
第66回長野県陸上競技選手権大会(13200008)
主催：(一財)長野陸上競技協会、(公財)長野県体育協会、長野県高等学校体育連盟
　　　　長野県中学校体育連盟、信濃毎日新聞社、松本市教育委員会
【開催日】 平成25年8月31日(土)～9月1日(日)
【主催団体】 (一財)長野陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】県松本平広域公園

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 9/ 1 男子  -2.3樋口 克治(3) 10.96 岩田 晃 11.07 太田  敦(2) 11.27 松橋 大夢(1) 11.31 宮澤 裕輝 11.34 松下 優太(1) 11.36 安藤 直哉(1) 11.39 内山 幹雄 11.42

100m 松商学園高 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ 塩尻志学館高 長野日大高 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ 松川高 松本大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
 8/31  -4.6岩田 晃 21.56 樋口 克治(3) 21.71 仲谷 龍貴(3) 21.75 松下 優太(1) 22.24 荻原 京介(1) 22.38 小北大志(2) 22.52 木村 幸太(3) 23.05 大野 裕紀(3) 25.52

200m ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ 松商学園高 諏訪二葉高 松川高 佐久長聖高 信大 鉢盛中 至学館大
 9/ 1 小林 英和(3) 48.91 若林 颯(3) 49.24 塩沢 直樹(3) 50.42 荻原 京介(1) 50.87 水島 優(2) 51.29 池田 仁(2) 51.30 塚田 拓巳(3) 51.54 茂木 康平(2) 51.93

400m 高遠高 松本深志高 松川高 佐久長聖高 松商学園高 岩村田高 創造学園高 佐久長聖高
 8/31 手塚 将弥(2) 1:57.80 小宮山 彦毅 1:58.24 中島 大智(2) 1:59.46 酒井 洋明(2) 2:00.14 矢嶋 一樹(2) 2:01.57 村瀬 崚(2) 2:02.67

800m 東海大三高 東京学芸大 木曽青峰高 須坂高 篠ﾉ井高 松本県ヶ丘高
 9/ 1 北原 崇志 4:02.19 利根川 裕雄 4:03.46 水梨 百哉(3) 4:03.52 牛山 純一 4:03.81 丸山 航平 4:04.04 中村 孝樹(3) 4:04.11 酒井 洋明(2) 4:04.19 矢澤 明徳(2) 4:05.46

1500m 上伊那郡陸協 ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ 長野日大高 茅野市陸協 中野市陸協 諏訪二葉高 須坂高 諏訪二葉高
 8/31 牛山 純一 14:53.63 湯澤 舜(2) 14:58.14 青木 達哉 15:00.69 利根川 裕雄 15:20.20 平田 和也 15:20.48 松野 淳司 15:24.53 名取 将大(3) 15:29.18 金澤 拓則 15:29.39

5000m 茅野市陸協 東海大三高 小諸市陸協 ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ 長野市陸協 塩尻市陸協 東海大三高 諏訪市陸協
 9/ 1 牛山 純一 30:56.27 高橋 悠平(3) 30:59.38 小山 祐太 31:05.34 松野 淳司 31:18.04 平田 和也 31:21.37 岩渕 良平 31:25.14 羽川 英一 31:40.97 小林 正典 31:49.62

10000m 茅野市陸協 東海大三高 ｺﾄﾋﾗ工業 塩尻市陸協 長野市陸協 諏訪市陸協 茅野市陸協 ｱｰﾄ梱包運輸
 9/ 1  -2.0東山 由輝(2) 14.91 五十嵐 大樹(4) 15.14 伊達 仁哉 15.98 山浦 貫人(1) 16.38 水﨑 悠樹 16.43 坪井 智哉(1) 16.72 倉石 大樹(1) 16.84 竹折 優太(2) 17.01

110mH(1.067m) 東海大 新潟大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 岩村田高 東京学芸大 須坂高 長野日大高 飯田風越高
 8/31 大野 裕紀(3) 52.82 小林 英和(3) 53.17 川西 翔太(2) 56.01 清水 泰志(1) 56.60 土屋 翔太(1) 57.32 天野 夏樹(2) 57.44 馬場 信介(2) 58.55 草野 晃平(2) 1:00.43

400mH(0.914m) 至学館大 高遠高 松本大 松本大 松本大 長野高専 上伊那農高 篠ﾉ井高
 8/31 宮入 一海 9:28.94 北原 崇志 9:50.46 大嵩崎 慧(2) 9:57.28 武井 湧平(2) 10:01.57 宮坂 響(2) 10:14.05 松下 治正(3) 10:14.86 玉城 柾人(3) 10:20.17 永井 慎也(1) 10:36.31

3000mSC 北佐久郡陸協 上伊那郡陸協 上田染谷丘高 丸子修学館高 上田染谷丘高 小諸高 長野東高 丸子修学館高
 8/31 塩島 亮太(1) 22:21.82 髙橋 涼太(3) 22:45.21 阪田 健斗(3) 23:28.55 福澤 弘樹(2) 24:12.34 佐藤 遼平(3) 24:26.70 安藤 拓真(2) 24:51.45 藤井 直輝(2) 24:53.81 遠藤 和也(2) 25:36.06

5000m競歩 明大 豊科高 丸子修学館高 東海大三高 中部学院大 上伊那農高 東海大三高 穂高商業高
 9/ 1 芋川 駿(2) 2.01 松原 大輝 2.01 林 知彦 1.95 丸山 貴倫(1) 1.95 内山 貴仁(2) 1.90 岩崎 晴也(4) 1.90 村田 貴大(4) 1.85 大塚 樹也(1) 1.80

走高跳 長野吉田高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 大北陸協 諏訪東京理科大 長野日大高 長野高専 長野高専 文化学園長野高
松澤 和也(1)
諏訪実業高
山﨑 将文
須坂市陸協

 8/31 酒井 弘心(3) 4.50 畑山 亮太(2) 4.00 合津 伊織(2) 3.80 内山 朋也(3) 3.80 伊藤 大起(3) 3.60 竹折 優太(2) 3.60
棒高跳 高遠高 長野工業高 赤穂高 小布施中 永明中 飯田風越高

 8/31 太田 朗 7.61(+3.6) 宮崎 琢也(3) 7.20(+0.7) 青沼 和紀(1) 7.04(+5.3) 窪田 章吾(2) 7.02(+5.8) 小野澤 達也(2)6.61(+4.1) 中村 龍士(1) 6.50(+3.3) 倉崎 大城(1) 6.44(+4.5) 今藤 燎(1) 6.42(+4.3)
走幅跳 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ 松商学園高 松本大 諏訪清陵高 穂高商業高 諏訪清陵高 信大 中京大

 9/ 1 石川 和義(D)16.01(+1.4) 成田 正崇(4)15.28(+0.5) 清水 駿(2) 14.06(+0.6) 清水 健祐 13.73(+2.4) 羽賀 拓己(4)13.32(+1.5) 小野澤 達也(2)13.30(-0.4) 樽沢 紘人(2)12.81(+0.5) 藤牧 佑希(2)12.61(-0.1)
三段跳 上田市陸協 GR 至学館大 順天堂大 国武大 国士大 穂高商業高 木曽青峰高 岩村田高

 9/ 1 笹野 弘充 13.14 尾崎 雄介(2) 11.78 上原 隆伸 11.55 村松 克磨(2) 11.08 上倉 寿史(2) 10.75 米倉 朋輝(1) 10.72 中島 公徳 10.63 早川 謙哉(3) 10.28
砲丸投 NTFClub 松本大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本大 飯山北高 長野工業高 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 上伊那農高

 8/31 笹野 弘充 40.02 中谷 俊貴(4) 36.56 原田 俊介 36.39 上原 隆伸 35.57 大庭 達也(1) 34.43 大庭 直也(2) 34.22 矢ヶ崎 奨(3) 30.54 岡村 也寸志(3) 30.51
円盤投 NTFClub 松本大 岡谷市陸協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 順天堂大 飯山北高 上田東高 長野高専

 9/ 1 小林 龍太(M) 52.77 富井 博輝(4) 51.74 笹野 弘充 51.17 上條 文汰(3) 44.34 平田 勝也(1) 44.04 上原 隆伸 43.79 瀧本 高博(2) 37.27 橋詰 幸孝(3) 37.18
ﾊﾝﾏｰ投 筑波大院 松本大 NTFClub 梓川高 国武大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本美須々丘高 丸子修学館高

 9/ 1 村松 卓哉 59.50 永井 一平(2) 58.19 友田 利男 51.85 矢ヶ崎 奨(3) 51.66 富永 智(2) 50.47 宮島 真吾(1) 49.26 田中 完次 49.02 丸山 幹稀(1) 48.48
やり投 東京学芸大 東海大 下伊那郡陸協 上田東高 小諸商高 阿南高 北安曇郡陸協 梓川高

 8/31 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ       41.20 長野日大高       42.58 岩村田高       42.61 松川高       42.95 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野      43.00 諏訪清陵高       43.72 長野高専       43.87
4×100m 吉富 和弥 松橋 大夢(1) 山浦 貫人(1) 丸山 玲央(2) 伊藤 将希 辛山 勇太(2) 仲俣 真宏(4)

太田 朗 長田 龍貴(2) 池田 仁(2) 住吉 隼斗(2) 内山 幹雄 窪田 章吾(2) 天野 夏樹(2)
岩田 晃 峯村 祐貴(1) 柳澤 圭太(2) 松下 優太(1) 岡本 真平 巻渕 優也(1) 岩崎 晴也(4)
宮澤 裕輝 曽根原 豪士(1) 藤牧 佑希(2) 吉川 涼平(2) 中畑 恭介 伊藤 和輝(1) 柴田 晃太朗(4)

 9/ 1 松本大     3:21.50 信大     3:21.89 松本深志高     3:26.23 佐久長聖高     3:27.19 大町高     3:27.30 上伊那農高     3:27.57 岩村田高     3:29.11 篠ﾉ井高     3:33.58
4×400m 川西 翔太(2) 久田 涼平(M) 山下 紘永(1) 相米 健太(2) 宮坂 僚(2) 馬場 信介(2) 桜井 滉治(2) 草野 晃平(2)

池田 健二郎(4) 米嶋 航一(2) 小口 智大(2) 岩松 敬賀(1) 勝野 涼大(2) 登内 大地(2) 藤牧 佑希(2) 矢嶋 一樹(2)
清水 泰志(1) 北川 幹太(4) 山﨑 大輝(2) 茂木 康平(2) 佐藤 公則(2) 稲村 良彦(2) 柳澤 圭太(2) 若月 寛人(2)
浦野 泰希(1) 小北 大志(2) 若林 颯(3) 荻原 京介(1) 松井 一陽(2) 松下 潤也(3) 竹内 祥太郎(2) 宮林 紘汰(2)



予選 9月1日 11:00
準決勝 9月1日 14:25
決勝 9月1日 15:20

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 +0.5

 1 太田  敦(2)     11.06 Q  1 松下 潤也(3)     11.43 Q
ｵｵﾀ ｱﾂｼ 塩尻志学館高 ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 上伊那農高

 2 松下 優太(1)     11.24 q  2 笠井 健太     11.47 
ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ 松川高 ｶｻｲ ｹﾝﾀ DreamAC

 3 池田 仁(2)     11.43 q  3 勝野 涼大(2)     11.73 
ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ 岩村田高 ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ 大町高

 4 竹内 基裕(2)     11.77  4 丸岡 精二     11.77 
ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾋﾛ 上伊那農高 ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 5 塩野入 信栄(2)     11.80  5 辛山 勇太(2)     11.78 
ｼｵﾉｲﾘ ｼﾝｴｲ 松本大 ｼﾝﾔﾏ ﾕｳﾀ 諏訪清陵高

 6 丸山 圭介(2)     11.98  6 柳澤  匠(1)     11.91 
ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ 長野日大高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾐ 岩村田高

 7 原田 健太(1)     12.38  7 丸山 佳太(2)     12.20 
ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ 小諸高 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ 佐久長聖高

 8 畑山 亮太(2)     12.46  8 髙木 涼太(3)     12.37 
ﾊﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 長野工業高 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 豊科北中
神林 啓人  9 神田 優人(3)     12.45 
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 長野市陸協 ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 望月AC

[ 3組] 風速 -1.0 [ 4組] 風速  0.0

 1 柴田 晃太朗(4)     11.15 Q  1 藤牧 佑希(2)     11.33 Q
ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 長野高専 ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ 岩村田高

 2 大野 裕紀(3)     11.43 q  2 樽沢 裕弥(2)     11.46 
ｵｵﾉ  ﾋﾛｷ 至学館大 ﾀﾙｻﾜ ﾕｳﾔ 松本大

 3 黒野 憲亮(2)     11.44 q  3 伊藤 将希     11.55 
ｸﾛﾉ ｹﾝｽｹ 信大 ｲﾄｳ ﾏｻｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 4 山浦 貫人(1)     11.50  4 東山 壱成(2)     11.72 
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田高 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ 松本美須々丘高

 5 竹内誠(3)     11.69  5 山崎 久樹(1)     11.86 
ﾀｹｳﾁﾏｺﾄ 穂高東中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ 上伊那農高

 6 細田 昌宏(2)     11.97  6 依田 泰輝(2)     11.95 
ﾎｿﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 上田染谷丘高 ﾖﾀﾞ ﾀｲｷ 長野高専

 7 成澤 稜(3)     12.19  7 福澤 亮汰(1)     12.23 
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 大町第一中 ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 駒ヶ根東中

 8 土屋 巧(3)     12.34  8 山本 純也     12.28 
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 望月AC ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ DreamAC
松村 富穂 矢ヶ崎 祐介(1)
ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾐﾎ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 田川高

[ 5組] 風速 -1.0 [ 6組] 風速 +1.3

 1 松﨑 文弥(3)     11.27 Q  1 松橋 大夢(1)     11.22 Q
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 浅間中 ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大高

 2 中畑 恭介     11.46  2 木下 博貴(2)     11.45 q
ﾅｶﾊﾀ ｷｮｳｽｹ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 緑ヶ丘中

 3 中村 康平(2)     11.88  3 小澤 龍介     11.55 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ 田川高 ｵｻﾞﾜ ﾘｭｳｽｹ NTFClub

 4 夏目 映人(1)     12.07  4 矢口 優介(1)     11.58 
ﾅﾂﾒ ｴｲﾄ 長野吉田高 ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘高

 5 隼田 晃希(1)     12.38  5 中山 翔梧(3)     11.59 
ﾊﾔﾀ ｺｳｷ 市立長野高 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 岩村田高
室賀 元晴(2)  6 熊谷 諒平(1)     11.89 
ﾑﾛｶﾞ ﾓﾄﾊﾙ 屋代高 ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ 飯田風越高
岡田 英希(3)  7 関口 悠也(1)     12.03 
ｵｶﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ 松川高 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 松代高
今藤 燎(1)  8 杉原 樹(2)     12.13 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 中京大 ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾂｷ 松本蟻ヶ崎高
高橋 佑太 市川 拓巳(2)
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ DreamAC ｲﾁｶﾜ  ﾀｸﾐ 上田高 欠場
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予選 通過基準  13組  1着 + 11 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



[ 7組] 風速 +0.9 [ 8組] 風速 -0.5

 1 都築 和正(1)     11.34 Q  1 木村 幸太(3)     11.47 Q
ﾂﾂﾞｷ ｶｽﾞﾏｻ 信大 ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 鉢盛中

 2 花里 翼(3)     11.45 q  2 山下 桂     11.59 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 芦原中 ﾔﾏｼﾀ ｹｲ ﾄｰﾊﾂ

 3 柳澤 圭太(2)     11.71  3 古川 栄貴     11.80 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ 岩村田高 ﾌﾙｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 千曲市陸協

 4 長﨑 祐介(3)     11.82  4 宮坂 僚(2)     11.86 
ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 豊科北中 ﾐﾔｻｶ ﾘｮｳ 大町高

 5 塩崎 児汰朗(2)     11.94  5 藤森 秀貴(1)     11.90 
ｼｵｻﾞｷ ｺﾀﾛｳ 長野高専 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾃﾞｷ 松本大

 6 竹内 凱斗(2)     12.06  6 須藤 稜太(1)     11.91 
ﾀｹｳﾁ ｶｲﾄ 上田染谷丘高 ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 岩村田高

 7 島津 英明     12.22  7 小河原 智哉(2)     11.96 
ｼﾏﾂﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｵｶﾞﾜﾗ ﾄﾓﾔ 諏訪二葉高

 8 二木 和輝(2)     12.28  8 工藤 大樹(2)     12.48 
ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ 田川高 ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 長野工業高
常盤 大智(3) 浦野 謙太郎(1)
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高商業高 ｳﾗﾉ  ｹﾝﾀﾛｳ 国武大

[ 9組] 風速 +1.1 [ 10組] 風速 +0.5

 1 宮澤 裕輝     11.21 Q  1 安藤 直哉(1)     11.12 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本大

 2 窪田 章吾(2)     11.41 q  2 宮林 紘汰(2)     11.43 q
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 諏訪清陵高 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井高

 3 青沼 和紀(1)     11.50  3 松井 一陽(2)     11.50 
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ 松本大 ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 大町高

 4 稲守 翼(M)     11.53  4 小北大志(2)     11.52 
ｲﾅﾓﾘ ﾂﾊﾞｻ 平成国際大 ｺｷﾀ ﾀｲｼ 信大

 5 細川 大輝(2)     11.91  5 中條 巧人(2)     11.85 
ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｷ 野沢北高 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｸﾄ 長野吉田高

 6 松澤 直樹(2)     12.09  6 三井 絢斗(3)     12.03 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ 大町高 ﾐﾂｲ ｹﾝﾄ 中野平中

 7 牧村 直樹(2)     12.50  7 塩田 雅人(1)     12.09 
ﾏｷﾑﾗ ﾅｵｷ 上田染谷丘高 ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 松本深志高
丸山 拓大(2) 丸山 将也(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北高 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ 須坂東高
関塚 賢悟(2) 五十里 槙哉(3)
ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ 松本県ヶ丘高 ｲｿﾘ ｼﾝﾔ 上田第四中

[ 11組] 風速 +0.6 [ 12組] 風速 -1.5

 1 内山 幹雄     11.35 Q  1 樋口 克治(3)     10.95 Q
ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 松商学園高

 2 坂口 慎太郎     11.39 q  2 曽根原 豪士(1)     11.40 q
ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 佐久市陸協 ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ 長野日大高

 3 小出 郁弥(2)     11.45 q  3 大西 輝(4)     11.59 
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 信濃中 ｵｵﾆｼ ｱｷﾗ 信大

 4 峯村 祐貴(1)     11.72  4 住吉 隼斗(2)     11.62 
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ 長野日大高 ｽﾐﾖｼ  ﾊﾔﾄ 松川高

 5 川井 渓太(1)     11.84  5 石井 雄大(2)     11.77 
ｶﾜｲ ｹｲﾀ 木曽青峰高 ｲｼｲ ﾕｳﾀﾞｲ 野沢北高

 6 守住 望(1)     11.99  6 飯島 拓海(3)     11.88 
ﾓﾘｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ 諏訪清陵高 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 豊科北中

 7 大久保 達弥(2)     12.04  7 赤堀 拓夢(3)     12.03 
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 松本深志高 ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ 附属松本中

 8 大井 友尋(2)     12.29  8 藤森 祐希(2)     12.34 
ｵｵｲ ﾄﾓﾋﾛ 北佐久農高 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 更級農業高
小林 祐紀(1)  9 箕輪 朋晃(1)     12.82 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 信大 ﾐﾉﾜ  ﾄﾓｱｷ 上田高
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[ 13組] 風速 +1.3

 1 岩田 晃     10.96 Q
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 2 金田 龍太郎(1)     11.62 
ｶﾈﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 日体大

 3 伊藤 和輝(1)     11.69 
ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 諏訪清陵高

 4 竹澤 翔(2)     11.72 
ﾀｹｻﾞﾜ ｶｹﾙ 岡谷東高

 5 下平 和輝(3)     11.79 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞｷ 緑ヶ丘中

 6 阿部 佳介(1)     12.08 
ｱﾍﾞｹｲｽｹ 諏訪二葉高

 7 塚田 博希(2)     12.12 
ﾂｶﾀﾞ  ﾋﾛｷ 上田高

 8 小林 拓未(1)     12.13 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 松商学園高
戸田 樹(2)
ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ 屋代高

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 -1.4

 1 樋口 克治(3)     10.86 Q  1 岩田 晃     10.91 Q
ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 松商学園高 ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 2 宮澤 裕輝     11.16 Q  2 松下 優太(1)     11.16 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ 松川高

 3 松橋 大夢(1)     11.16 q  3 内山 幹雄     11.19 q
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大高 ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 4 小出 郁弥(2)     11.36  4 柴田 晃太朗(4)     11.24 
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 信濃中 ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 長野高専

 5 松下 潤也(3)     11.39  5 松﨑 文弥(3)     11.37 
ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 上伊那農高 ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 浅間中

 6 宮林 紘汰(2)     11.46  6 池田 仁(2)     11.44 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井高 ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ 岩村田高

 7 木村 幸太(3)     11.49  7 窪田 章吾(2)     11.50 
ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 鉢盛中 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 諏訪清陵高

 8 大野 裕紀(3)     11.50  8 花里 翼(3)     11.58 
ｵｵﾉ  ﾋﾛｷ 至学館大 ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 芦原中

[ 3組] 風速 -2.4

 1 太田  敦(2)     11.14 Q
ｵｵﾀ ｱﾂｼ 塩尻志学館高

 2 安藤 直哉(1)     11.23 Q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本大

 3 坂口 慎太郎     11.43 
ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 佐久市陸協

 4 都築 和正(1)     11.50 
ﾂﾂﾞｷ ｶｽﾞﾏｻ 信大

 5 木下 博貴(2)     11.52 
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 緑ヶ丘中

 6 黒野 憲亮(2)     11.73 
ｸﾛﾉ ｹﾝｽｹ 信大
藤牧 佑希(2)
ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ 岩村田高
曽根原 豪士(1)
ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ 長野日大高
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風速 -2.3

 1 樋口 克治(3)     10.96 
ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 松商学園高

 2 岩田 晃     11.07 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 3 太田  敦(2)     11.27 
ｵｵﾀ ｱﾂｼ 塩尻志学館高

 4 松橋 大夢(1)     11.31 
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大高

 5 宮澤 裕輝     11.34 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 6 松下 優太(1)     11.36 
ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ 松川高

 7 安藤 直哉(1)     11.39 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本大

 8 内山 幹雄     11.42 
ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

9  7010

2  8029

8  8034

5   536

6  1994

3  1261

7  2488

4  8032

男子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 8月31日 12:40
決勝 8月31日 15:25

[ 1組] 風速 -4.5 [ 2組] 風速 -2.3

 1 小北大志(2)     22.65 q  1 荻原 京介(1)     22.49 q
ｺｷﾀ ﾀｲｼ 信大 ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ 佐久長聖高

 2 坂井 和人(2)     22.86  2 松井 一陽(2)     22.90 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ 東海大三高 ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 大町高

 3 丸岡 精二     23.30  3 曽根原 豪士(1)     23.22 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ 長野日大高

 4 柳澤 圭太(2)     23.56  4 東山 壱成(2)     23.27 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ 岩村田高 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ 松本美須々丘高

 5 吉田 開恩(3)     23.88  5 伊藤 和輝(1)     23.65 
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 中野平中 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 諏訪清陵高

 6 池田 圭吾     24.18  6 南原 透     24.17 
ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ DreamAC ﾅﾝﾊﾞﾗ ﾄｵﾙ 安曇野市陸協

 7 利根川 大貴(2)     24.54  7 深澤 駿也(1)     24.18 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 野沢南高 ﾌｶｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 下諏訪向陽高

 8 原 大和(2)     24.73  8 小河原 智哉(2)     24.30 
ﾊﾗ  ﾔﾏﾄ 上田西高 ｵｶﾞﾜﾗ ﾄﾓﾔ 諏訪二葉高
関塚 賢悟(2)  9 遠藤 幹也(3)     24.66 
ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ 松本県ヶ丘高 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ 大町第一中

[ 3組] 風速 -3.5 [ 4組] 風速 -1.6

 1 松下 優太(1)     22.45 q  1 木村 幸太(3)     22.70 q
ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ 松川高 ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 鉢盛中

 2 太田  敦(2)     22.71  2 長田 龍貴(2)     22.99 
ｵｵﾀ ｱﾂｼ 塩尻志学館高 ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ 長野日大高

 3 都築 和正(1)     22.76  3 松﨑 文弥(3)     23.10 
ﾂﾂﾞｷ ｶｽﾞﾏｻ 信大 ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 浅間中

 4 竹内 基裕(2)     23.47  4 相米 健太(2)     23.14 
ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾋﾛ 上伊那農高 ｿｳﾏｲ ｹﾝﾀ 佐久長聖高

 5 雲崎 凌(1)     24.00  5 近藤 雅哉(2)     23.96 
ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ 長野日大高 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 伊那松川中

 6 三石 竜哉(2)     24.03  6 竹内 凱斗(2)     24.20 
ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳﾔ 飯田風越高 ﾀｹｳﾁ ｶｲﾄ 上田染谷丘高

 7 塚田 博希(2)     24.18  7 中村 忠夫(1)     24.77 
ﾂｶﾀﾞ  ﾋﾛｷ 上田高 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｵ 穂高商業高

 8 細田 昌宏(2)     24.34  8 古林 泰紀(1)     24.82 
ﾎｿﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 上田染谷丘高 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 塩尻志学館高

 9 佐藤 修平(2)     24.38 住吉 隼斗(2)
ｻﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 飯山北高 ｽﾐﾖｼ  ﾊﾔﾄ 松川高

[ 5組] 風速 -3.0 [ 6組] 風速 -4.4

 1 松橋 大夢(1)     22.80  1 近藤 裕哉(3)     23.76 
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大高 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 伊那松川中

 2 大西 輝(4)     23.12  2 川井 渓太(1)     23.96 
ｵｵﾆｼ ｱｷﾗ 信大 ｶﾜｲ ｹｲﾀ 木曽青峰高

 3 塚田 拓巳(3)     23.21  3 巻渕 優也(1)     23.99 
ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園高 ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ 諏訪清陵高

 4 勝野 涼大(2)     23.51  4 柳澤  匠(1)     24.29 
ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ 大町高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾐ 岩村田高

 5 木下 博貴(2)     23.69  5 平田 友和(3)     24.44 
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 緑ヶ丘中 ﾋﾗﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 阿南高

 6 小林 颯(2)     23.89  6 細萱 元太(1)     24.64 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 小諸高 ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 創造学園高

 7 青島 圭佑(2)     24.32  7 因幡 将吾(1)     24.72 
ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ 松本美須々丘高 ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 大町高

 8 成澤 稜(3)     25.07  8 小笠原 有希(1)     25.41 
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 大町第一中 ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｷ OIDE長姫高
池田 彪我(2) 常盤 大智(3)
ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ 須坂東高 ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高商業高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
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[ 7組] 風速 -2.2 [ 8組] 風速 -2.9

 1 樋口 克治(3)     21.67 q  1 坂口 慎太郎     23.13 
ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 松商学園高 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 佐久市陸協

 2 中畑 恭介     22.98  2 矢崎 宏一(2)     23.54 
ﾅｶﾊﾀ ｷｮｳｽｹ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 諏訪二葉高

 3 須藤 稜太(1)     23.87  3 石井 雄大(2)     23.75 
ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 岩村田高 ｲｼｲ ﾕｳﾀﾞｲ 野沢北高

 4 内藤 圭吾(2)     23.99  4 佐藤 薫(1)     23.90 
ﾅｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 諏訪二葉高 ｻﾄｳ ｶｵﾙ 長野日大高

 5 松島 竜平(1)     24.16  5 岡本 真平     24.00 
ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 飯田高 ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 6 清水 貴史(2)     24.19  6 山田 大輝(1)     24.53 
ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ 長野西高 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 長野商高

 7 細川 大輝(2)     24.44  7 牧村 直樹(2)     25.58 
ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｷ 野沢北高 ﾏｷﾑﾗ ﾅｵｷ 上田染谷丘高

 8 小口 直希(2)     24.54 松下 潤也(3)
ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ 諏訪清陵高 ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 上伊那農高
神林 啓人 伊藤 俊平(2)
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 長野市陸協 ｲﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ 赤穂高

[ 9組] 風速 -3.3 [ 10組] 風速 -5.2

 1 岩田 晃     22.14 q  1 仲谷 龍貴(3)     22.50 q
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ 諏訪二葉高

 2 大野 裕紀(3)     22.67 q  2 内山 幹雄     22.97 
ｵｵﾉ  ﾋﾛｷ 至学館大 ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 3 矢口 優介(1)     23.60  3 水島 優(2)     23.52 
ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘高 ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園高

 4 赤堀 拓夢(3)     23.88  4 茂木 康平(2)     23.94 
ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ 附属松本中 ﾓﾃｷ ｺｳﾍｲ 佐久長聖高

 5 関口 悠也(1)     24.18  5 花里 翼(3)     23.98 
ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 松代高 ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 芦原中

 6 島津 英明     24.48  6 滝澤 知紘(2)     24.28 
ｼﾏﾂﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 飯山北高

 7 池田 亮太(2)     24.67  7 小林 将大(1)     25.00 
ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 坂城高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 野沢南高

 8 清水 泰地(1)     24.99  8 永田 望海(1)     25.42 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 丸子修学館高 ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 松本県ヶ丘高
黒岩 聡 市川 拓巳(2)
ｸﾛｲﾜ ｻﾄｼ 長野市陸協 ｲﾁｶﾜ  ﾀｸﾐ 上田高

風速 -4.6

 1 岩田 晃     21.56 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 2 樋口 克治(3)     21.71 
ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 松商学園高

 3 仲谷 龍貴(3)     21.75 
ﾅｶﾔ ﾘｭｳｷ 諏訪二葉高

 4 松下 優太(1)     22.24 
ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ 松川高

 5 荻原 京介(1)     22.38 
ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ 佐久長聖高

 6 小北大志(2)     22.52 
ｺｷﾀ ﾀｲｼ 信大

 7 木村 幸太(3)     23.05 
ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 鉢盛中

 8 大野 裕紀(3)     25.52 
ｵｵﾉ  ﾋﾛｷ 至学館大
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予選 9月1日 12:55
決勝 9月1日 14:40

[ 1組] [ 2組]

 1 水島 優(2)     50.04 q  1 荻原 京介(1)     50.40 q
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園高 ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ 佐久長聖高

 2 池田 仁(2)     50.55 q  2 塚田 拓巳(3)     51.11 
ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ 岩村田高 ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園高

 3 金箱 樹(3)     51.79  3 巻渕 優也(1)     53.41 
ｶﾈﾊﾞｺ ﾀﾂｷ 東海大三高 ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ 諏訪清陵高

 4 花形 駿介(3)     54.61  4 内堀 連(1)     53.43 
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 豊科北中 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾚﾝ 北佐久農高

 5 内藤 圭吾(2)     55.13  5 原 大和(2)     54.29 
ﾅｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 諏訪二葉高 ﾊﾗ  ﾔﾏﾄ 上田西高
内田 光一(1)  6 近藤 雅哉(2)     54.75 
ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 市立長野高 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 伊那松川中
古畑 翼(2)  7 金児 浩弥(3)     56.82 
ﾌﾙﾊﾀ ﾂﾊﾞｻ 木曽青峰高 ｶﾈｺ ﾋﾛﾔ 裾花中
西澤 弦也(2) 宮下 和也(2)
ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾔ 小諸高 ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾔ 丸子修学館高
細萱 元太(1) 北川 幹太(4)
ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 創造学園高 ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾝﾀ 信大

[ 3組] [ 4組]

 1 茂木 康平(2)     51.10 q  1 浦野 泰希(1)     51.13 
ﾓﾃｷ ｺｳﾍｲ 佐久長聖高 ｳﾗﾉ ﾀｲｷ 松本大

 2 小林 航(2)     51.69  2 中島 大智(2)     51.76 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 木曽青峰高

 3 小林 颯(2)     53.42  3 輪湖 勇哉(3)     53.11 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 小諸高 ﾜｺ ﾕｳﾔ 附属松本中

 4 平田 友和(3)     54.20  4 竹原 諄(1)     53.21 
ﾋﾗﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 阿南高 ﾀｹﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 田川高

 5 土屋 和勢(2)     54.50  5 矢嶋 一樹(2)     53.31 
ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｾ 須坂高 ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 篠ﾉ井高

 6 白川 大智(2)     54.81  6 佐藤 薫(1)     53.42 
ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 丸子修学館高 ｻﾄｳ ｶｵﾙ 長野日大高

 7 西埜 拓海(2)     55.15  7 隼田 晃希(1)     58.05 
ﾆｼﾉ ﾀｸﾐ 長野吉田高 ﾊﾔﾀ ｺｳｷ 市立長野高

 8 宮澤 崇(3)     55.65 松本 卓也(2)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ 駒ヶ根東中 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 豊科高
米嶋 航一(2) 町田 一生(1)
ﾖﾈｼﾏ ｺｳｲﾁ 信大 ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ 岩村田高

[ 5組] [ 6組]

 1 若林 颯(3)     49.74 q  1 塩沢 直樹(3)     50.54 q
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志高 ｼｵｻﾞﾜ  ﾅｵｷ 松川高

 2 三村 航輝(2)     51.72  2 相米 健太(2)     52.15 
ﾐﾑﾗ ｺｳｷ 塩尻志学館高 ｿｳﾏｲ ｹﾝﾀ 佐久長聖高

 3 登内 大地(2)     52.36  3 藤松 楓季(2)     53.03 
ﾄﾉｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 上伊那農高 ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ 豊科高

 4 西澤 寛樹(2)     53.05  4 中嶋多聞(1)     53.18 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 長野商高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ 須坂東高

 5 矢崎 宏一(2)     54.34  5 荒井 雅也(1)     53.24 
ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 諏訪二葉高 ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 長野工業高

 6 草野 晃平(2)     54.45  6 雲崎 凌(1)     53.70 
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井高 ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ 長野日大高

 7 佐藤 元紀(2)     57.00 武井 和樹(2)
ｻﾄｳ ｹﾞﾝｷ 野沢北高 ﾀｹｲ ｶｽﾞｷ 屋代高
土屋 侃汰(3) 池田 圭吾
ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 芦原中 ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ DreamAC
藤原 利章(1) 花里 翼(3)
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科高 ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 芦原中 欠場
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[ 7組] [ 8組]

 1 丸山 玲央(2)     51.92  1 坂井 和人(2)     51.11 
ﾏﾙﾔﾏ  ﾚｵ 松川高 ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ 東海大三高

 2 山下 紘永(1)     52.60  2 中平 満知留(2)     52.62 
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 松本深志高 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾐﾁﾙ OIDE長姫高

 3 沼田 大智(2)     53.09  3 宮林 紘汰(2)     52.87 
ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ 須坂高 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井高

 4 長田 龍貴(2)     53.35  4 滝澤 知紘(2)     52.97 
ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ 長野日大高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 飯山北高

 5 竹内 祥太郎(2)     53.71  5 小山 信也(2)     53.79 
ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 岩村田高 ｺﾔﾏ ｼﾝﾔ 屋代高

 6 保科 新一郎(1)     54.06  6 木内 寛人(1)     55.47 
ﾎｼﾅ ｼﾝｲﾁﾛｳ 高遠高 ｷｳﾁ ﾋﾛﾄ 北佐久農高

 7 荻原 悠輔(3)     56.13  7 小池 直樹(2)     59.02 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 御代田中 ｺｲｹ ﾅｵｷ 駒ヶ根東中
久田 涼平(M) 吉川 涼平(2)
ﾋｻﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ 信大 ﾖｼｶﾜ  ﾘｮｳﾍｲ 松川高
小宮山 彦毅 吉富 和弥
ｺﾐﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 東京学芸大 ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

[ 9組]

 1 小林 英和(3)     48.25 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高遠高

 2 荻原 隆博     53.12 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｶﾋﾛ 中高陸協

 3 清水 貴史(2)     53.21 
ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ 長野西高

 4 松下 明広(2)     53.42 
ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾋﾛ 信大

 5 田鹿 直起(2)     54.09 
ﾀｼｶ ﾅｵｷ 木曽青峰高

 6 野澤 晃太朗(2)     54.76 
ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 諏訪二葉高

 7 有賀 健(3)     55.37 
ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ 穂高西中

 8 児玉 天晴(3)     56.57 
ｺﾀﾞﾏ ﾃﾝｾｲ 軽井沢中
池田 彪我(2)
ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ 須坂東高

 1 小林 英和(3)     48.91 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高遠高

 2 若林 颯(3)     49.24 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志高

 3 塩沢 直樹(3)     50.42 
ｼｵｻﾞﾜ  ﾅｵｷ 松川高

 4 荻原 京介(1)     50.87 
ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ 佐久長聖高

 5 水島 優(2)     51.29 
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園高

 6 池田 仁(2)     51.30 
ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ 岩村田高

 7 塚田 拓巳(3)     51.54 
ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園高

 8 茂木 康平(2)     51.93 
ﾓﾃｷ ｺｳﾍｲ 佐久長聖高

 9 坂井 和人(2)     53.30 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ 東海大三高
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予選 8月31日 10:25
決勝 8月31日 15:00

[ 1組] [ 2組]

 1 中島 大智(2)   1:58.45 q  1 村瀬 雅人   1:57.59 q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 木曽青峰高 ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ 東農大

 2 柳澤  慶(2)   2:03.43  2 依田 卓東(4)   2:05.47 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲ 野沢北高 ﾖﾀﾞ ﾀｸﾄ 長野高専

 3 甘利 優太(2)   2:04.87  3 藤原 利章(1)   2:06.77 
ｱﾏﾘ ﾕｳﾀ 野沢南高 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科高

 4 松村 理久(2)   2:07.82  4 塚田 佳生(2)   2:08.13 
ﾏﾂﾑﾗ ﾘｸ 飯田風越高 ﾂｶﾀﾞ ﾖｼｷ 諏訪清陵高

 5 三輪 祐也(2)   2:11.97  5 矢野 颯(1)   2:09.62 
ﾐﾜ  ﾕｳﾔ 上田高 ﾔﾉ ﾊﾔﾃ 長野吉田高

 6 千國 剛史(2)   2:12.33  6 山崎 航(2)   2:09.73 
ﾁｸﾆ ﾂﾖｼ 松本蟻ヶ崎高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 松本美須々丘高

 7 真島 雅季(3)   2:12.41  7 塩沢 耕大(1)   2:10.02 
ﾏｼﾏ  ﾏｻｷ 北安松川中 ｼｵｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 飯田高

 8 東條 瑞貴(1)   2:14.39  8 岩松 裕矢(1)   2:14.62 
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ 須坂高 ｲﾜﾏﾂ ﾕｳﾔ 野沢南高
堀内 正和(1)  9 藤沢 充(2)   2:15.03 
ﾎﾘｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ 松本大 ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾂﾙ 須坂高

[ 3組] [ 4組]

 1 手塚 将弥(2)   1:58.37 q  1 南部 恭佑(4)   2:00.87 q
ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ 東海大三高 ﾅﾝﾌﾞ ｷｮｳｽｹ 信大

 2 北原 廉(1)   2:02.77  2 和田 孝太(2)   2:08.84 
ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ 長野高専 ﾜﾀﾞ ｺｳﾀ 木曽青峰高

 3 奥谷 瑞貴(1)   2:09.52  3 荒井 雅也(1)   2:09.26 
ｵｸﾀﾆ ﾐｽﾞｷ 木曽青峰高 ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 長野工業高

 4 平﨑 柊(2)   2:14.23  4 木村 祐太(3)   2:10.77 
ﾋﾗｻｷ ｼｭｳ 松本美須々丘高 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 鉢盛中

 5 後藤 大聖(1)   2:14.49  5 清水 泰誠(2)   2:15.10 
ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾏｻ 須坂園芸高 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｾｲ OIDE長姫高

 6 佐藤 拓真(1)   2:14.67  6 小林 諒也(3)   2:16.93 
ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 長野日大高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 御代田中

 7 山﨑 創二(1)   2:20.47 大月 海世(3)
ﾔﾏｻﾞｷ  ｿｳｼﾞ 上田高 ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 明科中

 8 上原 光太(2)   2:27.10 宮島 耕大(1)
ｳｴﾊﾗ ｺｳﾀ 北佐久農高 ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀﾞｲ 長野日大高
小池 竜熙(1) 吉田 慎一郎(1)
ｺｲｹ ﾀﾂｷ 諏訪清陵高 ﾖｼﾀﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 諏訪清陵高

[ 5組] [ 6組]

 1 梅崎 純平(2)   2:06.75  1 小宮山 彦毅   1:59.56 q
ｳﾒｻﾞｷｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 松本大 ｺﾐﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 東京学芸大

 2 小林 達哉(1)   2:08.29  2 矢嶋 一樹(2)   2:00.14 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 北佐久農高 ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 篠ﾉ井高

 3 佐藤 大裕(2)   2:10.91  3 内田 光一(1)   2:08.06 
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 長野吉田高 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 市立長野高

 4 河野 修平(2)   2:11.22  4 佐々木 康二(2)   2:10.84 
ｺｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 松本美須々丘高 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 豊科高

 5 矢澤 雄太(1)   2:16.64  5 山口 紘佑(2)   2:11.98 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 伊那北高 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 上田染谷丘高

 6 竹内 佑介(1)   2:22.28  6 三上 侃太郎(2)   2:15.09 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ 長野日大高 ﾐｶﾐ ｶﾝﾀﾛｳ 須坂東高
山田 峻暉(2)  7 浅村 祐貴(2)   2:15.69 
ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｱｷ 諏訪二葉高 ｱｻﾑﾗ ﾕｳｷ 松本美須々丘高
笠原 祥多(2)  8 池田 正汰(1)   2:17.46 
ｶｻﾊﾗ ｼｮｳﾀ 立教大 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ 長野日大高

[ 7組]

 1 村瀬 崚(2)   2:01.26 q 井口 龍輝(2)
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 松本県ヶ丘高 ｲｸﾞﾁ ﾘｭｳｷ 伊那北高

 2 脇坂 拓馬(2)   2:06.03 
ﾜｷｻｶ ﾀｸﾏ 丸子修学館高

 3 市川 亮(3)   2:10.54 
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 創造学園高

 4 平田 元(2)   2:12.66 
ﾋﾗﾀ ﾊｼﾞﾒ 大町高

 5 安藤 活樹(1)   2:13.19 
ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾂｷ 上田染谷丘高

 6 田中 孝文(1)   2:14.08 
ﾀﾅｶ ﾀｶﾌﾐ OIDE長姫高

 7 安藤 茂一(2)   2:15.31 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾓｲﾁ 長野日大高
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[ 8組] [ 9組]

 1 酒井 洋明(2)   2:01.40 q  1 藤松 楓季(2)   2:02.04 
ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ 須坂高 ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ 豊科高

 2 百瀬 弦(2)   2:01.59  2 石澤 崇紀(1)   2:03.58 
ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ 松本県ヶ丘高 ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 長野日大高

 3 中村 祐太(3)   2:06.83  3 牛山 颯太(2)   2:07.20 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 坂城中 ｳｼﾔﾏ ｿｳﾀ 松本県ヶ丘高

 4 木内 寛人(1)   2:07.02  4 百瀬  遼(1)   2:08.52 
ｷｳﾁ ﾋﾛﾄ 北佐久農高 ﾓﾓｾ ﾘｮｳ 大町北高

 5 矢島 洸一(2)   2:12.19  5 小島 誠也(1)   2:15.07 
ﾔｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 長峰中 ｺｼﾞﾏ ｾｲﾔ 市立長野高

 6 髙野 拡美(1)   2:13.13  6 工藤 誉(3)   2:15.68 
ﾀｶﾉ ﾋﾛﾐ 長野日大高 ｸﾄﾞｳ ﾎﾏﾚ 丸子北中

 7 田中 康貴(2)   2:15.69 碓井 智也(3)
ﾀﾅｶ ｺｳｷ 篠ﾉ井高 ｳｽｲ ﾄﾓﾔ 創造学園高
春日 明日実(1) 井口 大輔(2)
ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ 伊那弥生ヶ丘高 ｲｸﾞﾁ ﾀﾞｲｽｹ 諏訪清陵高

[ 10組]

 1 門脇 航(1)   2:01.78 
ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ 長野吉田高

 2 碓氷 将司(2)   2:04.61 
ｳｽｲ ﾏｻｼ 野沢北高

 3 逢澤 智広   2:05.07 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協

 4 新井 達大(2)   2:07.68 
ｱﾗｲ ｻﾄﾙ 須坂高

 5 荻原 宏崇(1)   2:13.50 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ 上田東高

 6 近藤 織部(2)   2:13.86 
ｺﾝﾄﾞｳ ｵﾘﾍﾞ 飯田風越高
中澤 侑亮(2)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 長野日大高
清野 真司(2)
ｷﾖﾉ ｼﾝｼﾞ 長野西高

 1 手塚 将弥(2)   1:57.80 
ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ 東海大三高

 2 小宮山 彦毅   1:58.24 
ｺﾐﾔﾏ ｹﾞﾝｷ 東京学芸大

 3 中島 大智(2)   1:59.46 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 木曽青峰高

 4 酒井 洋明(2)   2:00.14 
ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ 須坂高

 5 矢嶋 一樹(2)   2:01.57 
ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 篠ﾉ井高

 6 村瀬 崚(2)   2:02.67 
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 松本県ヶ丘高
村瀬 雅人
ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ 東農大
南部 恭佑(4)
ﾅﾝﾌﾞ ｷｮｳｽｹ 信大
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予選 9月1日 10:10
決勝 9月1日 14:55

[ 1組] [ 2組]

 1 小林 祐太(3)   4:08.21 Q  1 丸山 航平   4:17.68 Q
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾀ 上田西高 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 中野市陸協

 2 村澤 智啓   4:08.95 Q  2 中村 孝樹(3)   4:17.95 Q
ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 千曲市陸協 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 諏訪二葉高

 3 西澤 洋務   4:12.63 q  3 中澤 侑亮(2)   4:19.13 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 茅野市陸協 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 長野日大高

 4 山崎 光(2)   4:14.68  4 二村 航平(2)   4:23.03 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾘ 長野日大高 ﾆﾑﾗ ｺｳﾍｲ 松商学園高

 5 細田 敦也(2)   4:17.46  5 今滝 春彦(2)   4:24.89 
ﾎｿﾀﾞ  ｱﾂﾔ 上田高 ｲﾏﾀｷ  ﾊﾙﾋｺ 上田西高

 6 碓氷 将司(2)   4:21.38  6 田畑 圭夫(2)   4:26.37 
ｳｽｲ ﾏｻｼ 野沢北高 ﾀﾊﾞﾀ ﾖｼｵ 飯田風越高

 7 松木 之衣(1)   4:22.41  7 中谷 雄飛(2)   4:26.64 
ﾏﾂｷ ｺﾉｴ 長野日大高 ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ 下諏訪中

 8 児玉 天晴(3)   4:24.14  8 松本 郁也(1)   4:27.38 
ｺﾀﾞﾏ ﾃﾝｾｲ 軽井沢中 ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐﾔ 長野日大高

 9 中山 航大(1)   4:27.37  9 滝澤 代聖(1)   4:28.15 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 松本深志高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 東海大三高

10 森川 知生(2)   4:28.00 10 諏訪 琢眞(3)   4:29.55 
ﾓﾘｶﾜ ﾄﾓｷ 伊那弥生ヶ丘高 ｽﾜ ﾀｸﾏ 信大

11 中島 健登(2)   4:28.11 11 佐藤 隆史   4:31.35 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾄ 松商学園高 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 千曲市陸協

12 木村 祐太(3)   4:28.62 12 野﨑 元貴(1)   4:32.17 
ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 鉢盛中 ﾉｻﾞｷ ﾓﾄｷ 須坂高

13 山本 侑矢(1)   4:29.04 13 小林 達哉(1)   4:32.33 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 松本美須々丘高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 北佐久農高

14 佐藤 歩人   4:30.13 14 島田 隆介(2)   4:34.24 
ｻﾄｳ ｱﾕﾄ 松本自衛隊 ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 飯山北高

15 玉川 智貴(2)   4:31.50 15 垣内 岳(3)   4:34.92 
ﾀﾏｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 須坂高 ｶｷｳﾁ ｶﾞｸ 箕輪中

16 野崎 智希(2)   4:34.16 16 田島 史都(2)   4:35.97 
ﾉｻﾞｷ ﾄﾓｷ 上田染谷丘高 ﾀｼﾞﾏ  ﾌﾐﾄ 上田高

17 山崎 佑太郎   4:35.63 17 石井 克弥(1)   4:36.54 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 中野市陸協 ｲｼｲ ｶﾂﾔ 長野日大高

18 小林 諒汰(1)   4:42.87 18 田原 直貴   4:38.22 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｮｳﾀ 上田西高 ﾀﾊﾗ ﾅｵｷ 上伊那郡陸協

19 小林 直樹(2)   4:45.06 19 安藤 活樹(1)   4:41.16 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 諏訪二葉高 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾂｷ 上田染谷丘高
小林 大輝(3) 20 滝澤 拓輝(2)   4:41.89 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 川中島中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 駒ヶ根東中
笹崎 慎一 酒井 雄大(2)
ｻｻｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ 南佐久郡陸協 ｻｶｲ ﾕｳﾀﾞｲ 長野吉田高

男子

1500m

予選 通過基準  6組  2着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

所属名 記録／備考
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順 No. 氏  名
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14  1292

8  1785
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15  2471
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4  1850
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3  1914

20  2606
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No. 氏  名 所属名

10  8122
欠場

順

1  5124

12   135

9  1286

記録／備考
11  8109

15  1906

8   616

13  2467

7  1301

21    46

14  5130

10  8103

3  1007

17  7039

5   822

19  4572

2  1625

1  1305

16  8083

6  1787

 4839

4  1085

20  1857

18
欠場

欠場



[ 3組] [ 4組]

 1 青木 達哉   4:07.32 Q  1 牛山 純一   4:08.95 Q
ｱｵｷ ﾀﾂﾔ 小諸市陸協 ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茅野市陸協

 2 利根川 裕雄   4:07.39 Q  2 水梨 百哉(3)   4:09.08 Q
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ ﾐｽﾞﾅｼ ﾓﾓﾔ 長野日大高

 3 酒井 洋明(2)   4:07.54 q  3 宮坂 響(2)   4:14.23 
ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ 須坂高 ﾐﾔｻｶ ﾋﾋﾞｷ 上田染谷丘高

 4 門脇 航(1)   4:08.42 q  4 金児 夏季(3)   4:14.33 
ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ 長野吉田高 ｶﾈｺ ﾅﾂｷ 長野日大高

 5 相馬 崇史(3)   4:13.78  5 米山 祐貴(3)   4:14.67 
ｿｳﾏ ﾀｶｼ 附属松本中 ﾖﾈﾔﾏ ﾕｳｷ 信大

 6 中村 祐太(3)   4:15.19  6 山田 大輔(1)   4:15.48 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 坂城中 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 南安曇農高

 7 石澤 崇紀(1)   4:15.55  7 細井 奨太(2)   4:17.45 
ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 長野日大高 ﾎｿｲ ｼｮｳﾀ 大町高

 8 逢澤 智広   4:18.02  8 横水 颯太(2)   4:19.37 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協 ﾖｺﾐｽﾞ ｿｳﾀ 豊科高

 9 小野寺 陸(2)   4:19.69  9 髙野 拡美(1)   4:20.53 
ｵﾉﾃﾞﾗ ﾘｸ 諏訪二葉高 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾐ 長野日大高

10 福澤 佑軌(2)   4:20.22 10 武井 湧平(2)   4:21.62 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾕｳｷ 飯田高 ﾀｹｲ ﾖｳﾍｲ 丸子修学館高

11 山口 紘佑(2)   4:20.94 11 岩松 敬賀(1)   4:22.85 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 上田染谷丘高 ｲﾜﾏﾂ ｹｲｶﾞ 佐久長聖高

12 村上 真也   4:23.32 12 長谷川 裕真(2)   4:25.12 
ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾔ 塩尻市陸協 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾏｻ 野沢北高

13 白鳥 魁人(1)   4:24.94 13 馬場 隆夫(3)   4:25.87 
ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ 市立長野高 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ 駒ヶ根東中

14 川野 晴也(2)   4:28.53 14 甘利 大祐(2)   4:25.91 
ｶﾜﾉ ﾊﾙﾔ 長野日大高 ｱﾏﾘ ﾀﾞｲｽｹ 東御東部中

15 金井 渓(3)   4:28.59 15 内田 知樹(3)   4:26.39 
ｶﾅｲ  ｹｲ 上田西高 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ 戸倉上山田中

16 三輪 祐也(2)   4:28.82 16 安藤 有史(2)   4:27.90 
ﾐﾜ  ﾕｳﾔ 上田高 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼ 飯田風越高

17 浅村 祐貴(2)   4:35.68 17 山崎 航(2)   4:30.88 
ｱｻﾑﾗ ﾕｳｷ 松本美須々丘高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 松本美須々丘高

18 川島 恵一(1)   4:37.44 18 柳澤 航希(1)   4:37.97 
ｶﾜｼﾏ ｹｲｲﾁ 大町北高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ｺｳｷ 上田高

19 水島 菖二(3)   4:49.56 19 柳沢 充保(1)   4:39.23 
ﾐｽﾞｼﾏ ｼｮｳｼﾞ 長野東部中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾐﾂﾔｽ 上田西高
寺田 敦(2) 手塚 将弥(2)
ﾃﾗﾀﾞ ｱﾂｼ 長野日大高 ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ 東海大三高
丸山 幸輝(2) 稲田 優介(1)
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 川中島中 ｲﾅﾀﾞ ﾕｳｽｹ 須坂高

No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
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欠場
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20  1005

6  1912
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[ 5組] [ 6組]

 1 北原 崇志   4:11.85 Q  1 矢澤 明徳(2)   4:12.31 Q
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 上伊那郡陸協 ﾔｻﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 諏訪二葉高

 2 村瀬 崚(2)   4:12.11 Q  2 細田 達也(2)   4:12.43 Q
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 松本県ヶ丘高 ﾎｿﾀﾞ  ﾀﾂﾔ 上田西高

 3 所河 北斗(1)   4:12.64 q  3 山上 翼(2)   4:13.77 
ｼｮｶﾞﾜ ﾎｸﾄ 東海大三高 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾂﾊﾞｻ 長野日大高

 4 湯本 耕平(3)   4:16.23  4 中村 優希(3)   4:15.96 
ﾕﾓﾄ ｺｳﾍｲ 長野日大高 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 塩尻志学館高

 5 大月 海世(3)   4:17.65  5 松下 治正(3)   4:17.54 
ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 明科中 ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾏｻ 小諸高

 6 那須野 亨(1)   4:17.93  6 小林 海仁(3)   4:21.25 
ﾅｽﾉ ﾄｵﾙ 伊那北高 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 川中島中

 7 百瀬  遼(1)   4:18.52  7 佐藤 拓真(1)   4:23.30 
ﾓﾓｾ ﾘｮｳ 大町北高 ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 長野日大高

 8 宮島 耕大(1)   4:18.59  8 熊井 捷人(3)   4:23.73 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀﾞｲ 長野日大高 ｸﾏｲ ﾊﾔﾄ 戸倉上山田中

 9 矢島 洸一(2)   4:21.01  9 藤澤 知之(3)   4:25.83 
ﾔｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 長峰中 ﾌｼﾞｻﾜ ﾄﾓﾉﾘ 松本大

10 永井 慎也(1)   4:21.06 10 荻原 宏崇(1)   4:26.67 
ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾔ 丸子修学館高 ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ 上田東高

11 下條 源太郎(2)   4:21.81 11 掛川 萌也(3)   4:33.16 
ｼﾓｼﾞｮｳｹﾞﾝﾀﾛｳ 附属松本中 ｶｹｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 芦原中

12 小平 仁(3)   4:26.31 12 河野 修平(2)   4:33.83 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾞﾝ 長野東部中 ｺｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 松本美須々丘高

13 飯島 伸広(1)   4:30.64 13 工藤 誉(3)   4:35.28 
ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 豊科高 ｸﾄﾞｳ ﾎﾏﾚ 丸子北中

14 小林 功洋(2)   4:31.02 14 佐々木 康二(2)   4:44.41 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾖｳ 松本大 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 豊科高

15 宮脇 大輝(3)   4:32.06 15 小林 知(1)   4:44.74 
ﾐﾔﾜｷ ﾋﾛｷ 駒ヶ根東中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 長野西高

16 丸田 健悟(3)   4:36.05 小長谷 祥治(M)
ﾏﾙﾀ ｹﾝｺﾞ 箕輪中 ｺﾅｶﾞﾔ ﾖｼﾊﾙ 信大

17 小林 優矢(1)   4:40.14 佐伯 拓海(3)
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾔ 上田西高 ｻｴｷ ﾀｸﾐ 松本深志高

18 池田 正汰(1)   4:41.35 大野 力(2)
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ 長野日大高 ｵｵﾉ ﾁｶﾗ 長野日大高

19 山川 優太朗(2)   4:48.98 笹澤 大地(3)
ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 長野西高 ｻｻｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 丸子修学館高
南部 恭佑(4) 齋藤 拓弥
ﾅﾝﾌﾞ ｷｮｳｽｹ 信大 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾔ 松本自衛隊

 1 北原 崇志   4:02.19 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 上伊那郡陸協

 2 利根川 裕雄   4:03.46 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ

 3 水梨 百哉(3)   4:03.52 
ﾐｽﾞﾅｼ ﾓﾓﾔ 長野日大高

 4 牛山 純一   4:03.81 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茅野市陸協

 5 丸山 航平   4:04.04 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 中野市陸協

 6 中村 孝樹(3)   4:04.11 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 諏訪二葉高

 7 酒井 洋明(2)   4:04.19 
ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ 須坂高

 8 矢澤 明徳(2)   4:05.46 
ﾔｻﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 諏訪二葉高

 9 村瀬 崚(2)   4:06.24 
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 松本県ヶ丘高

10 小林 祐太(3)   4:10.53 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾀ 上田西高

11 西澤 洋務   4:11.74 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 茅野市陸協

12 村澤 智啓   4:13.63 
ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 千曲市陸協

13 青木 達哉   4:14.55 
ｱｵｷ ﾀﾂﾔ 小諸市陸協

14 細田 達也(2)   4:14.80 
ﾎｿﾀﾞ  ﾀﾂﾔ 上田西高

15 所河 北斗(1)   4:16.68 
ｼｮｶﾞﾜ ﾎｸﾄ 東海大三高
門脇 航(1)
ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ 長野吉田高
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順 No. 氏  名
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棄権

11    45

15  1041



決勝 8月31日 16:00

[ 1組] [ 2組]

 1 細田 敦也(2)  16:02.83  1 金澤 拓則  15:29.39 
ﾎｿﾀﾞ  ｱﾂﾔ 上田高 ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 諏訪市陸協

 2 松木 之衣(1)  16:10.20  2 水梨 百哉(3)  15:39.01 
ﾏﾂｷ ｺﾉｴ 長野日大高 ﾐｽﾞﾅｼ ﾓﾓﾔ 長野日大高

 3 中村 優希(3)  16:22.41  3 依田 航太郎(2)  15:41.61 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 塩尻志学館高 ﾖﾀﾞ  ｺｳﾀﾛｳ 上田高

 4 近藤 晃永  16:27.22  4 白川 友一(2)  15:42.01 
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋｻ 松本市陸協 ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 中野立志館高

 5 野崎 智希(2)  16:35.80  5 金児 夏季(3)  15:47.34 
ﾉｻﾞｷ ﾄﾓｷ 上田染谷丘高 ｶﾈｺ ﾅﾂｷ 長野日大高

 6 横水 颯太(2)  16:37.75  6 唐澤 祐輝(2)  15:48.53 
ﾖｺﾐｽﾞ ｿｳﾀ 豊科高 ｶﾗｻﾜ ﾕｳｷ 上伊那農高

 7 中山 峻弥(1)  16:40.72  7 土屋 秀徳  15:49.40 
ﾅｶﾔﾏ  ｼｭﾝﾔ 上田高 ﾂﾁﾔ ﾋﾃﾞﾉﾘ 上田市陸協

 8 川島 恵一(1)  16:41.77  8 今滝 春彦(2)  15:50.11 
ｶﾜｼﾏ ｹｲｲﾁ 大町北高 ｲﾏﾀｷ  ﾊﾙﾋｺ 上田西高

 9 松本 郁也(1)  16:43.91  9 二村 航平(2)  15:52.25 
ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐﾔ 長野日大高 ﾆﾑﾗ ｺｳﾍｲ 松商学園高

10 大峡 翔太(2)  16:46.70 10 松山 克敏  15:53.02 
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 中野立志館高 ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那郡陸協

11 中村 純和  16:46.87 11 原 武司  15:55.24 
ﾅｶﾑﾗ ｽﾐｶｽﾞ 長野市陸協 ﾊﾗ ﾀｹｼ 下伊那郡陸協

12 近藤 洋平(2)  16:51.02 12 原 謙二郎(3)  16:06.04 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ 諏訪二葉高 ﾊﾗ  ｹﾝｼﾞﾛｳ 松川高

13 細井 奨太(2)  17:00.15 13 櫻井 翔平(3)  16:13.86 
ﾎｿｲ ｼｮｳﾀ 大町高 ｻｸﾗｲ  ｼｮｳﾍｲ 上田西高

14 田原 直貴  17:11.43 14 石川 雄麻  16:17.01 
ﾀﾊﾗ ﾅｵｷ 上伊那郡陸協 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾏ 中野市陸協

15 松下 京介(2)  17:11.86 15 高梨 良介(2)  16:18.81 
ﾏﾂｼﾀ  ｷｮｳｽｹ 松川高 ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ 東海大三高

16 安藤 有史(2)  17:12.86 16 山上 翼(2)  16:21.56 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｼ 飯田風越高 ﾔﾏｶﾞﾐ ﾂﾊﾞｻ 長野日大高

17 小林 諒汰(1)  17:14.32 17 寺田 敦(2)  16:41.93 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｮｳﾀ 上田西高 ﾃﾗﾀﾞ ｱﾂｼ 長野日大高

18 杉野 功(2)  17:19.80 18 田中 仁悟(3)  16:45.21 
ｽｷﾞﾉ ｲｻｵ 信大 ﾀﾅｶ ｼﾞﾝｺﾞ 諏訪二葉高

19 飯島 伸広(1)  17:20.25 19 笹澤 大地(3)  16:48.45 
ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 豊科高 ｻｻｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 丸子修学館高

20 野口 佐介(1)  17:27.62 20 湯本 耕平(3)  16:48.99 
ﾉｸﾞﾁ ｻｽｹ 塩尻志学館高 ﾕﾓﾄ ｺｳﾍｲ 長野日大高

21 齋藤 拓弥  17:36.17 21 折井 正幸  16:50.07 
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾔ 松本自衛隊 ｵﾘｲ ﾏｻﾕｷ 富士見町体協

22 柳沢 充保(1)  17:38.26 22 中島 健登(2)  16:54.43 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾐﾂﾔｽ 上田西高 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾄ 松商学園高

23 田畑 圭夫(2)  18:02.31 23 加藤 真彰  17:07.25 
ﾀﾊﾞﾀ ﾖｼｵ 飯田風越高 ｶﾄｳ ﾏｻｱｷ 長野市陸協

24 小林 裕太  18:17.80 西沢 晃佑(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 北佐久郡陸協 ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 長野日大高
清水 拓大 西澤 悟志
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾋﾛ 小諸市陸協 ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ 山二発條
舘林 武(1) 田畑 幸司
ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 梓川高 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 岡谷市陸協
山崎 佑太郎 玉城 柾人(3)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 中野市陸協 ﾀﾏｷ ﾏｻﾄ 長野東高
久保 浩昭 宮下 晴貴(1)
ｸﾎﾞ ﾋﾛｱｷ 佐久市陸協 ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ 東海大三高
萩原 英雄 満澤 崇央(3)
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾋﾃﾞｵ 上伊那郡陸協 ﾐﾂｻﾞﾜ ﾀｶﾋｻ 長野東高
清水 優 清水 文人(M)
ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾙ 小諸市陸協 ｼﾐｽﾞ ﾌﾐﾋﾄ 信大
細田 勇一 井上 和己(3)
ﾎｿﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 上伊那郡陸協 ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｷ 東海大三高
丸山 誠也
ﾏﾙﾔﾏ ｾｲﾔ 松本自衛隊
丸山 真穂
ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾎ 松本市陸協
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[ 3組]

 1 牛山 純一  14:53.63 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茅野市陸協

 2 湯澤 舜(2)  14:58.14 
ﾕｻﾞﾜ ｼｭﾝ 東海大三高

 3 青木 達哉  15:00.69 
ｱｵｷ ﾀﾂﾔ 小諸市陸協

 4 利根川 裕雄  15:20.20 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ

 5 平田 和也  15:20.48 
ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾔ 長野市陸協

 6 松野 淳司  15:24.53 
ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 塩尻市陸協

 7 名取 将大(3)  15:29.18 
ﾅﾄﾘ ﾏｻﾋﾛ 東海大三高

 8 羽川 英一  15:30.91 
ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ 茅野市陸協

 9 早野 吉信  15:31.19 
ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 下伊那郡陸協

10 塩原 大  15:36.22 
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲ 松本市陸協

11 小林 祐太(3)  15:42.61 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾀ 上田西高

12 岩渕 良平  15:43.50 
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 諏訪市陸協

13 山崎 光(2)  15:45.08 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾘ 長野日大高

14 丸山 航平  15:48.49 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 中野市陸協

15 細田 達也(2)  15:51.17 
ﾎｿﾀﾞ  ﾀﾂﾔ 上田西高

16 西沢 紀元  15:51.77 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾓﾄ 昭和電工大町

17 西澤 洋務  15:53.19 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 茅野市陸協

18 米山 祐貴(3)  15:54.14 
ﾖﾈﾔﾏ ﾕｳｷ 信大

19 樋口 正晃  15:54.54 
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協

20 佐藤 隆史  15:56.52 
ｻﾄｳ ﾀｶｼ 千曲市陸協

21 百瀬 永吉  15:57.49 
ﾓﾓｾ ﾅｶﾞﾖｼ 松本市陸協

22 長谷川 久嗣  16:00.49 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｻﾂｸﾞ 長野市陸協

23 松久 哲治  16:02.79 
ﾏﾂﾋｻ ﾃﾂﾊﾙ 上田市陸協

24 髙木 孝亮  16:11.17 
ﾀｶｷﾞ ｺｳｽｹ ｺﾄﾋﾗ工業

25 笹崎 慎一  16:14.31 
ｻｻｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ 南佐久郡陸協
大野 力(2)
ｵｵﾉ ﾁｶﾗ 長野日大高
山田 祐也(3)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 長野東高
佐伯 拓海(3)
ｻｴｷ ﾀｸﾐ 松本深志高
小長谷 祥治(M)
ｺﾅｶﾞﾔ ﾖｼﾊﾙ 信大
宮入 一海
ﾐﾔｲﾘ ﾓﾄﾐ 北佐久郡陸協
柳澤 佑丞(3)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｽｹ 岩村田高
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   1 牛山 純一 茅野市陸協    14:53.63   3   1
   2 湯澤 舜(2) 東海大三高    14:58.14   3   2
   3 青木 達哉 小諸市陸協    15:00.69   3   3
   4 利根川 裕雄 ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ    15:20.20   3   4
   5 平田 和也 長野市陸協    15:20.48   3   5
   6 松野 淳司 塩尻市陸協    15:24.53   3   6
   7 名取 将大(3) 東海大三高    15:29.18   3   7
   8 金澤 拓則 諏訪市陸協    15:29.39   2   1
   9 羽川 英一 茅野市陸協    15:30.91   3   8
  10 早野 吉信 下伊那郡陸協    15:31.19   3   9
  11 塩原 大 松本市陸協    15:36.22   3  10
  12 水梨 百哉(3) 長野日大高    15:39.01   2   2
  13 依田 航太郎(2) 上田高    15:41.61   2   3
  14 白川 友一(2) 中野立志館高    15:42.01   2   4
  15 小林 祐太(3) 上田西高    15:42.61   3  11
  16 岩渕 良平 諏訪市陸協    15:43.50   3  12
  17 山崎 光(2) 長野日大高    15:45.08   3  13
  18 金児 夏季(3) 長野日大高    15:47.34   2   5
  19 丸山 航平 中野市陸協    15:48.49   3  14
  20 唐澤 祐輝(2) 上伊那農高    15:48.53   2   6
  21 土屋 秀徳 上田市陸協    15:49.40   2   7
  22 今滝 春彦(2) 上田西高    15:50.11   2   8
  23 細田 達也(2) 上田西高    15:51.17   3  15
  24 西沢 紀元 昭和電工大町    15:51.77   3  16
  25 二村 航平(2) 松商学園高    15:52.25   2   9
  26 松山 克敏 下伊那郡陸協    15:53.02   2  10
  27 西澤 洋務 茅野市陸協    15:53.19   3  17
  28 米山 祐貴(3) 信大    15:54.14   3  18
  29 樋口 正晃 上伊那郡陸協    15:54.54   3  19
  30 原 武司 下伊那郡陸協    15:55.24   2  11
  31 佐藤 隆史 千曲市陸協    15:56.52   3  20
  32 百瀬 永吉 松本市陸協    15:57.49   3  21
  33 長谷川 久嗣 長野市陸協    16:00.49   3  22
  34 松久 哲治 上田市陸協    16:02.79   3  23
  35 細田 敦也(2) 上田高    16:02.83   1   1
  36 原 謙二郎(3) 松川高    16:06.04   2  12
  37 松木 之衣(1) 長野日大高    16:10.20   1   2
  38 髙木 孝亮 ｺﾄﾋﾗ工業    16:11.17   3  24
  39 櫻井 翔平(3) 上田西高    16:13.86   2  13
  40 笹崎 慎一 南佐久郡陸協    16:14.31   3  25
  41 石川 雄麻 中野市陸協    16:17.01   2  14
  42 高梨 良介(2) 東海大三高    16:18.81   2  15
  43 山上 翼(2) 長野日大高    16:21.56   2  16
  44 中村 優希(3) 塩尻志学館高    16:22.41   1   3
  45 近藤 晃永 松本市陸協    16:27.22   1   4
  46 野崎 智希(2) 上田染谷丘高    16:35.80   1   5
  47 横水 颯太(2) 豊科高    16:37.75   1   6
  48 中山 峻弥(1) 上田高    16:40.72   1   7
  49 川島 恵一(1) 大町北高    16:41.77   1   8
  50 寺田 敦(2) 長野日大高    16:41.93   2  17
  51 松本 郁也(1) 長野日大高    16:43.91   1   9
  52 田中 仁悟(3) 諏訪二葉高    16:45.21   2  18
  53 大峡 翔太(2) 中野立志館高    16:46.70   1  10
  54 中村 純和 長野市陸協    16:46.87   1  11
  55 笹澤 大地(3) 丸子修学館高    16:48.45   2  19
  56 湯本 耕平(3) 長野日大高    16:48.99   2  20
  57 折井 正幸 富士見町体協    16:50.07   2  21
  58 近藤 洋平(2) 諏訪二葉高    16:51.02   1  12
  59 中島 健登(2) 松商学園高    16:54.43   2  22
  60 細井 奨太(2) 大町高    17:00.15   1  13
  61 加藤 真彰 長野市陸協    17:07.25   2  23
  62 田原 直貴 上伊那郡陸協    17:11.43   1  14
  63 松下 京介(2) 松川高    17:11.86   1  15
  64 安藤 有史(2) 飯田風越高    17:12.86   1  16
  65 小林 諒汰(1) 上田西高    17:14.32   1  17
  66 杉野 功(2) 信大    17:19.80   1  18
  67 飯島 伸広(1) 豊科高    17:20.25   1  19
  68 野口 佐介(1) 塩尻志学館高    17:27.62   1  20
  69 齋藤 拓弥 松本自衛隊    17:36.17   1  21
  70 柳沢 充保(1) 上田西高    17:38.26   1  22
  71 田畑 圭夫(2) 飯田風越高    18:02.31   1  23
  72 小林 裕太 北佐久郡陸協    18:17.80   1  24
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決勝 9月1日 15:25

[ 1組] [ 2組]

 1 渡辺 優樹(2)  32:50.82  1 牛山 純一  30:56.27 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 松本深志高 ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茅野市陸協

 2 原 謙二郎(3)  32:54.55  2 高橋 悠平(3)  30:59.38 
ﾊﾗ  ｹﾝｼﾞﾛｳ 松川高 ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾍｲ 東海大三高

 3 遠藤 千有(3)  33:35.12  3 小山 祐太  31:05.34 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾁﾕｳ 上伊那農高 ｺﾔﾏ ﾕｳﾀ ｺﾄﾋﾗ工業

 4 小宮山 亮太  33:39.03  4 松野 淳司  31:18.04 
ｺﾐﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 上田市陸協 ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 塩尻市陸協

 5 澤渡 知成  33:52.52  5 平田 和也  31:21.37 
ｻﾜﾄﾞ ﾄﾓﾅﾘ 長野市陸協 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾔ 長野市陸協

 6 田中 仁悟(3)  33:52.81  6 岩渕 良平  31:25.14 
ﾀﾅｶ ｼﾞﾝｺﾞ 諏訪二葉高 ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 諏訪市陸協

 7 細田 勇一  33:57.84  7 羽川 英一  31:40.97 
ﾎｿﾀﾞ ﾕｳｲﾁ 上伊那郡陸協 ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ 茅野市陸協

 8 小口 秀哉  34:31.19  8 小林 正典  31:49.62 
ｵｸﾞﾁ ﾋﾃﾞﾔ 下諏訪町体協 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ ｱｰﾄ梱包運輸

 9 臼井 隆之  34:45.33  9 金澤 拓則  31:55.91 
ｳｽｲ ﾀｶﾕｷ HIOKI ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 諏訪市陸協

10 内川 隆  35:00.85 10 早野 吉信  31:59.03 
ｳﾁｶﾜ ﾀｶｼ 安曇野市陸協 ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 下伊那郡陸協

11 平澤 宏幸  35:14.59 11 柳沢 瑞樹  32:24.21 
ﾋﾗｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 下伊那郡陸協 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｽﾞｷ 須坂陸協

12 松下 健  35:41.13 12 北沢 正親  32:31.65 
ﾏﾂｼﾀ ｹﾝ 下伊那郡陸協 ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻﾁｶ 上田市陸協

13 内川 大樹(1)  35:42.95 13 原 武司  32:32.51 
ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 小諸高 ﾊﾗ ﾀｹｼ 下伊那郡陸協

14 波多野 悠人(3)  35:49.43 14 八反田 浩也  32:34.59 
ﾊﾀﾉ ﾕｳﾄ 松本大 ﾊｯﾀﾝﾀﾞ ﾋﾛﾔ ｱｰﾄ梱包運輸

15 西尾 章広  35:55.03 15 松久 哲治  32:36.01 
ﾆｼｵ ｱｷﾋﾛ 飯田市陸協 ﾏﾂﾋｻ ﾃﾂﾊﾙ 上田市陸協

16 大村 一  36:03.81 16 髙木 孝亮  32:37.17 
ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 塩尻市役所 ﾀｶｷﾞ ｺｳｽｹ ｺﾄﾋﾗ工業

17 峰村 裕二  36:40.42 17 土屋 秀徳  32:43.38 
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｼﾞ 上田市陸協 ﾂﾁﾔ ﾋﾃﾞﾉﾘ 上田市陸協

18 山岸 和真  36:57.88 18 百瀬 永吉  32:48.01 
ﾔｱｷﾞｼ ｶｽﾞﾏ 諏訪市陸協 ﾓﾓｾ ﾅｶﾞﾖｼ 松本市陸協

19 坂牧 弘之  37:10.89 19 松山 克敏  32:48.84 
ｻｶﾏｷ ﾋﾛﾕｷ 下伊那郡陸協 ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那郡陸協

20 宮澤 修  37:14.04 20 杉本 浩二  33:07.90 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｵｻﾑ 下伊那郡陸協 ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 茅野市陸協

21 渡邉 靖之  37:45.98 21 松村 健一  33:30.98 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔｽﾕｷ 蘇南高 ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 下伊那郡陸協

22 木村 貴峰  37:50.74 22 小木曽 静波(3)  33:40.38 
ｷﾑﾗ ﾀｶﾈ 千曲市陸協 ｵｷﾞｿ ｾｲﾊ 上伊那農高
手塚 寿利 23 田畑 幸司  33:45.38 
ﾃﾂﾞｶ ﾋｻﾄｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀﾊﾞﾀ ｺｳｼﾞ 岡谷市陸協
久保 浩昭 24 樋口 正晃  34:03.07 
ｸﾎﾞ ﾋﾛｱｷ 佐久市陸協 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協
江平 隆司 25 柳澤 佑丞(3)  34:18.89 
ｴﾋﾗ ﾘｭｳｼﾞ 上田市陸協 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｽｹ 岩村田高
西澤 悟志 26 清水 文人(M)  35:35.52 
ﾆｼｻﾞﾜ ｻﾄｼ 山二発條 ｼﾐｽﾞ ﾌﾐﾋﾄ 信大
清水 優 折井 正幸
ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾙ 小諸市陸協 ｵﾘｲ ﾏｻﾕｷ 富士見町体協
小澤 恵太(2) 割田 雄磨
ｵｻﾞﾜ ｹｲﾀ 上伊那農高 ﾜﾘﾀ ﾕｳﾏ 長野市陸協
川口 千尋 降籏 賢人(1)
ｶﾜｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ 松本自衛隊 ﾌﾙﾊﾀ ｹﾝﾄ 名大
丸山 正夫 利根川 裕雄
ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｵ 飯山市陸協 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ
矢島 朋幸 細川 翔太郎(3)
ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ 飯田市陸協 ﾎｿｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 大町高
小林 雅史(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｼ 小諸高
小林 光一
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 長野AC
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欠場
24  2079

欠場
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   1 牛山 純一 茅野市陸協    30:56.27   2   1
   2 高橋 悠平(3) 東海大三高    30:59.38   2   2
   3 小山 祐太 ｺﾄﾋﾗ工業    31:05.34   2   3
   4 松野 淳司 塩尻市陸協    31:18.04   2   4
   5 平田 和也 長野市陸協    31:21.37   2   5
   6 岩渕 良平 諏訪市陸協    31:25.14   2   6
   7 羽川 英一 茅野市陸協    31:40.97   2   7
   8 小林 正典 ｱｰﾄ梱包運輸    31:49.62   2   8
   9 金澤 拓則 諏訪市陸協    31:55.91   2   9
  10 早野 吉信 下伊那郡陸協    31:59.03   2  10
  11 柳沢 瑞樹 須坂陸協    32:24.21   2  11
  12 北沢 正親 上田市陸協    32:31.65   2  12
  13 原 武司 下伊那郡陸協    32:32.51   2  13
  14 八反田 浩也 ｱｰﾄ梱包運輸    32:34.59   2  14
  15 松久 哲治 上田市陸協    32:36.01   2  15
  16 髙木 孝亮 ｺﾄﾋﾗ工業    32:37.17   2  16
  17 土屋 秀徳 上田市陸協    32:43.38   2  17
  18 百瀬 永吉 松本市陸協    32:48.01   2  18
  19 松山 克敏 下伊那郡陸協    32:48.84   2  19
  20 渡辺 優樹(2) 松本深志高    32:50.82   1   1
  21 原 謙二郎(3) 松川高    32:54.55   1   2
  22 杉本 浩二 茅野市陸協    33:07.90   2  20
  23 松村 健一 下伊那郡陸協    33:30.98   2  21
  24 遠藤 千有(3) 上伊那農高    33:35.12   1   3
  25 小宮山 亮太 上田市陸協    33:39.03   1   4
  26 小木曽 静波(3) 上伊那農高    33:40.38   2  22
  27 田畑 幸司 岡谷市陸協    33:45.38   2  23
  28 澤渡 知成 長野市陸協    33:52.52   1   5
  29 田中 仁悟(3) 諏訪二葉高    33:52.81   1   6
  30 細田 勇一 上伊那郡陸協    33:57.84   1   7
  31 樋口 正晃 上伊那郡陸協    34:03.07   2  24
  32 柳澤 佑丞(3) 岩村田高    34:18.89   2  25
  33 小口 秀哉 下諏訪町体協    34:31.19   1   8
  34 臼井 隆之 HIOKI    34:45.33   1   9
  35 内川 隆 安曇野市陸協    35:00.85   1  10
  36 平澤 宏幸 下伊那郡陸協    35:14.59   1  11
  37 清水 文人(M) 信大    35:35.52   2  26
  38 松下 健 下伊那郡陸協    35:41.13   1  12
  39 内川 大樹(1) 小諸高    35:42.95   1  13
  40 波多野 悠人(3) 松本大    35:49.43   1  14
  41 西尾 章広 飯田市陸協    35:55.03   1  15
  42 大村 一 塩尻市役所    36:03.81   1  16
  43 峰村 裕二 上田市陸協    36:40.42   1  17
  44 山岸 和真 諏訪市陸協    36:57.88   1  18
  45 坂牧 弘之 下伊那郡陸協    37:10.89   1  19
  46 宮澤 修 下伊那郡陸協    37:14.04   1  20
  47 渡邉 靖之 蘇南高    37:45.98   1  21
  48 木村 貴峰 千曲市陸協    37:50.74   1  22

都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 8059
   51

男子

10000m
タイムレース

順位 No. 氏  名
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  352
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 8006

 8047
 8121
  132
 8082

 1701
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 8125
 8043

 8038
 8055
 7041
 8051

 1757
 8105

 8092
 8098
 8050
 8048



予選 9月1日 14:00
決勝 9月1日 15:15

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 +0.9

 1 伊達 仁哉     16.05 Q  1 水﨑 悠樹     16.19 Q
ﾀﾞﾃ ﾏｻﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾐｽﾞｻｷ ﾕｳｷ 東京学芸大

 2 倉石 大樹(1)     16.77 q  2 坪井 智哉(1)     16.58 q
ｸﾗｲｼ ﾀﾞｲｷ 長野日大高 ﾂﾎﾞｲ ﾄﾓﾔ 須坂高

 3 桜井 滉治(2)     16.89  3 北村 翔太(2)     17.32 
ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 岩村田高 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 長野工業高

 4 馬場 信介(2)     18.62  4 大谷 一貴(1)     17.64 
ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ 上伊那農高 ｵｵﾔ ｶｽﾞｷ 松本深志高

 5 土屋 春樹(2)     19.10  5 小澤 亮(1)     17.67 
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ 小諸商高 ｺｻﾞﾜ ﾘｮｳ 日体大

 6 牧 優冶(2)     19.99  6 原田 巧己(1)     18.84 
ﾏｷ ﾕｳﾔ 須坂高 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 飯田風越高

 7 小口 直希(2)     20.01  7 清水 伸悟(2)     20.61 
ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ 諏訪清陵高 ｼﾐｽﾞ ｼﾝｺﾞ 長野吉田高

内山 彼方(3)
ｳﾁﾔﾏ ｶﾅﾀ 長野高専

[ 3組] 風速 -0.2 [ 4組] 風速 -0.8

 1 山浦 貫人(1)     16.52 Q  1 五十嵐 大樹(4)     15.12 Q
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田高 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｷ 新潟大

 2 降籏 敬(2)     17.45  2 竹折 優太(2)     16.81 q
ﾌﾙﾊﾀ ｹｲ 松本蟻ヶ崎高 ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ 飯田風越高

 3 田中 和樹(2)     18.08  3 金児 直登(2)     17.65 
ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 更級農業高 ｶﾈｺ ﾅｵﾄ 須坂高

 4 徳竹 悠馬(1)     18.55  4 鮎澤 一輝(2)     17.71 
ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ 長野日大高 ｱｲｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 諏訪実業高

 5 中沢 悟(1)     19.68  5 草野 晃平(2)     18.88 
ｻｶｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 小諸高 ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井高
岡田 英希(3) 丸山 拓大(2)
ｵｶﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ 松川高 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北高
田中 哉太(2) 中嶋 友也
ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ 長野高専 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

[ 5組] 風速  0.0

 1 東山 由輝(2)     14.88 Q
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾖｼｷ 東海大

 2 木村 大樹(M)     16.99 
ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 信大

 3 竹内 一弘     17.21 
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ DreamAC

 4 小池 智貴(1)     17.77 
ｺｲｹ ﾄﾓｷ 長野吉田高

 5 西澤 翔(1)     18.78 
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳ 松代高

 6 清水 敬太(1)     20.04 
ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 諏訪二葉高
大塚 樹也(1)
ｵｵﾂｶ ﾐｷﾔ 文化学園長野高

風速 -2.0

 1 東山 由輝(2)     14.91 
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾖｼｷ 東海大

 2 五十嵐 大樹(4)     15.14 
ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｷ 新潟大

 3 伊達 仁哉     15.98 
ﾀﾞﾃ ﾏｻﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 4 山浦 貫人(1)     16.38 
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田高

 5 水﨑 悠樹     16.43 
ﾐｽﾞｻｷ ﾕｳｷ 東京学芸大

 6 坪井 智哉(1)     16.72 
ﾂﾎﾞｲ ﾄﾓﾔ 須坂高

 7 倉石 大樹(1)     16.84 
ｸﾗｲｼ ﾀﾞｲｷ 長野日大高

 8 竹折 優太(2)     17.01 
ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ 飯田風越高
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予選 通過基準  5組  1着 + 3 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



予選 8月31日  9:20
決勝 8月31日 15:15

[ 1組] [ 2組]

 1 川西 翔太(2)     55.19 Q  1 大野 裕紀(3)     54.00 Q
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 松本大 ｵｵﾉ  ﾋﾛｷ 至学館大

 2 天野 夏樹(2)     57.19 q  2 土屋 翔太(1)     57.73 q
ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ 長野高専 ﾂﾁﾔ ｼｮｳﾀ 松本大

 3 新井 耕元(2)     58.25  3 竹内 祥太郎(2)     59.69 
ｱﾗｲ ｺｳｹﾞﾝ 須坂高 ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 岩村田高

 4 忠地 大成(2)     58.51  4 夏目 映人(1)   1:03.97 
ﾀﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ 松本美須々丘高 ﾅﾂﾒ ｴｲﾄ 長野吉田高

 5 中平 満知留(2)     59.26  5 奥原 稲穂(2)   1:09.55 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾐﾁﾙ OIDE長姫高 ｵｸﾊﾗ ｲﾅﾎ 塩尻志学館高

 6 内堀 連(1)     59.46 奥垣内 将晴(3)
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾚﾝ 北佐久農高 ｳｸｶﾞｲﾄ ﾏｻﾊﾙ 東海大三高

 7 中島 瑶樹(1)     59.59 橋本 穂琢佳(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 飯田風越高 ﾊｼﾓﾄ ﾎﾀｶ 野沢北高
竹花 拓実(1) 椚谷 健(2)
ﾀｹﾊﾅ ﾀｸﾐ 丸子修学館高 ｸﾇｷﾞﾀﾆ ｹﾝ 飯田高
西澤 弦也(2)
ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾔ 小諸高

[ 3組] [ 4組]

 1 小林 英和(3)     52.63 Q  1 清水 泰志(1)     56.80 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高遠高 ｼﾐｽﾞ  ﾀｲｼ 松本大

 2 稲村 良彦(2)     58.66  2 馬場 信介(2)     57.23 q
ｲﾅﾑﾗ ﾖｼﾋｺ 上伊那農高 ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ 上伊那農高

 3 浦野 亜嵐(1)     58.99  3 佐藤 公則(2)     58.63 
ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ 赤穂高 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 大町高

 4 相米 健太(2)   1:00.09  4 豊田 利彦   1:01.13 
ｿｳﾏｲ ｹﾝﾀ 佐久長聖高 ﾄﾖﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 信大AC

 5 小池 智貴(1)   1:02.36  5 若月 寛人(2)   1:01.34 
ｺｲｹ ﾄﾓｷ 長野吉田高 ﾜｶﾂｷ ﾋﾛﾄ 篠ﾉ井高

 6 北村 翔太(2)   1:02.92  6 中村  健(2)   1:04.59 
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 長野工業高 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ 塩尻志学館高

 7 帶川 恵輔(2)   1:04.73  7 中沢 悟(1)   1:05.75 
ｵﾋﾞｶﾜ ｹｲｽｹ 諏訪清陵高 ｻｶｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 小諸高
北川 幹太(4) 下里 直弥(4)
ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾝﾀ 信大 ｼﾓｻﾄ ﾅｵﾔ 順天堂大

[ 5組]

 1 草野 晃平(2)     58.54 Q
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井高

 2 熊谷 憲     59.57 
ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 3 松本 卓也(2)   1:00.75 
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 豊科高

 4 細田 恭平(2)   1:00.76 
ﾎｿﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 須坂高

 5 仲俣 真宏(4)   1:01.26 
ﾅｶﾏﾀ ﾏｻﾋﾛ 長野高専

 6 西埜 拓海(2)   1:01.39 
ﾆｼﾉ ﾀｸﾐ 長野吉田高

 7 八木 渉(2)   1:01.68 
ﾔｷﾞ ﾜﾀﾙ 中野立志館高

 8 小林 航(2)   1:02.11 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎高

 9 町田 一生(1)   1:04.08 
ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ 岩村田高
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9  2369

4  7063

1  1077

6  2549

2   993

記録／備考
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5  8035

6  7007
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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順 ﾚｰﾝ No.
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4  1703
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男子

400mH(0.914m)

予選 通過基準  5組  1着 + 3 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



 1 大野 裕紀(3)     52.82 
ｵｵﾉ  ﾋﾛｷ 至学館大

 2 小林 英和(3)     53.17 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高遠高

 3 川西 翔太(2)     56.01 
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 松本大

 4 清水 泰志(1)     56.60 
ｼﾐｽﾞ  ﾀｲｼ 松本大

 5 土屋 翔太(1)     57.32 
ﾂﾁﾔ ｼｮｳﾀ 松本大

 6 天野 夏樹(2)     57.44 
ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ 長野高専

 7 馬場 信介(2)     58.55 
ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ 上伊那農高

 8 草野 晃平(2)   1:00.43 
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井高

2   358

9  1375

3  7022

8  3546

5  7016

7  7014

記録／備考
6  7006

4   377

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

男子

400mH(0.914m)



決勝 8月31日 11:25

 1 塩島 亮太(1)  22:21.82 
ｼｵｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 明大

 2 髙橋 涼太(3)  22:45.21 
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 豊科高

 3 阪田 健斗(3)  23:28.55 
ｻｶﾀ ｹﾝﾄ 丸子修学館高

 4 福澤 弘樹(2)  24:12.34 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 東海大三高

 5 佐藤 遼平(3)  24:26.70 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 中部学院大

 6 安藤 拓真(2)  24:51.45 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾏ 上伊那農高

 7 藤井 直輝(2)  24:53.81 
ﾌｼﾞｲ ﾅｵｷ 東海大三高

 8 遠藤 和也(2)  25:36.06 
ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾔ 穂高商業高

 9 柳澤 優斗(3)  25:57.22 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 上田東高

10 中畑 量平(2)  27:00.67 
ﾅｶﾊﾀ ﾘｮｳﾍｲ 南安曇農高

11 赤羽 祥紀(2)  27:12.30 
ｱｶﾊﾈ ﾔｽﾕｷ 松本美須々丘高

12 藤森 太一(1)  27:15.68 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲﾁ 丸子修学館高

13 廣瀬 翔(2)  27:21.19 
ﾋﾛｾ ｼｮｳ 飯山北高

14 鈴木 雄登(2)  27:52.95 
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 長野吉田高

15 久高 拓馬(3)  28:01.83 
ﾋｻﾀｶ ﾀｸﾏ 千葉大

16 平栗 広大(1)  28:02.71 
ﾋﾗｸﾞﾘ  ｺｳﾀﾞｲ 松川高

17 永島 優太(2)  28:54.29 
ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳﾀ 木曽青峰高

18 原島 怜也(2)  28:56.00 
ﾊﾗｼﾏ ﾚｲﾔ 飯田風越高
徳武 共史(2)
ﾄｸﾀｹ ﾄﾓﾌﾐ 長野吉田高
竹前 勇貴(2)
ﾀｹﾏｴ ﾕｳｷ 須坂東高
飯塚 義博
ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾋﾛ 伊那AC
福沢 伸(1)
ﾌｸｻﾞﾜ ｼﾝ 飯田高
荒木 精(2)
ｱﾗｷ ﾋﾄｼ 信大
牛山 優斗(2)
ｳｼﾔﾏ ﾕｳﾄ 諏訪二葉高
西沢 祐亮(2)
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 須坂高

No. 氏  名 所属名 記録／備考
12  7075

15  2545

男子

5000m競歩

決勝

順
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8    57
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6   331
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22   824
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3   539
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18  7055

1  1078
記録なし

7  3096

2   601

5   581
失格

9  7033

記録なし
20  8042

記録なし

17  1003
欠場

失格
24  2602

失格



予選 8月31日 14:20
決勝 8月31日 17:10

[ 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 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ  8033 吉富 和弥     41.51 Q  1   3 松川高   553 丸山 玲央(2)     43.60 Q

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾏﾙﾔﾏ  ﾚｵ
 8037 太田 朗   552 住吉 隼斗(2)

ｵｵﾀ ｱｷﾗ ｽﾐﾖｼ  ﾊﾔﾄ
 8032 岩田 晃   536 松下 優太(1)

ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ
 8034 宮澤 裕輝   554 吉川 涼平(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ﾖｼｶﾜ  ﾘｮｳﾍｲ
 2   4 信大  7034 黒野 憲亮(2)     43.91  2   4 上伊那農高   354 早川 謙哉(3)     44.26 

ｼﾝﾀﾞｲ ｸﾛﾉ ｹﾝｽｹ ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳ ﾊﾔｶﾜ ｹﾝﾔ
 7044 都築 和正(1)   350 松下 潤也(3)

ﾂﾂﾞｷ ｶｽﾞﾏｻ ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ
 7036 小北 大志(2)   357 竹内 基裕(2)

ｺｷﾀ ﾀｲｼ ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾋﾛ
 7043 大西 輝(4)   341 山崎 久樹(1)

ｵｵﾆｼ ｱｷﾗ ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ
 4   9 上田染谷丘高  1852 寺澤 亮祐(2)     46.38  3   9 木曽青峰高  1968 田鹿 直起(2)     45.85 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾃﾗｻﾜ ﾘｮｳｽｹ ｷｿｾｲﾎｳ ﾀｼｶ ﾅｵｷ
 1845 細田 昌宏(2)  1936 川井 渓太(1)

ﾎｿﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ｶﾜｲ ｹｲﾀ
 1855 牧村 直樹(2)  1966 古畑 翼(2)

ﾏｷﾑﾗ ﾅｵｷ ﾌﾙﾊﾀ ﾂﾊﾞｻ
 1849 竹内 凱斗(2)  1963 樽沢 紘人(2)

ﾀｹｳﾁ ｶｲﾄ ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ
 5   3 飯田高   578 塩沢 耕大(1)     46.81  4   5 創造学園高  2504 宮田 拓実(1)     46.11 

ｲｲﾀﾞｺｳ ｼｵｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ
  579 松村 慶大(1)  2519 塚田 拓巳(3)

ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾀﾞｲ ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ
  570 川口 純(2)  2520 市川 亮(3)

ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ
  588 松島 竜平(1)  2515 細萱 元太(1)

ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ
 6   8 野沢北高  1525 石井 雄大(2)     46.99  5   2 須坂東高   980 中嶋多聞(1)     46.21 

ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ｲｼｲ ﾕｳﾀﾞｲ ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼｺｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ
 1527 細川 大輝(2)  3094 丸山 将也(2)

ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｷ ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ
 1528 佐藤 元紀(2)  3095 田幸 雄太(2)

ｻﾄｳ ｹﾞﾝｷ ﾀｺｳ ﾕｳﾀ
 1531 柳澤  慶(2)  3087 清水 優希(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲ ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ
 7   6 市立長野高   861 隼田 晃希(1)     47.93  6   6 丸子修学館高  1758 長崎 大悟(1)     46.48 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾊﾔﾀ ｺｳｷ ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ
  860 白鳥 魁人(1)  1757 清水 泰地(1)

ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ
  858 小島 誠也(1)  1754 白川 大智(2)

ｺｼﾞﾏ ｾｲﾔ ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ
  856 内田 光一(1)  1752 脇坂 拓馬(2)

ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ ﾜｷｻｶ ﾀｸﾏ
 8   2 裾花中  5087 松橋 健(1)     47.98  7   8 野沢南高  1556 甘利 優太(2)     48.16 

ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ ﾏﾂﾊｼ ｹﾝ ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ｱﾏﾘ ﾕｳﾀ
 5086 宮澤 陽斗(1)  1557 小林 将大(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ
 4187 髙栁  樹(2)  1558 岩松 裕矢(1)

ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀﾂｷ ｲﾜﾏﾂ ﾕｳﾔ
 4191 清水 隆寛(3)  1155 利根川 大貴(2)

ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ ﾄﾈｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ
  7 松本深志高  2258 塩田 雅人(1)  8   7 塩尻広陵中  4858 小林 隼(2)     51.67 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 失格 ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ
 2251 山﨑 大輝(2) R1(3-4)  4855 熊谷 悟(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ
 2253 大久保 達弥(2)  4974 長尾 飛呂(2)

ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ ﾅｶﾞｵ ﾋﾛ
 2247 中野 涼介(2)  4856 渡邊 琢磨(2)

ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ

男子

4×100m

予選 通過基準  6組  1着 + 2 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   4 岩村田高  1581 山浦 貫人(1)     43.04 Q  1   7 長野日大高  1261 松橋 大夢(1)     42.88 Q

ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ
 1618 池田 仁(2)  1259 長田 龍貴(2)

ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ
 1617 柳澤 圭太(2)  1272 峯村 祐貴(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ
 1616 藤牧 佑希(2)  1251 曽根原 豪士(1)

ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ
 2   8 諏訪清陵高   101 辛山 勇太(2)     43.76 q  2   8 塩尻志学館高  2001 中村  健(2)     44.04 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ｼﾝﾔﾏ ﾕｳﾀ ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ
  106 窪田 章吾(2)  1993 三村 航輝(2)

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ ﾐﾑﾗ ｺｳｷ
  112 巻渕 優也(1)  1989 古 林 泰 紀(1)

ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ
  120 伊藤 和輝(1)  1994 太田  敦(2)

ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ ｵｵﾀ ｱﾂｼ
 3   2 佐久長聖高  2804 相米 健太(2)     44.46  3   9 松本美須々丘高  2323 青島 圭佑(2)     45.46 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ｿｳﾏｲ ｹﾝﾀ ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳ ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ
 2803 丸山 佳太(2)  2326 忠地 大成(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ ﾀﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ
 2805 茂木 康平(2)  2328 村瀬 直希(2)

ﾓﾃｷ ｺｳﾍｲ ﾑﾗｾ ﾅｵｷ
 2811 荻原 京介(1)  2321 東山 壱成(2)

ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ
 4   6 豊科北中  4591 髙木 涼太(3)     45.34  4   6 松商学園高  2476 高山 雄司(1)     45.66 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞ
 4718 長﨑 祐介(3)  2474 小林 拓未(1)

ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
 4590 花形 駿介(3)  2466 奥原 隼太(2)

ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ
 4593 飯島 拓海(3)  2500 水島 優(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 5   3 飯田風越高   618 松村 理久(2)     45.90  5   4 松本県ヶ丘高  2308 小竹 脩斗(1)     46.11 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾏﾂﾑﾗ ﾘｸ ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｺﾀｹ ﾅｵﾄ
  597 竹折 優太(2)  2314 矢口 優介(1)

ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ
  617 三石 竜哉(2)  2310 塚原 大知(1)

ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳﾔ ﾂｶﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ
  613 熊谷 諒平(1)  2311 永田 望海(1)

ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ
 6   7 小諸高  2822 原田 健太(1)     46.04  6   3 OIDE長姫高   632 玉置 凌真(2)     46.35 

ｺﾓﾛｺｳ ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ OIDEｵｻﾋﾒｺｳ ﾀﾏｵｷ ﾘｮｳﾏ
 1706 小林 颯(2)   628 中平 満知留(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾐﾁﾙ
 2821 中沢 悟(1)   634 小笠原 有希(1)

ｻｶｻﾞﾜ ｻﾄﾙ ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾕｳｷ
 2823 尾形 峻志(1)   629 山岸 琳汰(2)

ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝｼﾞ ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾝﾀ
  5 篠ﾉ井高  1380 飯田 雄平(2)  7   5 望月AC  8128 伊藤 司能(2)     48.34 

ｼﾉﾉｲｺｳ ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 失格 ﾓﾁﾂﾞｷAC ｲﾄｳ ｼﾉ
 1384 樋口 達也(1) R1(1-2)  8131 神田 優人(3)

ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ
 1385 斎藤 洸希(1)  8132 大澤 達(3)

ｻｲﾄｳ ｺｳｷ ｵｵｻﾜ ﾄｵﾙ
 1386 古畑 央也(1)  8133 土屋 巧(3)

ﾌﾙﾊﾀ ﾅｶﾔ ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ
  9 長野吉田高  1045 夏目 映人(1)   2 赤穂高

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾅﾂﾒ ｴｲﾄ 失格 ｱｶﾎｺｳ 欠場
 1074 中條 巧人(2) R1(2-3)

ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｸﾄ
 1046 会津 淳之介(1)

ｱｲﾂﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ
 1043 小池 智貴(1)

ｺｲｹ ﾄﾓｷ

男子

4×100m



[ 5組] [ 6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 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  8019 伊藤 将希     43.15 Q  1   3 長野高専  7063 仲俣 真宏(4)     44.40 Q

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ｲﾄｳ ﾏｻｷ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾅｶﾏﾀ ﾏｻﾋﾛ
 8029 内山 幹雄  3546 天野 夏樹(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ
 8021 岡本 真平  7060 岩崎 晴也(4)

ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾔ
 8027 中畑 恭介  7061 柴田 晃太朗(4)

ﾅｶﾊﾀ ｷｮｳｽｹ ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ
 2   3 松本大  7010 安藤 直哉(1)     43.35 q  2   7 須坂高   993 細田 恭平(2)     45.41 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ ｽｻﾞｶｺｳ ﾎｿﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ
 7015 青沼 和紀(1)  1002 新井 耕元(2)

ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ ｱﾗｲ ｺｳｹﾞﾝ
 7011 浦野 泰希(1)   996 沼田 大智(2)

ｳﾗﾉ ﾀｲｷ ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ
 7019 池田 健二郎(4)  1004 金児 直登(2)

ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ ｶﾈｺ ﾅｵﾄ
 3   4 大町高  2057 松澤 直樹(2)     44.30  3   5 DreamAC  8004 竹内 一弘     46.29 

ｵｵﾏﾁ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰ ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ
 2051 松井 一陽(2)  8001 高橋 佑太

ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ
 2055 宮坂 僚(2)  8002 山本 純也

ﾐﾔｻｶ ﾘｮｳ ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｭﾝﾔ
 2053 勝野 涼大(2)  8000 笠井 健太

ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ ｶｻｲ ｹﾝﾀ
 4   8 田川高  2190 矢ヶ崎 祐介(1)     44.92  4   8 松代高  1429 関口 悠也(1)     47.03 

ﾀｶﾞﾜｺｳ ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ ﾏﾂｼﾛｺｳ ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ
 2188 中村 康平(2)  1427 下田 佳輝(1)

ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ
 2189 二木 和輝(2)  1430 西澤 翔(1)

ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳ
 2934 竹原 諄(1)  1428 丸山 宏之(1)

ﾀｹﾊﾗ ｼﾞｭﾝ ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ
 5   6 松本蟻ヶ崎高  2391 宮原 史樹(1)     45.68  5   4 更級農業高  2770 田中 和樹(2)     47.38 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳ ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ
 2368 降旗 敬(2)  2754 小林 龍也(1)

ﾌﾙﾊﾀ ｹｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ
 2370 杉原 樹(2)  2767 滝澤 豪之(2)

ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾂｷ ﾀｷｻﾞﾜ ｺﾞｳｼ
 2369 小林 航(2)  2769 藤森 祐希(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ
 6   5 長野商高  1138 島田 康広(2)     46.67  6   2 中野立志館高   889 関 知大(2)     51.50 

ﾅｶﾞﾉｼｮｳｺｳ ｼﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ ﾘｯｼｶﾝｺｳ ｾｷ ﾄﾓﾋﾛ
 1140 小林 義明(2)   887 八木 渉(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｱｷ ﾔｷﾞ ﾜﾀﾙ
 1141 西澤 寛樹(2)   904 芝 竜弘(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ｼﾊﾞ ﾀﾂﾋﾛ
 1145 山田 大輝(1)   903 中島 宗一郎(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ
 7   2 伊那松川中  5127 小池 貫太(2)     49.19   6 上田高

ｲﾅﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ｺｲｹ ｶﾝﾀ ｳｴﾀﾞｺｳ 欠場
 5125 近藤 雅哉(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
 5126 西永 佳樹(2)

ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼｷ
 5128 家苗 薫(2)

ｶﾅｴ ｶｵﾙ
  9 諏訪二葉高   140 小河原 智哉(2)

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ｵｶﾞﾜﾗ ﾄﾓﾔ 途中棄権
  137 矢崎 宏一(2)

ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ
  147 阿部 佳介(1)

ｱﾍﾞｹｲｽｹ
  138 内藤 圭吾(2)

ﾅｲﾄｳ ｹｲｺﾞ

男子

4×100m



※FS＝不正ｽﾀｰﾄ

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ  8033 吉富 和弥     41.20 

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ
 8037 太田 朗

ｵｵﾀ ｱｷﾗ
 8032 岩田 晃

ｲﾜﾀ ｱｷﾗ
 8034 宮澤 裕輝

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
 2   7 長野日大高  1261 松橋 大夢(1)     42.58 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ
 1259 長田 龍貴(2)

ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ
 1272 峯村 祐貴(1)

ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ
 1251 曽根原 豪士(1)

ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ
 3   6 岩村田高  1581 山浦 貫人(1)     42.61 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ
 1618 池田 仁(2)

ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ
 1617 柳澤 圭太(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ
 1616 藤牧 佑希(2)

ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ
 4   8 松川高   553 丸山 玲央(2)     42.95 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾏﾙﾔﾏ  ﾚｵ
  552 住吉 隼斗(2)

ｽﾐﾖｼ  ﾊﾔﾄ
  536 松下 優太(1)

ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ
  554 吉川 涼平(2)

ﾖｼｶﾜ  ﾘｮｳﾍｲ
 5   4 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  8019 伊藤 将希     43.00 

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ｲﾄｳ ﾏｻｷ
 8029 内山 幹雄

ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ
 8021 岡本 真平

ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ
 8027 中畑 恭介

ﾅｶﾊﾀ ｷｮｳｽｹ
 6   3 諏訪清陵高   101 辛山 勇太(2)     43.72 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ｼﾝﾔﾏ ﾕｳﾀ
  106 窪田 章吾(2)

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ
  112 巻渕 優也(1)

ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ
  120 伊藤 和輝(1)

ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ
 7   9 長野高専  7063 仲俣 真宏(4)     43.87 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾅｶﾏﾀ ﾏｻﾋﾛ
 3546 天野 夏樹(2)

ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ
 7060 岩崎 晴也(4)

ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾔ
 7061 柴田 晃太朗(4)

ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ
  2 松本大  7010 安藤 直哉(1)

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 失格
 7015 青沼 和紀(1) FS

ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ
 7011 浦野 泰希(1)

ｳﾗﾉ ﾀｲｷ
 7019 池田 健二郎(4)

ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ

4×100m
決勝

男子



予選 9月1日  9:00
決勝 9月1日 17:10

[ 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   6 信大  7036 小北 大志(2)   3:24.44 Q  1   6 松本大  7016 川西 翔太(2)   3:24.40 Q

ｼﾝﾀﾞｲ ｺｷﾀ ﾀｲｼ ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ
 7038 松下 明広(2)  7019 池田 健二郎(4)

ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾋﾛ ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ
 7048 米嶋 航一(2)  7014 清水 泰志(1)

ﾖﾈｼﾏ ｺｳｲﾁ ｼﾐｽﾞ  ﾀｲｼ
 7031 久田 涼平(M)  7011 浦野 泰希(1)

ﾋｻﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ ｳﾗﾉ ﾀｲｷ
 2   3 長野高専  3546 天野 夏樹(2)   3:31.11  2   5 長野日大高  1278 丸山 圭介(2)   3:31.18 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ
 7059 依田 卓東(4)  1252 佐藤 薫(1)

ﾖﾀﾞ ﾀｸﾄ ｻﾄｳ ｶｵﾙ
 3505 北原 廉(1)  1262 雲崎 凌(1)

ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ
 7063 仲俣 真宏(4)  1259 長田 龍貴(2)

ﾅｶﾏﾀ ﾏｻﾋﾛ ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ
 3   7 豊科高  2547 藤松 楓季(2)   3:33.10  3   8 塩尻志学館高  1989 古 林 泰 紀(1)   3:32.09 

ﾄﾖｼﾅｺｳ ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ
 2549 松本 卓也(2)  1993 三村 航輝(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ ﾐﾑﾗ ｺｳｷ
 2533 飯島 伸広(1)  2001 中村  健(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ
 2532 藤原 利章(1)  1994 太田  敦(2)

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ ｵｵﾀ ｱﾂｼ
 4   2 野沢南高  1557 小林 将大(1)   3:38.73  4   3 須坂高   996 沼田 大智(2)   3:34.92 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ ｽｻﾞｶｺｳ ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ
 1556 甘利 優太(2)  1002 新井 耕元(2)

ｱﾏﾘ ﾕｳﾀ ｱﾗｲ ｺｳｹﾞﾝ
 1558 岩松 裕矢(1)  1004 金児 直登(2)

ｲﾜﾏﾂ ﾕｳﾔ ｶﾈｺ ﾅｵﾄ
 1555 利根川 大貴(2)   995 土屋 和勢(2)

ﾄﾈｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｾ
 5   5 市立長野高   858 小島 誠也(1)   3:40.83  5   4 松商学園高  2474 小林 拓未(1)   3:37.03 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｺｼﾞﾏ ｾｲﾔ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
  860 白鳥 魁人(1)  2466 奥原 隼太(2)

ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ
  861 隼田 晃希(1)  2476 高山 雄司(1)

ﾊﾔﾀ ｺｳｷ ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞ
  856 内田 光一(1)  2500 水島 優(2)

ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 6   4 上田高  1773 箕輪 朋晃(1)   3:42.09  6   7 小諸高  2823 尾形 峻志(1)   3:42.22 

ｳｴﾀﾞｺｳ ﾐﾉﾜ  ﾄﾓｱｷ ｺﾓﾛｺｳ ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝｼﾞ
 1788 塚田 博希(2)  2821 中沢 悟(1)

ﾂｶﾀﾞ  ﾋﾛｷ ｻｶｻﾞﾜ ｻﾄﾙ
 1776 山﨑 創二(1)  1701 内川 大樹(1)

ﾔﾏｻﾞｷ  ｿｳｼﾞ ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ
 1782 依田 航太郎(2)  1706 小林 颯(2)

ﾖﾀﾞ  ｺｳﾀﾛｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ
  8 創造学園高  2515 細萱 元太(1)  7   2 長野商高  1145 山田 大輝(1)   3:44.99 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 失格 ﾅｶﾞﾉｼｮｳｺｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ
 2519 塚田 拓巳(3) T2  1141 西澤 寛樹(2)

ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
 2518 碓井 智也(3)  1136 荒井 星哉(2)

ｳｽｲ ﾄﾓﾔ ｱﾗｲ ｾｲﾔ
 2520 市川 亮(3)  1144 中村 光希(1)

ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ

男子

4×400m

予選 通過基準  5組  1着 + 3 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   7 岩村田高  1620 桜井 滉治(2)   3:25.59 Q  1   5 佐久長聖高  2804 相米 健太(2)   3:28.43 Q

ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ｿｳﾏｲ ｹﾝﾀ
 1617 柳澤 圭太(2)  2806 岩松 敬賀(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ ｲﾜﾏﾂ ｹｲｶﾞ
 1619 竹内 祥太郎(2)  2805 茂木 康平(2)

ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾓﾃｷ ｺｳﾍｲ
 1618 池田 仁(2)  2811 荻原 京介(1)

ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ
 2   2 大町高  2055 宮坂 僚(2)   3:25.69 q  2   6 篠ﾉ井高  1375 草野 晃平(2)   3:29.50 q

ｵｵﾏﾁ ﾐﾔｻｶ ﾘｮｳ ｼﾉﾉｲｺｳ ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ
 2053 勝野 涼大(2)  1376 矢嶋 一樹(2)

ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ
 2052 佐藤 公則(2)  1378 若月 寛人(2)

ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ ﾜｶﾂｷ ﾋﾛﾄ
 2051 松井 一陽(2)  1373 宮林 紘汰(2)

ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ
 3   6 上伊那農高   358 馬場 信介(2)   3:27.84 q  3   8 諏訪清陵高   112 巻渕 優也(1)   3:29.91 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳ ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ
  364 稲村 良彦(2)   106 窪田 章吾(2)

ｲﾅﾑﾗ ﾖｼﾋｺ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ
  357 竹内 基裕(2)   117 守住 望(1)

ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾋﾛ ﾓﾘｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ
  362 登内 大地(2)   120 伊藤 和輝(1)

ﾄﾉｳﾁ ﾀﾞｲﾁ ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ
 4   4 諏訪二葉高   137 矢崎 宏一(2)   3:32.68  4   4 松本美須々丘高  2323 青島 圭佑(2)   3:33.70 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳ ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ
  139 野澤 晃太朗(2)  2321 東山 壱成(2)

ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ
  140 小河原 智哉(2)  2322 平﨑 柊(2)

ｵｶﾞﾜﾗ ﾄﾓﾔ ﾋﾗｻｷ ｼｭｳ
  138 内藤 圭吾(2)  2326 忠地 大成(2)

ﾅｲﾄｳ ｹｲｺﾞ ﾀﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ
 5   8 木曽青峰高  1968 田鹿 直起(2)   3:33.03  5   9 DreamAC  8003 池田 圭吾   3:35.73 

ｷｿｾｲﾎｳ ﾀｼｶ ﾅｵｷ ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰ ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ
 1939 奥谷 瑞貴(1)  8001 高橋 佑太

ｵｸﾀﾆ ﾐｽﾞｷ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ
 1967 和田 孝太(2)  8004 竹内 一弘

ﾜﾀﾞ ｺｳﾀ ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ
 1964 中島 大智(2)  8000 笠井 健太

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ ｶｻｲ ｹﾝﾀ
  3 上田西高  6   3 北佐久農高  1622 大井 友尋(2)   3:39.33 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ 欠場 ｷﾀｻｸﾉｳｺｳ ｵｵｲ ﾄﾓﾋﾛ
 1625 小林 達哉(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ
 1623 内堀 連(1)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾚﾝ
 1624 木内 寛人(1)

ｷｳﾁ ﾋﾛﾄ
  5 赤穂高  7   7 上田染谷丘高  1855 牧村 直樹(2)   3:43.99 

ｱｶﾎｺｳ 欠場 ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾏｷﾑﾗ ﾅｵｷ
 1849 竹内 凱斗(2)

ﾀｹｳﾁ ｶｲﾄ
 1857 安藤 活樹(1)

ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾂｷ
 1845 細田 昌宏(2)

ﾎｿﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ
 8   2 松代高  1427 下田 佳輝(1)   3:46.77 

ﾏﾂｼﾛｺｳ ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ
 1430 西澤 翔(1)

ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳ
 1429 関口 悠也(1)

ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ
 1428 丸山 宏之(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ

男子

4×400m



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   9 松本深志高  2251 山﨑 大輝(2)   3:27.80 Q

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ
 2257 山下 紘永(1)

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ
 2246 小口 智大(2)

ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ
 2240 若林 颯(3)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ
 2   6 飯田風越高   597 竹折 優太(2)   3:33.54 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ
  613 熊谷 諒平(1)

ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ
  618 松村 理久(2)

ﾏﾂﾑﾗ ﾘｸ
  617 三石 竜哉(2)

ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳﾔ
 3   2 長野吉田高  1074 中條 巧人(2)   3:33.85 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｸﾄ
 1044 矢野 颯(1)

ﾔﾉ ﾊﾔﾃ
 1077 西埜 拓海(2)

ﾆｼﾉ ﾀｸﾐ
 1075 佐藤 大裕(2)

ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ
 4   8 丸子修学館高  1754 白川 大智(2)   3:39.01 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ
 1752 脇坂 拓馬(2)

ﾜｷｻｶ ﾀｸﾏ
 1757 清水 泰地(1)

ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ
 1758 長崎 大悟(1)

ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ
 5   5 須坂東高   980 中嶋多聞(1)   3:39.36 

ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼｺｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ
  981 三上 侃太郎(2)

ﾐｶﾐ ｶﾝﾀﾛｳ
  985 高野真志(1)

ﾀｶﾉ ﾏｻｼ
 3095 田幸 雄太(2)

ﾀｺｳ ﾕｳﾀ
 6   7 松本蟻ヶ崎高  2369 小林 航(2)   3:40.80 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ
 2392 等々力 伸彦(1)

ﾄﾄﾞﾛｷ ﾉﾌﾞﾋｺ
 2391 宮原 史樹(1)

ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ
 2370 杉原 樹(2)

ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾂｷ
 7   3 松本県ヶ丘高  2311 永田 望海(1)   3:41.37 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ
 2302 牛山 颯太(2)

ｳｼﾔﾏ ｿｳﾀ
 2310 塚原 大知(1)

ﾂｶﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ
 2303 百瀬 弦(2)

ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ
  4 松川高

ﾏﾂｶﾜｺｳ 欠場

男子

4×400m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松本大  7016 川西 翔太(2)   3:21.50 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ
 7019 池田 健二郎(4)

ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ
 7014 清水 泰志(1)

ｼﾐｽﾞ  ﾀｲｼ
 7011 浦野 泰希(1)

ｳﾗﾉ ﾀｲｷ
 2   7 信大  7031 久田 涼平(M)   3:21.89 

ｼﾝﾀﾞｲ ﾋｻﾀﾞ ﾘｮｳﾍｲ
 7048 米嶋 航一(2)

ﾖﾈｼﾏ ｺｳｲﾁ
 7049 北川 幹太(4)

ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾝﾀ
 7036 小北 大志(2)

ｺｷﾀ ﾀｲｼ
 3   5 松本深志高  2257 山下 紘永(1)   3:26.23 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ
 2246 小口 智大(2)

ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ
 2251 山﨑 大輝(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ
 2240 若林 颯(3)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ
 4   8 佐久長聖高  2804 相米 健太(2)   3:27.19 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ｿｳﾏｲ ｹﾝﾀ
 2806 岩松 敬賀(1)

ｲﾜﾏﾂ ｹｲｶﾞ
 2805 茂木 康平(2)

ﾓﾃｷ ｺｳﾍｲ
 2811 荻原 京介(1)

ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ
 5   9 大町高  2055 宮坂 僚(2)   3:27.30 

ｵｵﾏﾁ ﾐﾔｻｶ ﾘｮｳ
 2053 勝野 涼大(2)

ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ
 2052 佐藤 公則(2)

ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ
 2051 松井 一陽(2)

ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ
 6   2 上伊那農高   358 馬場 信介(2)   3:27.57 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳ ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ
  362 登内 大地(2)

ﾄﾉｳﾁ ﾀﾞｲﾁ
  364 稲村 良彦(2)

ｲﾅﾑﾗ ﾖｼﾋｺ
  350 松下 潤也(3)

ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ
 7   6 岩村田高  1620 桜井 滉治(2)   3:29.11 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ
 1616 藤牧 佑希(2)

ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ
 1617 柳澤 圭太(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ
 1619 竹内 祥太郎(2)

ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ
 8   3 篠ﾉ井高  1375 草野 晃平(2)   3:33.58 

ｼﾉﾉｲｺｳ ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ
 1376 矢嶋 一樹(2)

ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ
 1378 若月 寛人(2)

ﾜｶﾂｷ ﾋﾛﾄ
 1373 宮林 紘汰(2)

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ

男子

4×400m
決勝



決勝 9月1日 10:00

芋川 駿(2)
ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ 長野吉田高
松原 大輝
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
林 知彦
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋｺ 大北陸協
丸山 貴倫(1)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾐﾁ 諏訪東京理科大
内山 貴仁(2)
ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 長野日大高
岩崎 晴也(4)
ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾔ 長野高専
村田 貴大(4)
ﾑﾗﾀ ﾀｶﾋﾛ 長野高専
大塚 樹也(1)
ｵｵﾂｶ ﾐｷﾔ 文化学園長野高
松澤 和也(1)
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 諏訪実業高
山﨑 将文
ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻﾌﾐ 須坂市陸協
清水 隆寛(3)
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 裾花中
松下 凌大(2)
ﾏﾂｼﾀ ﾘｮｳﾀ 阿南高
小野 寛貴(3)
ｵﾉ ﾋﾛｷ 穂高西中
船津  洸(2)
ﾌﾅﾂﾞ ﾋｶﾙ 大町北高
想田 賢太朗(1)
ｿｳﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 長野日大高
田中 潤(4)
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 松本大
二木 和輝(2) 記録なし
ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ 田川高
竹内 康平(1) 記録なし
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ 田川高
丸山 拓哉(1) 欠場
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 松商学園高
本多 俊平 欠場
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
西沢 翔 欠場
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳ いよだAC
荒井 岳 欠場
ｱﾗｲ ｶﾞｸ NTFClub
内藤 健生 欠場
ﾅｲﾄｳ ｹﾝｾｲ 安曇野市陸協
遠藤 聡(2) 欠場
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 松本深志高

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

- o

記録 備考1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 1m95
1 24  1072

- - - o - xo xxx

2m041m98 2m01

 2.01

2 19  8023
- - xo o xo

- o

xxo - xo xxx

3 20  8106
- - - xxo - xxx

 2.01

 1.95

4 22  7052
- - xxo o xo

o xo

xxo - xxx

5 17  1275
- - o xxx

 1.95

 1.90

6 15  7060
- - o o xxo

xo xxx

xxx

7 16  7062
- - o

 1.90

 1.85

8 11  2716
o o o xxx

xxx
8 12    82

o o o

 1.80

 1.80

8 13  8099
o o o xxx

11 5  4191
o xxo xxx

 1.80

 1.75

12 7   775
o xxx

12 8  4656
o xxx

 1.70

 1.70

12 10  2046
o /

15 3  1258
xxo xxx

 1.70

 1.70

15 4  7021
xxo xxx

1  2189
xxx

 1.70

2  2933
xxx

6  2461

9  8030

14  8013

18  8007

21  8039

23  2252



決勝 8月31日 13:00

4m80
酒井 弘心(3) - - - - - xxo o xxo xxx
ｻｶｲ ｺｳｼﾝ 高遠高
畑山 亮太(2) - o xxo xxx
ﾊﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 長野工業高
合津 伊織(2) - xxo xxx
ｺﾞｳﾂﾞ ｲｵﾘ 赤穂高
内山 朋也(3) xo xxo xxx
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 小布施中
伊藤 大起(3) o xxx
ｲﾄｳ ﾀｲｷ 永明中
竹折 優太(2) xo xxx
ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ 飯田風越高
池田 圭吾 xxx 記録なし
ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ DreamAC
木村 浩樹(1) xxx 記録なし
ｷﾑﾗ ｺｳｷ 下諏訪向陽高
小山 吉明 xxx 記録なし
ｺﾔﾏ ﾖｼｱｷ 須坂陸協
工藤 大樹(2) / 記録なし
ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 長野工業高
小山 範晃(2) - - - - - - - - - - 記録なし
ｺﾔﾏ ﾉﾘｱｷ 中京大 xxx
芝 建樹(2) 欠場
ｼﾊ ﾀﾂｷ 篠ﾉ井高

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
3m60 3m80 4m00 4m10 4m20 4m30 4m40 4m50

 4.50

2 9  1156
 4.00

4m60 4m70

1 11   378

4 6  5132
 3.80

3 7   481
 3.80

6 5   597
 3.60

5 8  4806
 3.60

2   152

1  8003

10  1151

4  8100

3  1377

12  7057



予選 (1,2組) 8月31日 10:00
決勝 8月31日 15:00

[ 1組]

太田 朗   7.07    -    -   7.07 Q
ｵｵﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ    0.0    0.0
窪田 章吾(2)    x    x   6.59   6.59 q
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 諏訪清陵高   -1.5   -1.5
今藤 燎(1)   6.25   6.32   6.38   6.38 q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 中京大   -0.6   -1.1   -0.6   -0.6
中野 涼介(2)   6.37   6.22    x   6.37 q
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 松本深志高   -1.2   +0.7   -1.2
小野澤 達也(2)   6.18   6.33   6.16   6.33 q
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 穂高商業高   -1.0   -1.2   -0.3   -1.2
山﨑 大輝(2)   6.25    x   6.07   6.25 q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 松本深志高   -0.8   -0.2   -0.8
樽沢 紘人(2)    x   5.96    x   5.96 
ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 木曽青峰高   -0.4   -0.4
松澤 直樹(2)    x   5.93    x   5.93 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ 大町高   +0.4   +0.4
三石 竜哉(2)   5.90    o    o   5.90 
ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳﾔ 飯田風越高   -2.3   -2.4   +1.8   -2.3
芝 竜弘(2)    x   5.90    x   5.90 
ｼﾊﾞ ﾀﾂﾋﾛ 中野立志館高   +0.4   +0.4
倉石 大樹(1)   5.78    o   5.78 
ｸﾗｲｼ ﾀﾞｲｷ 長野日大高   -1.4    0.0   -1.4
丸山 武将(3)    x    x   5.73   5.73 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹﾏｻ 松代高   +2.0   +2.0
中島 宗一郎(2)   5.71    o    x   5.71 
ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 中野立志館高    0.0    0.0    0.0
藤澤 玄(1)   5.65    o    o   5.65 
ﾌｼﾞｻﾜ  ｹﾞﾝ 上田西高   -0.9   -0.8   -0.9   -0.9
長田 佑麻(1)    x    x   5.50   5.50 
ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 長野日大高   -1.5   -1.5
寺澤 克弥(1)    x    x   4.88   4.88 
ﾃﾗｻﾜ ｶﾂﾔ 長野吉田高   -0.8   -0.8
丸山 拓大(2) 欠場
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北高
小口 聖太(2) 欠場
ｵｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 岡谷東高
小林 祐紀(1) 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 信大
北野 幸徳 欠場
ｷﾀﾉ ﾕｷﾉﾘ 信大AC
浦野 謙太郎(1) 欠場
ｳﾗﾉ  ｹﾝﾀﾛｳ 国武大

15  8095

17  7001

8   184

14  7037

16 1  1042

7   825

14 10  2784

15 6  1265

12 2  1426

13 5   903

9 3   904

11 9  1263

8 4  2057

9 12   617

6 13  2251

7 11  1963

4 19  2247

5 16  2108

2 20   106

3 18  7056

1 21  8037

所属名試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位 記録 備考

男子

走幅跳

予選 標準記録    6.60m Q:標準記録突破者  q：その他の通過者

-1- -2- -3-



[ 2組]

宮崎 琢也(3)    x   6.74    -   6.74 Q
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ 松商学園高   -1.1   -1.1
青沼 和紀(1)   6.65    -    -   6.65 Q
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ 松本大   -1.2   -1.2
樽沢 裕弥(2)    x   6.47    x   6.47 q
ﾀﾙｻﾜ ﾕｳﾔ 松本大   -2.2   -2.2
倉崎 大城(1)   6.15   6.10   6.24   6.24 q
ｸﾗｻｷ ﾀﾞｲｷ 信大   +1.0   +2.8   -1.1   -1.1
藤牧 佑希(2)   6.21   6.16    x   6.21 q
ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ 岩村田高   -1.0   +0.2   -1.0
中村 龍士(1)   6.21    o   6.05   6.21 q
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 諏訪清陵高   -1.6   +0.9   -1.6
根津 大輝(2)    x   5.84   6.17   6.17 
ﾈﾂ ﾀﾞｲｷ 長野吉田高   -1.3   -1.2   -1.2
内山 裕智(3)   6.10    x   6.04   6.10 
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ 信濃中   -1.1   -1.2   -1.1
小池 大勝(1)   6.10    x   6.03   6.10 
ｺｲｹ ﾋﾛｶﾂ 諏訪清陵高   +0.1   -1.0   +0.1
松岡 雄斗(1)    x    x   5.86   5.86 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 松本深志高   -0.6   -0.6
神田 優人(3)   5.69    o    x   5.69 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 望月AC   +0.8   +0.8
長崎 大悟(1)   5.65    o    o   5.65 
ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 丸子修学館高   +1.1   +1.1
中澤 正人(2)   5.51    o    x   5.51 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 梓川高   -0.7   -0.7
土屋 巧(3)   5.49    x    o   5.49 
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 望月AC   -1.4   -1.4
田口 璃空(1)   5.45    x    x   5.45 
ﾀｸﾞﾁ ﾘｸ 文化学園長野高   -1.2   -1.2
清水 海斗(1)   5.22    o    o   5.22 
ｼﾐｽﾞ ｶｲﾄ 諏訪二葉高   +0.7   +0.7
奥原 隼太(2)   4.35    o    o   4.35 
ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 松商学園高   -2.1   -2.1
村瀬 直希(2)    x    x    x 記録なし
ﾑﾗｾ ﾅｵｷ 松本美須々丘高
松澤 快哉(2)    x    x    x 記録なし
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｲﾔ 赤穂高
阪 圭央 欠場
ｻｶ ﾖｼﾋｻ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
黒岩 聡 欠場
ｸﾛｲﾜ ｻﾄｼ 長野市陸協

 ３回の
 最高記録

太田 朗   5.05   7.21    x    7.21    x   7.61   7.60    7.61 
ｵｵﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ   +2.2   +4.1   -0.2    +4.1   +3.9   +3.6   +2.9    +3.6
宮崎 琢也(3)   7.01   7.16   7.19    7.19   7.08   7.20    x    7.20 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ 松商学園高   +2.8   +3.4   +4.1    +4.1   +1.4   +0.7   +2.3    +0.7
青沼 和紀(1)   7.04   6.79    x    7.04    x    x   6.83    7.04 
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ 松本大   +5.3   +5.5   -2.5    +5.3   +2.0   +2.8   +3.4    +5.3
窪田 章吾(2)   7.02   6.81   6.93    7.02   6.81    x   6.96    7.02 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 諏訪清陵高   +5.8   +3.9   +4.7    +5.8   +1.3   +2.7    +5.8
小野澤 達也(2)   6.61    x   6.55    6.61   5.91   6.41   6.60    6.61 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 穂高商業高   +4.1   +0.4   +4.8    +4.1   +1.9   +2.2   +2.1    +4.1
中村 龍士(1)   6.49   6.44   6.50    6.50   6.37   6.27    x    6.50 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 諏訪清陵高   +4.2   +2.4   +3.3    +3.3   -0.8   +2.7   +2.1    +3.3
倉崎 大城(1)   5.72   6.08   6.44    6.44   5.84   6.40   6.25    6.44 
ｸﾗｻｷ ﾀﾞｲｷ 信大   +2.0   +5.9   +4.5    +4.5   +0.8   +3.1   +5.8    +4.5
今藤 燎(1)   6.24   5.25   6.42    6.42    x   6.18   6.23    6.42 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 中京大   +4.0   +4.5   +4.3    +4.3   +0.4   +2.6    +4.3
中野 涼介(2)   6.40    x    x    6.40    6.40 
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 松本深志高   +4.2   +3.7   +5.3    +4.2    +4.2
山﨑 大輝(2)    x   6.39   6.30    6.39    6.39 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 松本深志高   +3.3   +2.3    +3.3    +3.3
樽沢 裕弥(2)    x    x    x     x 記録なし
ﾀﾙｻﾜ ﾕｳﾔ 松本大   +1.2   +5.7    +1.2
藤牧 佑希(2) 棄権
ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ 岩村田高

2  1616

10 4  2251

5  7018

8 10  7056

9 3  2247

6 12   111

7 7  7042

4 11   106

5 6  2108

2 8  2489

3 9  7015

備考

1 1  8037

-4- -5- -6- 記録所属名 -1-

17  8115

-2- -3-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

11   484

15  8016

17 9  2466

6  2328

15 2  2717

16 1   142

13 3  2155

14 4  8133

11 8  8131

12 5  1758

9 10   116

10 7  2222

7 18  1086

8 16  4698

5 12  1616

6 13   111

3 19  7018

4 14  7042

記録 備考

1 20  2489

2 21  7015

男子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



決勝 9月1日 13:00

大会記録(GR)                    15.98 

 ３回の
 最高記録

石川 和義(D)  15.57  13.04    -   15.57  16.01    -    -   16.01 大会新
ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ 上田市陸協   +0.3   +1.9    +0.3   +1.4    +1.4
成田 正崇(4)    x  14.98    x   14.98  14.94  15.28    x   15.28 
ﾅﾘﾀ  ﾏｻﾀｶ 至学館大   +1.0   -1.1    +1.0   +1.1   +0.5    +0.5
清水 駿(2)  14.06  13.76  13.47   14.06    x  14.06  13.45   14.06 
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝ 順天堂大   +1.4   +1.2   -0.2    +1.4   +0.6   +0.2    +0.6
清水 健祐    x  13.73  13.37   13.73  13.23    x  13.39   13.73 
ｼﾐｽﾞ  ｹﾝｽｹ 国武大   +2.4   +0.7    +2.4   +1.5   +0.6    +2.4
羽賀 拓己(4)  12.44  12.80  13.23   13.23  13.00  13.31  13.32   13.32 
ﾊｶﾞ ﾀｸﾐ 国士大   +1.6   +2.4   +0.1    +0.1   -0.3   -0.1   +1.5    +1.5
小野澤 達也(2)    x  13.14  12.82   13.14  13.30  12.97  13.15   13.30 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 穂高商業高   +1.6   +1.8    +1.6   -0.4   -0.2   +0.8    -0.4
樽沢 紘人(2)  12.81  12.80    x   12.81  12.68    x  12.21   12.81 
ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 木曽青峰高   +0.5   +1.8    +0.5   -0.3   +0.7    +0.5
藤牧 佑希(2)    x  11.43  12.61   12.61    x    x    x   12.61 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ 岩村田高   +1.3   -0.1    -0.1    -0.1
日馬 正貴    x  12.46    x   12.46   12.46 
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野市陸協   +2.1    +2.1    +2.1
倉崎 大城(1)    x    x  12.18   12.18   12.18 
ｸﾗｻｷ ﾀﾞｲｷ 信大   +0.6    +0.6    +0.6
清水 泰地(1)  12.05  12.09    x   12.09   12.09 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 丸子修学館高   +1.8   +0.8    +0.8    +0.8
辛山 勇太(2)    x  11.93  11.90   11.93   11.93 
ｼﾝﾔﾏ ﾕｳﾀ 諏訪清陵高   +0.8   +0.9    +0.8    +0.8
下田 佳輝(1)    x    x  11.62   11.62   11.62 
ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ 松代高    0.0   +1.9    +1.9    +1.9
西澤 翔(1)  11.52  11.28    x   11.52   11.52 
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳ 松代高   +0.6   +1.0    +0.6    +0.6
長崎 大悟(1)  11.52  11.10    x   11.52   11.52 
ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 丸子修学館高   +0.7   +1.5    +0.7    +0.7
大塚 樹也(1) 欠場
ｵｵﾂｶ ﾐｷﾔ 文化学園長野高
丸山 武将(3) 欠場
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹﾏｻ 松代高
松澤 快哉(2) 欠場
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｲﾔ 赤穂高
小池 亮太(2) 欠場
ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ 須坂高
黒岩 聡 欠場
ｸﾛｲﾜ ｻﾄｼ 長野市陸協

16  8115

7   484

13  1001

2  2716

4  1426

14 3  1430

15 5  1758

12 8   101

13 1  1427

10 10  7042

11 11  1757

8 12  1616

9 6  8041

6 18  2108

7 9  1963

4 14  7003

5 17  8064

2 19  7005

3 15  7008

記録 備考

1 20  8090

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

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月1日 12:00

 ３回の
 最高記録

笹野 弘充
ｻｻﾉ ﾋﾛﾐﾂ NTFClub
尾崎 雄介(2)
ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 松本大
上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
村松 克磨(2)
ﾑﾗﾏﾂ ｶﾂﾏ 松本大
上倉 寿史(2)
ｶﾐｸﾗ ﾋｻｼ 飯山北高
米倉 朋輝(1)
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 長野工業高
中島 公徳
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
早川 謙哉(3)
ﾊﾔｶﾜ ｹﾝﾔ 上伊那農高
金崎 裕之(M)
ｶﾅｻｷ ﾋﾛﾕｷ 信大
白鳥 颯太郎(3)
ｼﾛﾄﾘ ｿｳﾀﾛｳ 長野高専
牧野 圭介(M)
ﾏｷﾉ ｹｲｽｹ 松本市陸協
濱 直輝(1)
ﾊﾏ ﾅｵｷ 梓川高
松野 翔悟(2)
ﾏﾂﾉ ｼｮｳｺﾞ 小諸高
大峽 將嵩(2)
ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾀｶ 長野吉田高
野﨑 愛冬(2)
ﾉｻﾞｷ ﾏﾅﾄ 長野吉田高
遠藤 邦彦 記録なし
ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾋｺ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
諏訪戸 駿(1) 欠場
ｽﾜﾄﾞ ｼｭﾝ 長野商高
秋和 拓也(1) 欠場
ｱｷﾜ ﾀｸﾔ 北佐久農高

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  10.83

記録 備考

1 18  8008
 12.35  13.14  12.40   13.14

2 17  7027
 10.12  10.83    x  11.43    x  11.78  11.78 

   x    x  13.14    x

  10.92

   x    x   11.28  11.55
3 14  8025

 11.28

4 13  7017
 10.92    x    x  10.19  10.41  11.08  11.08 

 10.98  11.43  11.55 

  10.60

 10.08  10.54   10.54  10.48
5 5   820

  9.79

6 16  1160
 10.15  10.02  10.60  10.01    x  10.72  10.72 

  9.66  10.75  10.75 

  10.28

 10.04    x   10.04  10.04
7 9  8017

  9.62

8 12   354
  9.98    x  10.28   9.91  10.18    x  10.28 

 10.63    x  10.63 

   9.08

  9.59   9.40    9.59
9 11  7032

  9.16

10 4  3541
  9.08   9.01    x   9.08 

  9.59 

   8.39

  9.00    o    9.04
11 8  8077

  9.04

12 3  2152
  8.39    o    o   8.39 

  9.04 

   7.65

   o    o    8.23
13 10  1705

  8.23

14 1  1073
  7.65    o    o   7.65 

  8.23 

   o    o    7.33
15 2  1087

  7.33

15  8020
   x    x    x

  7.33 

6  1143

7  1626



決勝 8月31日  9:30

 ３回の
 最高記録

笹野 弘充
ｻｻﾉ ﾋﾛﾐﾂ NTFClub
中谷 俊貴(4)
ﾅｶﾔ ﾄｼｷ 松本大
原田 俊介
ﾊﾗﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 岡谷市陸協
上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
大庭 達也(1)
ｵｵﾊﾞ ﾀﾂﾔ 順天堂大
大庭 直也(2)
ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾔ 飯山北高
矢ヶ崎 奨(3)
ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ 上田東高
岡村 也寸志(3)
ｵｶﾑﾗ ﾔｽｼ 長野高専
岩崎 まお(1)
ｲﾜｻｷ ﾏｵ 長野東高
米倉 朋輝(1)
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 長野工業高
丸山 貴由人(2)
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾕﾄ 松商学園高
石崎 暁裕(2)
ｲｼｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ 諏訪東京理科大
細田  歩(2)
ﾎｿﾀﾞ ｱﾕﾑ 塩尻志学館高
土屋 春生
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｵ 北佐久郡陸協
中島 公徳
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
荻原 康輔(2)
ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳｽｹ 北佐久農高
高橋 正行(2)
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 岩村田高
小川 健太(2)
ｵｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 木曽青峰高
野﨑 愛冬(2)
ﾉｻﾞｷ ﾏﾅﾄ 長野吉田高

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

男子

円盤投(2.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  36.56

記録 備考

1 18  8008
   o    o  39.83   39.83

2 17  7020
   o  36.56    o    o    x    o  36.56 

   x  40.02  40.02    x

  35.57

 35.66    o   35.66    x
3 19  8046

   o

4 16  8025
   o  35.57    o    o    o    o  35.57 

   x  36.39  36.39 

  34.22

   x  34.43   34.43    x
5 15  7009

   o

6 10   818
   o  34.22    o    o    x    o  34.22 

   x    x  34.43 

  30.24

 30.54    o   30.54    x
7 14  1796

   o

8 11  3538
   o  30.24    x    x    o  30.51  30.51 

   x    o  30.54 

  27.61

   o  27.68   27.68
9 9  1214

   o

10 4  1160
   x    o  27.61  27.61 

 27.68 

  27.14

 27.16    o   27.16
11 13  2468

   o

12 8  7053
   o  27.14    x  27.14 

 27.16 

  25.44

   o    o   26.66
13 3  1988

 26.66

14 12  8136
   x  25.44    x  25.44 

 26.66 

  25.08

 25.09    o   25.09
15 7  8017

   o

16 5  1632
 25.08    o    o  25.08 

 25.09 

   o  24.74   24.74
17 6  1606

   x

 24.03 

 24.74 

18 2  1970
 24.03    o

19 1  1087
   x

   o   24.03

 23.20    x  23.20   23.20



決勝 9月1日 11:00

 ３回の
 最高記録

小林 龍太(M)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀ 筑波大院
富井 博輝(4)
ﾄﾐｲ ﾋﾛｷ 松本大
笹野 弘充
ｻｻﾉ ﾋﾛﾐﾂ NTFClub
上條 文汰(3)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾌﾞﾝﾀ 梓川高
平田 勝也(1)
ﾋﾗﾀ  ｶﾂﾔ 国武大
上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
瀧本 高博(2)
ﾀｷﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 松本美須々丘高
橋詰 幸孝(3)
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｷﾀｶ 丸子修学館高
今井 宣浩(3)
ｲﾏｲ ﾉﾘﾋﾛ 丸子修学館高
佐藤 俊生(3)
ｻﾄｳ ﾄｼｷ 横浜市立大
森島 丈(2)
ﾓﾘｼﾏ ｼﾞｮｳ 梓川高
鈴木 翔太(2)
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 岩村田高
濱 直輝(1)
ﾊﾏ ﾅｵｷ 梓川高
寺澤 亮祐(2)
ﾃﾗｻﾜ ﾘｮｳｽｹ 上田染谷丘高
石崎 智裕(2)
ｲｼｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 松本深志高
小林 生歩稀(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 梓川高
佐原 涼太(2)
ｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 梓川高
堀内 翔太(2) 記録なし
ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳﾀ 諏訪東京理科大
黒岩 雅弘(1) 欠場
ｸﾛｲﾜ ﾏｻﾋﾛ 須坂園芸高
秋和 拓也(1) 欠場
ｱｷﾜ ﾀｸﾔ 北佐久農高

3  1626

1  3073

   x     x

  23.71  23.71 

9  7054
   x    x

17 4  2156
   x  23.71    x

   o   26.21  26.21 

  26.47  26.47 

16 2  2151
   o  26.21

15 7  2249
   o    o  26.47

 26.78   26.78  26.78 

  30.26  30.26 

14 8  1852
   o    o

13 5  2152
 30.26    x    o

   o   33.85  33.85 

  34.28  34.28 

12 6  1605
   o  33.85

11 10  2159
   o  34.28    o

 35.70   35.70  35.70 

  36.46  36.46 

10 12  7000
   o    x

9 15  1750
   o    o  36.46

 37.18   37.18    o    x    x  37.18 

  37.17    o    o  37.27  37.27 

8 13  1762
   o    o

7 11  2330
   x    o  37.17

 43.79   43.79    o    o    o  43.79 

  44.04    o    o    o  44.04 

6 17  8025
   o    x

5 14  7004
   o  44.04    x

 44.34   44.34    x    o    o  44.34 

  51.17    x    x    x  51.17 

4 16  2174
   o    o

3 18  8008
   o  51.17    x

 51.09   51.09    o  51.74    o  51.74 

  52.71    o    o  52.77  52.77 

2 19  7028
   x    o

1 20  8107
   o    o  52.71

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月1日 13:00

 ３回の
 最高記録

村松 卓哉
ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾔ 東京学芸大
永井 一平(2)
ﾅｶﾞｲ ｲｯﾍﾟｲ 東海大
友田 利男
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那郡陸協
矢ヶ崎 奨(3)
ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ 上田東高
富永 智(2)
ﾄﾐﾅｶﾞ ｻﾄｼ 小諸商高
宮島 真吾(1)
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ 阿南高
田中 完次
ﾀﾅｶ ｶﾝｼﾞ 北安曇郡陸協
丸山 幹稀(1)
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 梓川高
小川 健太(2)
ｵｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 木曽青峰高
橋詰 幸孝(3)
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｷﾀｶ 丸子修学館高
岩崎 まお(1)
ｲﾜｻｷ ﾏｵ 長野東高
有賀 和樹(2)
ｱﾙｶﾞ ｶｽﾞｷ 上伊那農高
早川 祐人(1)
ﾊﾔｶﾜ ﾕｳﾄ 上教大
大和 史明(2)
ﾔﾏﾄ ﾌﾐｱｷ 長野日大高
千國 達哉(1)
ﾁｸﾆ ﾀﾂﾔ 大町北高
川舩 惇弘(2)
ｶﾜﾌﾈ ｱﾂﾋﾛ 梓川高
竹澤 翔(2)
ﾀｹｻﾞﾜ ｶｹﾙ 岡谷東高
菅沼 遼平(2)
ｽｶﾞﾇﾏ ﾘｮｳﾍｲ OIDE長姫高
金崎 裕之(M)
ｶﾅｻｷ ﾋﾛﾕｷ 信大
岡本 悠(2)
ｵｶﾓﾄ ﾕｳ 穂高商業高
大井 友尋(2)
ｵｵｲ ﾄﾓﾋﾛ 北佐久農高
原 健人(1)
ﾊﾗ ｹﾝﾄ 飯田高
川口 純(2)
ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 飯田高
大藏 拓真(2)
ｵｵｸﾗ ﾀｸﾏ 梓川高
若林 隆大(1)
ﾜｶﾊﾞﾔｼﾘｭｳﾀﾞｲ 上田染谷丘高
中條 巧人(2)
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｸﾄ 長野吉田高
古畑 翼(2)
ﾌﾙﾊﾀ ﾂﾊﾞｻ 木曽青峰高
山口 謙祐(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｽｹ 長野吉田高
田口 璃空(1)
ﾀｸﾞﾁ ﾘｸ 文化学園長野高
飯田 雄平(2)
ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 篠ﾉ井高
北島 拓(2)
ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｸ 佐久長聖高
丸山 佑太(1) 記録なし
ﾏﾙﾔﾏ  ﾕｳﾀ 上田西高
山本 大地(3) 欠場
ﾔﾏﾓﾄ  ﾀﾞｲﾁ 国武大

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

男子

やり投(0.800kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  56.26

記録 備考

1 30  7069
   o  59.50    x   59.50

2 32  7065
   o  56.26    o    o  58.19    o  58.19 

   x    x  59.50    o

  51.66

   o  51.45   51.45    o
3 28  8056

   o

4 29  1796
 51.66    o    o    o    o    o  51.66 

   o  51.85  51.85 

  47.45

   o    o   47.80    o
5 21  1726

 47.80

6 20   751
 47.45    x    o    o    o  49.26  49.26 

 50.47    o  50.47 

  47.61

   x    x   47.83    o
7 33  8134

 47.83

8 22  2154
   x    o  47.61  48.48    o    o  48.48 

 49.02    x  49.02 

  46.30

   o    o   47.16
9 23  1970

 47.16

10 27  1762
   o  46.30    o  46.30 

 47.16 

  44.80

   o  45.86   45.86
11 2  1214

   o

12 18   370
   o    o  44.80  44.80 

 45.86 

  43.91

   x  44.14   44.14
13 25  7030

   o

14 26  1254
   x    o  43.91  43.91 

 44.14 

  43.84

   x  43.85   43.85
15 4  2037

   x

16 17  2158
   o  43.84    o  43.84 

 43.85 

  41.75

 41.81    o   41.81
17 19   199

   o

18 11   630
 41.75    o    o  41.75 

 41.81 

  41.18

   x    x   41.42
19 24  7032

 41.42

20 5  2109
   o    o  41.18  41.18 

 41.42 

  38.90

   o    o   38.99
21 13  1622

 38.99

22 16   585
 38.90    o    o  38.90 

 38.99 

  38.35

 38.42    o   38.42
23 9   570

   o

24 14  2157
 38.35    x    o  38.35 

 38.42 

  37.08

   o    o   37.91
25 3  1858

 37.91

26 12  1074
   o  37.08    o  37.08 

 37.91 

  34.21

 35.13    x   35.13
27 8  1966

   x

28 7  1076
 34.21    o    o  34.21 

 35.13 

  32.14

   x    x   33.95
29 6  2717

 33.95

30 10  1380
   o    x  32.14  32.14 

 33.95 

 30.55    o   30.55
31 1  2802

   x  30.55 

15  2782
   x    x

31  7002

   x     x
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