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ 上伊那農業

 3 遠藤 聡(1) 中信     18.96 Q  3 甘利 建文(2) 東信     18.53 Q
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 松本深志 ｱﾏﾘ ﾀｹﾌﾐ 野沢南

 4 稲村 良彦(1) 南信     20.22  4 鮎澤 一輝(1) 南信     18.64 q
ｲﾅﾑﾗ ﾖｼﾋｺ 上伊那農業 ｱﾕｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 諏訪実

 5 篠田 匡史(2) 南信     21.38  5 降籏 敬(1) 中信     18.65 q
ｼﾉﾀ ﾏｻｼﾞ 松川 ﾌﾙﾊﾀ ｹｲ 松本蟻ヶ崎
田中 和樹(1) 北信  6 吉平 真澄(1) 北信     19.54 q
ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 更級農業 ﾖｼﾋﾗ ﾏｽﾐ 長野

[ 1組] 風速 -3.2 [ 2組] 風速 -1.3

 1 中野 涼介(1) 中信     17.19 Q  1 中島 瑞樹(2) 南信     15.64 Q
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 松本深志 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 飯田

 2 塩原 巧巳(1) 北信     18.00 Q  2 天野 夏樹(1) 北信     17.18 Q
ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 長野高専 ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ 長野高専

 3 大蔵 健吾(2) 北信     18.17 Q  3 遠藤 聡(1) 中信     17.59 Q
ｵｵｸﾗ ｹﾝｺﾞ 長野日大 ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 松本深志

 4 桜井 滉治(1) 東信     18.26  4 中山 雄太(2) 北信     17.73 q
ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 岩村田 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 長野吉田

 5 甘利 建文(2) 東信     18.32  5 轟 太地(2) 北信     18.07 q
ｱﾏﾘ ﾀｹﾌﾐ 野沢南 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾀｲﾁ 須坂

 6 竹折 優太(1) 南信     18.61  6 馬場 信介(1) 南信     18.17 
ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ 飯田風越 ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ 上伊那農業

 7 降籏 敬(1) 中信     18.76  7 鮎澤 一輝(1) 南信     18.50 
ﾌﾙﾊﾀ ｹｲ 松本蟻ヶ崎 ｱﾕｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 諏訪実

 8 吉平 真澄(1) 北信     24.89 大野 聡士(1) 南信
ﾖｼﾋﾗ ﾏｽﾐ 長野 ｵｵﾉ ｻﾄｼ 松川

風速 -1.3

 1 中島 瑞樹(2) 南信     15.72 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 飯田

 2 中野 涼介(1) 中信     16.73 
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 松本深志

 3 天野 夏樹(1) 北信     17.05 
ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ 長野高専

 4 遠藤 聡(1) 中信     17.31 
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 松本深志

 5 中山 雄太(2) 北信     17.65 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 長野吉田

 6 大蔵 健吾(2) 北信     17.66 
ｵｵｸﾗ ｹﾝｺﾞ 長野日大

 7 轟 太地(2) 北信     20.18 
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾀｲﾁ 須坂

 8 塩原 巧巳(1) 北信     21.61 
ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 長野高専

男子

110mH(1.067)110mH(1.067)

予選予選予選 通過基準  4組  3着 + 4通過基準  4組  3着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44   562  562

77  3545 3545

55   986  986

22   298  298

66  1727 1727

11  2326 2326
欠場欠場

33  2245 2245
欠場欠場

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
22  2247 2247

55  1063 1063

66   597  597

44   537  537

11  1754 1754

33  3548 3548

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
66  1620 1620

33  1266 1266

11  2252 2252

44   364  364

22   556  556

55  2770 2770
欠場欠場

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55  3546 3546

22   358  358

11  1551 1551

44    79   79

66  2368 2368

33  1120 1120

準決勝準決勝準決勝 通過基準  2組  3着 + 2通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44  2247 2247

55  3545 3545

66  1266 1266

33  1620 1620

88  1551 1551

77   597  597

22  2368 2368

11  1120 1120

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55   562  562

33  3546 3546

77  2252 2252

44  1063 1063

88   986  986

66   358  358

22    79   79

11   537  537
棄権棄権

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
33   562  562

55  2247 2247

66  3546 3546

77  2252 2252

11  1063 1063

88  1266 1266

22   986  986

44  3545 3545



予選 9月29日 11:05
準決勝 9月29日 13:00
決勝 9月29日 14:40

大会記録(GR )       53.26

[ 1組] [ 2組]

 1 千國 亮(2) 中信     59.42 Q  1 馬場 信介(1) 南信   1,01.13 Q
ﾁｸﾆ ﾘｮｳ 大町 ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ 上伊那農業

 2 中原 愼二(2) 南信     59.50 Q  2 芋川 駿(1) 北信   1,02.80 Q
ﾅｶﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 伊那北 ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ 長野吉田

 3 田中 哉太(1) 北信   1,01.81 Q  3 天野 夏樹(1) 北信   1,02.92 Q
ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ 長野高専 ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ 長野高専

 4 西澤 弦也(1) 東信   1,01.92  4 林   悠輔(2) 中信   1,03.16 
ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾔ 小諸 ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 塩尻志学館

 5 伊藤 巧馬(2) 東信   1,04.34  5 上野 蒼(2) 東信   1,06.01 
ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 野沢北 ｳｴﾉ ｱｵｲ 野沢南

 6 稲村 良彦(1) 南信   1,05.18 木内 笙太(2) 東信
ｲﾅﾑﾗ ﾖｼﾋｺ 上伊那農業 ｷｳﾁ ｼｮｳﾀ 岩村田
遠藤 聡(1) 中信 鮎澤 一輝(1) 南信
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 松本深志 ｱﾕｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 諏訪実
吉越 太一朗(1) 北信 宮崎 琢也(2) 中信
ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ 長野 ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ 松商学園

[ 3組] [ 4組]

 1 小林 英和(2) 南信     56.02 Q  1 中島 瑞樹(2) 南信     57.74 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高遠 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 飯田

 2 小栁 堅一(2) 中信     59.26 Q  2 草野 晃平(1) 北信     59.64 Q
ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 松本県ヶ丘 ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井

 3 橋爪 孔明(2) 南信   1,00.39 Q  3 桜井 滉治(1) 東信     59.80 Q
ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ 飯田 ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 岩村田

 4 細田 恭平(1) 北信   1,00.70 q  4 佐藤 公則(1) 中信     59.97 q
ﾎｿﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 須坂 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 大町

 5 櫻井 慎之介(2) 東信   1,00.74 q  5 宮下 晃輔(2) 南信   1,01.98 
ｻｸﾗｲ ｼﾝﾉｽｹ 上田千曲 ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ 飯田風越

 6 岩間 雅英(2) 中信   1,00.80 q  6 中山 雄太(2) 北信   1,02.26 
ｲﾜﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ 松商学園 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 長野吉田

 7 山崎 良次(2) 北信   1,01.56  7 渡邉 嘉哉(2) 東信   1,03.19 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 飯山北 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾖｼﾔ 小諸

 8 三田 隼太郎(2) 東信   1,04.91 中野 涼介(1) 中信
ﾐﾀ ｼｭﾝﾀﾛｳ 野沢北 ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 松本深志

[ 1組] [ 2組]

 1 小林 英和(2) 南信     53.77 Q  1 中島 瑞樹(2) 南信     57.89 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高遠 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 飯田

 2 橋爪 孔明(2) 南信     58.90 Q  2 千國 亮(2) 中信     59.15 Q
ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ 飯田 ﾁｸﾆ ﾘｮｳ 大町

 3 小栁 堅一(2) 中信     58.92 Q  3 草野 晃平(1) 北信     59.72 Q
ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 松本県ヶ丘 ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井

 4 馬場 信介(1) 南信     59.51 q  4 中原 愼二(2) 南信     59.83 q
ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ 上伊那農業 ﾅｶﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 伊那北

 5 佐藤 公則(1) 中信   1,00.50  5 桜井 滉治(1) 東信   1,00.19 
ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 大町 ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 岩村田

 6 岩間 雅英(2) 中信   1,00.97  6 櫻井 慎之介(2) 東信   1,01.53 
ｲﾜﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ 松商学園 ｻｸﾗｲ ｼﾝﾉｽｹ 上田千曲

 7 芋川 駿(1) 北信   1,01.74  7 細田 恭平(1) 北信   1,02.59 
ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ 長野吉田 ﾎｿﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 須坂

 8 天野 夏樹(1) 北信   1,02.51  8 田中 哉太(1) 北信   1,04.60 
ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ 長野高専 ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ 長野高専

 1 小林 英和(2) 南信     54.95 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高遠

 2 中島 瑞樹(2) 南信     57.24 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 飯田

 3 橋爪 孔明(2) 南信     57.55 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ 飯田

 4 千國 亮(2) 中信     57.75 
ﾁｸﾆ ﾘｮｳ 大町

 5 中原 愼二(2) 南信     58.37 
ﾅｶﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 伊那北

 6 小栁 堅一(2) 中信     58.66 
ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 松本県ヶ丘

 7 草野 晃平(1) 北信     59.80 
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井

 8 馬場 信介(1) 南信   1,00.25 
ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ 上伊那農業

8  1375

2   358

3   424

9  2268

4   561

7  2078

5   377

6   562

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  3548

決勝

2  1875

3   993

5   424

9  1620

4  2078

6  1375

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   562

4  1072

9  3546

2  2052

3  2491

5  2268

7   358

6   377

8   561

準決勝 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

9  1713

3  2247
欠場

8   593

6  1063

5  1620

7  2052

氏  名 所属名 記録／備考
4   562

2  1375

4   817

5  1526

3  1875

9  2491

2   561

8   993

ﾚｰﾝ No.
6   377

7  2268

8  2489
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

7  1609
失格

2    79
欠場

6  2004

5  1554

9  1072

3  3546

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
4   358

3  2252
欠場

4  1121

8  1523

5   364

2  3548

6  1703

9   424

男子

400mH(0.914)        

予選 通過基準  4組  3着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
7  2078



予選 9月29日 10:05
決勝 9月29日 15:30

大会記録(GR)      9,18.98

[ 1組] [ 2組]

 1 酒井 雅喜(2) 東信   9,28.17 Q  1 川口 賢人(2) 東信   9,39.58 Q
ｻｶｲ ﾏｻﾖｼ 佐久長聖 ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 佐久長聖

 2 藤木 悠太(2) 東信   9,37.66 Q  2 北原 悠(2) 北信   9,43.82 Q
ﾌｼﾞｷ ﾕｳﾀ 佐久長聖 ｷﾀﾊﾗ ﾕｳ 長野高専

 3 金児 夏希(2) 北信   9,37.70 Q  3 吉川 昇吾(2) 南信   9,45.39 Q
ｶﾈｺ ﾅﾂｷ 長野日大 ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 飯田

 4 玉城 柾人(2) 北信   9,53.96 Q  4 大嵩崎 慧(1) 東信   9,48.16 Q
ﾀﾏｷ ﾏｻﾄ 長野東 ｵｵﾂｷ ｹｲ 上田染谷丘

 5 竹村 一希(2) 南信   9,57.19 Q  5 今滝 春彦(1) 東信   9,57.43 Q
ﾀｹﾑﾗ ｶｽﾞｷ 伊那北 ｲﾏﾀｷ ﾊﾙﾋｺ 上田西

 6 島田 陸(1) 東信  10,07.66 q  6 平澤 賢也(2) 南信  10,06.67 q
ｼﾏﾀﾞ ﾘｸ 丸子修学館 ﾋﾗｻﾜ ｹﾝﾔ 伊那弥生ヶ丘

 7 丸山 和己(2) 北信  10,10.69  7 中村 優希(2) 中信  10,11.93 
ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｷ 須坂東 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 塩尻志学館

 8 島崎 敦也(2) 北信  10,13.59  8 山上 翼(1) 北信  10,19.37 
ｼﾏｻﾞｷ ｱﾂﾔ 飯山北 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾂﾊﾞｻ 長野日大

 9 伊藤 航平(2) 南信  10,24.52  9 大野 力(1) 北信  10,26.07 
ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 諏訪清陵 ｵｵﾉ ﾁｶﾗ 長野日大

10 櫻井 翔平(2) 東信  10,30.33 10 安藤 有史(1) 南信  10,26.63 
ｻｸﾗｲ ｼｮｳﾍｲ 上田西 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼ 飯田風越

11 竹村 僚太(2) 中信  10,34.82 11 植木 康平(1) 中信  10,34.21 
ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 大町北 ｳｴｷ ｺｳﾍｲ 松本深志

12 遠藤 崇弘(2) 中信  10,35.09 12 古谷 樹仁(2) 中信  10,41.88 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 穂高商業 ﾌﾙﾀﾆ ﾐｷﾋﾄ 木曽青峰

13 林 雄一郎(2) 南信  10,42.94 13 矢崎 佑喜(2) 南信  10,51.67 
ﾊﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ 飯田風越 ﾔｻﾞｷ ﾕｳｷ 下諏訪向陽

14 森川 知生(1) 南信  10,47.82 14 若林 和哉(1) 北信  11,15.60 
ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓｷ 伊那弥生ヶ丘 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ 屋代

15 太田 英暁(1) 中信  11,13.21 15 武藤 壮平(1) 中信  11,26.96 
ｵｵﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 松本深志 ﾑﾄｳ ｿｳﾍｲ 穂高商業

16 青木 颯(1) 中信  11,22.71 笹澤 大地(2) 東信
ｱｵｷ ﾊﾔﾃ 木曽青峰 ｻｻｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 丸子修学館

 1 川口 賢人(2) 東信   9,30.81 
ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 佐久長聖

 2 金児 夏希(2) 北信   9,33.25 
ｶﾈｺ ﾅﾂｷ 長野日大

 3 藤木 悠太(2) 東信   9,33.56 
ﾌｼﾞｷ ﾕｳﾀ 佐久長聖

 4 北原 悠(2) 北信   9,37.30 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳ 長野高専

 5 吉川 昇吾(2) 南信   9,39.69 
ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 飯田

 6 竹村 一希(2) 南信   9,43.60 
ﾀｹﾑﾗ ｶｽﾞｷ 伊那北

 7 玉城 柾人(2) 北信   9,48.71 
ﾀﾏｷ ﾏｻﾄ 長野東

 8 大嵩崎 慧(1) 東信   9,56.34 
ｵｵﾂｷ ｹｲ 上田染谷丘

 9 今滝 春彦(1) 東信   9,59.66 
ｲﾏﾀｷ ﾊﾙﾋｺ 上田西

10 島田 陸(1) 東信  10,11.86 
ｼﾏﾀﾞ ﾘｸ 丸子修学館

11 酒井 雅喜(2) 東信  10,16.69 
ｻｶｲ ﾏｻﾖｼ 佐久長聖

12 平澤 賢也(2) 南信  10,23.24 
ﾋﾗｻﾜ ｹﾝﾔ 伊那弥生ヶ丘

所属名

 1669

男子

3000mSC

予選 通過基準  2組  5着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名
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6  1205

記録／備考
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  443
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11

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
12  1663

3  3519

16   567

2  1847

10  1906

6   434

1  1997
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15  1293

4   594

13  2244
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8   179

5  1465
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14  1765
欠場

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
10  1663

1  1281
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3   567

5   425

9  1205
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6  1664

12   434



決勝 9月30日 10:00

大会記録(GR)     21,13.37

 1 高橋 涼太(2) 中信  22,38.86 
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 豊科

 2 阪田 健斗(2) 東信  24,11.44 
ｻｶﾀ ｹﾝﾄ 丸子修学館

 3 栗林 拓矢(2) 中信  25,09.82 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 大町

 4 柳澤 優斗(2) 東信  25,18.06 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 上田東

 5 藤井 直輝(1) 南信  25,39.23 
ﾌｼﾞｲ ﾅｵｷ 東海大三

 6 玉川 智貴(1) 北信  28,09.56 
ﾀﾏｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 須坂

 7 小林 巧(2) 中信  28,20.55 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 松本美須々ヶ丘

 8 上條 冬矢(2) 中信  28,24.49 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｳﾔ 松本県ヶ丘

 9 西沢  祐亮(1) 北信  28,58.93 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 須坂

10 海沼 柊伍(2) 北信  29,05.68 
ｶｲﾇﾏ ｼｭｳｺﾞ 長野吉田

11 上島 哲也(1) 南信  30,11.26 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾃﾂﾔ 上伊那農業

12 牛山 祐人(1) 南信  30,27.98 
ｳｼﾔﾏ ﾕｳﾄ 諏訪二葉

13 渡澤 幸弥(2) 中信  30,28.35 
ﾜﾀｻﾜ ﾕｷﾔ 木曽青峰

14 寺元 一馬(2) 北信  30,35.26 
ﾃﾗﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 長野高専

15 前島 俊(2) 北信  31,02.07 
ﾏｴｼﾞﾏ ｼｭﾝ 長野

16 赤羽 祥紀(1) 中信  31,58.50 
ｱｶﾊﾈ ﾔｽﾕｷ 松本美須々ヶ丘

17 鈴木 雄登(1) 北信  31,58.63 
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 長野吉田

18 井出 龍岳(2) 東信  32,27.20 
ｲﾃﾞ ﾀﾂﾀｶ 北佐久農業

19 竹前 勇貴(1) 北信  33,50.76 
ﾀｹﾏｴ ﾕｳｷ 須坂東

20 新井 達大(1) 北信  34,03.55 
ｱﾗｲ ｻﾄﾙ 須坂
清水 成海(2) 南信
ｼﾐｽﾞ ﾅﾙﾐ 諏訪二葉
原島 怜也(1) 南信
ﾊﾗｼﾏ ﾚｲﾔ 飯田風越
渡島 寛己(2) 中信
ﾜﾀｼﾏ ﾋﾛｷ 松本県ヶ丘
古島 玄平(1) 南信
ﾌﾙｼﾏ ｹﾞﾝﾍﾟｲ 松川

決勝 9月30日 10:00

 1 塩島 亮太(3)  21,43.58 
ｼｵｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 豊科

25  2542

オープン男子

5000mW
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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予選 9月28日 10:00
準決勝 9月28日 15:35
決勝 9月29日 14:55

大会記録(GR)        42.39

[ 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   9 岩村田  1610 中山 翔梧(2)     43.12 Q  1   4 篠ﾉ井  1372 清野 涼介(1)     44.28 Q

ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ ｼﾉﾉｲ ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ
 1618 池田 仁(1)  1365 宮下 仁志(2)

ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ
 1617 柳澤 圭太(1)  1366 村山 彰太(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ
 1616 藤牧 佑希(1)  1373 宮林 紘汰(1)

ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ
 2   2 高遠   378 酒井 弘心(2)     44.51 Q  2   6 松本県ヶ丘  2266 小川 翔平(2)     44.61 Q

ﾀｶﾄｵ ｻｶｲ ｺｳｼﾝ ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ
  379 堺澤 辰弥(2)  2268 小栁 堅一(2)

ｻｶｲｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ
  381 竹村 泰地(1)  2301 関塚 賢悟(1)

ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ ｾｷﾂｶ ｹﾝｺﾞ
  377 小林 英和(2)  2267 抜井 裕介(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ
 3   8 松商学園  2491 岩間 雅英(2)     44.57 Q  3   7 諏訪二葉   140 小河原 智哉(1)     45.16 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ｲﾜﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ｵｶﾞﾜﾗ ﾄﾓﾔ
 2489 宮崎 琢也(2)   137 矢崎 宏一(1)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ
 2500 水島 優(1)   139 野澤 晃太朗(1)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ
 2494 的場 亮太(2)   131 加賀見 一輝(2)

ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ
 4   6 大町  2055 宮坂 僚(1)     44.87 q  4   9 赤穂   481 合津 伊織(1)     45.27 

ｵｵﾏﾁ ﾐﾔｻｶ ﾘｮｳ ｱｶﾎ ｺﾞｳﾂﾞ ｲｵﾘ
 2053 勝野 涼大(1)   480 伊藤 俊平(1)

ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ ｲﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ
 2051 松井 一陽(1)   477 北原 直弥(2)

ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ ｷﾀﾊﾗ ﾅｵﾔ
 2076 鳥屋 健吾(2)   473 山上 大輝(2)

ﾄﾘﾔ ｹﾝｺﾞ ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀﾞｲｷ
 5   7 長野日大  1267 小林 拓矢(2)     44.92 q  5   5 佐久長聖  2805 茂木 康平(1)     45.31 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｸﾔ ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾓﾃｷ ｺｳﾍｲ
 1259 長田 龍貴(1)  2804 相米 健太(1)

ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ ｿｳﾏｲ ｹﾝﾀ
 1275 内山 貴仁(1)  2809 油井 良樹(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ ﾕｲ ﾖｼｷ
 1276 小林 拓実(2)  2801 渡辺 大地(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ
 6   3 長野吉田  1065 渡辺 光孝(2)     45.18  6   2 穂高商業  2109 岡本 悠(1)     45.42 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ ﾎﾀｶｼｮｳｷﾞｮｳ ｵｶﾓﾄ ﾕｳ
 1063 中山 雄太(2)  2106 常盤 大智(2)

ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ
 1064 宮島 克彰(2)  2113 山本 高寛(1)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾂｱｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ
 1072 芋川 駿(1)  2108 小野澤 達也(1)

ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
 7   4 伊那北   422 古河原 凌哉(2)     45.32  7   8 飯山北   825 丸山 拓大(1)     45.55 

ｲﾅｷﾀ ｺｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ ｲｲﾔﾏｷﾀ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ
  400 榎本 康亮(1)   808 青木 夏貴(2)

ｴﾉﾓﾄ ｺｳｽｹ ｱｵｷ ﾅﾂｷ
  424 中原 愼二(2)   817 山崎 良次(2)

ﾅｶﾊﾗ ｼﾝｼﾞ ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ
  428 福與 雅聡(2)   813 栗岩 龍生(2)

ﾌｸﾖ ﾏｻｱｷ ｸﾘｲﾜ ﾘｭｳｾｲ
 8   5 上田西  1911 原 大和(1)     48.15  8   3 小諸  1710 尾本  和弘(2)     46.55 

ｳｴﾀﾞﾆｼ ﾊﾗ ﾔﾏﾄ ｺﾓﾛ ｵﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ
 2787 中畑 宏斗(2)  1708 石森 健太(2)

ﾅｶﾊﾀ ﾋﾛﾄ ｲｼﾓﾘ ｹﾝﾀ
 1910 油井 奨士(1)  1714 佐藤  塁(2)

ﾕｲ ｼｮｳｼﾞ ｻﾄｳ  ﾙｲ
 1908 小美野 暁(2)  1706 小林 颯(1)

ｺﾐﾉ ｱｷﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ

男子

4×100mR

予選 通過基準  4組  3着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 松川   553 丸山 玲央(1)     43.65 Q  1   9 松本深志  2245 清水 勇人(2)     43.40 Q

ﾏﾂｶﾜ ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ
  552 住吉 隼斗(1)  2239 長谷川 寛(2)

ｽﾐﾖｼ ﾊﾔﾄ ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ
  559 塩沢 直樹(2)  2240 若林 颯(2)

ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ
  557 岡田 英希(2)  2247 中野 涼介(1)

ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ
 2   3 塩尻志学館  2001 中村  健(1)     44.88 Q  2   8 諏訪清陵   101 辛山 勇太(1)     44.07 Q

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ ｽﾜｾｲﾘｮｳ ｼﾝﾔﾏ ﾕｳﾀ
 2005 今井 謙人(2)   106 窪田 章吾(1)

ｲﾏｲ ｹﾝﾄ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ
 1993 三村 航輝(1)   128 米久保 一樹(2)

ﾐﾑﾗ ｺｳｷ ﾖﾈｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ
 1994 太田  敦(1)   103 三村 和久(1)

ｵｵﾀ ｱﾂｼ ﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ
 3   9 屋代  1464 戸田 樹(1)     45.17 Q  3   3 長野  1121 吉越 太一朗(1)     44.21 Q

ﾔｼﾛ ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ ﾅｶﾞﾉ ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ
 1443 市川 拓也(2)  1113 鷹野 洋(2)

ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ
 1461 室賀 元晴(1)  1115 正村 太一(2)

ﾑﾛｶﾞ ﾓﾄﾊﾙ ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ
 1439 井坪 優(2)  1118 浅川 優人(1)

ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ
 4   7 木曽青峰  1960 小倉 凱士(2)     45.18  4   7 長野高専  3538  岡村 也寸志(2)     44.88 q

ｷｿｾｲﾎｳ ｵｸﾞﾗ ｶｲﾄ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ｵｶﾑﾗ ﾔｽｼ
 1963 樽沢 絃人(1)  3545 塩原 巧巳(1)

ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ
 1958 大豆 直哉(2)  3546 天野 夏樹(1)

ｵｵﾏﾒ ﾅｵﾔ ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ
 1956 田口 恭平(2)  3524 櫻井 壮一(2)

ﾀｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ ｻｸﾗｲ ｿｳｲﾁ
 5   6 飯田風越   593 宮下 晃輔(2)     45.27  5   4 飯田   571 椚谷 健(1)     45.56 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ ｲｲﾀﾞ ｸﾇｷﾞﾀﾆ ｹﾝ
  592 原田 大輔(2)   562 中島 瑞樹(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ
  617 三石 竜哉(1)   570 川口 純(1)

ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳﾔ ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ
  599 下平 翔也(2)   566 横田 祥一(2)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｮｳﾔ ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ
 6   4 上田  1794 佐藤 匠(1)     45.76  6   6 野沢南  1555 利根川 大貴(1)     46.94 

ｳｴﾀﾞ ｻﾄｳ ﾀｸﾐ ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐ ﾄﾈｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ
 1777 小柳 博雅(2)  1552 市川 尭明(2)

ｵﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾏｻ ｲﾁｶﾜ ﾀｶｱｷ
 1788 塚田 博希(1)  1554 上野 蒼(2)

ﾂｶﾀﾞ ﾋﾛｷ ｳｴﾉ ｱｵｲ
 1781 塚田 健太(2)  1551 甘利 建文(2)

ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀ ｱﾏﾘ ﾀｹﾌﾐ
 7   8 野沢北  1527 細川 大輝(1)     46.70  7   5 松本美須々ヶ丘  2355 小澤 匠(2)     47.43 

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｷ ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ
 1526 三田 隼太郎(2)  2326 忠地 大成(1)

ﾐﾀ ｼｭﾝﾀﾛｳ ﾀﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｾｲ
 1523 伊藤 巧馬(2)  2321 東山 壱成(1)

ｲﾄｳ ﾀｸﾏ ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ
 1525 石井 雄大(1)  2323 青島 圭佑(1)

ｲｼｲ ﾕｳﾀﾞｲ ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ
  5 須坂園芸   2 上田千曲

ｽｻﾞｶｴﾝｹﾞｲ 欠場 ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ 欠場

4×100mR
男子



[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 松本深志  2245 清水 勇人(2)     43.01 Q  1   6 岩村田  1610 中山 翔梧(2)     43.11 Q

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ
 2239 長谷川 寛(2)  1618 池田 仁(1)

ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ
 2240 若林 颯(2)  1617 柳澤 圭太(1)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ
 2247 中野 涼介(1)  1616 藤牧 佑希(1)

ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ
 2   6 松川   553 丸山 玲央(1)     43.67 Q  2   5 篠ﾉ井  1372 清野 涼介(1)     43.44 Q

ﾏﾂｶﾜ ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ ｼﾉﾉｲ ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ
  552 住吉 隼斗(1)  1365 宮下 仁志(2)

ｽﾐﾖｼ ﾊﾔﾄ ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ
  559 塩沢 直樹(2)  1366 村山 彰太(2)

ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ
  557 岡田 英希(2)  1373 宮林 紘汰(1)

ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ
 3   8 松商学園  2491 岩間 雅英(2)     44.03 Q  3   9 長野  1121 吉越 太一朗(1)     44.08 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ｲﾜﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ ﾅｶﾞﾉ ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ
 2489 宮崎 琢也(2)  1113 鷹野 洋(2)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ
 2500 水島 優(1)  1115 正村 太一(2)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ
 2494 的場 亮太(2)  1118 浅川 優人(1)

ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ
 4   5 松本県ヶ丘  2266 小川 翔平(2)     44.16 q  4   8 屋代  1464 戸田 樹(1)     44.42 q

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ ﾔｼﾛ ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ
 2268 小栁 堅一(2)  1443 市川 拓也(2)

ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ
 2301 関塚 賢悟(1)  1461 室賀 元晴(1)

ｾｷﾂｶ ｹﾝｺﾞ ﾑﾛｶﾞ ﾓﾄﾊﾙ
 2267 抜井 裕介(2)  1439 井坪 優(2)

ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ
 5   4 高遠   378 酒井 弘心(2)     44.45  5   3 大町  2055 宮坂 僚(1)     44.44 

ﾀｶﾄｵ ｻｶｲ ｺｳｼﾝ ｵｵﾏﾁ ﾐﾔｻｶ ﾘｮｳ
  379 堺澤 辰弥(2)  2053 勝野 涼大(1)

ｻｶｲｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ
  381 竹村 泰地(1)  2051 松井 一陽(1)

ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ
  377 小林 英和(2)  2076 鳥屋 健吾(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ﾄﾘﾔ ｹﾝｺﾞ
 6   1 長野吉田  1065 渡辺 光孝(2)     45.01  6   4 塩尻志学館  2001 中村  健(1)     44.73 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ
 1063 中山 雄太(2)  2005 今井 謙人(2)

ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ ｲﾏｲ ｹﾝﾄ
 1064 宮島 克彰(2)  1993 三村 航輝(1)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾂｱｷ ﾐﾑﾗ ｺｳｷ
 1072 芋川 駿(1)  1994 太田  敦(1)

ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ ｵｵﾀ ｱﾂｼ
 7   9 諏訪二葉   140 小河原 智哉(1)     45.62  7   2 木曽青峰  1960 小倉 凱士(2)     45.06 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ｵｶﾞﾜﾗ ﾄﾓﾔ ｷｿｾｲﾎｳ ｵｸﾞﾗ ｶｲﾄ
  137 矢崎 宏一(1)  1963 樽沢 絃人(1)

ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ
  139 野澤 晃太朗(1)  1958 大豆 直哉(2)

ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ ｵｵﾏﾒ ﾅｵﾔ
  131 加賀見 一輝(2)  1956 田口 恭平(2)

ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ ﾀｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ
 8   3 長野高専  3538  岡村 也寸志(2)     50.06   7 諏訪清陵   101 辛山 勇太(1)

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ｵｶﾑﾗ ﾔｽｼ ｽﾜｾｲﾘｮｳ ｼﾝﾔﾏ ﾕｳﾀ 棄権
 3545 塩原 巧巳(1)   106 窪田 章吾(1)

ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ
 3546 天野 夏樹(1)   128 米久保 一樹(2)

ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ ﾖﾈｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ
 3524 櫻井 壮一(2)   103 三村 和久(1)

ｻｸﾗｲ ｿｳｲﾁ ﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ
  2 長野日大  1267 小林 拓矢(2)

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｸﾔ 失格
 1259 長田 龍貴(1)

ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ
 1275 内山 貴仁(1)

ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ
 1276 小林 拓実(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ

男子

4×100mR
準決勝 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松本深志  2245 清水 勇人(2)     42.98 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ 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   6 篠ﾉ井  1372 清野 涼介(1)     43.03 

ｼﾉﾉｲ ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ
 1365 宮下 仁志(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ
 1366 村山 彰太(2)

ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ
 1373 宮林 紘汰(1)

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ
 3   7 岩村田  1610 中山 翔梧(2)     43.26 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ
 1618 池田 仁(1)

ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ
 1617 柳澤 圭太(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ
 1616 藤牧 佑希(1)

ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ
 4   9 松商学園  2491 岩間 雅英(2)     44.12 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ｲﾜﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ
 2489 宮崎 琢也(2)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ
 2500 水島 優(1)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 2494 的場 亮太(2)

ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ
 5   8 長野  1121 吉越 太一朗(1)     44.67 

ﾅｶﾞﾉ ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ
 1113 鷹野 洋(2)

ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ
 1115 正村 太一(2)

ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ
 1118 浅川 優人(1)

ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ
 6   3 松本県ヶ丘  2266 小川 翔平(2)     44.85 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ
 2268 小栁 堅一(2)

ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ
 2301 関塚 賢悟(1)

ｾｷﾂｶ ｹﾝｺﾞ
 2267 抜井 裕介(2)

ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ
 7   2 屋代  1441 小山田 充(2)     45.40 

ﾔｼﾛ ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾙ
 1443 市川 拓也(2)

ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ
 1461 室賀 元晴(1)

ﾑﾛｶﾞ ﾓﾄﾊﾙ
 1439 井坪 優(2)

ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ
 8   5 松川   553 丸山 玲央(1)     51.07 

ﾏﾂｶﾜ ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ
  552 住吉 隼斗(1)

ｽﾐﾖｼ ﾊﾔﾄ
  559 塩沢 直樹(2)

ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ
  557 岡田 英希(2)

ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ

男子

4×100mR
決勝



予選 9月29日 16:20
準決勝 9月30日  9:45
決勝 9月30日 15:00

大会記録(GR)      3,20.65

[ 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   9 東海大三    50 手塚 将弥(1)   3,27.57 Q  1   6 松本深志  2239 長谷川 寛(2)   3,28.10 Q

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｻﾝ ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ
   43 奥垣内 将晴(2)  2247 中野 涼介(1)

ｳｸｶﾞｲﾄ ﾏｻﾊﾙ ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ
   42 坂井 和人(1)  2246 小口 智大(1)

ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ
   41 金箱 樹(2)  2240 若林 颯(2)

ｶﾈﾊﾞｺ ﾀﾂｷ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ
 2   2 岩村田  1609 木内 笙太(2)   3,27.98 Q  2   7 長野日大  1259 長田 龍貴(1)   3,30.45 Q

ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｷｳﾁ ｼｮｳﾀ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ
 1610 中山 翔梧(2)  1288 村田 将斗(2)

ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ ﾑﾗﾀ ﾏｻﾄ
 1617 柳澤 圭太(1)  1266 大蔵 健吾(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ ｵｵｸﾗ ｹﾝｺﾞ
 1618 池田 仁(1)  1277 碓井 涼太(1)

ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ ｳｽｲ ﾘｮｳﾀ
 3   8 篠ﾉ井  1366 村山 彰太(2)   3,28.74 Q  3   5 高遠   379 堺澤 辰弥(2)   3,30.53 Q

ｼﾉﾉｲ ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ ﾀｶﾄｵ ｻｶｲｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
 1372 清野 涼介(1)   378 酒井 弘心(2)

ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ ｻｶｲ ｺｳｼﾝ
 1365 宮下 仁志(2)   381 竹村 泰地(1)

ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ
 1368 北村 健太(2)   377 小林 英和(2)

ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ
 4   7 大町  2053 勝野 涼大(1)   3,30.08 q  4   4 佐久長聖  2801 渡辺 大地(2)   3,30.54 q

ｵｵﾏﾁ ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ
 2078 千國 亮(2)  2804 相米 健太(1)

ﾁｸﾆ ﾘｮｳ ｿｳﾏｲ ｹﾝﾀ
 2051 松井 一陽(1)  2810 田村 裕(2)

ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ ﾀﾑﾗ ﾋﾛ
 2084 片桐 夏樹(2)  2805 茂木 康平(1)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾅﾂｷ ﾓﾃｷ ｺｳﾍｲ
 5   3 飯田   563 関島 将人(2)   3,33.93  5   9 伊那北   422 古河原 凌哉(2)   3,32.10 q

ｲｲﾀﾞ ｾｷｼﾞﾏ ﾏｻﾄ ｲﾅｷﾀ ｺｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ
  562 中島 瑞樹(2)   428 福與 雅聡(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ ﾌｸﾖ ﾏｻｱｷ
  571 椚谷 健(1)   405 池上 慶祐(1)

ｸﾇｷﾞﾀﾆ ｹﾝ ｲｹｶﾞﾐ ｹｲｽｹ
  566 横田 祥一(2)   424 中原 愼二(2)

ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ ﾅｶﾊﾗ ｼﾝｼﾞ
 6   5 塩尻志学館  2004 林   悠輔(2)   3,34.02  6   2 松本蟻ヶ崎  2369 小林 航(1)   3,39.83 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ
 2005 今井 謙人(2)  2388 竹内 優斗(2)

ｲﾏｲ ｹﾝﾄ ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ
 1993 三村 航輝(1)  2366 千國 剛史(1)

ﾐﾑﾗ ｺｳｷ ﾁｸﾆ ﾂﾖｼ
 2001 中村  健(1)  2389 尼崎 寛敏(2)

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ ｱﾏｻｷ ﾋﾛﾄｼ
 7   4 丸子修学館  1755 宮下 和也(1)   3,43.11   3 長野吉田

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝ ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾔ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ 欠場
 1752 脇坂 拓馬(1)

ﾜｷｻｶ ﾀｸﾏ
 1762 橋詰 幸孝(2)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｷﾀｶ
 1754 白川 大智(1)

ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ
  6 屋代   8 上田千曲

ﾔｼﾛ 欠場 ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ 欠場

男子

4×400mR

予選 通過基準  4組  3着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 諏訪二葉   137 矢崎 宏一(1)   3,30.45 Q  1   7 松川   554 吉川 涼平(1)   3,28.53 Q

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ ﾏﾂｶﾜ ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ
  131 加賀見 一輝(2)   557 岡田 英希(2)

ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ
 2601 山田 峻暉(1)   553 丸山 玲央(1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｱｷ ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ
  133 仲谷 龍貴(2)   559 塩沢 直樹(2)

ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ
 2   4 上田  1788 塚田 博希(1)   3,34.76 Q  2   8 木曽青峰  1956 田口 恭平(2)   3,29.65 Q

ｳｴﾀﾞ ﾂｶﾀﾞ ﾋﾛｷ ｷｿｾｲﾎｳ ﾀｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ
 1781 塚田 健太(2)  1964 中島 大智(1)

ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀ ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ
 1777 小柳 博雅(2)  1960 小倉 凱士(2)

ｵﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾏｻ ｵｸﾞﾗ ｶｲﾄ
 1782 依田 航太郎(1)  1961 古谷 樹仁(2)

ﾖﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾌﾙﾀﾆ ﾐｷﾋﾄ
 3   7 長野高専  3549 樋口 盛康(1)   3,34.93 Q  3   2 長野  1115 正村 太一(2)   3,30.45 Q

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾋｸﾞﾁ ﾓﾘﾔｽ ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ
 3548 田中 哉太(1)  1113 鷹野 洋(2)

ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ
 3546 天野 夏樹(1)  3107 合津 智裕(1)

ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ ｺﾞｳﾂﾞ ﾄﾓﾋﾛ
 3524 櫻井 壮一(2)  1118 浅川 優人(1)

ｻｸﾗｲ ｿｳｲﾁ ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ
 4   9 長野西  1091 清水 貴史(1)   3,35.37  4   4 松本県ヶ丘  2267 抜井 裕介(2)   3,32.78 q

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ
 3045  伊藤 圭吾(2)  2301 関塚 賢悟(1)

ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ ｾｷﾂｶ ｹﾝｺﾞ
 1107  牛越 光秀(2)  2299 小林 謙太(2)

ｳｼｺｼ ﾐﾂﾋﾃﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ
 3044  流 竜一(2)  2268 小栁 堅一(2)

ﾅｶﾞﾚ ﾘｭｳｲﾁ ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ
 5   8 野沢南  1554 上野 蒼(2)   3,36.46  5   9 飯田風越   592 原田 大輔(2)   3,33.33 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐ ｳｴﾉ ｱｵｲ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂ ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ
 1556 甘利 優太(1)   593 宮下 晃輔(2)

ｱﾏﾘ ﾕｳﾀ ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ
 1553 上野 綾貴(2)   603 溝呂木 一毅(2)

ｳｴﾉ ﾘｮｳﾀ ﾐｿﾞﾛｷﾞ ｶｽﾞｷ
 1552 市川 尭明(2)   599 下平 翔也(2)

ｲﾁｶﾜ ﾀｶｱｷ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｮｳﾔ
 6   5 豊科  2550 太田 真也(1)   3,36.73  6   3 小諸  1708 石森 健太(2)   3,37.34 

ﾄﾖｼﾅ ｵｵﾀ ｼﾝﾔ ｺﾓﾛ ｲｼﾓﾘ ｹﾝﾀ
 2547 藤松 楓季(1)  1713 渡邉 嘉哉(2)

ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾖｼﾔ
 2546 松澤 健太(2)  1703 西澤 弦也(1)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝﾀ ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾔ
 2549 松本 卓也(1)  1706 小林 颯(1)

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ
 7   6 諏訪清陵   124 伊藤 真央(2)   3,41.65  7   6 北部  1037 古川 伸一(2)   3,39.35 

ｽﾜｾｲﾘｮｳ ｲﾄｳ ﾏｵ ﾎｸﾌﾞ ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁ
  128 米久保 一樹(2)  1034 内村 大空(2)

ﾖﾈｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ ｳﾁﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ
  107 井口 大輔(1)  1035 塚原 諒(2)

ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ ﾂｶﾊﾗ ﾘｮｳ
  108 小口 直希(1)  1032 竹内 篤史(2)

ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ
  3 松商学園  2491 岩間 雅英(2)  8   5 野沢北  1525 石井 雄大(1)   3,40.43 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ｲﾜﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ 欠場 ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｲｼｲ ﾕｳﾀﾞｲ
 2489 宮崎 琢也(2)  1521 臼田  悠(2)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ ｳｽﾀﾞ ﾕｳ
 2494 的場 亮太(2)  1524 碓氷 隼也(2)

ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ ｳｽｲ ｼｭﾝﾔ
 2500 水島 優(1)  1527 細川 大輝(1)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｷ

男子

4×400mR



[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 岩村田  1609 木内 笙太(2)   3,25.85 Q  1   7 松川   554 吉川 涼平(1)   3,26.21 Q

ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｷｳﾁ ｼｮｳﾀ ﾏﾂｶﾜ ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ
 1610 中山 翔梧(2)   557 岡田 英希(2)

ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ
 1617 柳澤 圭太(1)   553 丸山 玲央(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ
 1618 池田 仁(1)   559 塩沢 直樹(2)

ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ
 2   9 篠ﾉ井  1375 草野 晃平(1)   3,25.87 Q  2   6 松本深志  2239 長谷川 寛(2)   3,26.25 Q

ｼﾉﾉｲ ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ
 1372 清野 涼介(1)  2247 中野 涼介(1)

ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ
 1376 矢嶋 一樹(1)  2252 遠藤 聡(1)

ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ
 1368 北村 健太(2)  2240 若林 颯(2)

ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ
 3   4 諏訪二葉   137 矢崎 宏一(1)   3,27.33 Q  3   9 長野  1115 正村 太一(2)   3,26.70 Q

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ
 2601 山田 峻暉(1)  1113 鷹野 洋(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｱｷ ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ
  131 加賀見 一輝(2)  1121 吉越 太一朗(1)

ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ
  133 仲谷 龍貴(2)  1118 浅川 優人(1)

ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ
 4   5 東海大三    50 手塚 将弥(1)   3,27.77 q  4   8 高遠   379 堺澤 辰弥(2)   3,28.34 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｻﾝ ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ ﾀｶﾄｵ ｻｶｲｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
   43 奥垣内 将晴(2)   378 酒井 弘心(2)

ｳｸｶﾞｲﾄ ﾏｻﾊﾙ ｻｶｲ ｺｳｼﾝ
   42 坂井 和人(1)   380 中村 麗央(2)

ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ
   41 金箱 樹(2)   377 小林 英和(2)

ｶﾈﾊﾞｺ ﾀﾂｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ
 5   3 大町  2053 勝野 涼大(1)   3,27.86 q  5   5 木曽青峰  1956 田口 恭平(2)   3,30.96 

ｵｵﾏﾁ ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ ｷｿｾｲﾎｳ ﾀｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ
 2078 千國 亮(2)  1964 中島 大智(1)

ﾁｸﾆ ﾘｮｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ
 2051 松井 一陽(1)  1960 小倉 凱士(2)

ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ ｵｸﾞﾗ ｶｲﾄ
 2084 片桐 夏樹(2)  1961 古谷 樹仁(2)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾅﾂｷ ﾌﾙﾀﾆ ﾐｷﾋﾄ
 6   2 松本県ヶ丘  2267 抜井 裕介(2)   3,31.81  6   2 佐久長聖  2801 渡辺 大地(2)   3,32.05 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ
 2301 関塚 賢悟(1)  2804 相米 健太(1)

ｾｷﾂｶ ｹﾝｺﾞ ｿｳﾏｲ ｹﾝﾀ
 2299 小林 謙太(2)  2810 田村 裕(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ ﾀﾑﾗ ﾋﾛ
 2268 小栁 堅一(2)  2805 茂木 康平(1)

ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ ﾓﾃｷ ｺｳﾍｲ
 7   8 長野高専  3549 樋口 盛康(1)   3,34.59  7   4 長野日大  1259 長田 龍貴(1)   3,32.87 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾋｸﾞﾁ ﾓﾘﾔｽ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ
 3546 天野 夏樹(1)  1277 碓井 涼太(1)

ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ ｳｽｲ ﾘｮｳﾀ
 3548 田中 哉太(1)  1266 大蔵 健吾(2)

ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ ｵｵｸﾗ ｹﾝｺﾞ
 3524 櫻井 壮一(2)  1288 村田 将斗(2)

ｻｸﾗｲ ｿｳｲﾁ ﾑﾗﾀ ﾏｻﾄ
 8   6 上田  1788 塚田 博希(1)   3,36.97  8   3 伊那北   422 古河原 凌哉(2)   3,33.93 

ｳｴﾀﾞ ﾂｶﾀﾞ ﾋﾛｷ ｲﾅｷﾀ ｺｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ
 1781 塚田 健太(2)   428 福與 雅聡(2)

ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀ ﾌｸﾖ ﾏｻｱｷ
 1777 小柳 博雅(2)   405 池上 慶祐(1)

ｵﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾏｻ ｲｹｶﾞﾐ ｹｲｽｹ
 1794 佐藤 匠(1)   424 中原 愼二(2)

ｻﾄｳ ﾀｸﾐ ﾅｶﾊﾗ ｼﾝｼﾞ

男子

4×400mR
準決勝 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松川   554 吉川 涼平(1)   3,23.57 

ﾏﾂｶﾜ ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ
  557 岡田 英希(2)

ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ
  553 丸山 玲央(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ
  559 塩沢 直樹(2)

ｼｵｻﾞﾜ ﾅｵｷ
 2   5 岩村田  1609 木内 笙太(2)   3,23.93 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｷｳﾁ ｼｮｳﾀ
 1610 中山 翔梧(2)

ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ
 1617 柳澤 圭太(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ
 1618 池田 仁(1)

ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ
 3   6 篠ﾉ井  1376 矢嶋 一樹(1)   3,24.19 

ｼﾉﾉｲ ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ
 1372 清野 涼介(1)

ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ
 1368 北村 健太(2)

ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ
 1373 宮林 紘汰(1)

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ
 4   9 諏訪二葉   137 矢崎 宏一(1)   3,24.25 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ
  131 加賀見 一輝(2)

ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ
 2601 山田 峻暉(1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｱｷ
  133 仲谷 龍貴(2)

ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ
 5   8 長野  1115 正村 太一(2)   3,24.43 

ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ
 1113 鷹野 洋(2)

ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ
 1121 吉越 太一朗(1)

ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ
 1118 浅川 優人(1)

ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ
 6   7 松本深志  2239 長谷川 寛(2)   3,25.94 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ
 2246 小口 智大(1)

ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ
 2252 遠藤 聡(1)

ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ
 2240 若林 颯(2)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ
 7   3 大町  2053 勝野 涼大(1)   3,28.30 

ｵｵﾏﾁ ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ
 2078 千國 亮(2)

ﾁｸﾆ ﾘｮｳ
 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
  2 東海大三    50 手塚 将弥(1)

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｻﾝ ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ 棄権
   43 奥垣内 将晴(2)

ｳｸｶﾞｲﾄ ﾏｻﾊﾙ
   42 坂井 和人(1)

ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ
   41 金箱 樹(2)

ｶﾈﾊﾞｺ ﾀﾂｷ

男子

4×400mR
決勝



決勝 9月29日 14:00

大会記録(GR)         2.06

芋川 駿(1) 北信
ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ 長野吉田
小木曽 満(2) 中信
ｵｷﾞｿ ﾐﾂﾙ 松商学園
櫻井 壮一(2) 北信
ｻｸﾗｲ ｿｳｲﾁ 長野高専
栁澤 知明(2) 北信
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄﾓｱｷ 長野日大
内山 貴仁(1) 北信
ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 長野日大
遠藤 聡(1) 中信
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 松本深志
船津  洸(1) 中信
ﾌﾅﾂﾞ  ﾋｶﾙ 大町北
上野 航(2) 北信
ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ 長野
吉田 豪郎(1) 北信
ﾖｼﾀﾞ ｺﾞﾛｳ 長野西
塩原 巧巳(1) 北信
ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 長野高専
花岡 智将(2) 東信
ﾊﾅｵｶ ﾄﾓﾏｻ 上田千曲
尾畑 元佳(2) 南信
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾄﾖｼ 飯田工業
川口 純(1) 南信
ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 飯田
松尾 幸治朗(2) 中信
ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞﾛｳ 松本県ヶ丘
本山 翔(1) 南信
ﾓﾄﾔﾏ ｼｮｳ 諏訪実
中島 亘(2) 南信
ﾅｶｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ 伊那北
藤澤 将人(2) 南信
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 高遠
高橋 智哉(1) 南信
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 諏訪実
新井 耕元(1) 北信
ｱﾗｲ ｺｳｹﾞﾝ 須坂
中村 麗央(2) 南信 記録なし
ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ 高遠
忠地 大成(1) 中信 記録なし
ﾀﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｾｲ 松本美須々ヶ丘
二木 和輝(1) 中信 記録なし
ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ 田川
鷲澤  遼(1) 中信 記録なし
ﾜｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ 大町北
那須野 優人(2) 南信 記録なし
ﾅｽﾉ ﾕｳﾄ 駒ヶ根工業
宮澤 将(2) 中信 欠場
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾙ 松商学園
飯島 勇矢(1) 東信 欠場
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 上田千曲

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m75 1m80 備考1m65 1m70 1m85 1m88 1m91 1m94 1m97
1 25  1072

- - O O O O O O XXX  1.94

2 26  2475
- - O XO O O XX/  1.88

3 21  3524
- O O O XO XXX  1.85

4 17  1268
- O O XO XO XXX  1.85

5 8  1275
- - O O XXX  1.80

5 22  2252
- - O O XXX  1.80

7 18  2046
O O O XO XXX  1.80

8 5  1116
- XO O XXO XXX  1.80

9 11  1096
O O XO XXX  1.75

10 14  3545
- O XXO XXX  1.75

10 23  1876
O O XXO XXX  1.75

10 24   624
- O XXO XXX  1.75

13 7   570
XO XO XXX  1.70

13 15  2269
XO XO XXX  1.70

15 4    80
O XXX  1.65

15 10   429
O XXX  1.65

15 16   375
O XXX  1.65

15 20    81
O XXX  1.65

19 2  1002
XO XXX  1.65

1   380
XXX

3  2326
XXX

6  2189
XXX

9  2044
XXX

13   511
XXX

12  2469

19  1878



決勝 9月29日 10:00

大会記録(GR)         4.50

加賀見 一輝(2) 南信
ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ 諏訪二葉
酒井 弘心(2) 南信
ｻｶｲ ｺｳｼﾝ 高遠
倉橋 由宇(2) 南信
ｸﾗﾊｼ ﾕｳ 諏訪清陵
工藤 大樹(1) 北信
ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 長野工業
合津 伊織(1) 南信
ｺﾞｳﾂﾞ ｲｵﾘ 赤穂
松澤 快哉(1) 南信
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｲﾔ 赤穂
須田 智裕(2) 北信
ｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 長野工業
畑山 亮太(1) 北信
ﾊﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 長野工業
芝 建樹(1) 北信
ｼﾊﾞ ﾀﾂｷ 篠ﾉ井
竹折 優太(1) 南信 記録なし
ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ 飯田風越
今井 憲暢(2) 中信 欠場
ｲﾏｲ ｶｽﾞﾏｻ 田川
青柳 優馬(2) 中信 欠場
ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳﾏ 田川
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決勝 9月28日 13:30

大会記録(GR)         7.38

宮崎 琢也(2) 中信   6.74   6.85    X   7.01    X   7.10    7.10 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ 松商学園   +1.5   +0.9   +2.5   +1.6    +1.6
窪田 章吾(1) 南信   6.81   6.78   6.52    X   6.77   6.70    6.81 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 諏訪清陵   +1.9   +3.2   +1.3   +0.8   +0.6    +1.9
中野 涼介(1) 中信   6.53   6.79    -    -   6.22    X    6.79 
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 松本深志   +1.5   +1.6   +1.1    +1.6
竹内 篤史(2) 北信   6.55   6.59   6.30   6.51   6.49   6.31    6.59 
ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ 北部   +1.2   +1.6   +2.5   +0.8   +1.8   +0.7    +1.6
青木 夏貴(2) 北信   6.42   6.12   6.58   6.39   6.35    X    6.58 
ｱｵｷ ﾅﾂｷ 飯山北   +1.6   +0.4   +1.7   +1.1   +1.4    +1.7
中島 諒(2) 南信   6.37   6.34   6.38   6.29   6.54    X    6.54 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 赤穂   +1.3   +0.9   +2.8   +1.5   +0.8    +0.8
竹内 祥太郎(1) 東信   6.38   6.27   6.05   6.03   6.06   6.02    6.38 
ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 岩村田   +2.8   +1.0   +1.8   +1.2   +0.7   +1.7    +2.8
米久保 一樹(2) 南信   3.82   6.28    X   6.07    X   6.04    6.28 
ﾖﾈｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ 諏訪清陵   +1.0   +2.5   +1.5   +1.7    +2.5
山本 翔太(2) 北信   6.26   6.11    X    6.26 
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 須坂   +0.7   +2.0    +0.7
小野澤 達也(1) 中信    X    X   6.16    6.16 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 穂高商業   +0.6    +0.6
内山 貴仁(1) 北信   6.03   6.09   6.15    6.15 
ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 長野日大   +1.4   +1.6   +1.3    +1.3
原田 大輔(2) 南信   5.87   5.93   6.12    6.12 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 飯田風越   +1.7   +1.8    0.0     0.0
櫻井 壮一(2) 北信   6.07   5.88   5.94    6.07 
ｻｸﾗｲ ｿｳｲﾁ 長野高専   +1.3   +2.9   +1.8    +1.3
大豆 直哉(2) 中信    X   6.05   5.85    6.05 
ｵｵﾏﾒ ﾅｵﾔ 木曽青峰   +1.7   +1.3    +1.7
樽沢 絃人(1) 中信    X    X   6.05    6.05 
ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 木曽青峰   +2.3    +2.3
中島 宋一郎(1) 北信   5.98    X   5.96    5.98 
ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 中野立志館   +3.1   +2.3    +3.1
山上 大輝(2) 南信   5.76   5.84   5.97    5.97 
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀﾞｲｷ 赤穂   +1.4   +2.2   +1.5    +1.5
今井 憲暢(2) 中信    X    X   5.79    5.79 
ｲﾏｲ ｶｽﾞﾏｻ 田川   +2.3    +2.3
三石 竜哉(1) 南信   5.78   5.56   5.15    5.78 
ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳﾔ 飯田風越   +3.3   +3.0   +2.6    +3.3
中村 直正(1) 北信   5.69   5.52   5.60    5.69 
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾏｻ 中野立志館   +3.2   +1.8   +1.9    +3.2
辛山 勇太(1) 南信   5.68    X    X    5.68 
ｼﾝﾔﾏ ﾕｳﾀ 諏訪清陵   +2.0    +2.0
藤澤 将人(2) 南信   5.53   5.54   5.52    5.54 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 高遠   +1.5   +2.1   +1.3    +2.1
山崎 大輝(1) 中信   5.52    X   5.51    5.52 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 松本深志   +1.3   +1.9    +1.3
柳澤 圭太(1) 東信   4.89   5.45   5.30    5.45 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ 岩村田   +0.6   +1.5   +0.7    +1.5
渡辺 大地(2) 東信    X   5.38    -    5.38 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 佐久長聖   +0.5    +0.5
尾本  和弘(2) 東信   5.29   4.98   4.97    5.29 
ｵﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 小諸   +2.3   +2.0   +1.8    +2.3
白川 大智(1) 東信   5.25   5.27   5.05    5.27 
ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 丸子修学館   +1.8   +2.1   +0.7    +2.1
富永 智(1) 東信    X    X    X 記録なし
ﾄﾐﾅｶﾞ ｻﾄｼ 小諸商業
抜井 裕介(2) 中信 欠場
ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘
小林 和磨(2) 東信 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 東御清翔
上野 航(2) 北信 欠場
ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ 長野

男子

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 28  2489

-5-

2 31   106

3 24  2247

4 29  1032

5 21   808

6 27   474

7 30  1619

8 23   128

9 25   990

10 20  2108

11 13  1275

12 19   592

13 5  3524

14 16  1958

15 4  1963

16 9   903

17 15   473

18 1  2181

19 7   617

20 2   886

21 3   101

22 11   375

23 12  2251

24 18  1617

25 26  2801

26 6  1710

27 14  1754

22  1726

17  1116

8  2267

10  1745



決勝 9月30日 11:30

大会記録(GR)        14.89

竹内 篤史(2) 北信  13.75  13.55  13.74  13.65  13.88  14.17   14.17 
ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ 北部   +1.2   -1.0   +0.4   +1.5   +2.2   +2.0    +2.0
青木 夏貴(2) 北信  12.68  12.21  12.32  12.81  12.85  13.28   13.28 
ｱｵｷ ﾅﾂｷ 飯山北   -0.8   -0.4    0.0   +0.3   +0.5   +1.1    +1.1
中島 諒(2) 南信  12.63  13.00  13.13  12.92  12.48  13.02   13.13 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 赤穂   +1.4   -1.2   +0.8   -0.2   +1.0   +1.2    +0.8
藤牧 佑希(1) 東信  11.62  12.70  12.67  12.85  12.91  13.10   13.10 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ 岩村田   +0.9   -0.4   -1.0    0.0   +0.3   +0.9    +0.9
櫻井 壮一(2) 北信  13.03  12.90  12.74  12.47  12.21  13.04   13.04 
ｻｸﾗｲ ｿｳｲﾁ 長野高専   -0.2   +2.0   +0.1   +1.7   +0.9   +1.1    +1.1
栁澤 知明(2) 北信  12.41  12.57  11.77  12.44  12.73    X   12.73 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄﾓｱｷ 長野日大   +0.2   +1.2   -1.4   +1.6   -0.4    -0.4
山崎 大輝(1) 中信    X  12.43  12.44  12.39  12.16  12.11   12.44 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 松本深志   -0.4   +0.4   +0.7   +0.1   +0.9    +0.4
中島 亘(2) 南信  12.39  12.04  11.54  12.30  11.76  12.43   12.43 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ 伊那北   +1.1   -0.8   +0.4   -0.1   +0.1   +1.5    +1.5
山上 大輝(2) 南信  11.65  12.06  11.65   12.06 
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾀﾞｲｷ 赤穂   -1.3   +1.7   +0.1    +1.7
田中 哉太(1) 北信  11.90  11.72    X   11.90 
ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ 長野高専   +0.9   +0.7    +0.9
小池 亮太(1) 北信    X  11.89  11.73   11.89 
ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ 須坂   +0.7   +0.9    +0.7
竹内 祥太郎(1) 東信    X  11.66  11.37   11.66 
ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 岩村田   -0.1   +1.2    -0.1
村瀬 直希(1) 中信  11.20  11.65    X   11.65 
ﾑﾗｾ ﾅｵｷ 松本美須々ヶ丘   -0.9   -0.8    -0.8
富永 智(1) 東信  11.63    X    X   11.63 
ﾄﾐﾅｶﾞ ｻﾄｼ 小諸商業   +0.5    +0.5
甘利 建文(2) 東信  11.30  11.59  11.41   11.59 
ｱﾏﾘ ﾀｹﾌﾐ 野沢南   -1.1   +1.2   +0.2    +1.2
藤澤 将人(2) 南信  11.31    X    X   11.31 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 高遠   +0.2    +0.2
中村 直正(1) 北信    X  11.25    X   11.25 
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾏｻ 中野立志館   +0.6    +0.6
中澤 正人(1) 中信    X  11.23  11.17   11.23 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 梓川   +1.4    0.0    +1.4
今井 憲暢(2) 中信 欠場
ｲﾏｲ ｶｽﾞﾏｻ 田川
小林 篤記(2) 中信 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ 大町北
渡辺 大地(2) 東信 欠場
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 佐久長聖
那須野 優人(2) 南信    X    X    X 記録なし
ﾅｽﾉ ﾕｳﾄ 駒ヶ根工業
竹折 優太(1) 南信    X    X    X 記録なし
ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ 飯田風越
石井 雄大(1) 東信    X    X    X 記録なし
ｲｼｲ ﾕｳﾀﾞｲ 野沢北
米久保 一樹(2) 南信    X    X    X 記録なし
ﾖﾈｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ 諏訪清陵
尾畑 元佳(2) 南信    X    X    X 記録なし
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾄﾖｼ 飯田工業
奥原 隼太(1) 中信    X    X    X 記録なし
ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 松商学園
山本 翔太(2) 北信    X    X    X 記録なし
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 須坂

決勝 9月30日 11:30

中山 昂平(3)  15.02  14.74    X   15.02 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾍｲ 上田東   +2.3    0.0    +2.3

1 29  1825
-3- -4- -5-所属名 -1- -2- -6- 記録 備考

オープン男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

21  2466

22   990

11   128

19   624

4   597

8  1525

24  2801

2   511

5  2181

13  2040

17 1   886

18 9  2155

15 16  1551

16 7   375

13 17  2328

14 12  1726

11 6  1001

12 20  1619

9 15   473

10 3  3548

7 25  2251

8 23   429

5 14  3524

6 10  1268

3 27   474

4 28  1616

1 26  1032
-5-

2 18   808

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 9月29日  9:30

大会記録(GR)        13.87

飯田 謙治(2) 中信
ｲｲﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 松商学園
武田 涼介(2) 北信
ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 中野立志館
上條 哲矢(2) 中信
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀﾂﾔ 木曽青峰
坂田 晃有(1) 北信
ｻｶﾀ ｺｳｽｹ 中野立志館
山本 大(2) 中信
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲ 松商学園
林 滉介(1) 南信
ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 上伊那農業
上倉 寿史(1) 北信
ｶﾐｸﾗ ﾋｻｼ 飯山北
早川 謙哉(2) 南信
ﾊﾔｶﾜ ｹﾝﾔ 上伊那農業
橋詰 幸孝(2) 東信
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｷﾀｶ 丸子修学館
勝野 涼大(1) 中信
ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ 大町
小林 勇太(2) 南信
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 阿南
小林 拓矢(2) 北信
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｸﾔ 長野日大
相澤 元紀(2) 中信
ｱｲｻﾞﾜ ﾓﾄｷ 大町
田口 恭平(2) 中信
ﾀｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 木曽青峰
瀬戸 竜紀(1) 南信
ｾﾄ ﾘｭｳｷ 茅野
 岡村 也寸志(2) 北信
ｵｶﾑﾗ ﾔｽｼ 長野高専
金子  仁(2) 南信
ｶﾈｺ  ｼﾞﾝ 岡谷工業
上條 文汰(2) 中信
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾌﾞﾝﾀ 梓川
堀尾 元貴(2) 北信
ﾎﾘｵ ｹﾞﾝｷ 須坂
白鳥 颯太郎(2) 北信
ｼﾛﾄﾘ ｿｳﾀﾛｳ 長野高専
矢ヶ崎 奨(2) 東信
ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ 上田東
松野 翔悟(1) 東信
ﾏﾂﾉ ｼｮｳｺﾞ 小諸
片倉 一穂(1) 南信
ｶﾀｸﾗ ｶｽﾞﾎ 上伊那農業
畑 宏征(2) 中信
ﾊﾀ ｺｳｾｲ 松本県ヶ丘
今井 宣浩(2) 東信
ｲﾏｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 丸子修学館
岡田 稜太(1) 南信
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 松川
小山 隼人(1) 東信
ｺﾔﾏ ﾊﾔﾄ 上田東
山本 歩(1) 北信
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾑ 飯山北
鈴木 翔太(1) 東信
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 岩村田
小美野 暁(2) 東信
ｺﾐﾉ ｱｷﾗ 上田西
寺澤 亮祐(1) 東信
ﾃﾗｻﾜ ﾘｮｳｽｹ 上田染谷丘
重盛 文宏(1) 南信 欠場
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 駒ヶ根工業

男子

砲丸投(6.0kg)

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 31  2490

12.13   X 12.22 12.69 13.05   X  13.05 

2 26   899
11.08 11.57 11.09 11.11 11.57 11.66  11.66 

3 27  1957
10.17 11.28 11.59 11.00 10.81   X  11.59 

4 30   884
11.09 11.45 11.33 10.94 11.43 11.57  11.57 

5 11  2492
11.02   X 11.22 11.38 11.00 10.89  11.38 

6 32   365
10.79 10.80 11.21 10.80 10.87  9.65  11.21 

7 18   820
10.50 10.87 11.00 10.81 10.93   X  11.00 

8 28   354
10.38   X 10.06 10.66 10.72 10.67  10.72 

9 29  1762
  X 10.01 10.34  10.34 

10 19  2053
 9.13  9.27 10.23  10.23 

11 20   770
 9.75 10.19   X  10.19 

12 22  1267
 9.80  9.77 10.06  10.06 

13 15  2082
 9.93  9.28 10.05  10.05 

14 23  1956
 9.67 10.05  9.50  10.05 

15 12    23
 8.66  8.80  9.99   9.99 

29 9  1605
 8.25  7.93 7.88   8.25 

16 14  3538
 9.79  9.57   X   9.79 

17 24   268
 9.25  9.17  9.74   9.74 

18 3  2174
 8.22  9.69  9.13   9.69 

19 10   987
 9.64  9.65  9.65   9.65 

20 6  3541
 9.44  9.57   X   9.57 

21 25  1796
 8.97  9.41  9.51   9.51 

22 21  1705
 9.24  9.11  8.80   9.24 

23 4   363
 8.99  9.22  9.01   9.22 

24 7  2284
 8.86  8.84  8.50   8.86 

25 17  1750
 8.61  8.26  8.71   8.71 

26 8   539
  X   X  8.63   8.63 

27 13  1799
 8.52  8.45  8.11   8.52 

28 2   826
 8.35  8.18  8.25   8.35 

30 5  1908
 7.90  7.97  7.95   7.97 

31 1  1852
  X  7.66  7.19

16   516

  7.66 



決勝 9月30日  9:30

大会記録(GR )       38.12

岡村 也寸志(2) 北信
ｵｶﾑﾗ ﾔｽｼ 長野高専
飯田 謙治(2) 中信
ｲｲﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 松商学園
中宮 涼太(2) 北信
ﾅｶﾐﾔ ﾘｮｳﾀ 長野商業
大庭 直也(1) 北信
ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾔ 飯山北
松尾 幸治朗(2) 中信
ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞﾛｳ 松本県ヶ丘
矢ヶ崎 奨(2) 東信
ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ 上田東
唐澤 航介(2) 東信
ｶﾗｻﾜ ｺｳｽｹ 上田千曲
坂田 晃有(1) 北信
ｻｶﾀ ｺｳｽｹ 中野立志館
丸山 貴由人(1) 中信
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾕﾄ 松商学園
常田 和也(2) 北信
ﾄｷﾀ ｶｽﾞﾔ 須坂園芸
小林 勇太(2) 南信
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 阿南
山本 大(2) 中信
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲ 松商学園
佐藤  塁(2) 東信
ｻﾄｳ  ﾙｲ 小諸
上條 文汰(2) 中信
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾌﾞﾝﾀ 梓川
橋爪 彼方(2) 南信
ﾊｼﾂﾞﾒ ｶﾅﾀ 赤穂
小林 拓矢(2) 北信
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｸﾔ 長野日大
古川 伸一(2) 北信
ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁ 北部
所澤 慎(2) 南信
ｼｮｻﾞﾜ ｼﾝ 飯田工業
柴芝 健介(1) 東信
ｼｼﾊﾞ ｹﾝｽｹ 上田染谷丘
小山 隼人(1) 東信
ｺﾔﾏ ﾊﾔﾄ 上田東
重盛 文宏(1) 南信
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 駒ヶ根工業
今井 宣浩(2) 東信
ｲﾏｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 丸子修学館
片桐 康熙(2) 北信
ｶﾀｷﾞﾘ ｺｳｷ 飯山北
岡田 稜太(1) 南信
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 松川
畑 宏征(2) 中信
ﾊﾀ ｺｳｾｲ 松本県ヶ丘
寺澤 亮祐(1) 東信
ﾃﾗｻﾜ ﾘｮｳｽｹ 上田染谷丘
山田 大稀(2) 南信
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 下諏訪向陽
落合 恒輝(1) 南信
ｵﾁｱｲ ｺｳｷ 上伊那農業
大日方 建(2) 中信
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾀｹﾙ 大町
早川 謙哉(2) 南信
ﾊﾔｶﾜ ｹﾝﾔ 上伊那農業
高橋 正行(1) 東信
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 岩村田
手塚 裕太(2) 中信 欠場
ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 池田工業

男子

円盤投(1.75kg)      

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 32  3538

31.23 32.28 33.08   X   X   X  33.08 

2 29  2490
31.39 31.40   X   X 32.74 32.11  32.74 

3 24  1134
30.46 30.27 30.42 29.30 31.20   X  31.20 

4 28   818
27.21 27.00 29.05 29.30 30.27 29.89  30.27 

5 21  2269
  X 27.79 28.80 28.62   X 30.19  30.19 

6 31  1796
26.62 28.93 28.68   X 27.40 29.60  29.60 

7 23  1874
28.26 28.49 28.89   X 28.32   X  28.89 

8 16   884
  X 26.16 28.50   X   X   X  28.50 

9 9  2468
26.09 22.64 28.23  28.23 

10 4  3067
27.83   X 23.73  27.83 

11 2   770
25.92 27.51 25.40  27.51 

12 13  2492
27.51 24.48 25.73  27.51 

13 27  1714
26.53 27.18 23.28  27.18 

14 25  2174
26.72 26.70 21.04  26.72 

15 30   476
26.64   X   X  26.64 

16 8  1267
26.60 26.08 25.57  26.60 

17 12  1037
  X 24.28 26.58  26.58 

18 26   621
25.02 26.48 25.53  26.48 

19 15  1848
26.45   X 25.79  26.45 

20 19  1799
26.23 25.01 18.63  26.23 

21 6   516
23.30 22.69 26.21  26.21 

22 11  1750
24.64 25.27 25.81  25.81 

23 20   810
22.15 24.50 25.68  25.68 

24 14   539
21.81 19.42 24.91  24.91 

25 1  2284
23.32 20.45 24.52  24.52 

26 3  1852
  X 23.36 22.72  23.36 

27 10   180
22.82 21.30 19.87  22.82 

28 22   333
  X 22.63 22.69  22.69 

29 5  2083
22.41 20.98   X  22.41 

30 18   354
  X   X 22.25  22.25 

31 7  1606
21.11 20.26 21.61

17  2086

 21.61 



決勝 9月28日 10:00

大会記録(GR)        47.70

上條 文汰(2) 中信 大会新
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾌﾞﾝﾀ 梓川
常田 和也(2) 北信
ﾄｷﾀ ｶｽﾞﾔ 須坂園芸
堀尾 元貴(2) 北信
ﾎﾘｵ ｹﾞﾝｷ 須坂
今井 宣浩(2) 東信
ｲﾏｲ ﾉﾌﾞﾋﾛ 丸子修学館
橋詰 幸孝(2) 東信
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｷﾀｶ 丸子修学館
森島 丈(1) 中信
ﾓﾘｼﾏ ｼﾞｮｳ 梓川
山本 歩(1) 北信
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾑ 飯山北
鈴木 翔太(1) 東信
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 岩村田
降旗 佑宇(2) 中信
ﾌﾘﾊﾀ ﾕｳ 松本美須々ヶ丘
落合 恒輝(1) 南信
ｵﾁｱｲ ｺｳｷ 上伊那農業
畑 宏征(2) 中信
ﾊﾀ ｺｳｾｲ 松本県ヶ丘
小林 勇太(2) 南信
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 阿南
石崎 智裕(1) 中信
ｲｼｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 松本深志
安部 太祐(2) 中信
ｱﾝﾍﾞ ﾀｲｽｹ 大町北
佐原 涼太(1) 中信
ｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 梓川
岡田 稜太(1) 南信
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 松川
上倉 寿史(1) 北信
ｶﾐｸﾗ ﾋｻｼ 飯山北
土田 宜典(2) 東信
ﾂﾁﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 岩村田
寺澤 亮祐(1) 東信
ﾃﾗｻﾜ ﾘｮｳｽｹ 上田染谷丘
有賀 和樹(1) 南信
ｱﾙｶﾞ ｶｽﾞｷ 上伊那農業
柴芝 健介(1) 東信
ｼｼﾊﾞ ｹﾝｽｹ 上田染谷丘
佐藤 勇樹(2) 東信
ｻﾄｳ ﾕｳｷ 東御清翔
片倉 一穂(1) 南信
ｶﾀｸﾗ ｶｽﾞﾎ 上伊那農業
徳永 勇(1) 北信
ﾄｸﾅｶﾞ ｲｻﾑ 北部
白鳥 颯太郎(2) 北信
ｼﾛﾄﾘ ｿｳﾀﾛｳ 長野高専
片桐 康熙(2) 北信
ｶﾀｷﾞﾘ ｺｳｷ 飯山北
下平 翔也(2) 南信 欠場
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｮｳﾔ 飯田風越
坂田 晃有(1) 北信 欠場
ｻｶﾀ ｺｳｽｹ 中野立志館

男子

ハンマー投(6.0kg)

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  2174

  X 45.23   X   X 44.95 47.71  47.71 

2 27  3067
  X 46.62 44.52   X   X   X  46.62 

3 23   987
39.46 41.12 41.46 40.41   X 40.84  41.46 

4 25  1750
40.85 39.70   X 40.17 38.47 40.61  40.85 

5 21  1762
  X   X 33.79 37.19   X   X  37.19 

6 24  2159
31.18 31.94 31.33 33.70 33.39 32.26  33.70 

7 15   826
  X   X 32.73 32.27 31.15 26.53  32.73 

8 17  1605
  X 31.17   X   X   X   X  31.17 

9 20  2358
  X   X 30.48  30.48 

10 22   333
27.87   X 29.01  29.01 

11 16  2284
  X 27.72 28.85  28.85 

12 26   770
  X   X 25.74  25.74 

13 12  2249
  X 24.77 23.55  24.77 

14 4  2048
  X 23.22 21.11  23.22 

15 8  2156
19.82 22.41 21.36  22.41 

16 18   539
  X   X 22.21  22.21 

17 7   820
21.82 21.81 20.66  21.82 

18 9  1608
21.37 17.43 19.82  21.37 

19 2  1852
21.10 18.02   X  21.10 

20 14   370
19.64 18.59 18.01  19.64 

21 5  1848
19.31 18.99 19.52  19.52 

22 13  1731
16.67 18.87 17.30  18.87 

23 10   363
17.69 12.63 16.44  17.69 

24 3  1039
17.14 17.35 16.49  17.35 

1  3541
  X   X   X 記録なし

19   810
  X   X   X 記録なし

6   599

11   884



決勝 9月28日 12:40

大会記録(GR)        58.74

矢ヶ崎 奨(2) 東信
ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ 上田東
栗林 篤(2) 北信
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ 屋代
大和 史明(1) 北信
ﾔﾏﾄ ﾌﾐｱｷ 長野日大
飯森 大貴(1) 北信
ｲｲﾓﾘ ﾀｲｷ 長野ろう
大和 弘典(2) 北信
ﾔﾏﾄ ﾋﾛﾉﾘ 長野日大
木藤 幸希(2) 中信
ｷﾄｳ ﾖｼｷ 松商学園
中宮 涼太(2) 北信
ﾅｶﾐﾔ ﾘｮｳﾀ 長野商業
小澤 匠(2) 中信
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 松本美須々ヶ丘
 岡村 也寸志(2) 北信
ｵｶﾑﾗ ﾔｽｼ 長野高専
橋詰 幸孝(2) 東信
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｷﾀｶ 丸子修学館
小川 健太(1) 中信
ｵｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 木曽青峰
松尾 幸治朗(2) 中信
ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞﾛｳ 松本県ヶ丘
佐藤  塁(2) 東信
ｻﾄｳ  ﾙｲ 小諸
大庭 直也(1) 北信
ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾔ 飯山北
小山 隼人(1) 東信
ｺﾔﾏ ﾊﾔﾄ 上田東
川舩 惇弘(1) 中信
ｶﾜﾌﾈ ｱﾂﾋﾛ 梓川
丸山 徹(1) 南信
ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 辰野
渡辺 光孝(2) 北信
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ 長野吉田
富永 智(1) 東信
ﾄﾐﾅｶﾞ ｻﾄｼ 小諸商業
早川 謙哉(2) 南信
ﾊﾔｶﾜ ｹﾝﾔ 上伊那農業
林 滉介(1) 南信
ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 上伊那農業
有賀 和樹(1) 南信
ｱﾙｶﾞ ｶｽﾞｷ 上伊那農業
田口 恭平(2) 中信
ﾀｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 木曽青峰
金子  仁(2) 南信
ｶﾈｺ  ｼﾞﾝ 岡谷工業
古畑 翼(1) 中信
ﾌﾙﾊﾀ ﾂﾊﾞｻ 木曽青峰
涌井 胤宜(1) 南信
ﾜｸｲ ｶｽﾞｷ 下伊那農業
大井 友尋(1) 東信
ｵｵｲ ﾄﾓﾋﾛ 北佐久農業
油井 良樹(2) 東信
ﾕｲ ﾖｼｷ 佐久長聖
岡本 悠(1) 中信
ｵｶﾓﾄ ﾕｳ 穂高商業
北島 拓(1) 東信
ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｸ 佐久長聖
所澤 慎(2) 南信
ｼｮｻﾞﾜ ｼﾝ 飯田工業
住吉 隼斗(1) 南信 欠場
ｽﾐﾖｼ ﾊﾔﾄ 松川

 25.86 

22   552

 28.51 

31 10   621
  X   X 25.86

 31.34 

30 4  2802
28.49   X 28.51

 31.89 

29 5  2109
31.34   X   X

 33.05 

28 12  2809
31.89 31.31   X

 35.95 

27 8  1622
27.69 23.61 33.05

 36.73 

26 30   690
33.01 31.17 35.95

 37.55 

25 1  1966
33.84   X 36.73

 38.65 

24 6   268
37.55 34.50 33.28

 39.54 

23 13  1956
36.80 38.65 38.42

 39.84 

22 14   370
39.18 39.54   X

 40.34 

21 18   365
36.65 38.59 39.84

 41.01 

20 26   354
38.27 40.04 40.34

 41.55 

19 16  1726
41.01 40.26   -

 41.61 

18 3  1065
41.55 36.59 36.48

 41.90 

17 2   296
39.59 41.61 40.37

 42.27 

16 17  2158
41.90 33.10 37.58

 42.29 

15 24  1799
42.27 40.34 39.74

 42.93 

14 7   818
  X 38.75 42.29

 43.52 

13 20  1714
42.93 42.21 42.22

 44.41 

12 9  2269
39.28 43.52 38.59

 44.75 

11 21  1970
42.18 44.41 40.32

 45.37 

10 28  1762
44.75 40.32 36.45

41.94 41.83 41.32  46.28 

9 15  3538
45.37 43.66 42.57

46.72   X 46.71  47.15 

8 25  2355
46.28 45.14 43.98

46.16 46.69 46.40  47.85 

7 11  1134
46.89 47.15 46.84

46.64 49.21 50.48  50.87 

6 29  2496
47.85 47.43 42.66

38.28 51.40   X  51.40 

5 23  1260
45.94 43.14 50.87

49.26   X 51.14  51.42 

4 19  1328
51.22   X 45.63

52.57 54.18 54.14  54.18 

3 27  1254
  X 51.42 49.61

50.88 54.25 56.09  56.09 

2 31  1444
51.08 45.79 50.44

1 32  1796
53.33 53.13 50.56

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

やり投(800g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月28日 10:45

大会記録(GR)         4639

岡田 英希(2) 南信 大会新
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 松川
市川 拓也(2) 北信
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 屋代
古河原 凌哉(2) 南信
ｺｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 伊那北
重盛 文宏(1) 南信
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 駒ヶ根工業
草野 晃平(1) 北信
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井
篠田 匡史(2) 南信
ｼﾉﾀ ﾏｻｼﾞ 松川
大野 聡士(1) 南信
ｵｵﾉ ｻﾄｼ 松川
北村 翔太(1) 北信
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 長野工業
福與 雅聡(2) 南信
ﾌｸﾖ ﾏｻｱｷ 伊那北
大久保 達弥(1) 中信
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 松本深志
桜井 滉治(1) 東信
ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 岩村田
佐藤  塁(2) 東信
ｻﾄｳ  ﾙｲ 小諸
白川 大智(1) 東信
ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 丸子修学館
長島 均(1) 北信
ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 長野
尾本  和弘(2) 東信
ｵﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 小諸
西澤 弦也(1) 東信
ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾔ 小諸
丸山 拓大(1) 北信
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北
根津 大輝(1) 北信 途中棄権
ﾈﾂ ﾀﾞｲｷ 長野吉田
飯島 勇矢(1) 東信 欠場
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 上田千曲

 1878

17   825
  3148

 1086

15  1710
  3250

16  1703
  3182

13  1754
  3413

14  3108
  3373

11  1620
  3771

12  1714
  3483

9   428
  3896

10  2253
  3838

7   537
  3924

8  1153
  3908

5  1375
  4088

6   556
  3931

3   422
  4157

4   516
  4136

1   557
  4858

2  1443
  4191

男子

八種競技

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考



八種
決勝 9月28日 10:45

[ 1組] 風速 -2.4 [ 2組] 風速 -3.2

 1 岡田 英希(2) 南信 11.33(789)  1 丸山 拓大(1) 北信 12.28(597)
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 松川 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北

 2 市川 拓也(2) 北信 11.94(663)  2 大久保 達弥(1) 中信 12.40(574)
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 屋代 ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 松本深志

 3 大野 聡士(1) 南信 12.06(639)  3 重盛 文宏(1) 南信 12.52(552)
ｵｵﾉ ｻﾄｼ 松川 ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 駒ヶ根工業

 4 福與 雅聡(2) 南信 12.08(635)  4 尾本  和弘(2) 東信 12.65(529)
ﾌｸﾖ ﾏｻｱｷ 伊那北 ｵﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 小諸

 5 古河原 凌哉(2) 南信 12.17(618)  5 北村 翔太(1) 北信 12.72(516)
ｺｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 伊那北 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 長野工業

 6 草野 晃平(1) 北信 12.34(586)  6 桜井 滉治(1) 東信 12.86(492)
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井 ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 岩村田

 7 篠田 匡史(2) 南信 12.57(543)
ｼﾉﾀ ﾏｻｼﾞ 松川

[ 3組] 風速 -1.8

 1 佐藤  塁(2) 東信 12.49(558)
ｻﾄｳ  ﾙｲ 小諸

 2 白川 大智(1) 東信 12.55(547)
ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 丸子修学館

 3 西澤 弦也(1) 東信 12.78(506)
ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾔ 小諸

 4 長島 均(1) 北信 12.85(494)
ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 長野

 5 根津 大輝(1) 北信 12.91(483)
ﾈﾂ ﾀﾞｲｷ 長野吉田
飯島 勇矢(1) 東信
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 上田千曲

決勝 9月28日 12:30

岡田 英希(2) 南信    X   6.60    X    6.60 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 松川   +3.3    +3.3 (720)
篠田 匡史(2) 南信   5.66   5.44   5.87    5.87 
ｼﾉﾀ ﾏｻｼﾞ 松川   +2.6   +2.4   +3.0    +3.0 (559)
古河原 凌哉(2) 南信   5.75   5.81   5.75    5.81 
ｺｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 伊那北   +1.8   +0.6   +1.2    +0.6 (546)
佐藤  塁(2) 東信    X   5.76    -    5.76 
ｻﾄｳ  ﾙｲ 小諸   +3.0    +3.0 (535)
大野 聡士(1) 南信    X   5.76    X    5.76 
ｵｵﾉ ｻﾄｼ 松川   +0.5    +0.5 (535)
重盛 文宏(1) 南信    X   5.55   5.69    5.69 
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 駒ヶ根工業   +2.8   +2.4    +2.4 (512)
福與 雅聡(2) 南信   5.08   5.68   5.56    5.68 
ﾌｸﾖ ﾏｻｱｷ 伊那北   +3.5   +4.0   +3.1    +4.0 (519)
草野 晃平(1) 北信   5.36   5.62   5.66    5.66 
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井   +3.6   +2.0   +1.9    +1.9 (514)
大久保 達弥(1) 中信   5.28   5.60   5.33    5.60 
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 松本深志   +1.9   +2.1   +1.3    +2.1 (502)
根津 大輝(1) 北信    X   5.38    X    5.38 
ﾈﾂ ﾀﾞｲｷ 長野吉田   +1.6    +1.6 (457)
桜井 滉治(1) 東信   4.93   5.28   5.19    5.28 
ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 岩村田   +1.0   +2.6   +1.2    +2.6 (437)
白川 大智(1) 東信   5.15   5.20   5.12    5.20 
ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 丸子修学館   +2.7   +1.0   +1.6    +1.0 (421)
尾本  和弘(2) 東信   5.15   4.29   4.72    5.15 
ｵﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 小諸   +2.7   +3.3   +2.6    +2.7 (411)
市川 拓也(2) 北信   4.94    X   5.13    5.13 
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 屋代   +4.0   +2.0    +2.0 (407)
北村 翔太(1) 北信   5.08    X   5.12    5.12 
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 長野工業   +1.5   +1.3    +1.3 (405)
長島 均(1) 北信    X   5.08   5.11    5.11 
ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 長野   +2.6   +2.4    +2.4 (404)
西澤 弦也(1) 東信   4.79   4.19   4.36    4.79 
ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾔ 小諸   +2.8   +1.3   +2.1    +2.8 (343)
飯島 勇矢(1) 東信 欠場
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 上田千曲
丸山 拓大(1) 北信    X    X    X 記録なし
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北

八種競技

100m
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

4   557 4   825

6  1443 7  2253

2   537 5   516

7   428 3  1710

5   422 2  1153

3  1375 6  1620

8   556

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1714

7  1754

 1878

3  1703

4  3108

所属名

3 13

欠場

6  1086

2

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

八種競技

走幅跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 記録 備考

1 19   557

2 14   556

-1- -2-

  422

4 11  1714

4 15   537

6 7   516

7 4   428

8 16  1375

9 12  2253

10 17  1086

11 9  1620

12 10  1754

13 2  1710

14 5  1443

15 8  1153

16 6  3108

17 1  1703

3  1878

18   825



決勝 9月28日 14:00

重盛 文宏(1) 南信
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 駒ヶ根工業 (484)
大野 聡士(1) 南信
ｵｵﾉ ｻﾄｼ 松川 (406)
大久保 達弥(1) 中信
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 松本深志 (404)
北村 翔太(1) 北信
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 長野工業 (402)
丸山 拓大(1) 北信
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北 (386)
篠田 匡史(2) 南信
ｼﾉﾀ ﾏｻｼﾞ 松川 (384)
佐藤  塁(2) 東信
ｻﾄｳ  ﾙｲ 小諸 (378)
岡田 英希(2) 南信
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 松川 (375)
古河原 凌哉(2) 南信
ｺｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 伊那北 (369)
草野 晃平(1) 北信
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井 (360)
根津 大輝(1) 北信
ﾈﾂ ﾀﾞｲｷ 長野吉田 (359)
市川 拓也(2) 北信
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 屋代 (348)
白川 大智(1) 東信
ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 丸子修学館 (343)
福與 雅聡(2) 南信
ﾌｸﾖ ﾏｻｱｷ 伊那北 (340)
西澤 弦也(1) 東信
ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾔ 小諸 (332)
尾本  和弘(2) 東信
ｵﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 小諸 (331)
長島 均(1) 北信
ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 長野 (297)
桜井 滉治(1) 東信
ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 岩村田 (246)
飯島 勇矢(1) 東信 欠場
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 上田千曲

決勝 9月28日 15:45

[ 1組] [ 2組]

 1 岡田 英希(2) 南信 52.02(724)  1 桜井 滉治(1) 東信 54.75(609)
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 松川 ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 岩村田

 2 古河原 凌哉(2) 南信 52.75(692)  2 西澤 弦也(1) 東信 54.86(604)
ｺｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 伊那北 ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾔ 小諸

 3 福與 雅聡(2) 南信 53.47(662)  3 大久保 達弥(1) 中信 55.33(586)
ﾌｸﾖ ﾏｻｱｷ 伊那北 ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 松本深志

 4 市川 拓也(2) 北信 53.95(642)  4 白川 大智(1) 東信 56.18(552)
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 屋代 ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 丸子修学館

 5 重盛 文宏(1) 南信 54.08(636)  5 長島 均(1) 北信 56.84(527)
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 駒ヶ根工業 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 長野

 6 草野 晃平(1) 北信 54.45(621)  6 丸山 拓大(1) 北信 57.09(517)
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北

 7 北村 翔太(1) 北信 55.96(561)
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 長野工業

[ 3組]

 1 篠田 匡史(2) 南信 56.07(557)
ｼﾉﾀ ﾏｻｼﾞ 松川

 2 大野 聡士(1) 南信 56.37(545)
ｵｵﾉ ｻﾄｼ 松川

 3 佐藤  塁(2) 東信 56.74(531)
ｻﾄｳ  ﾙｲ 小諸

 4 尾本  和弘(2) 東信 57.79(491)
ｵﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 小諸

 5 根津 大輝(1) 北信 58.30(473)
ﾈﾂ ﾀﾞｲｷ 長野吉田
飯島 勇矢(1) 東信
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 上田千曲

八種競技

砲丸投(6.0kg)
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 19   516
 9.92  9.97   X   9.97 

2 14   537
 8.30  8.59  8.67   8.67 

3 18  2253
 8.19  7.76  8.64   8.64 

4 7  1153
 7.17  7.69  8.60   8.60 

5 15   825
 7.79  8.34  8.22   8.34 

6 9   556
 8.22  8.30  7.93   8.30 

7 5  1714
 7.85  7.59  8.19   8.19 

8 11   557
 7.84  7.37  8.14   8.14 

9 6   422
 8.04  7.84  7.78   8.04 

10 13  1375
 7.09  7.90  7.84   7.90 

11 4  1086
  X  7.85  7.88   7.88 

12 2  1443
 7.42  7.26  7.69   7.69 

13 8  1754
  -  7.33  7.61   7.61 

14 3   428
 7.26  6.92  7.56   7.56 

15 12  1703
 7.42  6.05  6.79   7.42 

16 16  1710
  -  7.41  7.21   7.41 

17 1  3108
 6.40  6.64  6.82   6.82 

18 10  1620
 5.70  5.95  5.30

17  1878

  5.95 

八種

400m
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   557 5  1620

2   422 3  1703

8   428 6  2253

5  1443 2  1754

7   516 7  3108

4  1375 4   825

3  1153

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   556

5   537

4  1714

2  1710

欠場

3  1086

6  1878



決勝 9月29日  9:45

県高記録            14.72

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 -0.2

 1 岡田 英希(2) 南信 16.29(700)  1 北村 翔太(1) 北信 18.61(467)
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 松川 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 長野工業

 2 桜井 滉治(1) 東信 17.32(591)  2 古河原 凌哉(2) 南信 18.95(437)
ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 岩村田 ｺｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 伊那北

 3 篠田 匡史(2) 南信 17.76(547)  3 長島 均(1) 北信 19.68(375)
ｼﾉﾀ ﾏｻｼﾞ 松川 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 長野

 4 市川 拓也(2) 北信 17.99(525)  4 西澤 弦也(1) 東信 20.34(323)
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 屋代 ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾔ 小諸

 5 草野 晃平(1) 北信 18.57(471)  5 福與 雅聡(2) 南信 20.59(304)
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井 ﾌｸﾖ ﾏｻｱｷ 伊那北

 6 大野 聡士(1) 南信 18.70(459)  6 丸山 拓大(1) 北信 21.42(246)
ｵｵﾉ ｻﾄｼ 松川 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北

 7 重盛 文宏(1) 南信 18.99(433)
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 駒ヶ根工業

[ 3組] 風速 +0.2

 1 大久保 達弥(1) 中信 19.91(356)
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 松本深志

 2 白川 大智(1) 東信 20.56(306)
ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 丸子修学館

 3 尾本  和弘(2) 東信 22.15(199)
ｵﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 小諸

 4 佐藤  塁(2) 東信 22.17(198)
ｻﾄｳ  ﾙｲ 小諸
根津 大輝(1) 北信
ﾈﾂ ﾀﾞｲｷ 長野吉田
飯島 勇矢(1) 東信
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 上田千曲

決勝 9月29日 10:30

県高記録            62.58

佐藤  塁(2) 東信
ｻﾄｳ  ﾙｲ 小諸 (482)
岡田 英希(2) 南信
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 松川 (452)
西澤 弦也(1) 東信
ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾔ 小諸 (422)
大久保 達弥(1) 中信
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 松本深志 (419)
市川 拓也(2) 北信
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 屋代 (419)
重盛 文宏(1) 南信
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 駒ヶ根工業 (411)
福與 雅聡(2) 南信
ﾌｸﾖ ﾏｻｱｷ 伊那北 (396)
丸山 拓大(1) 北信
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北 (391)
北村 翔太(1) 北信
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 長野工業 (379)
古河原 凌哉(2) 南信
ｺｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 伊那北 (376)
尾本  和弘(2) 東信
ｵﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 小諸 (362)
長島 均(1) 北信
ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 長野 (328)
篠田 匡史(2) 南信
ｼﾉﾀ ﾏｻｼﾞ 松川 (315)
草野 晃平(1) 北信
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井 (307)
白川 大智(1) 東信
ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 丸子修学館 (304)
桜井 滉治(1) 東信
ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 岩村田 (258)
大野 聡士(1) 南信
ｵｵﾉ ｻﾄｼ 松川 (234)
根津 大輝(1) 北信 途中棄権
ﾈﾂ ﾀﾞｲｷ 長野吉田
飯島 勇矢(1) 東信 欠場
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 上田千曲

2  1086
欠場

6  1878
欠場

7  1710

5  1714

3  2253

4  1754

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   516

3   428

6   825

4  3108

2  1703

所属名 記録／備考
5  1153

7   422

氏  名順 ﾚｰﾝ No.

2  1375

6   557

5

8   537

4   556

3  1443

 1620

八種競技      

110mH(1.067)

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

八種競技      

やり投(800g)

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 18  1714

  O 42.72   O  42.72 

2 19   557
40.69   X   X  40.69 

3 14  1703
38.59   O   O  38.59 

4 15  2253
38.43   O   O  38.43 

5 16  1443
  O   O 38.41  38.41 

6 17   516
  X   O 37.86  37.86 

7 12   428
  O 36.82   O  36.82 

8 13   825
  O   O 36.48  36.48 

9 8  1153
35.59   O   O  35.59 

10 10   422
35.44   O   O  35.44 

11 9  1710
  O   O 34.45  34.45 

12 7  3108
  X   X 32.02  32.02 

13 5   556
31.14   X   O  31.14 

14 2  1375
  X   O 30.53  30.53 

15 6  1754
  O 30.36   X  30.36 

16 4  1620
  X   O 27.07  27.07 

17 1   537
  X 25.31   X  25.31 

11  1086

3  1878



決勝 (1,2組) 9月29日 12:30

県高記録             2.17

[ 1組]

草野 晃平(1) 北信
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井 (544)
岡田 英希(2) 南信
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 松川 (504)
桜井 滉治(1) 東信
ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 岩村田 (426)
丸山 拓大(1) 北信
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北 (426)
尾本  和弘(2) 東信
ｵﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 小諸 (389)
福與 雅聡(2) 南信
ﾌｸﾖ ﾏｻｱｷ 伊那北 (317)
佐藤  塁(2) 東信
ｻﾄｳ  ﾙｲ 小諸 (317)
西澤 弦也(1) 東信 記録なし
ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾔ 小諸
根津 大輝(1) 北信 途中棄権
ﾈﾂ ﾀﾞｲｷ 長野吉田
飯島 勇矢(1) 東信 欠場
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 上田千曲

[ 2組]

篠田 匡史(2) 南信
ｼﾉﾀ ﾏｻｼﾞ 松川 (544)
北村 翔太(1) 北信
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 長野工業 (504)
市川 拓也(2) 北信
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 屋代 (464)
大野 聡士(1) 南信
ｵｵﾉ ｻﾄｼ 松川 (464)
古河原 凌哉(2) 南信
ｺｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 伊那北 (426)
重盛 文宏(1) 南信
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 駒ヶ根工業 (426)
大久保 達弥(1) 中信
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 松本深志 (389)
白川 大智(1) 東信
ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 丸子修学館 (352)
長島 均(1) 北信
ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 長野 (352)

決勝 9月29日 15:05

県高記録          3,48.92

 1 市川 拓也(2) 北信 4,33.27(723)
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 屋代

 2 福與 雅聡(2) 南信 4,33.31(723)
ﾌｸﾖ ﾏｻｱｷ 伊那北

 3 桜井 滉治(1) 東信 4,34.95(712)
ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 岩村田

 4 古河原 凌哉(2) 南信 4,37.95(693)
ｺｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 伊那北

 5 草野 晃平(1) 北信 4,39.27(985)
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井

 6 北村 翔太(1) 北信 4,41.00(674)
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 長野工業

 7 重盛 文宏(1) 南信 4,41.09(673)
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 駒ヶ根工業

 8 西澤 弦也(1) 東信 4,44.59(652)
ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾔ 小諸

 9 大野 聡士(1) 南信 4,46.11(642)
ｵｵﾉ ｻﾄｼ 松川

10 大久保 達弥(1) 中信 4,51.78(608)
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 松本深志

11 長島 均(1) 北信 4,53.72(596)
ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 長野

12 岡田 英希(2) 南信 4,54.21(594)
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 松川

13 白川 大智(1) 東信 4,55.21(588)
ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 丸子修学館

14 丸山 拓大(1) 北信 4,55.73(585)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北

15 尾本  和弘(2) 東信 5,03.85(538)
ｵﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 小諸

16 佐藤  塁(2) 東信 5,13.66(484)
ｻﾄｳ  ﾙｲ 小諸

17 篠田 匡史(2) 南信 5,13.92(482)
ｼﾉﾀ ﾏｻｼﾞ 松川

5   556

15  1710

12  1714

13  1754

16   825

14  3108

1   557

7   537

9  2253

4   516

17  1703

6  1375

8  1153

11  1620

3   422

2  1443

10   428
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