
第104回長野市内高等学校陸上競技大会                                             
　期日：平成24年4月29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
04/29 男子  +1.2松下 悦久(3) 11.28 増田 勇輝(2) 11.30 正村 太一(2) 11.43 宮下 仁志(2) 11.46 渡辺 光孝(2) 11.47 栁澤 一道(3) 11.49 宮林 紘汰(1) 11.52 鷹野 洋(2) 11.79

100m 高校･松代 高校･長野吉田 高校･長野 高校･篠ﾉ井 高校･長野吉田 高校･市立長野 高校･篠ﾉ井 高校･長野
04/29  +4.8高沢 深史(3) 22.32 松下 悦久(3) 22.53 正村 太一(2) 22.70 宮下 仁志(2) 22.75 浦野 泰希(3) 22.87 高橋 将人(3) 23.23 村山 彰太(2) 23.39 宮林 紘汰(1) 23.98

200m 長野日大 松代 長野 篠ﾉ井 長野東 市立長野 篠ﾉ井 篠ﾉ井
04/29 浦野 泰希(3) 50.53 高沢 深史(3) 高校･長野日大 51.04 高橋 将人(3) 51.20 宮之本 航(3) 51.22 大許 紘生(3) 高校･長野吉田 51.33 鷹野 洋(2) 51.68

400m 高校･長野東 和田 侑也(3) 高校･松代 高校･市立長野 高校･長野吉田 宮川 将輝(3) 高校･長野吉田 高校･長野
04/29 村田 将斗(2) 2,02.25 箕浦 広志(3) 2,02.69 神農 育男(3) 2,05.18 田中 求(2) 2,07.08 高松 大也(3) 2,07.70 佐藤 誠也(2) 2,10.49 牛越 光秀(2) 2,11.27 安藤 茂一(1) 2,16.82

800m 高校･長野日大 高校･長野吉田 高校･篠ﾉ井 高校･長野 高校･長野吉田 高校･市立長野 高校･長野西 高校･長野日大
04/29 水梨 百哉(2) 4,07.57 小山 玄(3) 4,07.98 小林 周平(3) 4,12.46 海沼 修平(3) 4,12.88 湯本 耕平(2) 4,13.03 箕浦 広志(3) 4,14.55 小山 拓也(3) 4,15.95 山上 翼(1) 4,18.06

1500m 高校･長野日大 高校･長野 高校･市立長野 高校･長野 高校･長野日大 高校･長野吉田 高校･長野 高校･長野日大
04/29 田仲 賢(2) 15,57.13 竹前 守貴(3) 15,59.30 田中 大輝(2) 16,04.71 金児 夏希(2) 16,09.51 大日方 孝輝(2)16,14.02 小矢沢 龍二(2)17,07.02 小山 拓也(3) 17,50.58

5000m 高校･長野吉田 高校･長野日大 高校･長野吉田 高校･長野日大 高校･長野日大 高校･長野 高校･長野
04/29  +0.5太田 将史(3) 17.42 中山 雄太(2) 17.64 堀 勇人(3) 19.06

110mH(1.067m) 高校･松代 高校･長野吉田 高校･松代
04/29  -1.2佐藤 友哉(3) 1,01.31 石井 雄也(3) 1,08.78

400mH(0.914m) 高校･長野西 高校･長野商業
04/29 海沼 柊伍(2) 32,34.84

5000mW 高校･長野吉田
04/29 芋川 駿(1) 1.90 内山 貴仁(1) 1.85 尾崎 皓一(3) 1.80 大許 紘生(3) 1.75 栁澤 知明(2) 高校･長野日大 1.75 小林 丈晃(3) 1.70 草野 晃平(1) 1.70

走高跳 高校･長野吉田 高校･長野日大 高校･長野日大 高校･長野吉田 上野 航(2) 高校･長野 高校･長野 高校･篠ﾉ井
04/29 宮林 凌汰(3) 4.30 村田 大季(3) 4.10 上野 正輝(3) 4.00 工藤 大樹(1) 3.50 芝 建樹(1) 2.40

棒高跳 高校･長野工業 高校･更級農業 高校･長野日大 高校･長野工業 高校･篠ﾉ井
04/29 青木 孔之介(3)6.64(0.0) 戸澤 裕介(3) 6.63(0.0) 牧野 凌也(3)6.45(-0.5) 吉村 直也(2)6.21(-0.9) 今藤 燎(3) 6.19(-0.7) 勝野 将人(3)6.15(-1.0) 古川 栄貴(3) 5.93(0.0) 野崎 健太(3)5.64(-1.4)

走幅跳 高校･長野日大 高校･長野吉田 高校･長野日大 高校･長野 高校･長野商業 高校･長野 高校･松代 高校･長野東
04/29 朝倉 雅貴(3)14.07(+3.0) 和田 侑也(3)13.61(+2.8) 今藤 燎(3) 13.21(+2.8) 勝野 将人(3)12.93(+2.3) 下田 振一(3)12.83(+2.1) 尾崎 皓一(3)12.72(+0.2) 小林 丈晃(3)12.22(+0.1)

三段跳 高校･松代 高校･松代 高校･長野商業 高校･長野 高校･松代 高校･長野日大 高校･長野
04/29 野﨑 隼冬(3) 13.51 小林 拓矢(2) 10.66 伊藤 敦紀(3) 9.18 清水 幸佑(2) 8.58

砲丸投(6.000kg) 高校･長野工業 高校･長野日大 高校･市立長野 高校･長野日大
04/29 野﨑 隼冬(3) 34.66 早川 祐人(3) 28.56 小林 拓矢(2) 25.89 水﨑 友一朗(3) 22.77 五明 和樹(3) 22.72 寺島 瞬(2) 21.57 清水 幸佑(2) 19.54 久保田 雄大(2) 12.83

円盤投(1.750kg) 高校･長野工業 高校･長野西 高校･長野日大 高校･長野西 高校･長野工業 高校･長野商業 高校･長野日大 高校･長野工業
04/29 伊藤 敦紀(3) 18.93 宮林 凌汰(3) 18.03 大槻 陽生(3) 17.34 塚田 渓(3) 14.03 佐藤 友哉(3) 9.66

ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 高校･市立長野 高校･長野工業 高校･長野工業 高校･長野工業 高校･長野西
04/29 早川 祐人(3) 50.15 佐藤 文哉(3) 48.76 大和 弘典(2) 46.90 大和 史明(1) 46.74 中宮 涼太(2) 44.58 髙橋 洸貴(3) 43.36 根岸 光星(3) 41.09 渡辺 光孝(2) 40.92

やり投(0.800kg) 高校･長野西 高校･長野日大 高校･長野日大 高校･長野日大 高校･長野商業 高校･長野吉田 高校･松代 高校･長野吉田
04/29 4×100mR 長野吉田      42.97 長野日大      43.39 松代      43.68 篠ﾉ井      43.88 長野工業      44.47 市立長野      44.59 長野商業      45.07 長野東       45.42
04/29 4×400mR 長野吉田    3,19.77 長野東    3,31.46 長野    3,34.58 長野西    3,38.02 松代    3,40.14 長野商業    3,41.49 篠ﾉ井    3,43.71 長野工業     3,53.23
04/29 男子オープン  -1.3中野 直哉(3) 10.90 松尾 錦(3) 11.64 戸澤 裕介(3) 11.70 村山 彰太(2) 11.73 吉村 直也(2) 11.77 上野 航(2) 12.18 斎藤 弘明(2) 12.20

100m 高校･長野吉田 高校･長野吉田 高校･長野吉田 高校･篠ﾉ井 高校･長野 高校･長野 高校･長野吉田
04/29 北村 健太(2) 23.61 清野 涼介(1) 24.47 半田 隆(2) 29.53

200m 高校･篠ﾉ井 高校･篠ﾉ井 高校･長野日大
04/29 増田 勇輝(2) 52.60 碓井 涼太(1) 55.62

400m 高校･長野吉田 高校･長野日大
04/29 山崎 光(1) 4,10.04 田中 求(2) 4,27.25 小矢沢 龍二(2) 4,34.52 柳沢 貫太(1) 4,59.92

1500m 高校･長野日大 高校･長野 高校･長野 高校･長野
04/29 海沼 修平(3) 16,29.25

5000m 高校･長野
04/29 畑山 亮太(1) 3.00

棒高跳 高校･長野工業
04/29 内山 貴仁(1)6.12(-1.2)

走幅跳 高校･長野日大
04/29 市川 雄太郎(2) 30.58

やり投 高校･長野日大



予選 4月29日 9:45
決勝 4月29日 10:50

大会記録            10.79

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -1.9

 1 渡辺 光孝(2) 高校    11.68 Q 1 増田 勇輝(2) 高校    11.46 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ 長野吉田 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 長野吉田

 2 正村 太一(2) 高校    11.77 q 2 松下 悦久(3) 高校    11.48 q
ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ 長野 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾋｻ 松代

 3 宮林 紘汰(1) 高校    11.87 q 3 鷹野 洋(2) 高校    11.82 q
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井 ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ 長野

 4 宮本 英征(2) 高校    12.01 4 大槻 陽生(3) 高校    11.90 
ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 長野商業 ｵｵﾂｷ ﾊﾙｷ 長野工業

 5 伊藤 圭吾(2) 高校    12.39 5 清野 涼介(1) 高校    11.99 
ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 長野西 ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ 篠ﾉ井

 6 野崎 健太(3) 高校    12.56 6 春原 昌平(2) 高校    12.10 
ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀ 長野東 ｽﾉﾊﾗ ｼｮｳﾍｲ 長野商業

 7 太田 大介(2) 高校    12.88 7 德武 拓磨(2) 高校    13.04 
ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ 市立長野 ﾄｸﾀｹ ﾀｸﾏ 市立長野

 8 半田 隆(2) 高校    14.71 
ﾊﾝﾀﾞ ﾀｶｼ 長野日大

[ 3組] 風速 -0.7

 1 栁澤 一道(3) 高校    11.69 Q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾐﾁ 市立長野

 2 宮下 仁志(2) 高校    11.72 q
ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ 篠ﾉ井

 3 朝倉 雅貴(3) 高校    11.98 
ｱｻｸﾗ ﾏｻｷ 松代

 4 小林 拓実(2) 高校    12.22 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 長野日大

 5 塚原 悠輔(3) 高校    12.40 
ﾂｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ 長野

 6 中島 淳(2) 高校    13.27 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 長野工業
渡辺 岳人(2) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾞｸﾄ 長野吉田

風速 +1.2

 1 松下 悦久(3) 高校    11.28 
ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾋｻ 松代

 2 増田 勇輝(2) 高校    11.30 
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 長野吉田

 3 正村 太一(2) 高校    11.43 
ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ 長野

 4 宮下 仁志(2) 高校    11.46 
ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ 篠ﾉ井

 5 渡辺 光孝(2) 高校    11.47 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ 長野吉田

 6 栁澤 一道(3) 高校    11.49 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾐﾁ 市立長野

 7 宮林 紘汰(1) 高校    11.52 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井

 8 鷹野 洋(2) 高校    11.79 
ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ 長野

決勝 4月29日 9:45

風速 -1.3

 1 中野 直哉(3) 高校    10.90 5 吉村 直也(2) 高校    11.77 
ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 長野吉田 ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾔ 長野

 2 松尾 錦(3) 高校    11.64 6 上野 航(2) 高校    12.18 
ﾏﾂｵ ﾆｼｷ 長野吉田 ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ 長野

 3 戸澤 裕介(3) 高校    11.70 7 斎藤 弘明(2) 高校    12.20 
ﾄｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 長野吉田 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 長野吉田

 4 村山 彰太(2) 高校    11.73 宮川 将輝(3) 高校
ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ 篠ﾉ井 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｻｷ 長野吉田

22  1373 1373

33  1113 1113

44   867  867

77  1065 1065

88  1365 1365

99  1115 1115

66  1062 1062

55  1416 1416
No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考

欠場欠場

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.

66  1061 1061

22  1182 1182

33  1123 1123

55  1276 1276

88  1423 1423

44  1365 1365

所属名所属名 記録／備考記録／備考
77   867  867

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名

33   873  873

66  1132 1132

88  1372 1372

77  1173 1173

44  1113 1113

22  1416 1416

記録／備考記録／備考
55  1062 1062

No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ

33  1299 1299

66   871  871

55  1198 1198

88  3045 3045

99  1131 1131

22  1373 1373

44  1115 1115

所属名 記録／備考記録／備考
77  1065 1065

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

男子

100m100m

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

5  1116

6  10698  1050

2  1366

4  1051

3  1055

男子オープン

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

欠場

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  1058

9  1114



予選 4月29日 13:00
決勝 4月29日 14:15

大会記録            21.60

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +0.1

 1 松下 悦久(3) 高校    22.89 Q 1 村山 彰太(2) 高校    23.42 Q
ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾋｻ 松代 ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ 篠ﾉ井

 2 高橋 将人(3) 高校    23.31 q 2 渡辺 史也(3) 高校    23.65 
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 市立長野 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾔ 長野日大

 3 宮林 紘汰(1) 高校    23.56 q 3 塚田 渓(3) 高校    24.03 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井 ﾂｶﾀﾞ ｹｲ 長野工業

 4 松尾 錦(3) 高校    23.70 4 宮本 英征(2) 高校    24.39 
ﾏﾂｵ ﾆｼｷ 長野吉田 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 長野商業

 5 小林 拓実(2) 高校    24.39 古川 栄貴(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 長野日大 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 松代

 6 江口 和輝(2) 高校    26.00 渡辺 岳人(2) 高校
長野南 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾞｸﾄ 長野吉田

佐藤 英明(3) 高校 塚原 悠輔(3) 高校
ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 長野 ﾂｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ 長野
須田 智裕(2) 高校 黒岩 敬正(3) 高校
ｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 長野工業 ｸﾛｲﾜ ﾀｶﾏｻ 長野東

[ 3組] 風速  0.0

 1 高沢 深史(3) 高校    22.59 Q
ﾀｶｻﾜ ﾌｶｼ 長野日大

 2 浦野 泰希(3) 高校    23.04 q
ｳﾗﾉ ﾀｲｷ 長野東

 3 正村 太一(2) 高校    23.15 q
ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ 長野

 4 宮下 仁志(2) 高校    23.19 q
ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ 篠ﾉ井

 5 宮島 克彰(2) 高校    24.14 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾂｱｷ 長野吉田

 6 流 竜一(2) 高校    24.40 
ﾅｶﾞﾚ ﾘｭｳｲﾁ 長野西

 7 中島 淳(2) 高校    27.85 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 長野工業

風速 +4.8

 1 高沢 深史(3) 高校 22.32
ﾀｶｻﾜ ﾌｶｼ 長野日大

 2 松下 悦久(3) 高校 22.53
ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾋｻ 松代

 3 正村 太一(2) 高校 22.70
ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ 長野

 4 宮下 仁志(2) 高校 22.75
ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ 篠ﾉ井

 5 浦野 泰希(3) 高校 22.87
ｳﾗﾉ ﾀｲｷ 長野東

 6 高橋 将人(3) 高校 23.23
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 市立長野

 7 村山 彰太(2) 高校 23.39
ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ 篠ﾉ井

 8 宮林 紘汰(1) 高校 23.98
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井

   1 北村 健太(2) 高校 篠ﾉ井    23.61 (0.0)  3  1
   2 清野 涼介(1) 高校 篠ﾉ井    24.47 (+0.1)  2  1
   3 半田 隆(2) 高校 長野日大    29.53 (+1.7)  1  1

備考 組 順位
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決勝 4月29日 10:15

大会記録            49.12

[ 1組] [ 2組]

 1 一宮 一至(2) 高校    53.49 1 大許 紘生(3) 高校    51.33 
ｲﾁﾉﾐﾔ ｶｽﾞｼ 市立長野 ｵｵﾓﾄ ﾋﾛｷ 長野吉田

 2 草野 晃平(1) 高校    55.63 2 佐藤 英明(3) 高校    51.92 
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井 ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 長野
江口 和輝(2) 高校 3 北村 健太(2) 高校    52.53 

長野南 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ 篠ﾉ井
島田 竜輔(3) 高校 4 村田 将斗(2) 高校    53.75 
ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 長野東 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾄ 長野日大
亀原 一起(3) 高校 5 五明 和樹(3) 高校    54.27 
ｶﾒﾊﾗ ｶｽﾞｷ 長野商業 ｺﾞﾐｮｳ ｶｽﾞｷ 長野工業
丸山 武将(2) 高校 6 流 竜一(2) 高校    54.47 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹﾏｻ 松代 ﾅｶﾞﾚ ﾘｭｳｲﾁ 長野西

7 西澤 政也(3) 高校    54.70 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 市立長野
水越 健輔(3) 高校
ﾐｽﾞｺｼ ｹﾝｽｹ 長野日大

[ 3組]

 1 浦野 泰希(3) 高校    50.53 
ｳﾗﾉ ﾀｲｷ 長野東

 2 高沢 深史(3) 高校    51.04 
ﾀｶｻﾜ ﾌｶｼ 長野日大

 3 和田 侑也(3) 高校    51.04 
ﾜﾀﾞ ﾕｳﾔ 松代

 4 高橋 将人(3) 高校    51.20 
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 市立長野

 5 宮之本 航(3) 高校    51.22 
ﾐﾔﾉﾓﾄ ﾜﾀﾙ 長野吉田

 6 宮川 将輝(3) 高校    51.33 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｻｷ 長野吉田

 7 鷹野 洋(2) 高校    51.68 
ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ 長野

 8 飯森 淳哉(3) 高校    52.10 
ｲｲﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 長野東

   1 浦野 泰希(3) 高校 長野東      50.53  3  1
   2 高沢 深史(3) 高校 長野日大      51.04  3  2
   2 和田 侑也(3) 高校 松代      51.04  3  3
   4 高橋 将人(3) 高校 市立長野      51.20  3  4
   5 宮之本 航(3) 高校 長野吉田      51.22  3  5
   6 大許 紘生(3) 高校 長野吉田      51.33  2  1
   6 宮川 将輝(3) 高校 長野吉田      51.33  3  6
   8 鷹野 洋(2) 高校 長野      51.68  3  7
   9 佐藤 英明(3) 高校 長野      51.92  2  2
  10 飯森 淳哉(3) 高校 長野東      52.10  3  8
  11 北村 健太(2) 高校 篠ﾉ井      52.53  2  3
  12 一宮 一至(2) 高校 市立長野      53.49  1  1
  13 村田 将斗(2) 高校 長野日大      53.75  2  4
  14 五明 和樹(3) 高校 長野工業      54.27  2  5
  15 流 竜一(2) 高校 長野西      54.47  2  6
  16 西澤 政也(3) 高校 市立長野      54.70  2  7
  17 草野 晃平(1) 高校 篠ﾉ井      55.63  1  2

決勝 4月29日 10:15

 1 増田 勇輝(2) 高校    52.60 
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 長野吉田

 2 碓井 涼太(1) 高校    55.62 
ｳｽｲ ﾘｮｳﾀ 長野日大
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決勝 4月29日 14:05

大会記録          1,56.09

[ 1組] [ 2組]

 1 田中 求(2) 高校  2,07.08 1 村田 将斗(2) 高校  2,02.25 
ﾀﾅｶ ﾓﾄﾑ 長野 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾄ 長野日大

 2 高松 大也(3) 高校  2,07.70 2 箕浦 広志(3) 高校  2,02.69 
ﾀｶﾏﾂ ﾏｻﾔ 長野吉田 ﾐﾉｳﾗ ｺｵｼ 長野吉田

 3 牛越 光秀(2) 高校  2,11.27 3 神農 育男(3) 高校  2,05.18 
ｳｼｺｼ ﾐﾂﾋﾃﾞ 長野西 ｼﾝﾉｳ ｲｸｵ 篠ﾉ井

 4 小林 勇一郎(2) 高校  2,17.54 4 佐藤 誠也(2) 高校  2,10.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ 長野吉田 ｻﾄｳ ﾏｻﾔ 市立長野

 5 藤野 航平(3) 高校  2,20.16 5 安藤 茂一(1) 高校  2,16.82 
ﾌｼﾞﾉ ｺｳﾍｲ 長野西 ｱﾝﾄﾞｳ ﾓｲﾁ 長野日大
島田 竜輔(3) 高校 吉岡 伊吹(2) 高校
ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 長野東 ﾖｼｵｶ ｲﾌﾞｷ 更級農業
村上 湧太郎(2) 高校 黒岩 祐一郎(3) 高校
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 長野商業 ｸﾛｲﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 長野

男子
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   1 村田 将斗(2) 高校 長野日大    2,02.25  2  1
   2 箕浦 広志(3) 高校 長野吉田    2,02.69  2  2
   3 神農 育男(3) 高校 篠ﾉ井    2,05.18  2  3
   4 田中 求(2) 高校 長野    2,07.08  1  1
   5 高松 大也(3) 高校 長野吉田    2,07.70  1  2
   6 佐藤 誠也(2) 高校 市立長野    2,10.49  2  4
   7 牛越 光秀(2) 高校 長野西    2,11.27  1  3
   8 安藤 茂一(1) 高校 長野日大    2,16.82  2  5
   9 小林 勇一郎(2) 高校 長野吉田    2,17.54  1  4
  10 藤野 航平(3) 高校 長野西    2,20.16  1  5

男子

800m
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決勝 4月29日 9:15

大会記録          4,03.00

 1 水梨 百哉(2) 高校  4,07.57 
ﾐｽﾞﾅｼ ﾓﾓﾔ 長野日大

 2 小山 玄(3) 高校  4,07.98 
ｺﾔﾏ ﾋｶﾙ 長野

 3 小林 周平(3) 高校  4,12.46 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 市立長野

 4 海沼 修平(3) 高校  4,12.88 
ｶｲﾇﾏ ｼｭｳﾍｲ 長野

 5 湯本 耕平(2) 高校  4,13.03 
ﾕﾓﾄ ｺｳﾍｲ 長野日大

 6 箕浦 広志(3) 高校  4,14.55 
ﾐﾉｳﾗ ｺｵｼ 長野吉田

 7 小山 拓也(3) 高校  4,15.95 
ｺﾔﾏ ﾀｸﾔ 長野

 8 山上 翼(1) 高校  4,18.06 
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾂﾊﾞｻ 長野日大

 9 渋沢 敦也(2) 高校  4,19.31 
ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾂﾔ 長野吉田

10 神農 育男(3) 高校  4,25.89 
ｼﾝﾉｳ ｲｸｵ 篠ﾉ井

11 矢嶋 一樹(1) 高校  4,30.97 
ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 篠ﾉ井

12 高松 大也(3) 高校  4,35.23 
ﾀｶﾏﾂ ﾏｻﾔ 長野吉田

13 村上 湧太郎(2) 高校  4,36.84 
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 長野商業

14 春日 良太(2) 高校  5,09.21 
ｶｽｶﾞ ﾘｮｳﾀ 更級農業

15 宮尾 和希(3) 高校  5,18.02 
ﾐﾔｵ ｶｽﾞｷ 更級農業
山本 裕太(2) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 篠ﾉ井

決勝 4月29日 9:15

 1 山崎 光(1) 高校  4,10.04 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾘ 長野日大

 2 田中 求(2) 高校  4,27.25 
ﾀﾅｶ ﾓﾄﾑ 長野

 3 小矢沢 龍二(2) 高校  4,34.52 
ｺﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 長野

 4 柳沢 貫太(1) 高校  4,59.92 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 長野
西沢 晃佑(1) 高校
ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 長野日大
黒岩 祐一郎(3) 高校
ｸﾛｲﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 長野
大野 力(1) 高校
ｵｵﾉ ﾁｶﾗ 長野日大
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決勝 4月29日 14:20

大会記録         15,02.62

 1 田仲 賢(2) 高校 15,57.13 
ﾀﾅｶ ｹﾝ 長野吉田

 2 竹前 守貴(3) 高校 15,59.30 
ﾀｹﾏｴ ﾓﾘﾀｶ 長野日大

 3 田中 大輝(2) 高校 16,04.71 
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 長野吉田

 4 金児 夏希(2) 高校 16,09.51 
ｶﾈｺ ﾅﾂｷ 長野日大

 5 大日方 孝輝(2) 高校 16,14.02 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｷ 長野日大

 6 小矢沢 龍二(2) 高校 17,07.02 
ｺﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 長野

 7 小山 拓也(3) 高校 17,50.58 
ｺﾔﾏ ﾀｸﾔ 長野
小森 勇志(2) 高校
ｺﾓﾘ ﾕｳｼ 長野西
小山 玄(3) 高校
ｺﾔﾏ ﾋｶﾙ 長野

決勝 4月29日 14:20

 1 海沼 修平(3) 高校 16,29.25 
ｶｲﾇﾏ ｼｭｳﾍｲ 長野
前島 俊(2) 高校
ﾏｴｼﾞﾏ ｼｭﾝ 長野

男子
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決勝 4月29日 13:30

大会記録            14.50

風速 +0.5

 1 太田 将史(3) 高校    17.42 
ｵｵﾀ ﾏｻﾌﾐ 松代

 2 中山 雄太(2) 高校    17.64 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 長野吉田

 3 堀 勇人(3) 高校    19.06 
ﾎﾘ ﾊﾔﾄ 松代

決勝 4月29日 9:00

大会記録            53.22

 1 佐藤 友哉(3) 高校  1,01.31 
ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 長野西

 2 石井 雄也(3) 高校  1,08.78 
ｲｼｲ ﾕｳﾔ 長野商業
中野 直哉(3) 高校
ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 長野吉田
下田 振一(3) 高校
ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 松代
根岸 光星(3) 高校
ﾈｷﾞｼ ﾋｶﾙ 松代
太田 将史(3) 高校
ｵｵﾀ ﾏｻﾌﾐ 松代
水越 健輔(3) 高校
ﾐｽﾞｺｼ ｹﾝｽｹ 長野日大

決勝 4月29日 11:05

大会記録         21,23.92

 1 海沼 柊伍(2) 高校 32,34.84 
ｶｲﾇﾏ ｼｭｳｺﾞ 長野吉田
山本 裕太(2) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 篠ﾉ井
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決勝 4月29日 12:00

大会記録             2.05

芋川 駿(1) 高校
ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ 長野吉田
内山 貴仁(1) 高校
ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 長野日大
尾崎 皓一(3) 高校
ｵｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 長野日大
大許 紘生(3) 高校
ｵｵﾓﾄ ﾋﾛｷ 長野吉田
栁澤 知明(2) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄﾓｱｷ 長野日大
上野 航(2) 高校
ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ 長野
小林 丈晃(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｱｷ 長野
草野 晃平(1) 高校
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井
高瀬 侑弥(3) 高校
ﾀｶｾ ﾕｳﾔ 長野西
藤野 航平(3) 高校
ﾌｼﾞﾉ ｺｳﾍｲ 長野西

決勝 4月29日 10:30

大会記録             4.40

3m90 4m00 4m10 4m20 4m30 4m41
宮林 凌汰(3) 高校 - - - - - - - - - -
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野工業 - XXO - - O XXX
村田 大季(3) 高校 - - - - - - - - - O
ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲｷ 更級農業 - O XO XXX
上野 正輝(3) 高校 - - - - - - - - - O
ｳｴﾉ ﾏｻｷ 長野日大 - O XXX
工藤 大樹(1) 高校 - - - - O XO XO XXX
ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 長野工業
芝 建樹(1) 高校 O XXX
ｼﾊﾞ ﾀﾂｷ 篠ﾉ井
須田 智裕(2) 高校 欠場
ｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 長野工業

決勝 4月29日 10:30

大会記録             3.00

3m90 4m00 4m10 4m20 4m30 4m41
畑山 亮太(1) 高校 - - XO O XXX 大会タイ
ﾊﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 長野工業

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m70 1m75 備考1m60 1m65 1m80 1m85 1m90 1m92
1 9  1072

- - XO O O O XO XXX  1.90

2 6  1275
- - O O XO XXO XXX  1.85

3 10  1261
- - O O O XXX  1.80

4 7  1056
O O O XO XXX  1.75

5 4  1268
- O O XXO XXX  1.75

5 8  1116
- - O XXO XXX  1.75

7 5  1119
O XO O XXX  1.70

8 2  1375
XO XXO XXO XXX  1.70

9 3  1108
O O XXX  1.65

1  1100
XXX

2  1180

4 4  1151
 3.50

5 3  1377
 2.40

2 6  2762
 4.10

3 5  1262
 4.00

1 7  1170
 4.30

記録
2m80 3m00

備考
2m40 2m60 3m20 3m40 3m50 3m60 3m70 3m80

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 1 1  1156

記録
2m80 3m00

備考
2m40 2m60 3m20 3m40 3m50 3m60 3m70 3m80

男子オープン

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 4月29日 9:10

大会記録             7.15

青木 孔之介(3) 高校  6.62  6.60   -  5.43  6.64   6.63    6.64 
ｱｵｷ ｺｳﾉｽｹ 長野日大  +0.1  -0.7  -1.1   0.0   +1.2     0.0
戸澤 裕介(3) 高校  6.48  6.47  6.51  6.42  6.63   6.51    6.63 
ﾄｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 長野吉田  -0.1  -1.1  -0.7  -0.5   0.0   +0.2     0.0
牧野 凌也(3) 高校  6.12  6.07  6.23  6.27  6.40   6.45    6.45 
ﾏｷﾉ ﾘｮｳﾔ 長野日大  -0.8  -0.9  -0.8  -1.1  -1.5   -0.5    -0.5
吉村 直也(2) 高校  5.95  6.13  5.88  6.02  6.05   6.21    6.21 
ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾔ 長野  -0.2  -0.7  -1.3  +0.5  -2.7   -0.9    -0.9
今藤 燎(3) 高校  6.19  6.09  6.12  4.83  5.95   6.03    6.19 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 長野商業  -0.7  +0.8  -0.5  -1.0  -1.4   -0.9    -0.7
勝野 将人(3) 高校  6.15   X  6.02   X  5.95   5.69    6.15 
ｶﾂﾉ ﾏｻﾄ 長野  -1.0  +0.2  -0.6   -1.5    -1.0
古川 栄貴(3) 高校  5.93  5.77  5.51  5.75  4.15    X    5.93 
ﾌﾙｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 松代   0.0  -0.9  -1.1  +0.6  -1.5     0.0
野崎 健太(3) 高校  5.64  5.53  5.57   -   X    X    5.64 
ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀ 長野東  -1.4  -0.5   0.0    -1.4
久保田 雄大(2) 高校   X   X  4.73    4.73 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 長野工業  -0.2    -0.2
片山 隆(2) 高校 欠場
ｶﾀﾔﾏ ﾀｶｼ 更級農業
岩本 賢(3) 高校 欠場
ｲﾜﾓﾄ ｹﾝ 長野日大

決勝 4月29日 9:10

内山 貴仁(1) 高校  5.69  6.12   X
ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 長野日大   0.0  -1.2    -1.2

決勝 4月29日 13:55

大会記録            14.97

朝倉 雅貴(3) 高校   X   X 12.80 14.07 13.64  14.04   14.07 
ｱｻｸﾗ ﾏｻｷ 松代  +1.6  +3.0  +3.5   +1.9    +3.0
和田 侑也(3) 高校   X 13.53 13.61 13.55 13.49  13.35   13.61 
ﾜﾀﾞ ﾕｳﾔ 松代  +0.1  +2.8  +2.9  +3.8   +2.8    +2.8
今藤 燎(3) 高校 12.88 11.82 12.92 13.21 12.94  13.14   13.21 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 長野商業  +0.5  +1.6  +1.2  +2.8  +2.5   +2.8    +2.8
勝野 将人(3) 高校 12.47 12.90 12.89 12.93 12.50    -   12.93 
ｶﾂﾉ ﾏｻﾄ 長野  -0.2  +1.0  +1.8  +2.3  +3.2    +2.3
下田 振一(3) 高校 11.75 12.60 12.28 12.50 12.83  12.21   12.83 
ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 松代  +0.6  +0.2  +1.5  +4.3  +2.1   +4.2    +2.1
尾崎 皓一(3) 高校 12.65 12.72   X 12.68   X  11.27   12.72 
ｵｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 長野日大  +1.0  +0.2  +2.5   +4.2    +0.2
小林 丈晃(3) 高校   X 12.22 11.73 12.04 11.52  11.59   12.22 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｱｷ 長野  +0.1  +1.5  +3.5  +3.5   +2.8    +0.1

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 12  1265

-5-

2 11  1050

3 10  1304

4 9  1114

5 3  1146

6 7  1126

7 8  1417

8 5  1198

9 2  1181

4  2765

6  1301

1  1275
-5- -6- 記録-2- -3- -4- 備考

男子オープン

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

7 1  1119

5 3  1418

6 2  1261

3 4  1146

4 6  1126

1 7  1423
-5-

2 5  1420

-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 4月29日 14:00

大会記録            14.52

野﨑 隼冬(3) 高校
ﾉｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 長野工業
小林 拓矢(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 長野日大
伊藤 敦紀(3) 高校
ｲﾄｳ ｱﾂｷ 市立長野
清水 幸佑(2) 高校
ｼﾐｽﾞ ｺｳｽｹ 長野日大

決勝 4月29日 10:30

大会記録            39.87

野﨑 隼冬(3) 高校
ﾉｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 長野工業
早川 祐人(3) 高校
ﾊﾔｶﾜ ﾕｳﾄ 長野西
小林 拓矢(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 長野日大
水﨑 友一朗(3) 高校
ﾐｽﾞｻｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 長野西
五明 和樹(3) 高校
ｺﾞﾐｮｳ ｶｽﾞｷ 長野工業
寺島 瞬(2) 高校
ﾃﾗｼﾏ ｼｭﾝ 長野商業
清水 幸佑(2) 高校
ｼﾐｽﾞ ｺｳｽｹ 長野日大
久保田 雄大(2) 高校
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 長野工業

決勝 4月29日 9:00

大会記録            44.96

伊藤 敦紀(3) 高校
ｲﾄｳ ｱﾂｷ 市立長野
宮林 凌汰(3) 高校
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野工業
大槻 陽生(3) 高校
ｵｵﾂｷ ﾊﾙｷ 長野工業
塚田 渓(3) 高校
ﾂｶﾀﾞ ｹｲ 長野工業
佐藤 友哉(3) 高校
ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 長野西

男子

砲丸投(6.000kg)

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 4  1171

13.15   X 12.86   X   X 13.51  13.51 

2 3  1267
  X 10.14   X  9.18 10.66 10.29  10.66 

3 2   868
 8.53  8.77  9.18  9.13  8.88  9.13   9.18 

4 1  1269
 8.23  8.07  7.84   8.58  8.02  8.13  8.58

 12.83   X   O   O

  O   O 19.54  19.54 

8 2  1181
  O   O 12.83

  O   X 21.57  21.57 

7 1  1269
17.99   O   O

  O 22.72   O  22.72 

6 3  1133
  X   O 20.99

  O   O 22.77  22.77 

5 4  1175
  X 20.74   O

  X   O   O  25.89 

4 5  1101
22.70   O   O

  O   O   O  28.56 

3 6  1267
25.89   O   O

34.66   O   O  34.66 

2 7  1103
  O   O 28.56

1 8  1171
  O   O 33.97

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

円盤投(1.750kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  X   O  9.66   9.66 

  O   O 14.03  14.03 

5 2  1102
  -   O  8.24

  O   O 17.34  17.34 

4 1  1174
  O   O 13.68

  O   O   X  18.03 

3 5  1173
  O   O 16.10

  X 18.93   X  18.93 

2 3  1170
  O   O 18.03

1 4   868
  O   X 17.16

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

ハンマー投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 4月29日 12:30

大会記録            56.46

早川 祐人(3) 高校
ﾊﾔｶﾜ ﾕｳﾄ 長野西
佐藤 文哉(3) 高校
ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ 長野日大
大和 弘典(2) 高校
ﾔﾏﾄ ﾋﾛﾉﾘ 長野日大
大和 史明(1) 高校
ﾔﾏﾄ ﾌﾐｱｷ 長野日大
中宮 涼太(2) 高校
ﾅｶﾐﾔ ﾘｮｳﾀ 長野商業
髙橋 洸貴(3) 高校
ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 長野吉田
根岸 光星(3) 高校
ﾈｷﾞｼ ﾋｶﾙ 松代
渡辺 光孝(2) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ 長野吉田
伊藤 拓(2) 高校
ｲﾄｳ ﾀｸ 長野西
寺島 瞬(2) 高校
ﾃﾗｼﾏ ｼｭﾝ 長野商業
水﨑 友一朗(3) 高校
ﾐｽﾞｻｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 長野西
堀 勇人(3) 高校
ﾎﾘ ﾊﾔﾄ 松代
丸山 武将(2) 高校 欠場
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹﾏｻ 松代

決勝 4月29日 12:30

市川 雄太郎(2) 高校
ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 長野日大
大蔵 健吾(2) 高校 欠場
ｵｵｸﾗ ｹﾝｺﾞ 長野日大

男子

やり投(0.800kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 15  1103

  X   O 49.67   O 50.15   O  50.15 

2 14  1302
48.76   X   O   O   O   O  48.76 

3 12  1260
  O 46.90   O   O   O   O  46.90 

4 9  1254
46.59   O   O 46.74   O   X  46.74 

5 10  1134
  X 43.97   O 44.58   O   O  44.58 

6 13  1060
43.36   O   O   O   O   O  43.36 

7 11  1421
  X 41.09   O   -   -   -  41.09 

8 8  1065
  O   O 39.42   O 40.92   O  40.92 

9 4  3042
  O   O 34.29  34.29 

10 6  1133
  X 32.27   O  32.27 

11 7  1101
31.80   O   O  31.80 

12 5  1422
22.30   O   X  22.30 

3  1426

1  1266

2  1253
  X 30.58   O

-3- -4-氏  名 所属名 -1- -2- -5- -6- 記録 備考

男子オープン

やり投(0.800kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 4月29日 12:00

大会記録            41.62

[ 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   4 市立長野   870 一宮 一至(2)    44.59 1  3 長野吉田 1050 戸澤 裕介(3)    42.97 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ｲﾁﾉﾐﾔ ｶｽﾞｼ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ﾄｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ
  865 高橋 将人(3) 1051 中野 直哉(3)

ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ
  869 西澤 政也(3) 1062 増田 勇輝(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾔ ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ
  867 栁澤 一道(3) 1065 渡辺 光孝(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾐﾁ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ
 2   6 長野商業  1132 春原 昌平(2)    45.07 2  5 長野日大 1304 牧野 凌也(3)    43.39 

ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳ ｽﾉﾊﾗ ｼｮｳﾍｲ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ﾏｷﾉ ﾘｮｳﾔ
 1131 宮本 英征(2) 1272 高沢 深史(3)

ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ ﾀｶｻﾜ ﾌｶｼ
 1146 今藤 燎(3) 1274 渡辺 史也(3)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾔ
 1147 亀原 一起(3) 1265 青木 孔之介(3)

ｶﾒﾊﾗ ｶｽﾞｷ ｱｵｷ ｺｳﾉｽｹ
 3   5 長野東  1201 飯森 淳哉(3)    45.42 3  4 松代 1418 下田 振一(3)    43.68 

ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ ｲｲﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾔ ﾏﾂｼﾛ ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｲﾁ
 1195 浦野 泰希(3) 1420 和田 侑也(3)

ｳﾗﾉ ﾀｲｷ ﾜﾀﾞ ﾕｳﾔ
 1194 島田 竜輔(3) 1423 朝倉 雅貴(3)

ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ ｱｻｸﾗ ﾏｻｷ
 1198 野崎 健太(3) 1416 松下 悦久(3)

ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀ ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾋｻ
 4   7 長野西  3044 流 竜一(2)    46.83 4  2 篠ﾉ井 1366 村山 彰太(2)    43.88 

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ﾅｶﾞﾚ ﾘｭｳｲﾁ ｼﾉﾉｲ ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ
 3045 伊藤 圭吾(2) 1365 宮下 仁志(2)

ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ
 1101 水﨑 友一朗(3) 1368 北村 健太(2)

ﾐｽﾞｻｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ
 3042 伊藤 拓(2) 1373 宮林 紘汰(1)

ｲﾄｳ ﾀｸ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ
 5   3 長野  1123 塚原 悠輔(3)    47.08 5  6 長野工業 1173 大槻 陽生(3)    44.47 

ﾅｶﾞﾉ ﾂｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳ ｵｵﾂｷ ﾊﾙｷ
 1113 鷹野 洋(2) 1170 宮林 凌汰(3)

ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ
 1115 正村 太一(2) 1174 塚田 渓(3)

ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ ﾂｶﾀﾞ ｹｲ
 1114 吉村 直也(2) 1175 五明 和樹(3)

ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾔ ｺﾞﾐｮｳ ｶｽﾞｷ

   1 長野吉田    42.97 戸澤 裕介(3) 中野 直哉(3) 増田 勇輝(2) 渡辺 光孝(2)  2  1
   2 長野日大    43.39 牧野 凌也(3) 高沢 深史(3) 渡辺 史也(3) 青木 孔之介(3)  2  2
   3 松代    43.68 下田 振一(3) 和田 侑也(3) 朝倉 雅貴(3) 松下 悦久(3)  2  3
   4 篠ﾉ井    43.88 村山 彰太(2) 宮下 仁志(2) 北村 健太(2) 宮林 紘汰(1)  2  4
   5 長野工業    44.47 大槻 陽生(3) 宮林 凌汰(3) 塚田 渓(3) 五明 和樹(3)  2  5
   6 市立長野    44.59 一宮 一至(2) 高橋 将人(3) 西澤 政也(3) 栁澤 一道(3)  1  1
   7 長野商業    45.07 春原 昌平(2) 宮本 英征(2) 今藤 燎(3) 亀原 一起(3)  1  2
   8 長野東    45.42 飯森 淳哉(3) 浦野 泰希(3) 島田 竜輔(3) 野崎 健太(3)  1  3
   9 長野西    46.83 流 竜一(2) 伊藤 圭吾(2) 水﨑 友一朗(3) 伊藤 拓(2)  1  4
  10 長野    47.08 塚原 悠輔(3) 鷹野 洋(2) 正村 太一(2) 吉村 直也(2)  1  5

ｵｰﾀﾞｰ1
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大会記録          3,22.77

[ 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   4 長野東  1201 飯森 淳哉(3)  3,31.46 1  4 長野吉田 1053 宮之本 航(3)  3,19.77 

ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ ｲｲﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾔ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ﾐﾔﾉﾓﾄ ﾜﾀﾙ 大会記録
 1198 野崎 健太(3) 1058 宮川 将輝(3)

ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｻｷ
 1194 島田 竜輔(3) 1056 大許 紘生(3)

ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ ｵｵﾓﾄ ﾋﾛｷ
 1195 浦野 泰希(3) 1051 中野 直哉(3)

ｳﾗﾉ ﾀｲｷ ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ
 2   7 長野商業  1131 宮本 英征(2)  3,41.49 2  3 長野 1126 勝野 将人(3)  3,34.58 

ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳ ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ ﾅｶﾞﾉ ｶﾂﾉ ﾏｻﾄ
 1146 今藤 燎(3) 1113 鷹野 洋(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ
 1147 亀原 一起(3) 1119 小林 丈晃(3)

ｶﾒﾊﾗ ｶｽﾞｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｱｷ
 1135 村上 湧太郎(2) 1129 佐藤 英明(3)

ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ
 3   2 篠ﾉ井  1375 草野 晃平(1)  3,43.71 3  2 長野西 1102 佐藤 友哉(3)  3,38.02 

ｼﾉﾉｲ ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ ﾅｶﾞﾉﾆｼ ｻﾄｳ ﾕｳﾔ
 1366 村山 彰太(2) 3045 伊藤 圭吾(2)

ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ
 1373 宮林 紘汰(1) 1108 高瀬 侑弥(3)

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ ﾀｶｾ ﾕｳﾔ
 1368 北村 健太(2) 3044 流 竜一(2)

ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ ﾅｶﾞﾚ ﾘｭｳｲﾁ
 4   3 長野工業  1175 五明 和樹(3)  3,53.23 4  5 松代 1418 下田 振一(3)  3,40.14 

ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳ ｺﾞﾐｮｳ ｶｽﾞｷ ﾏﾂｼﾛ ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｲﾁ
 1174 塚田 渓(3) 1422 堀 勇人(3)

ﾂｶﾀﾞ ｹｲ ﾎﾘ ﾊﾔﾄ
 1182 中島 淳(2) 1421 根岸 光星(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ ﾈｷﾞｼ ﾋｶﾙ
 1151 工藤 大樹(1) 1419 太田 将史(3)

ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ ｵｵﾀ ﾏｻﾌﾐ
  5 更級農業  6 長野日大

ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳ 欠場 ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ 欠場

  6 市立長野
ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ 欠場

   1 長野吉田  3,19.77 大会記録 宮之本 航(3) 宮川 将輝(3) 大許 紘生(3) 中野 直哉(3)  2  1
   2 長野東  3,31.46 飯森 淳哉(3) 野崎 健太(3) 島田 竜輔(3) 浦野 泰希(3)  1  1
   3 長野  3,34.58 勝野 将人(3) 鷹野 洋(2) 小林 丈晃(3) 佐藤 英明(3)  2  2
   4 長野西  3,38.02 佐藤 友哉(3) 伊藤 圭吾(2) 高瀬 侑弥(3) 流 竜一(2)  2  3
   5 松代  3,40.14 下田 振一(3) 堀 勇人(3) 根岸 光星(3) 太田 将史(3)  2  4
   6 長野商業  3,41.49 宮本 英征(2) 今藤 燎(3) 亀原 一起(3) 村上 湧太郎(2)  1  2
   7 篠ﾉ井  3,43.71 草野 晃平(1) 村山 彰太(2) 宮林 紘汰(1) 北村 健太(2)  1  3
   8 長野工業  3,53.23 五明 和樹(3) 塚田 渓(3) 中島 淳(2) 工藤 大樹(1)  1  4
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