
第30回長野県小学生陸上競技大会兼 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森　茂幸
第30回東海小学生リレー競技大会予選会 跳躍審判長 富松　健夫
兼日清食品カップ第29回全国小学生陸上競技交流大会長野県代表選手選考会 投擲審判長 伊藤　利博
【開催日】 平成２５年６月２３日（日） 記録主任： 竹内　秀樹
【主催団体】 （一財）長野陸上競技協会 決勝記録一覧表

男  子 【競技場】県松本平広域公園
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 6/23 男子 眞田 稜生(6) 2:57.26 宇津野 篤(6) 2:59.85 上條 健亮(6) 3:01.38 丸山 拓真(6) 3:01.43 松下 純也(6) 3:07.74 片桐 陽和(6) 3:09.10 牧野 駆(6) 3:09.88 越 陽汰(5) 3:10.22

1000m 上田真田ｸﾗﾌﾞ 腰越JSC 塩尻吉田 川中島JRC ISｼﾞｭﾆｱ 望月AC ISｼﾞｭﾆｱ 川中島JRC
 6/23  +1.2加藤 瑠乃祐(6) 13.41 一場 稜(6) 13.59 中根 颯亮(6) 13.66 伊藤 康佑(6) 13.71 宮脇 祐歩(6) 14.17 阿部 純大(6) 14.18 井ﾉ口 天優(6) 14.50 松原 誓哉(6) 14.84

80mH(0.700m) 軽井沢中部 軽井沢中部 ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗ｸﾗﾌﾞ 大町東 中沢 屋代 中沢 塩尻西
 6/23 三守 遼星(6) 1.35 遠藤 航介(6) 1.25 赤羽 健一(6) 1.25 須澤 香木(6) 1.20 小島 琉汰(6) 菅平 1.20 太田 岳(6) 宮田 1.20

走高跳 塩尻西 大町東 川島 開智 伊東 俊耶(6) 軽井沢西部AC 山本 麗夢(6) 伊那北
 6/23 藤村 知季(6) 4.69(+1.6) 桶田 裕樹(6) 4.27(-0.6) 小松 大和(6) 4.27(+2.3) 丸山 裕太(6) 4.23(-0.1) 北村 洸士郎(6)4.21(+2.1) 渡辺 翔太(6) 4.18(+1.1) 永瀬 生蕗(6) 4.08(-0.8) 田中 稔(6) 4.07(-1.6)

走幅跳 千曲 中込 望月AC 小井川 小谷 昭和 塩尻西 立科
 6/23 山浦 航(6) 58.62 小泉 和也(6) 55.94 三村 直裕(6) 55.35 駒込 皓大(5) 55.16 遠山 祐基(6) 54.15 宇治 大翔(6) 52.36 池上 智哉(5) 51.26 飯島 友汰(6) 50.73

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 野沢 附属長野 梓川 信州新町ｸ 美南ｶﾞ丘 三輪 高遠 東春近
 6/23 辰野南       54.53 T&F佐久平       54.98 松川陸上ｸﾗﾌ  ゙     55.09 菅野       55.17 大町西       55.37 二子       55.69 赤穂東       55.95 信濃(B)       56.26

4×100m 熊谷 弦(5) 中山 京彌(6) 松﨑 文哉(6) 赤羽 碧(6) 赤羽  翔吾(6) 贄田 航大(6) 松川 翔(6) 吉田 春城(6)
山埼 健太(6) 上原 一輝(6) 寺澤 勇紀(6) 松本 郁哉(6) 荒井 飛龍(6) 中澤 拓弥(6) 関 雄飛(6) 鶴田 剛琉(6)
桑原 健(6) 浅沼 都夫(5) 古林 拓哉 阿部 育良(6) 越山 遥斗(6) 小松 武颯志(6) 竹村敬真(6) 和田 裕成(6)
林 泰希(6) 原 惇也(5) 林 力輝 大久保 駿(6) 縣 康太郎(6) 横澤 秀飛(6) 古川哲多(6) 宮下 大和(6)

 6/23 5年男子  -0.8野沢 佑太(5) 13.79 佐野 希汐(5) 14.10 矢澤 雄太(5) 14.26 高島 蒼太(5) 14.32 奥村 駿樹(5) 14.32 遠藤 慶介(5) 14.61 佐藤 陸(6) 14.62 横山 弥晏(5) 14.69
100m 長野市陸上教室 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 中洲 長野市陸上教室 森上 塩尻西 岸野 長野市陸上教室

 6/23 6年男子  +0.7小川 拓(6) 13.22 小林 碧(6) 13.63 佐貫 翔(6) 13.76 稲生 元希(6) 13.80 山川 滉生(6) 13.82 中澤 新(6) 13.96 内川 敢太(6) 14.02
100m 開智 宗賀 青木 秋津AC ｲｲﾀﾞｯｼｭ 塩尻吉田 豊科東



予選 6月23日 11:00
決勝 6月23日 15:35

大会記録(GR)                    13.63 

[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 +3.7

 1 佐野 希汐(5)     13.81 q  1 矢澤 雄太(5)     14.04 q
ｻﾉ ｷｾｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 中洲

 2 佐藤 陸(6)     14.42 q  2 奥村 駿樹(5)     14.08 q
ｻﾄｳ ﾘｸ 岸野 ｵｸﾑﾗ  ｼｭﾝｷ 森上

 3 横山 弥晏(5)     14.43 q  3 浦野 快生(5)     14.83 
ﾖｺﾔﾏ ﾐﾊﾙ 長野市陸上教室 ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ 箕輪南

 4 渡辺 丈晴(5)     14.97  4 關澤 駿介(5)     14.98 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ 寿 ｾｷｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 島内

 5 横田 善(5)     15.33  5 清水 謙汰(5)     15.07 
ﾖｺﾀ ｾﾞﾝ 伊賀良 ｼﾐｽﾞ  ｹﾝﾀ 高瀬AC

 6 片桐 耕太(5)     15.42  6 藤本 啓吾(5)     15.27 
ｶﾀｷﾞﾘ ｺｳﾀ 穂高北 ﾌｼﾞﾓﾄ ｹｲｺﾞ 上郷

 7 横山 克海(5)     15.65  7 小淵 孝太(5)     15.31 
ﾖｺﾔﾏｶﾂﾐ 北御牧 ｵﾌﾞﾁ  ｺｳﾀ 山ﾉ内西

 8 中村 勇海(5)     16.10  8 宮下 大貴(5)     15.96 
ﾅｶﾑﾗ ｲｻﾐ 日滝 ﾐﾔｼﾀ ﾀｲｷ 上田JSC

 9 呉羽 碧空(5)     16.32 小林 壮太(5)
ｸﾚﾊ ｿﾗ 栗ｶﾞ丘 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 三郷

[ 3組] 風速 -2.3 [ 4組] 風速 +0.4

 1 遠藤 慶介(5)     14.45 q  1 大塚 寧陽(5)     14.69 
ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 塩尻西 ｵｵﾂｶｼｽﾞﾔ 北御牧

 2 松田 倭都(5)     14.82  2 野本 駿介(5)     15.06 
ﾏﾂﾀﾞ ﾔﾏﾄ 生坂 ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 田川

 3 福島 史也(5)     14.99  3 山岸 亮太(5)     15.38 
ﾌｸｼﾏ ﾌﾐﾔ 小川 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾀ 小山

 4 永井 颯太(5)     15.33  4 伊倉 大哉(5)     15.40 
ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 野岸 ｲｸﾗ ﾋﾛﾔ 下諏訪南

 5 戸島 輝人(5)     15.52  5 柴平 夢叶(5)     15.54 
ﾄｼﾏ ﾃﾙﾄ 湖東 ｼﾊﾞﾀﾞｲﾗ ﾕｳﾄ 野岸

 6 森 紘輔(5)     16.02  6 鈴木 雄豪(5)     16.57 
ﾓﾘ ｺｳｽｹ 立科 ｽｽﾞｷ ﾕｳｺﾞｳ 中野ｽﾏｲﾙ

 7 青木 竜成(5)     16.21 二木 陽(5)
ｱｵｷ ﾘｭｳｾｲ ｽﾎﾟｺﾐ東北ｸ ﾌﾀﾂｷﾞ ｱｻﾋ 松川

 8 佐々木 蒼太(5)     16.28 原 幸輝(5)
ｻｻｷ ｿｳﾀ 八千穂 ﾊﾗｺｳｷ 美篶

[ 5組] 風速 +0.5 [ 6組] 風速 -2.7

 1 高島 蒼太(5)     14.46 q  1 加藤 大雅(5)     15.12 
ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ 長野市陸上教室 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 御代田南

 2 塩澤 昂(5)     14.82  2 神谷 宗尭(5)     15.17 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ 箕輪北

 3 小池 裕(5)     15.27  3 宇治 音弥(5)     15.45 
ｺｲｹ ﾕｳ 開智 ｳｼﾞ ｵﾄﾔ 島立

 4 井出 健人(5)     15.54  4 多田井 琢馬(5)     15.50 
ｲﾃﾞ ｹﾝﾄ 南牧北 ﾀﾀﾞｲ ﾀｸﾏ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 5 荒井 駿佑(5)     15.59  5 山本 隆矢(5)     15.61 
ｱﾗｲ ｼｭﾝｽｹ 豊野東 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 二子

 6 見田  将梧(5)     15.60  6 斎藤 寛樹(5)     15.66 
ｹﾝﾀﾞ  ｼｮｳｺﾞ 池田 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｷ 徳間

 7 別府 亮士郎直泰(5)     16.07  7 遠藤 太地(5)     15.69 
ﾍﾞｯﾌﾟﾘｮｳｼﾞﾛｳﾉﾌﾞﾔ美南ｶﾞ丘 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾁ 川上第二
堀 恭輔(5)  8 西牧 幸太(5)     15.96 
ﾎﾘ ｷｮｳｽｹ 伊那東 ﾆｼﾏｷ ｺｳﾀ 坂城JAC
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[ 7組] 風速 -2.0

 1 野沢 佑太(5)     14.13 q
ﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 長野市陸上教室

 2 岡田 颯太(5)     14.94 
ｵｶﾀﾞ ｿｳﾀ 上郷

 3 武田 直人(5)     15.34 
ﾀｹﾀﾞ ﾅｵﾄ 伊那東

 4 伊東 雅恭(5)     15.79 
ｲﾄｳ ｶﾞｸ 田川

 5 岡田 飛来(5)     15.86 
ｵｶﾀﾞ  ﾋﾗｲ 栄

 6 武居 蒼大(5)     15.90 
ﾀｹｲ ｿｳﾀ 下諏訪南

 7 紙浦 明馬(5)     16.01 
ｶﾐｳﾗ ｱｽﾏ 白馬北

 8 比田井 累惟(5)     16.49 
ﾋﾀﾞｲ ﾙｲ 中込

風速 -0.8

 1 野沢 佑太(5)     13.79 
ﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 長野市陸上教室

 2 佐野 希汐(5)     14.10 
ｻﾉ ｷｾｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 3 矢澤 雄太(5)     14.26 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 中洲

 4 高島 蒼太(5)     14.32 
ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ 長野市陸上教室

 5 奥村 駿樹(5)     14.32 
ｵｸﾑﾗ  ｼｭﾝｷ 森上

 6 遠藤 慶介(5)     14.61 
ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲｽｹ 塩尻西

 7 佐藤 陸(6)     14.62 
ｻﾄｳ ﾘｸ 岸野

 8 横山 弥晏(5)     14.69 
ﾖｺﾔﾏ ﾐﾊﾙ 長野市陸上教室
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予選 6月23日 11:25
決勝 6月23日 15:40

大会記録(GR)                    12.46 

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +0.8

 1 佐貫 翔(6)     13.77 q  1 高木 厚徳(6)     13.77 q
ｻﾇｷ ｼｮｳ 青木 ﾀｶｷﾞ ｱﾂﾉﾘ 下諏訪南

 2 内川 敢太(6)     13.82 q  2 稲生 元希(6)     13.81 q
ｳﾁｶﾜ ｶﾝﾀ 豊科東 ｲﾉｳ ｹﾞﾝｷ 秋津AC

 3 髙松 紀昌(6)     14.11  3 三浦 裕世(6)     14.17 
ﾀｶﾏﾂ ﾉﾘｱｷ 並柳 ﾐｳﾗ ﾕｳｾｲ 西春近南

 4 笠原 康平(6)     14.32  4 小坂 晃大(6)     14.33 
ｶｻﾊﾗ ｺｳﾍｲ 四賀 ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 大町南

 5 原 泰三(6)     14.63  5 大月 洸典(6)     14.45 
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 野岸 ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 堀金

 6 原山 尋斗(6)     14.65  6 青木 駿哉(6)     14.67 
ﾊﾗﾔﾏ  ﾋﾛﾄ 緑ヶ丘 ｱｵｷ ｼｭﾝﾔ 豊丘

 7 手塚 建太(6)     14.90  7 ﾄﾞｱﾙﾃｨｽﾄﾜｯﾏﾙﾊﾞｲ(6)     14.95 
ﾃﾂﾞｶ ｹﾝﾀ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ ﾄﾞｱﾙﾃｨｽﾄﾜｯﾏﾙﾊﾞｲ 丸山

 8 伊藤 柊生(6)     15.00  8 横森 雄一(6)     15.21 
ｲﾄｳ ｼｭｳ 伊那東 ﾖｺﾓﾘ ﾕｳｲﾁ 南牧南

 9 鷲尾 麗慈(6)     15.16  9 鴨志田 巽(6)     17.21 
ﾜｼｵ ﾚｲｼﾞ 岡山 ｶﾓｼﾀﾞ ﾀﾂﾐ 軽井沢西部AC

[ 3組] 風速 -0.5 [ 4組] 風速 -0.8

 1 小川 拓(6)     13.29 q  1 有馬 寿哉(6)     14.07 
ｵｶﾞﾜ ﾀｸ 開智 ｱﾘﾏ ﾄｼﾔ 豊科南

 2 細川 大吾(6)     14.04  2 小林 大輝(6)     14.16 
ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 穂高北 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 西春近南

 3 塩原 怜史(6)     14.33  3 伊藤 和也(6)     14.28 
ｼｵﾊﾗ ｻﾄｼ 会染 ｲﾄｳ ｶｽﾞﾔ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 4 石黒 佑弥(6)     14.47  4 渡邉 勇陽(6)     14.53 
ｲｼｸﾞﾛ  ﾕｳﾔ 通明 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾋ 御代田南

 5 西牧 侑真(6)     14.54  4 粟津原 奨太(6)     14.53 
ﾆｼﾏｷ  ﾕｳﾏ 上田北 ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 朝日

 6 酒井 一(6)     14.74  6 高橋 翔(6)     14.74 
ｻｶｲ ﾊｼﾞﾒ 豊丘南 ﾀｶﾊｼ  ｼｮｳ 仁礼

 7 古田 大貴(6)     14.75  7 田澤 友希(6)     15.37 
ﾌﾙﾀ ﾋﾛｷ 下諏訪北 ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ 中野ｽﾏｲﾙ

 8 石川 泰地(6)     15.53  8 山浦 崇歩(6)     15.75 
ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 佐久城山 ﾔﾏｳﾗ ｼｭｳﾎ 軽井沢西部AC

 9 小島 力(6)     15.54 
ｺｼﾞﾏ ﾘｷ 中野ｽﾏｲﾙ

[ 5組] 風速  0.0 [ 6組] 風速 -1.0

 1 中澤 新(6)     13.87 q  1 山川 滉生(6)     13.90 q
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 塩尻吉田 ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 2 小山 翔月(6)     14.27  2 古厩 海聖(6)     14.25 
ｺﾔﾏ ｶﾂﾞｷ 軽井沢西部AC ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 松本本郷

 3 唐澤 駿介(6)     14.33  3 松岡 龍哉(6)     14.43 
ｶﾗｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 辰野西 ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾔ ｽﾎﾟｺﾐ東北ｸ

 4 青木 陸哉(6)     14.39  4 工藤 利季(6)     14.43 
ｱｵｷ  ﾘｸﾔ 上田北 ｸﾄﾞｳ ﾄｼｷ 岸野

 5 牧野 友紀(6)     14.57  5 角田 丈(6)     14.51 
ﾏｷﾉ ﾄﾓｷ 鎌田 ｶｸﾀ ｼﾞｮｳ 四賀

 6 小林 暖(6)     14.86  6 塚原 愛稀(6)     14.63 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ 栗ｶﾞ丘 ﾂｶﾊﾗ ｱｲｷ 塩尻吉田

 7 小林 瑛寿(6)     15.29  7 福澤 柾人(6)     15.40 
ｺﾊﾞﾔｼ ｴｲｼﾞｭ 飯山 ﾌｸｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 朝陽

 8 宮下 怜也(6)     15.61  8 土屋 雄貴(6)     15.44 
ﾐﾔｼﾀ ﾄｷﾔ 大下条 ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 軽井沢西部AC
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[ 7組] 風速 +0.5

 1 小林 碧(6)     13.63 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 宗賀

 2 中山 勇輝(6)     14.13 
ﾅｶﾔﾏ  ﾕｳｷ 仁礼

 3 赤尾 聡良(6)     14.33 
ｱｶｵ ｿﾗ 上田JSC

 4 髙野 徳次(6)     14.34 
ﾀｶﾉ ﾉﾘﾂｸﾞ 開明

 5 志茂日出斗(6)     14.41 
ｼﾓ ﾋﾃﾞﾄ 四賀

 6 大原 聖也(6)     14.70 
ｵｵﾊﾗ ｾｲﾔ ｽﾎﾟｺﾐ東北ｸ

 7 南坂 潤哉(6)     14.87 
ﾅﾝｻﾞｶ ｼﾞｭﾝﾔ 飯島

 8 西牧 蒼真(6)     15.15 
ﾆｼﾏｷ  ｿｳﾏ 上田北

風速 +0.7

 1 小川 拓(6)     13.22 
ｵｶﾞﾜ ﾀｸ 開智

 2 小林 碧(6)     13.63 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 宗賀

 3 佐貫 翔(6)     13.76 
ｻﾇｷ ｼｮｳ 青木

 4 稲生 元希(6)     13.80 
ｲﾉｳ ｹﾞﾝｷ 秋津AC

 5 山川 滉生(6)     13.82 
ﾔﾏｶﾜ ﾋﾛｷ ｲｲﾀﾞｯｼｭ

 6 中澤 新(6)     13.96 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 塩尻吉田

 7 内川 敢太(6)     14.02 
ｳﾁｶﾜ ｶﾝﾀ 豊科東
高木 厚徳(6)
ﾀｶｷﾞ ｱﾂﾉﾘ 下諏訪南
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決勝 6月23日 13:40

[ 1組] 風速 -1.6 [ 2組] 風速 +0.1

 1 山上 浩佑(4)     16.06  1 高野 優大(5)     15.84 
ﾔﾏｶﾞﾐ ｺｳｽｹ 南箕輪 ﾀｶﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 千曲東

 2 宮尾 俊祐(5)     16.25  2 京澤 健(5)     16.03 
ﾐﾔｵ ｼｭﾝｽｹ 千曲東 ｷｮｳｻﾜ  ﾀｹｼ 赤穂

 3 大月 渉(4)     16.65  3 芝﨑 匠(5)     16.10 
ｵｵﾂｷ ﾜﾀﾙ 穂高西 ｼﾊﾞｻｷ ﾀｸﾐ 辰野南

 4 笠原 淳平(4)     16.80  4 三好 駿平(5)     16.13 
ｶｻﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 小井川 ﾐﾖｼ ｼｭﾝﾍﾟｲ 穂高南

 5 小池 亮孝(5)     17.12  5 河西 歩夢(5)     16.78 
ｺｲｹ ｱｷﾀｶ 会染 ｶｻｲ ｱﾕﾑ 四賀

 6 中村 恵輔(5)     17.17  6 小林 大輝(5)     16.85 
ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 芝沢 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ ｺﾒｯﾄ波田

 7 宮阪 康希(4)     17.60  7 畔田 隼(5)     17.07 
ﾐﾔｻｶ ｺｳｷ 諏訪FA ｸﾛﾀﾞ ﾊﾔﾄ 豊科北AC

 8 鈴木 椋翔(4)     17.69  8 柳沢 祥太(5)     17.99 
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾄ 軽井沢中部 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳﾀ 軽井沢中部

 9 宮内 大樹(4)     18.54  9 下畑 海成斗(5)     18.85 
ﾐﾔｳﾁ  ﾋﾛｷ T&F佐久平 ｼﾓﾊﾀ ﾐﾅﾄ 福島

[ 3組] 風速 +0.5 [ 4組] 風速 +0.8

 1 二瓶 柊(6)     14.64  1 上田 隼也(6)     15.23 
ﾆﾍｲ ｼｭｳ 三郷 ｳｴﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 穂高西

 2 丸山 拓海(5)     14.93  2 滝澤 光基(6)     15.28 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ 豊科北AC ﾀｷｻﾞﾜ ｺｳｷ 豊田

 3 竹村優真(6)     15.38  3 小林 拓(6)     15.38 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｼﾝ 赤穂東 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｸ 赤穂

 4 五十嵐 一真(5)     15.41  4 吉田 歩(6)     15.68 
ｲｶﾞﾗｼ ｶｽﾞﾏ 穂高西 ﾖｼﾀﾞ ｱﾕﾑ 南箕輪

 5 春日 南星(5)     15.52  5 那須 祐己(6)     15.75 
ｶｽﾞｶﾞ ﾅﾅｾ 赤穂南 ﾅｽ ﾕｳｷ 広丘

 6 大野 祐介(6)     15.67  6 松崎 悠弥(6)     15.90 
ｵｵﾉ ﾕｳｽｹ 下諏訪南 ﾏﾂｻﾞｷ  ﾕｳﾔ T&F佐久平

 7 上野 優翔(5)     16.19  7 森本 隆暉(5)     16.67 
ｳｴﾉ ﾕｳﾄ 千曲東 ﾓﾘﾓﾄ ﾀｶｱｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 中野 勝太(5)     16.66  8 白井 亮太(6)     16.81 
ﾅｶﾉ ｼｮｳﾀ ｺﾒｯﾄ波田 ｼﾗｲ ﾘｮｳﾀ 高島

 9 土屋 滉基(5)     17.84  9 下村 大夢(6)     16.85 
ﾂﾁﾔ ｺｳｷ 軽井沢中部 ｼﾓﾑﾗ ﾋﾛﾑ 大町東
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   1 二瓶 柊(6) 三郷     14.64 (+0.5)   3   1
   2 丸山 拓海(5) 豊科北AC     14.93 (+0.5)   3   2
   3 上田 隼也(6) 穂高西     15.23 (+0.8)   4   1
   4 滝澤 光基(6) 豊田     15.28 (+0.8)   4   2
   5 竹村優真(6) 赤穂東     15.38 (+0.5)   3   3
   5 小林 拓(6) 赤穂     15.38 (+0.8)   4   3
   7 五十嵐 一真(5) 穂高西     15.41 (+0.5)   3   4
   8 春日 南星(5) 赤穂南     15.52 (+0.5)   3   5
   9 大野 祐介(6) 下諏訪南     15.67 (+0.5)   3   6
  10 吉田 歩(6) 南箕輪     15.68 (+0.8)   4   4
  11 那須 祐己(6) 広丘     15.75 (+0.8)   4   5
  12 高野 優大(5) 千曲東     15.84 (+0.1)   2   1
  13 松崎 悠弥(6) T&F佐久平     15.90 (+0.8)   4   6
  14 京澤 健(5) 赤穂     16.03 (+0.1)   2   2
  15 山上 浩佑(4) 南箕輪     16.06 (-1.6)   1   1
  16 芝﨑 匠(5) 辰野南     16.10 (+0.1)   2   3
  17 三好 駿平(5) 穂高南     16.13 (+0.1)   2   4
  18 上野 優翔(5) 千曲東     16.19 (+0.5)   3   7
  19 宮尾 俊祐(5) 千曲東     16.25 (-1.6)   1   2
  20 大月 渉(4) 穂高西     16.65 (-1.6)   1   3
  21 中野 勝太(5) ｺﾒｯﾄ波田     16.66 (+0.5)   3   8
  22 森本 隆暉(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.67 (+0.8)   4   7
  23 河西 歩夢(5) 四賀     16.78 (+0.1)   2   5
  24 笠原 淳平(4) 小井川     16.80 (-1.6)   1   4
  25 白井 亮太(6) 高島     16.81 (+0.8)   4   8
  26 小林 大輝(5) ｺﾒｯﾄ波田     16.85 (+0.1)   2   6
  26 下村 大夢(6) 大町東     16.85 (+0.8)   4   9
  28 畔田 隼(5) 豊科北AC     17.07 (+0.1)   2   7
  29 小池 亮孝(5) 会染     17.12 (-1.6)   1   5
  30 中村 恵輔(5) 芝沢     17.17 (-1.6)   1   6
  31 宮阪 康希(4) 諏訪FA     17.60 (-1.6)   1   7
  32 鈴木 椋翔(4) 軽井沢中部     17.69 (-1.6)   1   8
  33 土屋 滉基(5) 軽井沢中部     17.84 (+0.5)   3   9
  34 柳沢 祥太(5) 軽井沢中部     17.99 (+0.1)   2   8
  35 宮内 大樹(4) T&F佐久平     18.54 (-1.6)   1   9
  36 下畑 海成斗(5) 福島     18.85 (+0.1)   2   9
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決勝 6月23日 14:55

大会記録(GR)                  2:52.94 

[ 1組] [ 2組]

 1 玉井 芳樹(6)   3:17.78  1 中山 唯斗(6)   3:17.07 
ﾀﾏｲ ﾖｼｷ 坂井 ﾅｶﾔﾏ ﾕｲﾄ 下諏訪南

 2 村上 聖眞(6)   3:18.39  2 小松 大輝(6)   3:17.19 
ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾏ 岩村田AC ｺﾏﾂ  ﾀﾞｲｷ 辰野西

 3 松本 優雅(6)   3:19.25  3 塚越 徹(6)   3:18.58 
ﾏﾂﾓﾄ  ﾕｳｶﾞ 上田北 ﾂｶｺｼ ﾃﾂ 西春近北

 4 長谷川 樹(6)   3:19.26  4 酒井 龍介(6)   3:18.84 
ﾊｾｶﾞﾜ ｲﾂｷ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 伊那北

 5 仲田 源(5)   3:21.57  5 中村 天優(6)   3:18.96 
ﾅｶﾀ ﾐﾅﾓﾄ ISｼﾞｭﾆｱ ﾅｶﾑﾗ  ﾀｶﾏｻ 昭和

 6 菊池 友哉(6)   3:22.54  6 小幡 英矢(6)   3:19.50 
ｷｸﾁ ﾄﾓﾔ 南牧北 ｵﾊﾞﾀ ｴｲｼ 両小野

 7 小林 航太郎(6)   3:27.00  7 村岡 拓海(6)   3:20.73 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ 軽井沢西部AC ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾐ ｺﾒｯﾄ波田

 8 髙藤 陽樹(6)   3:27.23  8 安部 岳樹(6)   3:20.94 
ﾀｶﾄｳ ﾊﾙｷ 木島 ｱﾍﾞ ﾀｶｷ 大町西

 9 古籏 秀都(6)   3:27.79  9 高橋 響希(6)   3:21.46 
ﾌﾙﾊﾀ ｼｭｳﾄ 城下 ﾀｶﾊｼﾋﾋﾞｷ 北御牧

10 髙山 侑杜(5)   3:29.52 10 内藤 歩夢(6)   3:21.67 
ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾄ 穂高北 ﾅｲﾄｳ ｱﾕﾑ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ

11 井上 幹太(6)   3:30.39 11 小林 亮太(6)   3:22.31 
ｲﾉｳｴ ｶﾝﾀ 小海 ｺﾊﾞﾔｼﾘｮｳﾀ 富士見

12 木内 友士(5)   3:30.52 12 宮澤  凜(6)   3:24.61 
ｷｳﾁ ﾄﾓｼ ｽﾎﾟｺﾐ東北ｸ ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾘﾝ 池田

13 湯本 樹(6)   3:30.83 13 柳澤 光(6)   3:24.75 
ﾕﾓﾄ ﾀﾂｷ 木島平 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 高島

14 佐々木梨人(6)   3:31.68 14 中嶋 紀彰(6)   3:25.93 
ｻｻｷ ﾘﾄ 小海 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘｱｷ ISｼﾞｭﾆｱ

15 中楯 崚之助(5)   3:32.18 15 上条 康太(6)   3:26.40 
ﾅｶﾀﾞﾃ ﾘｮｳﾉｽｹ 塩尻東 ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 堀金

16 中村 京将(5)   3:32.98 16 森 拓夢(6)   3:26.94 
ﾅｶﾑﾗ ｹｲｼｮｳ 日滝 ﾓﾘ ﾀｸﾑ 東春近

17 白石 順平(6)   3:39.79 17 山中 陸斗(5)   3:27.17 
ｼﾗｲｼ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 屋代 ﾔﾏﾅｶ ﾘｸﾄ 木島

18 内田 飛河(5)   3:44.66 18 小林 史弥(5)   3:28.04 
ｳﾁﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 腰越JSC ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 菅野

19 真柳 則希(5)   3:45.83 19 藤井 義織(6)   3:33.17 
ﾏﾔﾅｷﾞ ﾉﾘｷ 戸上ｼﾞｭﾆｱ ﾌｼﾞｲ ﾖｼｵﾘ 白馬北
酒井 大和(6) 20 臼井 崇詞(6)   3:33.98 
ｻｶｲ ﾔﾏﾄ 松尾 ｳｽｲ ﾀｶｼ 穂高北
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6  1008

8  1238

17  1846

19  1134

11  1083

7  1243

1  1292

13  1506

14  1011

 1333

10  1538

3  1253

2  1012

16  1884

20  1155

11  1299

3  1557

15  1334

18  1268

4

所属名 記録／備考
4  1699

欠場

順 No.

20  1806

7  1792

10  1771

15  1623

19  1769

14  1746

12  1125

16  1239

9  1845

13  1648

1  1717

18  1242

5  1515

8  1795

2  1505

17  1588

6  1652



[ 3組]

 1 眞田 稜生(6)   2:57.26 
ｻﾅﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 上田真田ｸﾗﾌﾞ

 2 宇津野 篤(6)   2:59.85 
ｳﾂﾉ  ｱﾂｼ 腰越JSC

 3 上條 健亮(6)   3:01.38 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｹﾝｽｹ 塩尻吉田

 4 丸山 拓真(6)   3:01.43 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ 川中島JRC

 5 松下 純也(6)   3:07.74 
ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ ISｼﾞｭﾆｱ

 6 片桐 陽和(6)   3:09.10 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾖﾘ 望月AC

 7 牧野 駆(6)   3:09.88 
ﾏｷﾉ ｶｹﾙ ISｼﾞｭﾆｱ

 8 越 陽汰(5)   3:10.22 
ｺｼ ﾊﾙﾀ 川中島JRC

 9 森 龍希(6)   3:10.27 
ﾓﾘ ﾘｭｳｷ 木島平

10 中村 将也(6)   3:11.95 
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 坂城JAC

11 白木 貴也(6)   3:13.31 
ｼﾗｷ ﾀｶﾔ 岡谷

12 田中 仁之輔(6)   3:13.49 
ﾀﾅｶ ｼﾞﾝﾉｽｹ 明南

13 江元 龍之介(6)   3:14.55 
ｴﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久城山

14 金井 源一郎(6)   3:14.83 
ｶﾅｲ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 腰越JSC

15 柳沢 優生(6)   3:15.82 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 宗賀

16 蜜澤  実哲(6)   3:15.91 
ﾐﾂｻﾞﾜ  ﾐﾉﾘ 池田

17 大塚 創太(5)   3:16.15 
ｵｵﾂｶ ｿｳﾀ 坂城JAC
中澤 翔太(6)
ﾅｶｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 豊田
菊地 洸希(5)
ｷｸﾁ ｺｳｷ 腰越JSC

男子

1000m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  1525

10  1159

11  1154

8  1105

12  1310

7  1848

6  1252

3  1847

14  1309

5  1518

16  1338

2  1691

19  1548

4  1033

17  1153

1  1752
途中棄権

15  1647

18  1337

13  1156
欠場



   1 眞田 稜生(6) 上田真田ｸﾗﾌﾞ     2:57.26   3   1
   2 宇津野 篤(6) 腰越JSC     2:59.85   3   2
   3 上條 健亮(6) 塩尻吉田     3:01.38   3   3
   4 丸山 拓真(6) 川中島JRC     3:01.43   3   4
   5 松下 純也(6) ISｼﾞｭﾆｱ     3:07.74   3   5
   6 片桐 陽和(6) 望月AC     3:09.10   3   6
   7 牧野 駆(6) ISｼﾞｭﾆｱ     3:09.88   3   7
   8 越 陽汰(5) 川中島JRC     3:10.22   3   8
   9 森 龍希(6) 木島平     3:10.27   3   9
  10 中村 将也(6) 坂城JAC     3:11.95   3  10
  11 白木 貴也(6) 岡谷     3:13.31   3  11
  12 田中 仁之輔(6) 明南     3:13.49   3  12
  13 江元 龍之介(6) 佐久城山     3:14.55   3  13
  14 金井 源一郎(6) 腰越JSC     3:14.83   3  14
  15 柳沢 優生(6) 宗賀     3:15.82   3  15
  16 蜜澤  実哲(6) 池田     3:15.91   3  16
  17 大塚 創太(5) 坂城JAC     3:16.15   3  17
  18 中山 唯斗(6) 下諏訪南     3:17.07   2   1
  19 小松 大輝(6) 辰野西     3:17.19   2   2
  20 玉井 芳樹(6) 坂井     3:17.78   1   1
  21 村上 聖眞(6) 岩村田AC     3:18.39   1   2
  22 塚越 徹(6) 西春近北     3:18.58   2   3
  23 酒井 龍介(6) 伊那北     3:18.84   2   4
  24 中村 天優(6) 昭和     3:18.96   2   5
  25 松本 優雅(6) 上田北     3:19.25   1   3
  26 長谷川 樹(6) 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ     3:19.26   1   4
  27 小幡 英矢(6) 両小野     3:19.50   2   6
  28 村岡 拓海(6) ｺﾒｯﾄ波田     3:20.73   2   7
  29 安部 岳樹(6) 大町西     3:20.94   2   8
  30 高橋 響希(6) 北御牧     3:21.46   2   9
  31 仲田 源(5) ISｼﾞｭﾆｱ     3:21.57   1   5
  32 内藤 歩夢(6) 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ     3:21.67   2  10
  33 小林 亮太(6) 富士見     3:22.31   2  11
  34 菊池 友哉(6) 南牧北     3:22.54   1   6
  35 宮澤  凜(6) 池田     3:24.61   2  12
  36 柳澤 光(6) 高島     3:24.75   2  13
  37 中嶋 紀彰(6) ISｼﾞｭﾆｱ     3:25.93   2  14
  38 上条 康太(6) 堀金     3:26.40   2  15
  39 森 拓夢(6) 東春近     3:26.94   2  16
  40 小林 航太郎(6) 軽井沢西部AC     3:27.00   1   7
  41 山中 陸斗(5) 木島     3:27.17   2  17
  42 髙藤 陽樹(6) 木島     3:27.23   1   8
  43 古籏 秀都(6) 城下     3:27.79   1   9
  44 小林 史弥(5) 菅野     3:28.04   2  18
  45 髙山 侑杜(5) 穂高北     3:29.52   1  10
  46 井上 幹太(6) 小海     3:30.39   1  11
  47 木内 友士(5) ｽﾎﾟｺﾐ東北ｸ     3:30.52   1  12
  48 湯本 樹(6) 木島平     3:30.83   1  13
  49 佐々木梨人(6) 小海     3:31.68   1  14
  50 中楯 崚之助(5) 塩尻東     3:32.18   1  15
  51 中村 京将(5) 日滝     3:32.98   1  16
  52 藤井 義織(6) 白馬北     3:33.17   2  19
  53 臼井 崇詞(6) 穂高北     3:33.98   2  20
  54 白石 順平(6) 屋代     3:39.79   1  17
  55 内田 飛河(5) 腰越JSC     3:44.66   1  18
  56 真柳 則希(5) 戸上ｼﾞｭﾆｱ     3:45.83   1  19

所属名 記録 備考

男子

組 順位
 1159
 1154

1000m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県

 1847
 1309
 1252
 1338

 1525
 1310
 1848
 1105

 1548
 1647
 1337
 1699

 1691
 1518
 1033
 1153

 1792
 1299
 1140
 1238

 1771
 1546
 1038
 1806

 1846
 1239
 1746
 1008

 1769
 1557
 1623
 1125

 1795
 1083
 1242
 1243

 1648
 1717
 1845
 1515

 1292
 1253
 1012
 1538

 1134
 1588
 1506
 1011

 1155
 1334

 1268
 1652
 1505
 1333



予選 6月23日  9:10
決勝 6月23日 15:10

大会記録(GR)                    13.12 

[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 +1.1

 1 中根 颯亮(6)     13.76 q  1 加藤 瑠乃祐(6)     13.63 q
ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗ｸﾗﾌﾞ ｶﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 軽井沢中部

 2 井ﾉ口 天優(6)     14.34 q  2 櫻井 紘都(6)     15.86 
ｲﾉｸﾞﾁ ﾃﾝﾕｳ 中沢 ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾄ 今井

 3 清水 康哉(6)     14.93  3 春日 大和(6)     15.93 
ｼﾐｽﾞ ｺｳﾔ 下諏訪南 ｶｽｶﾞ ﾔﾏﾄ 手良

 4 佐藤 輝季(5)     16.07  4 木下 拓斗(6)     16.77 
ｻﾄｳ ﾃﾙｷ 軽井沢東部 ｷﾉｼﾀ ﾀｸﾄ 会染

 5 小松 幹(6)     16.60  5 川上 絢生(6)     17.00 
ｺﾏﾂ ﾓﾄｷ 塩尻西 ｶﾜｶﾐ ｹﾝｾｲ 栗ｶﾞ丘

 6 堤 一(6)     16.98  6 小松 謙太(6)     17.09 
ﾂﾂﾐ ﾄﾗﾁ 芳川 ｺﾏﾂ ｹﾝﾀ 長地

 7 松澤 嵐史(6)     17.13  7 宮内 健太(6)     17.87 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｱﾗｼ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾐﾔｳﾁ  ｹﾝﾀ T&F佐久平
浅川 陽哉(6)  8 薄井  大翔(6)     18.52 
ｱｻｶﾜ ﾊﾙﾔ 高山 ｳｽｲ  ﾋﾛﾄ 池田
櫻井 陽太(5) 駒瀬 万也(6)
ｻｸﾗｲ ﾖｳﾀ 泉 ｺﾏｾ ﾏﾔ 大鹿

[ 3組] 風速 +1.0 [ 4組] 風速 +0.6

 1 松原 誓哉(6)     14.46 q  1 一場 稜(6)     13.67 q
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｾｲﾔ 塩尻西 ｲﾁﾊﾞ ﾘｮｳ 軽井沢中部

 3 黒瀬 俊介(6)     15.89  2 宮脇 祐歩(6)     14.42 q
ｸﾛｾ ｼｭﾝｽｹ 大町北 ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾎ 中沢

 4 塚原 涼月(5)     16.02  3 大西 昇帆(6)     15.22 
ﾂｶﾊﾗ ｽｽﾞｷ 麻績 ｵｵﾆｼ ｼｮｳﾎ 大町北

 5 佐藤 嶺(5)     16.09  4 日向  蓮(6)     16.06 
ｻﾄｳ ﾚｲ 軽井沢A&AC ﾋﾅﾀ ﾚﾝ 湖東

 6 髙坂 将太(6)     16.65  5 下出 葵(6)     16.84 
ｺｳｻｶ ｼｮｳﾀ 中沢 ｼﾀﾃﾞ ｱｵｲ 王滝

 7 坂井 拓海(5)     17.37  6 田中 雄大(6)     17.51 
ｻｶｲ ﾀｸﾐ 下諏訪南 ﾀﾅｶ  ﾕｳﾀﾞｲ 昭和

 8 坂下 文哉(5)     18.45  7 飯島 大陽(5)     17.57 
ｻｶｼﾀ ﾌﾐﾔ 追手町 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 岸野
田中 圭(6)  8 宮田 大和(6)     17.83 
ﾀﾅｶ ｹｲ 川中島JRC ﾐﾔﾀ ﾔﾏﾄ 会染

[ 5組] 風速 -0.4

 1 伊藤 康佑(6)     13.74 q
ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 大町東

 2 阿部 純大(6)     14.39 q
ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 屋代

 3 中嶋 健瑠(6)     15.21 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹﾙ 赤穂南

 4 坂戸 太一(6)     16.48 
ｻｶﾄ ﾀｲﾁ 塩尻吉田

 5 唐澤侑甫(6)     17.58 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳｽｹ 堀金

 6 山本 慶汰(5)     18.06 
ﾔﾏﾓﾄ ｹｲﾀ 湖東

 7 小澤 瑠空(5)     19.01 
ｵｻﾞﾜ ﾙｳｸ 切原
古谷野 伶勇(6)
ｺﾔﾉ ﾚｵ 軽井沢A&AC 欠場

2  1022

4  1122

3  1514
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9  1524

失格
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風速 +1.2

 1 加藤 瑠乃祐(6)     13.41 
ｶﾄｳ ﾘｭｳﾉｽｹ 軽井沢中部

 2 一場 稜(6)     13.59 
ｲﾁﾊﾞ ﾘｮｳ 軽井沢中部

 3 中根 颯亮(6)     13.66 
ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ ﾌﾟﾘﾃｨ桔梗ｸﾗﾌﾞ

 4 伊藤 康佑(6)     13.71 
ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 大町東

 5 宮脇 祐歩(6)     14.17 
ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾎ 中沢

 6 阿部 純大(6)     14.18 
ｱﾍﾞ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ 屋代

 7 井ﾉ口 天優(6)     14.50 
ｲﾉｸﾞﾁ ﾃﾝﾕｳ 中沢

 8 松原 誓哉(6)     14.84 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｾｲﾔ 塩尻西

8  1834

2  1530

3  1837

9  1327

7  1519

5  1630

4  1070

6  1071

男子

80mH(0.700m)
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 6月23日 12:55
決勝 6月23日 16:00

大会記録(GR)                    51.95 

[ 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   5 辰野南  1774 熊谷 弦(5)     54.68 q  1   8 T&F佐久平  1113 中山 京彌(6)     54.97 q

ﾀﾂﾉﾐﾅﾐ ｸﾏｶﾞｲ ｹﾞﾝ T&Fｻｸﾀﾞｲﾗ ﾅｶﾔﾏ  ﾐﾔﾋﾞ
 1775 山埼 健太(6)  1114 上原 一輝(6)

ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝﾀ ｳｴﾊﾗ  ｶｽﾞｷ
 1777 桑原 健(6)  1111 浅沼 都夫(5)

ｸﾜﾊﾗ ｹﾝ ｱｻﾇﾏ  ｸﾆｵ
 1776 林 泰希(6)  1112 原 惇也(5)

ﾊﾔｼ ﾀｹｼ ﾊﾗ  ｼﾞｭﾝﾔ
 2   6 二子  1604 贄田 航大(6)     55.52 q  2   9 大町西  1624 赤羽  翔吾(6)     55.64 q

ﾌﾀｺﾞ ﾆｴﾀ ｺｳﾀﾞｲ ｵｵﾏﾁﾆｼ ｱｶﾊﾈ ｼｮｳｺﾞ
 1603 中澤 拓弥(6)  1625 荒井 飛龍(6)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾐ ｱﾗｲ ﾋﾘｭｳ
 1605 小松 武颯志(6)  1626 越山 遥斗(6)

ｺﾏﾂ ﾑｻｼ ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ
 1606 横澤 秀飛(6)  1627 縣 康太郎(6)

ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾄ ｱｶﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ
 3   3 信濃(B)  1281 吉田 春城(6)     55.81 q  3   5 赤穂南  1832 竹村 由伸(6)     57.12 

ｼﾅﾉ_B ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ ｱｶﾎﾐﾅﾐ ﾀｹﾑﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ
 1283 鶴田 剛琉(6)  1831 田中 圭吾(6)

ﾂﾙﾀ ﾀｹﾙ ﾀﾅｶ ｹｲｺﾞ
 1284 和田 裕成(6)  1830 吉川 史哉(6)

ﾜﾀﾞ ﾕｳｾｲ ｷｯｶﾜ  ﾌﾐﾔ
 1282 宮下 大和(6)  1833 吉田 力良(6)

ﾐﾔｼﾀ ﾔﾏﾄ ﾖｼﾀﾞ ﾁｶﾗ
 4   7 武石(A)  1148 平田 竜二(6)     57.77  4   1 穂高西(B)  1491 中村 友樹(5)     58.87 

ﾀｹｼ_A ﾋﾗﾀ ﾘｭｳｼﾞ ﾎﾀｶﾆｼ_B ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｷ
 1145 上野 琉希(6)  1488 浅川 雄亮(5)

ｳｴﾉ ﾘｭｳｷ ｱｻｶﾜ ﾕｳｽｹ
 1146 斉藤 立樹(6)  1489 内藤 歩(5)

ｻｲﾄｳ ﾘｷ ﾅｲﾄｳ ｱﾕﾑ
 1147 下城 健祐(6)  1490 熊井 秀(5)

ｼﾓｼﾞｮｳ ｹﾝｽｹ ｸﾏｲ ｼｭｳ
 5   8 大町東  1631 飯森 陽太(6)     58.70  5   7 ｲｲﾀﾞｯｼｭ  1855 高山 慎ﾉ介(5)     59.51 

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼ ｲｲﾓﾘ ﾋﾅﾀ ｲｲﾀﾞｯｼｭ ﾀｶﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ
 1632 富田 翔哉(6)  1856 三嶋 蒼生(6)

ﾄﾐﾀ ｼｮｳﾔ ﾐｼﾏ ｱｵｲ
 1633 小林 寛哉(6)  1854 清信 成(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝｻｲ ｷﾖﾉﾌﾞ ﾅﾙ
 1635 吉原 拓海(6)  1857 横前 耕太郎(6)

ﾖｼﾊﾗ ﾀｸﾐ ﾖｺﾏｴ ｺｳﾀﾛｳ
 6   4 下諏訪南  1702 両角 誠士郎(6)   1:01.19  6   3 穂高南(A)  1492 等々力 颯馬(6)   1:01.36 

ｼﾓｽﾜﾐﾅﾐｼｮｳ ﾓﾛｽﾞﾐ ｾｲｼﾛｳ ﾎﾀｶﾐﾅﾐ_A ﾄﾄﾞﾘｷ ｿｳﾏ
 1693 井出 駿汰(6)  1493 等々力 岳甫(6)

ｲﾃﾞ ｼｭﾝﾀ ﾄﾄﾞﾘｷ ｶﾞｸﾎ
 1700 中平 彰伸(6)  1494 細野 敬心(6)

ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｱｷﾉﾌﾞ ﾎｿﾉ ﾖｼﾐ
 1696 小島 直輝(6)  1495 等々力 諒(6)

ｺｼﾞﾏ ﾅｵｷ ﾄﾄﾞﾘｷ ﾘｮｳ
 8   9 WADA11AC  1129 氏原 拓巳(6)   1:02.45  7   2 城南  1730 笠原 優星(5)   1:01.94 

ﾜﾀﾞｲﾚﾌﾞﾝAC ｳｼﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ ｶｻﾊﾗ ﾕｳｾｲ
 1130 白井 竜来(6)  1734 中原 海利(5)

ｼﾗｲ ﾀﾂｷ ﾅｶﾊﾗ ｶｲﾄ
 1128 古畑 尚斗(6)  1732 清水 昭吾(5)

ﾌﾙﾊﾀ ﾅｵﾄ ｼﾐｽﾞ ｼｮｳｺﾞ
 1131 小路 日和(6)  1733 瀧澤 我玖(5)

ｼｮｳｼﾞ ﾋﾖﾘ ﾀｷｻﾞﾜ ｶﾞｸ
  1 信濃(A)  1280 大澤 晃己(6)  8   4 信濃(C)  1288 中田 拓久斗(5)   1:02.36 

ｼﾅﾉ_A ｵｵｻﾜ ｺｳｷ 失格 ｼﾅﾉ_C ﾅｶﾀ ﾀｸﾄ
 1278 原山 泰成(6) R1(1-2)  1287 小林 恵達(5)

ﾊﾗﾔﾏ ﾀｲｾｲ ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀﾂ
 1277 阿部 港(6)  1286 狩野 竜(5)

ｱﾍﾞ ﾐﾅﾄ ｶﾉｳ ﾘｮｳ
 1279 青栁 達典(6)  1285 原山 翔(5)

ｱｵﾔｷﾞ ﾀﾂﾉﾘ ﾊﾗﾔﾏ ｼｮｳ
  2 富草   6 武石(B)  1151 丸山 敬太(5)

ﾄﾐｸｻ 欠場 ﾀｹｼ_B ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ 失格
 1150 櫻井 蓮(5) T3(1)

ｻｸﾗｲ ﾚﾝ
 1149 小池 天馬(5)

ｺｲｹ ﾃﾝﾏ
 1152 宮下 颯斗(5)

ﾐﾔｼﾀ ﾊﾔﾄ

男子

4×100m

予選 通過基準  5組  0着 + 8 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   9 菅野  1589 赤羽 碧(6)     55.14 q  1   9 赤穂東  1827 松川 翔(6)     55.58 q

ｽｶﾞﾉ ｱｶﾊﾈ ｱｵｲ ｱｶﾎﾋｶﾞｼ ﾏﾂｶﾜ ｶｹﾙ
 1592 松本 郁哉(6)  1826 関 雄飛(6)

ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐﾔ ｾｷ ﾕｳﾋ
 1590 阿部 育良(6)  1824 竹村敬真(6)

ｱﾍﾞ ｲｸﾗ ﾀｹﾑﾗ ｹｲｼﾝ
 1591 大久保 駿(6)  1823 古川哲多(6)

ｵｵｸﾎﾞ ｼｭﾝ ﾌﾙｶﾜ ﾃｯﾀ
 2   3 南箕輪  1783 瀧澤 晃(6)     56.10  2   6 三郷  1469 大山 至(6)     56.15 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜ ﾀｷｻﾞﾜ ｱｷﾗ ﾐｻﾄ ｵｵﾔﾏ ｲﾀﾙ
 1784 臼井 恭輔(6)  1471 大木 陽太(6)

ｳｽｲ ｷｮｳｽｹ ｵｵｷ ﾖｳﾀ
 1786 三澤 遥太(6)  1472 古川 祐輝(6)

ﾐｻﾜ ﾊﾙﾀ ﾌﾙｶﾜ ﾕｳｷ
 1785 登内 俊貴(6)  1470 横内 大輝(6)

ﾄﾉｳﾁ ﾄｼｷ ﾖｺｳﾁ ﾀﾞｲｷ
 3   4 美南ｶﾞ丘  1045 矢ｹ崎 励空(6)     57.47  3   7 水明AC(A)  1059 宮坂 朋希(6)     56.31 

ﾐﾅﾐｶﾞｵｶ ﾔｶﾞｻｷ ﾚｲｱ ｽｲﾒｲAC_A ﾐﾔｻｶ ﾄﾓｷ
 1046 柏木 優(6)  1058 篠原 祥吾(6)

ｶｻﾜｷﾞ ﾕｳ ｼﾉﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ
 1047 小泉 陸人(6)  1056 小林 涼真(6)

ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ
 1048 岩﨑 凌大(6)  1057 櫻井 孝輔(6)

ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ ｻｸﾗｲ ｺｳｽｹ
 4   7 芝沢  1581 大野 貴佳(6)     58.83  4   2 福島  1656 圃中 ｶｦﾙ(6)     56.90 

ｼﾊﾞｻﾞﾜ ｵｵﾉ ﾀｶﾖｼ ﾌｸｼﾏ ﾊﾀﾅｶ ｶｦﾙ
 1582 太田 智之(6)  1655 圃中 碧生(6)

ｵｵﾀ ｻﾄｼ ﾊﾀﾅｶ ｱｵｲ
 1583 川久保 貫介(5)  1657 原田 倖多(6)

ｶﾜｸﾎﾞ ｶﾝｽｹ ﾊﾗﾀﾞ ｺｳﾀ
 1584 滝口 優月(6)  1658 梶川 優羽(6)

ﾀｷｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ ｶｼﾞｶﾜ ﾕｳﾊ
 5   8 立科  1099 田中 璃空(6)   1:05.53  5   3 豊田  1750 前川 巧(6)   1:00.14 

ﾀﾃｼﾅ ﾀﾅｶ ﾘｸ ﾄﾖﾀﾞｼｮｳ ﾏｴｶﾜ ﾀｸﾐ
 1100 笹井 史也(6)  1748 小林 勇貴(6)

ｻｻｲ ﾌﾐﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ
 1101 小岩井 海空(6)  1749 松澤 優太郎(6)

ｺｲﾜｲ ﾐｿﾗ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾛｳ
 1102 山浦 僚太(6)  1747 笠原 誠矢(6)

ﾔﾏｳﾗ ﾘｮｳﾀ ｶｻﾊﾗ ｾｲﾔ
 6   6 大岡  1313 小松 泰我(5)   1:06.51  6   8 本城  1553 西沢 健太(6)   1:01.37 

ｵｵｵｶ ｺﾏﾂ ﾀｲｶﾞ ﾎﾝｼﾞｮｳ ﾆｼｻﾞﾜｹﾝﾀ
 1315 竹内 瑞輝(5)  1554 宮澤 陸也(6)

ﾀｹｳﾁ ﾐｽﾞｷ ﾐﾔｻﾞﾜﾘｸﾔ
 1312 市河 拓海(5)  1551 丸山 幸太(5)

ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾐ ﾏﾙﾔﾏｺｳﾀ
 1314 西村 祥平(6)  1552 宮下 純也(6)

ﾆｼﾑﾗ ｼｮｳﾍｲ ﾐﾔｼﾀｼﾞｭﾝﾔ
  2 日滝  1264 五十嵐 拓(6)  7   5 軽井沢中部  1078 西村 真陽(5)   1:02.52 

ﾋﾀｷ ｲｶﾞﾗｼ ﾀｸ 失格 ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳﾌﾞ ﾆｼﾑﾗ ﾅｵﾔ
 1265 柴田 大輔(6) R1(1-2)  1081 福井 旺延(5)

ｼﾊﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ ﾌｸｲ ｵｳｴﾝ
 1266 青木 健吾(6)  1080 竹田 空海人(5)

ｱｵｷ ｹﾝｺﾞ ﾀｹﾀﾞ ｶｸﾄ
 1267 川村 基貴(6)  1079 上原 翼(5)

ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓｷ ｳｴﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ
  5 穂高南(B)  1499 古屋 健太郎(6)   4 屋代  1328 深町 晃希(6)

ﾎﾀｶﾐﾅﾐ_B ﾌﾙﾔ ｹﾝﾀﾛｳ 失格 ﾔｼﾛ ﾌｶﾏﾁ ｺｳｷ 失格
 1501 矢口 涼雅(6) T2(1-2)  1329 石川 誠士(6) R1(1-2)

ﾔｸﾞﾁ ﾘｮｳｶﾞ ｲｼｶﾜ ｾｲｼﾞ
 1500 小林 隼大(6)  1331 滝沢 瑠樹斗(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ ﾀｷｻﾞﾜ ﾙｷﾄ
 1502 馬淵 金輝(6)  1332 中曽祢 海斗(6)

ﾏﾌﾞﾁ ｶﾈﾃﾙ ﾅｶｿﾈ ｶｲﾄ

男子

4×100m



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 松川陸上ｸﾗﾌﾞ  1888 松﨑 文哉(6)     55.23 q

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
 1885 寺澤 勇紀(6)

ﾃﾗｻﾜ ﾕｳｷ
 1887 古林 拓哉

ﾌﾙﾊﾞﾔｼﾀｸﾔ
 1886 林 力輝

ﾊﾔｼ ﾘｷ
 2   8 穂高西(A)  1481 伊藤 基也(6)     56.08 

ﾎﾀｶﾆｼ_A ｲﾄｳ ﾓﾄﾔ
 1480 中島 晋作(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾝｻｸ
 1479 中嶋 海久(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｸ
 1482 小林 鏡巳(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｶﾞﾐ
 3   5 赤穂  1819 関谷 健汰(6)     57.19 

ｱｶﾎ ｾｷﾔ  ｹﾝﾀ
 1820 宮澤 諒平(6)

ﾐﾔｻﾞﾜ  ﾘｮｳﾍｲ
 1821 小池 流空(6)

ｺｲｹ  ﾘｸ
 1818 鈴木 温大(6)

ｽｽﾞｷ  ﾕﾀｶ
 4   9 高島  1713 中村 貴士(6)     58.50 

ﾀｶｼﾏ ﾅｶﾑﾗ ﾀｶｼ
 1712 小口 和正(6)

ｵｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏｻ
 1714 藤原 快都(6)

ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｲﾄ
 1715 藤森 風河(6)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾌｳｶﾞ
 5   2 大町北  1640 川口 卓純(6)     59.31 

ｵｵﾏﾁｷﾀ ｶﾜｸﾞﾁ ﾀｸﾄ
 1641 遠藤 稜也(6)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾔ
 1644 田中 啓一朗(6)

ﾀﾅｶ ｹｲｲﾁﾛｳ
 1642 小嶋 光太(6)

ｺｼﾞﾏ ｺｳﾀ
 6   3 水明AC(B)  1063 土屋 晃大(5)   1:00.09 

ｽｲﾒｲAC_B ﾂﾁﾔ ｺｳﾀﾞｲ
 1061 関 裕貴(6)

ｾｷ ﾕｳｷ
 1060 柳澤 尭満(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾐﾂ
 1062 濵松 和希(5)

ﾊﾏﾏﾂ ｶｽﾞｷ
  6 広丘(B)  1542 三澤 道盛(5)

ﾋﾛｵｶ_B ﾐｻﾜ ﾐﾁﾓﾘ 失格
 1543 藤村 拓友(5) T3(1-2)

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾛﾄﾓ
 1544 高山 拓夢(5)

ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾑ
 1545 上條 良介(5)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｮｳｽｹ
  4 千曲東  1342 高野 優大(5)

ﾁｸﾏﾋｶﾞｼ ﾀｶﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 欠場
 1339 宮尾 俊祐(5)

ﾐﾔｵ ｼｭﾝｽｹ
 1343 上野 優翔(5)

ｳｴﾉ ﾕｳﾄ
 1345 町田 絃季(5)

ﾏﾁﾀﾞ ｹﾞﾝｷ

男子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 辰野南  1774 熊谷 弦(5)     54.53 

ﾀﾂﾉﾐﾅﾐ ｸﾏｶﾞｲ ｹﾞﾝ
 1775 山埼 健太(6)

ﾔﾏｻﾞｷ ｹﾝﾀ
 1777 桑原 健(6)

ｸﾜﾊﾗ ｹﾝ
 1776 林 泰希(6)

ﾊﾔｼ ﾀｹｼ
 2   7 T&F佐久平  1113 中山 京彌(6)     54.98 

T&Fｻｸﾀﾞｲﾗ ﾅｶﾔﾏ  ﾐﾔﾋﾞ
 1114 上原 一輝(6)

ｳｴﾊﾗ  ｶｽﾞｷ
 1111 浅沼 都夫(5)

ｱｻﾇﾏ  ｸﾆｵ
 1112 原 惇也(5)

ﾊﾗ  ｼﾞｭﾝﾔ
 3   5 松川陸上ｸﾗﾌﾞ  1888 松﨑 文哉(6)     55.09 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
 1885 寺澤 勇紀(6)

ﾃﾗｻﾜ ﾕｳｷ
 1887 古林 拓哉

ﾌﾙﾊﾞﾔｼﾀｸﾔ
 1886 林 力輝

ﾊﾔｼ ﾘｷ
 4   4 菅野  1589 赤羽 碧(6)     55.17 

ｽｶﾞﾉ ｱｶﾊﾈ ｱｵｲ
 1592 松本 郁哉(6)

ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐﾔ
 1590 阿部 育良(6)

ｱﾍﾞ ｲｸﾗ
 1591 大久保 駿(6)

ｵｵｸﾎﾞ ｼｭﾝ
 5   3 大町西  1624 赤羽  翔吾(6)     55.37 

ｵｵﾏﾁﾆｼ ｱｶﾊﾈ ｼｮｳｺﾞ
 1625 荒井 飛龍(6)

ｱﾗｲ ﾋﾘｭｳ
 1626 越山 遥斗(6)

ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ
 1627 縣 康太郎(6)

ｱｶﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ
 6   8 二子  1604 贄田 航大(6)     55.69 

ﾌﾀｺﾞ ﾆｴﾀ ｺｳﾀﾞｲ
 1603 中澤 拓弥(6)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾐ
 1605 小松 武颯志(6)

ｺﾏﾂ ﾑｻｼ
 1606 横澤 秀飛(6)

ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾄ
 7   9 赤穂東  1827 松川 翔(6)     55.95 

ｱｶﾎﾋｶﾞｼ ﾏﾂｶﾜ ｶｹﾙ
 1826 関 雄飛(6)

ｾｷ ﾕｳﾋ
 1824 竹村敬真(6)

ﾀｹﾑﾗ ｹｲｼﾝ
 1823 古川哲多(6)

ﾌﾙｶﾜ ﾃｯﾀ
 8   2 信濃(B)  1281 吉田 春城(6)     56.26 

ｼﾅﾉ_B ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ
 1283 鶴田 剛琉(6)

ﾂﾙﾀ ﾀｹﾙ
 1284 和田 裕成(6)

ﾜﾀﾞ ﾕｳｾｲ
 1282 宮下 大和(6)

ﾐﾔｼﾀ ﾔﾏﾄ

男子

4×100m
決勝



決勝 6月23日  9:00

大会記録(GR)                     1.41 

三守 遼星(6)
ﾐｶﾐ ﾘｮｳｾｲ 塩尻西
遠藤 航介(6)
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 大町東
赤羽 健一(6)
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 川島
須澤 香木(6)
ｽｻﾞﾜ ﾖｼｷ 開智
小島 琉汰(6)
ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳﾀ 菅平
伊東 俊耶(6)
ｲﾄｳ ｼｭﾝﾔ 軽井沢西部AC
太田 岳(6)
ｵｵﾀ ｶﾞｸ 宮田
山本 麗夢(6)
ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝ 伊那北
山田 悠馬(6)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾏ 伊那北
古野 空児(6)
ﾌﾙﾉ ｸｳｼﾞ 塩尻西
丸山 凌矢(6)
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 堀金
峯村 和希(6)
ﾐﾈﾑﾗ ｶｽﾞｷ 大町北
重盛 開(6)
ｼｹﾞﾓﾘ ｶｲ 開智
上村 琉乃介(6)
ｶﾐﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 伊那
高見  海斗(6)
ﾀｶﾐ   ｶｲﾄ 清内路
高宮 健輔(6)
ﾀｶﾐﾔ ｹﾝｽｹ 鎌田
片瀬 賢斗(5)
ｶﾀｾ ｹﾝﾄ 会染
佐藤 友行(5)
ｻﾄｳ ﾄﾓﾕｷ 高森北
窪田 大輝(6)
ｸﾎﾞﾀﾀﾞｲｷ 本城
菊池純之進(5)
ｷｸﾁ ｼﾞｭﾝﾉｼﾝ 南牧北
清水 悠矢(5)
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾔ 穂高北
岩下 歩夢(6)
ｲﾜｼﾀ ｱﾕﾑ 軽井沢西部AC
赤坂 和人(6)
ｱｶｻｶ ｶｽﾞﾄ 広丘
小林 陸斗(5)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸﾄ 筑摩
堀越 光(6)
ﾎﾘｺｼ ﾋｶﾙ 宗賀
花岡 成聖(6)
ﾊﾅｵｶ ﾅﾙｾ 穂高北
門野  義樹(6)
ｶﾄﾞﾉ    ﾖｼｷ 清内路
田中 空(5)
ﾀﾅｶ  ｿﾗ 阿智第二
横川 和哉(5) 記録なし
ﾖｺｶﾜ  ｶｽﾞﾔ 昭和
松葉 孝太郎(6) 記録なし
ﾏﾂﾊﾞ ｺｳﾀﾛｳ 軽井沢東部
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藤村 知季(6) 千曲
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ ﾁｸﾏ
桶田 裕樹(6) 中込
ｵｹﾀﾞ ﾋﾛｷ ﾅｶｺﾞﾐ
小松 大和(6) 望月AC
ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ ﾓﾁﾂﾞｷAC
丸山 裕太(6) 小井川
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ ｵｲｶﾜｼｮｳ
北村 洸士郎(6) 小谷
ｷﾀﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ ｵﾀﾘ
渡辺 翔太(6) 昭和
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｼｮｳﾀ ｼｮｳﾜ
永瀬 生蕗(6) 塩尻西
ﾅｶﾞｾ ｲﾌﾞｷ ｼｵｼﾞﾘﾆｼ
田中 稔(6) 立科
ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ ﾀﾃｼﾅ
立石 千紘(6) 塩尻西
ﾀﾃｲｼ ﾁﾋﾛ ｼｵｼﾞﾘﾆｼ
仲西 風都(5) 塩尻吉田
ﾅｶﾆｼ ﾌｳﾄ ｼｵｼﾞﾘﾖｼﾀﾞ
渡辺 大翔(6) 上田北
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾋﾛﾄ ｳｴﾀﾞｷﾀ
岡田 志(5) 塩尻吉田
ｵｶﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ ｼｵｼﾞﾘﾖｼﾀﾞ
土屋 舜太朗(6) 御代田南
ﾂﾁﾔ ｼｭﾝﾀﾛｳ ﾐﾖﾀﾐﾅﾐ
橋原航志郎(6) 美篶
ﾊｼﾊﾗｺｳｼﾛｳ ﾐｽｽﾞ
山本 嵩斗(5) 信州新町ｸ
ﾔﾏﾓﾄ  ｼｭｳﾄ ｼﾝｼｭｳｼﾝﾏﾁ
傘木  智和(6) 池田
ｶｻｷﾞ  ﾄﾓｶｽﾞ ｲｹﾀﾞ
高橋 江成(6) 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ
ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ ｼﾞｮｳﾔﾏﾗﾝﾅｰｽﾞ
小松 風雅(6) 望月AC
ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ ﾓﾁﾂﾞｷAC
小林 優真(6) 境
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ ｻｶｲｼｮｳ
佐藤 麟太郎(6) 北御牧
ｻﾄｳﾘﾝﾀﾛｳ ｷﾀﾐﾏｷ
木村 悦士(6) 豊科北AC
ｷﾑﾗ ｴﾂｼ ﾄﾖｼﾅｷﾀAC
金子 翔依(6) 中洲
ｶﾈｺ ｼｮｳｲ ﾅｶｽｼｮｳ
森田 捷斗(6) 坂城JAC
ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾄ ｻｶｷJAC
林 大翔(5) 高遠
ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ ﾀｶﾄｵ
小川 音央(6) 四賀
ｵｶﾞﾜ ﾈｵ ｼｶﾞｼｮｳ
中上 在(6) 梓川
ﾅｶｶﾞﾐ ｱﾙ ｱｽﾞｻｶﾞﾜ
富田 誠也(5) 塩尻西
ﾄﾐﾀ ｾｲﾔ ｼｵｼﾞﾘﾆｼ
宮沢 一真(6) 芝沢
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ ｼﾊﾞｻﾞﾜ
生島 上禅(6) 城山
ｲｸｼﾏ ｺｳｾﾝ ｼﾞｮｳﾔﾏ
鈴木 湧土(5) 三岳
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ ﾐﾀｹ
村田 圭悠(6) 仁礼
ﾑﾗﾀ  ｹｲﾕｳ ﾆﾚｲ
萩原 拓海(6) 豊科南
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐ
荒井 天晴(5) 広丘
ｱﾗｲ ﾃﾝｾｲ ﾋﾛｵｶ
市川 恵大(5) 佐久西
ｲﾁｶﾜ ｹｲﾀﾞｲ ｻｸﾆｼ
伊東 渓登(6) 宮田
ｲﾄｳ ｹｲﾄ ﾐﾔﾀﾞ
郷津 こころ(6) 会染
ｺｳﾂﾞ ｺｺﾛ ｱｲｿﾒ
小林 蓮(6) 湖南
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ ｺﾅﾐ
鹿住 雄大(6) 通明
ｶｽﾞﾐ  ﾕｳﾀﾞｲ ﾂｳﾒｲ
鳥居 竜太(5) 城山
ﾄﾘｲ ﾘｭｳﾀ ｼﾞｮｳﾔﾏ
小須田 亮祐(5) 佐久西
ｺｽﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ ｻｸﾆｼ
荒川 舜登(6) 三郷
ｱﾗｶﾜ ｼｭﾝﾄ ﾐｻﾄ
川浦 涼賀(6) 仁礼
ｶﾜｳﾗ  ﾘｮｳｶﾞ ﾆﾚｲ
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富松　健夫
竹内　秀樹
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備考記録 組順順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

競技結果        男子            走幅跳          決勝      跳躍審判長
記録主任：

富松　健夫
竹内　秀樹

花田 安史(5) 城山
ﾊﾅﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ ｼﾞｮｳﾔﾏ
竹林 想(6) 昭和
ﾀｹﾊﾞﾔｼ  ｿｳ ｼｮｳﾜ
湯本 健太郎(6) 通明
ﾕﾓﾄ  ｹﾝﾀﾛｳ ﾂｳﾒｲ
大森 俊邦(6) 三輪
ｵｵﾓﾘ  ﾄｼｸﾆ ﾐﾜ
松本 響(6) 傍陽
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ ｿｴﾋ
望月 優悟(5) 昭和
ﾓﾁﾂﾞｷ  ﾕｳｺﾞ ｼｮｳﾜ
北瀬 祥実(6) 軽井沢東部
ｷﾀｾ ｼｮｳﾏ ｶﾙｲｻﾞﾜﾄｳﾌﾞ
大工原 司(6) 高瀬AC
ﾀﾞｲｸﾊﾗ  ﾂｶｻ ﾀｶｾAC
鷲尾 聖哉(6) 岡山
ﾜｼｵ ｾｲﾔ ｵｶﾔﾏ
鈴木 篤史(5) 阿智第二
ｽｽﾞｷ  ｱﾂｼ ｱﾁﾀﾞｲﾆ
市ヶ谷 将英(6) 佐久城山 記録なし
ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ ｻｸｼﾞｮｳﾔﾏ
小松 怜央(6) 美篶 失格
ｺﾏﾂﾚｵ ﾐｽｽﾞ
吉田 晃太朗(5) 軽井沢東部 欠場
ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ ｶﾙｲｻﾞﾜﾄｳﾌﾞ
北原 雄斗(5) 美篶 欠場
ｷﾀﾊﾗﾕｳﾄ ﾐｽｽﾞ
酒井 稜太(6) 丸山 欠場
ｻｶｲ  ﾘｮｳﾀ ﾏﾙﾔﾏ
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[ 1組]
 ３回の
 最高記録

藤村 知季(6)   4.69   4.44   4.32    4.69    4.69 
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ 千曲   +1.6   -0.9   -0.2    +1.6    +1.6
小松 大和(6)   4.27   3.22   4.13    4.27    4.27 
ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ 望月AC   +2.3   -1.3   -0.1    +2.3    +2.3
北村 洸士郎(6)   4.21   3.95    x    4.21    4.21 
ｷﾀﾑﾗ ｺｳｼﾛｳ 小谷   +2.1   -1.3    +2.1    +2.1
渡辺 翔太(6)   4.18   4.09   4.07    4.18    4.18 
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｼｮｳﾀ 昭和   +1.1   -1.5   -0.7    +1.1    +1.1
永瀬 生蕗(6)   4.08   4.04   4.08    4.08    4.08 
ﾅｶﾞｾ ｲﾌﾞｷ 塩尻西   +3.9   -2.0   -0.8    -0.8    -0.8
田中 稔(6)   4.07   3.87   4.04    4.07    4.07 
ﾀﾅｶ ﾐﾉﾙ 立科   -1.6   -1.8   +2.3    -1.6    -1.6
橋原航志郎(6)   3.72   3.58   3.96    3.96    3.96 
ﾊｼﾊﾗｺｳｼﾛｳ 美篶   +0.2   -1.4   +3.4    +3.4    +3.4
傘木  智和(6)    x   3.43   3.91    3.91    3.91 
ｶｻｷﾞ  ﾄﾓｶｽﾞ 池田   -3.1   +1.8    +1.8    +1.8
小林 優真(6)   3.76   3.85   3.87    3.87    3.87 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 境   -0.4   -2.0   +1.8    +1.8    +1.8
佐藤 麟太郎(6)    x   2.82   3.86    3.86    3.86 
ｻﾄｳﾘﾝﾀﾛｳ 北御牧   +0.4   -1.2    -1.2    -1.2
木村 悦士(6)   3.78   3.62   3.83    3.83    3.83 
ｷﾑﾗ ｴﾂｼ 豊科北AC   +1.1   -2.7   +1.8    +1.8    +1.8
金子 翔依(6)   3.82   3.43   3.11    3.82    3.82 
ｶﾈｺ ｼｮｳｲ 中洲   +0.8   -0.8   +1.0    +0.8    +0.8
林 大翔(5)   3.81   3.38    x    3.81    3.81 
ﾊﾔｼ ﾀﾞｲﾄ 高遠   +0.5   -1.0    +0.5    +0.5
宮沢 一真(6)   3.55   2.34   3.73    3.73    3.73 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 芝沢   +2.7   -1.9   +3.8    +3.8    +3.8
村田 圭悠(6)    x   3.38   3.69    3.69    3.69 
ﾑﾗﾀ  ｹｲﾕｳ 仁礼   -0.3   +2.3    +2.3    +2.3
市川 恵大(5)   3.50   3.61   3.63    3.63    3.63 
ｲﾁｶﾜ ｹｲﾀﾞｲ 佐久西   +1.8   -1.0   -0.6    -0.6    -0.6
伊東 渓登(6)   3.42   3.61   3.57    3.61    3.61 
ｲﾄｳ ｹｲﾄ 宮田   -0.4   -0.9   +1.9    -0.9    -0.9
郷津 こころ(6)   3.61   3.41    x    3.61    3.61 
ｺｳﾂﾞ ｺｺﾛ 会染   +2.5   -2.9    +2.5    +2.5
小林 蓮(6)    x   3.40   3.61    3.61    3.61 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 湖南   -1.8   +1.3    +1.3    +1.3
鳥居 竜太(5)   3.51   3.54   3.52    3.54    3.54 
ﾄﾘｲ ﾘｭｳﾀ 城山   -0.5   +1.6   -0.5    +1.6    +1.6
荒川 舜登(6)   3.48   3.22   3.32    3.48    3.48 
ｱﾗｶﾜ ｼｭﾝﾄ 三郷   +2.2   -1.5   -1.3    +2.2    +2.2
川浦 涼賀(6)    x   3.29   3.48    3.48    3.48 
ｶﾜｳﾗ  ﾘｮｳｶﾞ 仁礼   -0.4   -0.8    -0.8    -0.8
竹林 想(6)   3.23   3.39   3.42    3.42    3.42 
ﾀｹﾊﾞﾔｼ  ｿｳ 昭和   -1.0   +0.9   -1.5    -1.5    -1.5
湯本 健太郎(6)   3.38   3.24   3.25    3.38    3.38 
ﾕﾓﾄ  ｹﾝﾀﾛｳ 通明   +2.7   -1.9   -0.7    +2.7    +2.7
大森 俊邦(6)    x   3.36   3.19    3.36    3.36 
ｵｵﾓﾘ  ﾄｼｸﾆ 三輪   +0.6   -1.9    +0.6    +0.6
鷲尾 聖哉(6)    x   2.80   2.62    2.80    2.80 
ﾜｼｵ ｾｲﾔ 岡山   +0.6   -2.0    +0.6    +0.6
鈴木 篤史(5)   2.44   2.47   2.41    2.47    2.47 
ｽｽﾞｷ  ｱﾂｼ 阿智第二   -1.1   +0.9   -2.2    +0.9    +0.9
小松 怜央(6) 失格
ｺﾏﾂﾚｵ 美篶
吉田 晃太朗(5) 欠場
ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 軽井沢東部

男子

走幅跳
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順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
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7 15  1800
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17 13  1813

18 19  1612
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24 7  1322

25 5  1294
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26 1  1232
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桶田 裕樹(6)   4.20   4.20   4.27    4.27    4.27 
ｵｹﾀﾞ ﾋﾛｷ 中込   +1.2   -0.3   -0.6    -0.6    -0.6
丸山 裕太(6)   4.19   4.23   4.23    4.23    4.23 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 小井川   +1.0   +0.7   -0.1    -0.1    -0.1
立石 千紘(6)    x   4.06   3.91    4.06    4.06 
ﾀﾃｲｼ ﾁﾋﾛ 塩尻西   +0.4   -2.0    +0.4    +0.4
仲西 風都(5)    x   4.05    x    4.05    4.05 
ﾅｶﾆｼ ﾌｳﾄ 塩尻吉田   +0.6    +0.6    +0.6
渡辺 大翔(6)   3.79   4.01   4.03    4.03    4.03 
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾋﾛﾄ 上田北   -1.7   +2.4   +2.0    +2.0    +2.0
岡田 志(5)   4.03   3.96   4.00    4.03    4.03 
ｵｶﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 塩尻吉田   -1.3   -0.6   +2.7    -1.3    -1.3
土屋 舜太朗(6)   3.96   3.92   3.93    3.96    3.96 
ﾂﾁﾔ ｼｭﾝﾀﾛｳ 御代田南   -0.6   -0.7   +0.1    -0.6    -0.6
山本 嵩斗(5)   3.84   3.75   3.91    3.91    3.91 
ﾔﾏﾓﾄ  ｼｭｳﾄ 信州新町ｸ   -1.9   +2.1   -0.6    -0.6    -0.6
高橋 江成(6)   3.87   3.89   3.44    3.89    3.89 
ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ   -1.0   -0.2   -1.8    -0.2    -0.2
小松 風雅(6)   3.66   3.56   3.88    3.88    3.88 
ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 望月AC   -0.3   -2.2   +0.5    +0.5    +0.5
森田 捷斗(6)    x    x   3.82    3.82    3.82 
ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾄ 坂城JAC   +0.3    +0.3    +0.3
小川 音央(6)   3.74   3.76   3.79    3.79    3.79 
ｵｶﾞﾜ ﾈｵ 四賀   -1.4   -1.0   +0.8    +0.8    +0.8
中上 在(6)   3.71   3.79    x    3.79    3.79 
ﾅｶｶﾞﾐ ｱﾙ 梓川   -1.3   -1.0    -1.0    -1.0
富田 誠也(5)   3.59   3.63   3.73    3.73    3.73 
ﾄﾐﾀ ｾｲﾔ 塩尻西   -0.6   -0.2   -0.1    -0.1    -0.1
生島 上禅(6)   3.32   3.47   3.73    3.73    3.73 
ｲｸｼﾏ ｺｳｾﾝ 城山   -1.7   +0.1   +3.0    +3.0    +3.0
鈴木 湧土(5)    x   3.73    x    3.73    3.73 
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 三岳   -1.0    -1.0    -1.0
萩原 拓海(6)   3.68   3.49   3.65    3.68    3.68 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 豊科南   -0.9   -1.4   +0.2    -0.9    -0.9
荒井 天晴(5)   3.27   3.65   3.54    3.65    3.65 
ｱﾗｲ ﾃﾝｾｲ 広丘   -2.3   -1.0   +1.7    -1.0    -1.0
鹿住 雄大(6)   3.52   3.60    x    3.60    3.60 
ｶｽﾞﾐ  ﾕｳﾀﾞｲ 通明   -0.4   -1.4    -1.4    -1.4
小須田 亮祐(5)   3.51   3.44   3.40    3.51    3.51 
ｺｽﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 佐久西   +1.1   -2.4   +1.4    +1.1    +1.1
花田 安史(5)   3.45   3.20   3.04    3.45    3.45 
ﾊﾅﾀﾞ ﾔｽﾋﾄ 城山   -0.9   -0.1   +1.5    -0.9    -0.9
松本 響(6)   3.28   3.14   3.33    3.33    3.33 
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾋﾞｷ 傍陽   +1.4   -1.4   +0.9    +0.9    +0.9
望月 優悟(5)   3.28   3.13   3.26    3.28    3.28 
ﾓﾁﾂﾞｷ  ﾕｳｺﾞ 昭和   +1.6   -2.4    0.0    +1.6    +1.6
北瀬 祥実(6)   3.12   3.00   3.02    3.12    3.12 
ｷﾀｾ ｼｮｳﾏ 軽井沢東部   +1.5   -1.9   +0.9    +1.5    +1.5
大工原 司(6)   2.95   3.00   2.81    3.00    3.00 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ  ﾂｶｻ 高瀬AC   +0.2   -2.5   +0.2    -2.5    -2.5
市ヶ谷 将英(6)    x    x    x 記録なし
ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ 佐久城山
北原 雄斗(5) 欠場
ｷﾀﾊﾗﾕｳﾄ 美篶
酒井 稜太(6) 欠場
ｻｶｲ  ﾘｮｳﾀ 丸山

氏  名 所属名 -1- -2- -3- 備考
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大会記録(GR)                    73.73 

山浦 航(6) 野沢
ﾔﾏｳﾗ ﾜﾀﾙ ﾉｻﾞﾜ
小泉 和也(6) 附属長野
ｺｲｽﾞﾐ ｶｽﾞﾔ ﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉ
三村 直裕(6) 梓川
ﾐﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ ｱｽﾞｻｶﾞﾜ
駒込 皓大(5) 信州新町ｸ
ｺﾏｺﾞﾒ  ｺｳﾀﾞｲ ｼﾝｼｭｳｼﾝﾏﾁ
遠山 祐基(6) 美南ｶﾞ丘
ﾄｵﾔﾏ ﾕｳｷ ﾐﾅﾐｶﾞｵｶ
宇治 大翔(6) 三輪
ｳｼﾞ  ﾋﾛﾄ ﾐﾜ
池上 智哉(5) 高遠
ｲｹｶﾞﾐ ﾄﾓﾔ ﾀｶﾄｵ
飯島 友汰(6) 東春近
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾀ ﾋｶﾞｼﾊﾙﾁｶ
永井 楓(6) 立科
ﾅｶﾞｲ ｶｴﾃﾞ ﾀﾃｼﾅ
小野 竜哉(6) 両小野
ｵﾉ ﾀﾂﾔ ﾘｮｳｵﾉ
山田 颯馬(6) 立科
ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾏ ﾀﾃｼﾅ
行田 豊武(6) 原
ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾎｳﾑ ﾊﾗ
山下 崚介(6) 福島
ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｽｹ ﾌｸｼﾏ
佐藤 赳流(6) 富草
ｻﾄｳ ﾀｹﾙ ﾄﾐｸｻ
山越 雅大(6) 豊科東
ﾔﾏｺｼ ﾏｻﾋﾛ ﾄﾖｼﾅﾋｶﾞｼ
見田 慎敬(6) 小谷
ｹﾝﾀﾞ ﾖｼﾀｶ ｵﾀﾘ
大井 冬星(6) 千曲
ｵｵｲ ﾄｳｾｲ ﾁｸﾏ
高橋 泰智(6) 小諸東
ﾀｶﾊｼ ﾀｲﾁ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼｺ
林 礁椰(5) 松川
ﾊﾔｼ ｼｮｳﾔ ﾏﾂｶﾜA
木下 功基(6) 中沢
ｷﾉｼﾀ ｺｳｷ ﾅｶｻﾞﾜ
武田 怜(6) 梓川
ﾀｹﾀﾞ ﾚｲ ｱｽﾞｻｶﾞﾜ
森田 悠大(6) 東伊那
ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀﾞｲ ﾋｶﾞｼｲﾅ
渡邉 悠貴(5) 開明
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ ｶｲﾒｲ
笹川 拓夢(5) 朝日
ｻｻｶﾞﾜ ﾀｸﾑ ｱｻﾋ
荻原 賢一(5) 東御田中
ｵｷﾞﾊﾗ ｹﾝｲﾁ ﾄｳﾐﾀﾅｶ
草間 将裕(6) 切原
ｸｻﾏ ﾏｻﾋﾛ ｷﾘﾊﾗ
北澤 賢太(5) 昭和
ｷﾀｻﾞﾜ  ｹﾝﾀ ｼｮｳﾜ
黒澤 哉也(6) 小海
ｸﾛｻﾜ ｶﾅﾔ ｺｳﾐ
金子 歩生(5) 湖南
ｶﾈｺ ｱﾕｷ ｺﾅﾐ
長田 昭哉(6) 豊洲
ｵｻﾀﾞ ｼｮｳﾔ ﾄﾖｽ
田中 勇翔(6) 白馬南
ﾀﾅｶ  ﾕｳﾄ ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐ
島田 琉生(5) 千曲東
ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ ﾁｸﾏﾋｶﾞｼ
澤井 陸弥(6) 高瀬AC
ｻﾜｲ  ﾘｸﾔ ﾀｶｾAC
柞山 浩一朗(6) 田中
ﾎｻﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ ﾀﾅｶｼｮｳ
小池 龍(6) 四賀
ｺｲｹ ﾘｭｳ ｼｶﾞｼｮｳ
篠原 奨太(6) 小海
ｼﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ ｺｳﾐ
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競技結果        男子            ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投       決勝      投擲審判長
記録主任：

伊藤　利博
竹内　秀樹
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競技結果        男子            ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投       決勝      投擲審判長
記録主任：

伊藤　利博
竹内　秀樹

萩田 栄司(5) 城南
ﾊｷﾞﾀ ｴｲｼﾞ ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ
森 巧成(5) 梓川
ﾓﾘ ｺｳｾｲ ｱｽﾞｻｶﾞﾜ
岩水 玄(5) 川上第一
ｲﾜﾐｽﾞ ｹﾞﾝ ｶﾜｶﾐﾀﾞｲｲﾁ
梨子田 峻(5) 飯山
ﾅｼﾀﾞ ｼｭﾝ ｲｲﾔﾏ
曽山耕平(6) 堀金
ｿﾔﾏ ｺｳﾍｲ ﾎﾘｶﾞﾈ
小口 光太郎(5) 開智
ｵｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ ｶｲﾁ
桑原 広宝(5) 千曲東
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾋﾛﾀｶ ﾁｸﾏﾋｶﾞｼ
篠原 一希(5) 臼
ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞｷ ｳｽ
新津 颯太朗(6) 小海
ﾆｲﾂ ｿｳﾀﾛｳ ｺｳﾐ
原 貴之(5) 阿智第二
ﾊﾗ  ﾀｶﾕｷ ｱﾁﾀﾞｲﾆ
松下 翔(6) 山本
ﾏﾂｼﾀｼｮｳ ﾔﾏﾓﾄ
丸山 高平(6) 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ ｼﾞｮｳﾔﾏﾗﾝﾅｰｽﾞ
園原 優宇人(5) 阿智第二
ｿﾉﾊﾗ  ﾕｳﾄ ｱﾁﾀﾞｲﾆ
熊谷 達哉(5) 阿智第二
ｸﾏｶﾞｲ  ﾀﾂﾔ ｱﾁﾀﾞｲﾆ
村上 晴太郎(6) 塩尻西 欠場
ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾀﾛｳ ｼｵｼﾞﾘﾆｼ
北澤 拓巳(6) 城下 欠場
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｸﾐ ｼﾛｼﾀ
竹ﾉ入 蓮(6) 塩尻西 欠場
ﾀｹﾉｲﾘ ﾚﾝ ｼｵｼﾞﾘﾆｼ
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2-  

 1536

 1135
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 1537 1-  

50 1849
   x  21.55    o  21.55
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49 1850
   x    o  27.45  27.45
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   o    o  29.84  29.84
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47 1894
 30.40    o    o  30.40
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46 1851
 30.85    o    o  30.85
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45 1015
 36.18    o    o  36.18
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44 1023
 36.92    o    o  36.92
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   o    o  37.40  37.40
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42 1575
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41 1517
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40 1241
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   o    o  40.41  40.41
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決勝 (1,2組) 6月23日 14:30

大会記録(GR)                    73.73 

[ 1組]

山浦 航(6)
ﾔﾏｳﾗ ﾜﾀﾙ 野沢
遠山 祐基(6)
ﾄｵﾔﾏ ﾕｳｷ 美南ｶﾞ丘
宇治 大翔(6)
ｳｼﾞ  ﾋﾛﾄ 三輪
飯島 友汰(6)
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 東春近
小野 竜哉(6)
ｵﾉ ﾀﾂﾔ 両小野
山田 颯馬(6)
ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾏ 立科
行田 豊武(6)
ｷﾞｮｳﾀﾞ ﾎｳﾑ 原
佐藤 赳流(6)
ｻﾄｳ ﾀｹﾙ 富草
山越 雅大(6)
ﾔﾏｺｼ ﾏｻﾋﾛ 豊科東
高橋 泰智(6)
ﾀｶﾊｼ ﾀｲﾁ 小諸東
武田 怜(6)
ﾀｹﾀﾞ ﾚｲ 梓川
荻原 賢一(5)
ｵｷﾞﾊﾗ ｹﾝｲﾁ 東御田中
黒澤 哉也(6)
ｸﾛｻﾜ ｶﾅﾔ 小海
長田 昭哉(6)
ｵｻﾀﾞ ｼｮｳﾔ 豊洲
田中 勇翔(6)
ﾀﾅｶ  ﾕｳﾄ 白馬南
島田 琉生(5)
ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 千曲東
澤井 陸弥(6)
ｻﾜｲ  ﾘｸﾔ 高瀬AC
篠原 奨太(6)
ｼﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 小海
萩田 栄司(5)
ﾊｷﾞﾀ ｴｲｼﾞ 城南
森 巧成(5)
ﾓﾘ ｺｳｾｲ 梓川
岩水 玄(5)
ｲﾜﾐｽﾞ ｹﾞﾝ 川上第一
小口 光太郎(5)
ｵｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 開智
桑原 広宝(5)
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾋﾛﾀｶ 千曲東
松下 翔(6)
ﾏﾂｼﾀｼｮｳ 山本
園原 優宇人(5)
ｿﾉﾊﾗ  ﾕｳﾄ 阿智第二
熊谷 達哉(5)
ｸﾏｶﾞｲ  ﾀﾂﾔ 阿智第二
村上 晴太郎(6) 欠場
ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾀﾛｳ 塩尻西

男子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

決勝
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1 27  1024
   o  58.62    o  58.62 
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3 19  1293
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4 23  1796
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   o

   o    o  50.73 

5 21  1768
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 49.10 
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 48.59    o    o  48.59 

6 25

8 13  1882
 48.25

   o    x
 1097

 49.10

   o    o  48.25 

9 16  1510
 48.13    o    o  48.13 
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10 14
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   o  47.58
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   o  45.16  45.16 
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14 17

16 18  1346
 42.41

   o  42.73
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   o

   o    x  42.41 

17 24  1041
 41.94    o    o  41.94 

 41.09 

19 15  1736
 40.43    o    o  40.43 

18 7

20 8  1570
   o

   o  41.09
 1014

   o

   o  40.41  40.41 

21 4  1001
   o    o  40.35  40.35 

 38.87  38.87 

23 3  1341
   o    o  37.40  37.40 
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 30.40

   o
10  1575

   o

   o    o  30.40 

25 1  1850
   x    o  27.45

24 11

 27.45 

 1537

 21.55    o
 1849

   x

12

 21.55 
26 2



[ 2組]

小泉 和也(6)
ｺｲｽﾞﾐ ｶｽﾞﾔ 附属長野
三村 直裕(6)
ﾐﾑﾗ ﾅｵﾋﾛ 梓川
駒込 皓大(5)
ｺﾏｺﾞﾒ  ｺｳﾀﾞｲ 信州新町ｸ
池上 智哉(5)
ｲｹｶﾞﾐ ﾄﾓﾔ 高遠
永井 楓(6)
ﾅｶﾞｲ ｶｴﾃﾞ 立科
山下 崚介(6)
ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳｽｹ 福島
見田 慎敬(6)
ｹﾝﾀﾞ ﾖｼﾀｶ 小谷
大井 冬星(6)
ｵｵｲ ﾄｳｾｲ 千曲
林 礁椰(5)
ﾊﾔｼ ｼｮｳﾔ 松川
木下 功基(6)
ｷﾉｼﾀ ｺｳｷ 中沢
森田 悠大(6)
ﾓﾘﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 東伊那
渡邉 悠貴(5)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 開明
笹川 拓夢(5)
ｻｻｶﾞﾜ ﾀｸﾑ 朝日
草間 将裕(6)
ｸｻﾏ ﾏｻﾋﾛ 切原
北澤 賢太(5)
ｷﾀｻﾞﾜ  ｹﾝﾀ 昭和
金子 歩生(5)
ｶﾈｺ ｱﾕｷ 湖南
柞山 浩一朗(6)
ﾎｻﾔﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 田中
小池 龍(6)
ｺｲｹ ﾘｭｳ 四賀
梨子田 峻(5)
ﾅｼﾀﾞ ｼｭﾝ 飯山
曽山耕平(6)
ｿﾔﾏ ｺｳﾍｲ 堀金
篠原 一希(5)
ｼﾉﾊﾗ ｶｽﾞｷ 臼
新津 颯太朗(6)
ﾆｲﾂ ｿｳﾀﾛｳ 小海
原 貴之(5)
ﾊﾗ  ﾀｶﾕｷ 阿智第二
丸山 高平(6)
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ
北澤 拓巳(6) 欠場
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 城下
竹ﾉ入 蓮(6) 欠場
ﾀｹﾉｲﾘ ﾚﾝ 塩尻西

男子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投
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