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(GR:大会新,GT:大会ﾀｲ) 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
 8/18 男子  -1.5樋口 克治(3) 10.95 太田  敦(2) 11.17 安藤 直哉(1) 11.28 中畑 恭介 11.47 伊藤 将希 11.60 樽沢 佑弥(2) 11.67 川井 渓太(1) 11.68 東山 壱成(2) 11.78

100m 松商学園高 塩尻志学館高 松本大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本大 木曽青峰高 松本美須々ヶ丘高
 8/18 若林 颯(3) 49.37 今井 謙人(3) 50.47 中島 大智(2) 50.55 水島 優(2) 50.59 三村 航輝(2) 50.64 松井 一陽(2) 51.77 塚田 拓巳(3) 51.97 山下 紘永(1) 52.55

400m 松本深志高 塩尻志学館高 木曽青峰高 松商学園高 塩尻志学館高 大町高 創造学園高 松本深志高
 8/18 藤松 楓季(2) 2:04.90 藤原 利章(1) 2:07.48 牛山 颯太(2) 2:07.87 和田 孝太(2) 2:08.13 奥谷 瑞貴(1) 2:08.62 山崎 航(2) 2:09.43 百瀬  遼(1) 2:10.30

800m 豊科高 豊科高 松本県ヶ丘高 木曽青峰高 木曽青峰高 松本美須々ヶ丘高 大町北高
 8/18 渡辺 優樹(2) 4:10.82 村瀬 崚(2) 4:14.68 薛 玄太郎(1) 4:16.44 逢澤 智広 4:16.91 松野 淳司 4:17.28 二村 航平(2) 4:17.65 村上 真也 4:20.70 中島 健登(2) 4:27.32

1500m 松本深志高 松本県ヶ丘高 大町高 松本市陸協 塩尻市陸協 松商学園高 塩尻市陸協 松商学園高
 8/18 松野 淳司 15:19.33 塩原 大 15:43.17 丸山 純一 15:50.17 丸山 誠也 15:56.88 関 喜明 15:57.70 百瀬 永吉 16:13.87 細井 奨太(2) 16:24.14 山田 大輔(1) 16:27.49

5000m 塩尻市陸協 松本市陸協 安曇野陸協 松本自衛隊 松本自衛隊 松本市陸協 大町高 南安曇農業高
 8/18  -1.6松原 大輝 16.31 伊達 仁哉 16.73 降籏 敬(2) 17.45 大谷 一貴(1) 17.98 秋山 和範(1) 18.98

110mH(1.067m) ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本蟻ヶ崎高 松本深志高 松本深志高
 8/18 松原 大輝 2.01 遠藤 聡(2) 1.86 船津  洸(2) 1.75 田中 潤(4) 1.70 鷲澤  遼(2) 1.65 竹内 康平(1) 1.60 二木 和輝(2) 田川高 1.60

走高跳 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 GT 松本深志高 大町北高 松本大 大町北高 田川高 宮澤 憲二 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
 8/18 中野 涼介(2) 6.89(+1.7) 樽沢 佑弥(2) 6.32(-0.9) 山﨑 大輝(2) 6.20(-2.2) 松岡 雄斗(1) 6.13(+0.7) 宮澤 憲二 6.07(-1.1) 村瀬 直希(2) 6.03(+0.4) 奥原 隼太(2) 6.03(+2.0) 下川 一樹(1) 6.00(+3.2)

走幅跳 松本深志高 松本大 松本深志高 松本深志高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本美須々ヶ丘高 松商学園高 大町北高
 8/18 尾崎 雄介(2) 11.54 細田  歩(1) 9.50 牧野 圭介 9.21 石崎 智裕(2) 8.60 福田 淳 8.51 濵 直輝(1) 8.18 小竹 脩斗(1) 8.02 荻澤 昌俊(1) 7.95

砲丸投 松本大 塩尻志学館高 松本陸協 松本深志高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 梓川高 松本県ヶ丘高 大町北高
 8/18 川舩 惇弘(2) 45.73 丸山 幹稀(1) 45.38 千國 達哉(1) 42.11 古林 泰紀(1) 42.10 高山 雄司(1) 42.04 古畑 翼(2) 40.65 望月 政和 40.65 大藏 拓真(2) 38.23

やり投 梓川高 梓川高 大町北高 塩尻志学館高 松商学園高 木曽青峰高 安曇野陸協 梓川高
 8/18 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野      43.18 大町高       44.14 松本深志高       44.23 塩尻志学館高      44.26 木曽青峰高       44.37 松本美須々丘高      45.20 大町北高       47.37

4×100m 伊藤 将希 松澤 直樹(2) 大久保 達弥(2) 中村  健(2) 田鹿 直起(2) 青島 圭佑(2) 浅野  豪(2)
内山 幹雄 松井 一陽(2) 山﨑 大輝(2) 三村 航輝(2) 川井 渓太(1) 忠地 大成(2) 千國 達哉(1)
岡本 真平 宮坂 僚(2) 塩田 雅人(1) 古林 泰紀(1) 中島 大智(2) 村瀬 直希(2) 船津  洸(2)
中畑 恭介 勝野 涼大(2) 中野 涼介(2) 太田  敦(2) 樽沢 紘人(2) 東山 壱成(2) 下川 一樹(1)

 8/18 松本深志高     3:31.64 塩尻志学館高    3:33.36 豊科高     3:33.86 木曽青峰高     3:35.77 松商学園高     3:36.24 大町高     3:37.85 松本蟻ヶ崎高    3:40.28 松本県ヶ丘高    3:41.53
4×400m 山下 紘永(1) 古林 泰紀(1) 藤松 楓季(2) 川井 渓太(1) 小林 拓未(1) 因幡 将吾(1) 小林 航(2) 永田 望海(1)

山﨑 大輝(2) 三村 航輝(2) 松本 卓也(2) 田鹿 直起(2) 奥原 隼太(2) 薛 玄太郎(1) 宮原 史樹(1) 百瀬 弦(2)
秋山 和範(1) 中村  健(2) 飯島 伸広(1) 和田 孝太(2) 高山 雄司(1) 佐藤 公則(2) 千國 剛史(2) 齊藤 駿太(1)
中野 涼介(2) 太田  敦(2) 藤原 利章(1) 中島 大智(2) 水島 優(2) 平田 元(2) 降籏 敬(2) 村瀬 崚(2)

 8/18 中学男子  -5.7飯島 拓海(3) 12.15 竹内 誠(3) 12.32 小谷 渓太(2) 12.41 中嶋 謙(1) 12.59 下川 省吾(3) 12.61 柳沢 直生(1) 12.84 藤澤 武(1) 12.91 平林 聖也(3) 12.92
100m 豊科北中 穂高東中 福島中 清水中 穂高西中 塩尻西部中 菅野中 穂高西中

 8/18 髙木 涼太(3) 54.70 手塚 大喜(3) 55.23 有賀 健(3) 57.42 中沢 夏輝(2) 58.96 池上 一希(3) 59.32 片田 慎人(2) 1:01.06 山﨑 翔馬(2) 1:01.09
400m 豊科北中 信明中 穂高西中 菅野中 清水中 梓川中 梓川中

 8/18 下條 源太郎(2) 9:41.30 真島 雅季(3) 10:09.09 古川 晴貴(1) 10:12.58 吉野 元貴(3) 10:20.60 小澤 大輝(1) 10:26.60 長谷川 潤(2) 10:33.08 宮阪 紘平(3) 10:35.26 菅沼 直紘(1) 10:37.64
3000m 附属松本中 北安松川中 南木曽中 穂高西中 穂高東中 大町第一中 丘中 鉢盛中

 8/18  -1.6小松 太一(3) 15.64 花形 駿介(3) 17.13 岡田 大志(3) 17.27 深谷 文太(2) 18.51 飯吉 杏純(2) 18.96 小松 勇人(2) 19.53 渡邊 琢磨(2) 20.20 太田 耕司(2) 20.49
110mH(0.914m) 信明中 GR 豊科北中 清水中 大町第一中 丸ﾉ内中 筑摩野中 塩尻広陵中 旭町中

 8/18 小野 寛貴(3) 1.80 長澤 一輝(2) 1.60 北野 玄仁(2) 1.50 渡邊 琢磨(2) 1.50 藤島 晋一郎(2) 1.45 田中 佑八(2) 1.45 横内 飛哉(2) 1.40 廣部 幹也(2) 1.40
走高跳 穂高西中 大町第一中 清水中 塩尻広陵中 旭町中 高綱中 山辺中 高綱中

 8/18 竹井 温巧(2) 5.71(+0.9) 原 拓実(2) 5.53(+0.7) 矢ヶ崎 至門(1)5.31(+0.4) 丸山 龍之介(2)5.29(+2.8) 杏 直樹(2) 5.26(+0.8) 山本 雄大(2) 5.22(-2.4) 木下 天斗(2) 4.78(-1.0) 劔持 隼人(2) 4.68(+0.9)
走幅跳 開成中 福島中 塩尻広陵中 旭町中 旭町中 丘中 塩尻中 附属松本中

 8/18 奥垣内 崇史(2) 9.72 赤澤 虎太郎(2) 8.51 富田 裕也(2) 8.22 小坂 正海(2) 7.88 金子 周平(1) 7.69 耳塚 泰希(2) 7.37 西田 和樹(1) 6.58 本山 岳志(1) 6.54
砲丸投 鉢盛中 高綱中 旭町中 福島中 信明中 塩尻中 筑摩野中 旭町中

 8/18 豊科北中       45.43 穂高西中       48.81 福島中       49.02 大町第一中       49.33 旭町中       49.53 丸ﾉ内中       49.74 清水中       51.78
4×100m 髙木 涼太(3) GR 有賀 健(3) 大橋 昌矢(2) 大倉 春輝(2) 富田 裕也(2) 権田 将拓(1) 原 佑輝(2)

長﨑 祐介(3) 下川 省吾(3) 小谷 渓太(2) 佐竹 哲寛(1) 杏 直樹(2) 飯吉 杏純(2) 中嶋 謙(1)
花形 駿介(3) 平林 聖也(3) 小坂 正海(2) 松原 聖将(1) 太田 耕司(2) 相澤 翼(1) 池上 一希(3)
飯島 拓海(3) 寺島 利明(3) 原 拓実(2) 深谷 文太(2) 丸山 龍之介(2) 小池 寿輝(2) 岡田 大志(3)



予選 8月18日 10:35
決勝 8月18日 15:05

[ 1組] 風速 -3.3 [ 2組] 風速 -0.5

 1 樋口 克治(3)     11.29 q  1 中畑 恭介     11.49 q
ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 松商学園高 ﾅｶﾊﾀ ｷｮｳｽｹ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 2 宮坂 僚(2)     12.14  2 樽沢 佑弥(2)     11.68 
ﾐﾔｻｶ ﾘｮｳ 大町高 ﾀﾙｻﾜ ﾕｳﾔ 松本大

 3 青島 圭佑(2)     12.29  3 樽沢 紘人(2)     11.89 
ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ 松本美須々ヶ丘高 ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 木曽青峰高

 4 中村 康平(2)     12.30  4 小林 拓未(1)     12.20 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ 田川高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 松商学園高

 5 松岡 雄斗(1)     12.48  5 二木 和輝(2)     12.46 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 松本深志高 ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ 田川高

 6 下川 一樹(1)     12.49  6 高橋 政幸     12.85 
ｼﾓｶﾜ ｶｽﾞｷ 大町北高 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

 7 征矢野 隆夫     13.60 桜井 彰
ｿﾔﾉ ﾀｶｵ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ ｻｸﾗｲ ｱｷﾗ 大北陸協

 8 小松 誠     13.77 中村 祐貴(1)
ｺﾏﾂ ﾏｺﾄ 松本陸協 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 松本県ヶ丘高
赤瀬 崇
ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

[ 3組] 風速 -1.6 [ 4組] 風速 -1.9

 1 矢口 優介(1)     11.73  1 太田  敦(2)     11.22 q
ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘高 ｵｵﾀ ｱﾂｼ 塩尻志学館高

 2 勝野 涼大(2)     11.79  2 伊藤 将希     11.59 q
ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ 大町高 ｲﾄｳ ﾏｻｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 3 中村  健(2)     12.26  3 塩田 雅人(1)     12.06 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ 塩尻志学館高 ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 松本深志高

 4 千國 達哉(1)     12.34  4 宮原 史樹(1)     12.07 
ﾁｸﾆ ﾀﾂﾔ 大町北高 ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ 松本蟻ヶ崎高

 5 花岡 司(2)     12.70  5 島津 英明     12.13 
ﾊﾅｵｶ ﾂｶｻ 白馬高 ｼﾏﾂﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 塩尻陸協

 6 田代  暉(1)     12.73  6 永田 望海(1)     12.34 
ﾀｼﾛ ﾋｶﾘ 木曽青峰高 ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 松本県ヶ丘高
鳥羽 康裕 野口 翔平(1)
ﾄﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ｵｸﾞﾁ ｼｮｳﾍｲ 豊科高
内山 幹雄 南原 透
ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾅﾝﾊﾞﾗ ﾄｵﾙ 安曇野陸協

[ 5組] 風速 -0.8 [ 6組] 風速 -1.7

 1 安藤 直哉(1)     11.31 q  1 水島 優(2)     11.54 q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本大 ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園高

 2 川井 渓太(1)     11.60 q  2 東山 壱成(2)     11.68 
ｶﾜｲ ｹｲﾀ 木曽青峰高 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ 松本美須々ヶ丘高

 3 岡本 真平     11.85  3 古林 泰紀(1)     12.28 
ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 塩尻志学館高

 4 矢ヶ崎 祐介(1)     11.93  4 宮田 拓実(1)     12.42 
ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 田川高 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 創造学園高

 5 小林 航(2)     12.21  5 浅野  豪(2)     12.51 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎高 ｱｻﾉ  ｺﾞｳ 大町北高

 6 田中 大聖(1)     12.46  6 宮澤 一真(1)     12.54 
ﾀﾅｶ ﾀｲｾｲ 大町高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 梓川高

 7 梅田 栄(1)     12.57  7 芳村 健太(1)     12.71 
ｳﾒﾀﾞ ｻｶｴ 明科高 ﾖｼﾑﾗ ｹﾝﾀ 池田工業高

 8 中澤 正人(2)     12.71 松村 富穂
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 梓川高 ﾏﾂｹﾗ ﾄﾐﾎ 松本陸協

風速 -1.5

 1 樋口 克治(3)     10.95 
ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 松商学園高

 2 太田  敦(2)     11.17 
ｵｵﾀ ｱﾂｼ 塩尻志学館高

 3 安藤 直哉(1)     11.28 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本大

 4 中畑 恭介     11.47 
ﾅｶﾊﾀ ｷｮｳｽｹ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 5 伊藤 将希     11.60 
ｲﾄｳ ﾏｻｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 6 樽沢 佑弥(2)     11.67 
ﾀﾙｻﾜ ﾕｳﾔ 松本大

 7 川井 渓太(1)     11.68 
ｶﾜｲ ｹｲﾀ 木曽青峰高

 8 東山 壱成(2)     11.78 
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ 松本美須々ヶ丘高
水島 優(2)
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園高

順 No. 氏  名 所属名

男子

100m
予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

 2323

 2188

記録／備考
 2488

 2055

順

 7060

 2045

  257

 2222

 7054

 1963

記録／備考
 7012
No. 氏  名 所属名

   73

 7066
欠場

 2474

 2189

 7001
欠場

順 No. 氏  名 所属名

 2312
欠場

記録／備考 氏  名順 No.

欠場
 7013

欠場

 2032

 1940

 7002

 2001

 2037

 2314

 2053

記録／備考
 1994

 7005

 7035

 2535

所属名

 2311

欠場

 2391

 2258

 7022
欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名

 7006

 2190

 7051

 1936

所属名 記録／備考
 2500

 2566

 2369

 2061

 2504

 2043

 2321

 1989

 7061
欠場

決勝

 2153

 2094

 2155

記録／備考
 2488

 1994

順 No. 氏  名 所属名

 7005

 7054

 7051

 7012

 2500
欠場

 1936

 2321



予選 8月18日 11:25
決勝 8月18日 14:15

[ 1組] [ 2組]

 1 若林 颯(3)     50.05 q  1 今井 謙人(3)     50.60 q
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志高 ｲﾏｲ ｹﾝﾄ 塩尻志学館高

 2 三村 航輝(2)     51.46 q  2 塚田 拓巳(3)     52.12 q
ﾐﾑﾗ ｺｳｷ 塩尻志学館高 ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園高

 3 松井 一陽(2)     51.48 q  3 山下 紘永(1)     52.24 q
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 大町高 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 松本深志高

 4 古畑 翼(2)     58.37  4 忠地 大成(2)     52.63 
ﾌﾙﾊﾀ ﾂﾊﾞｻ 木曽青峰高 ﾀﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｾｲ 松本美須々ヶ丘高

 5 大野 智裕(1)   1:00.29  5 百瀬 弦(2)     53.24 
ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ 田川高 ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ 松本県ヶ丘高

 6 征矢野 隆夫   1:02.43  6 因幡 将吾(1)     54.42 
ｿﾔﾉ ﾀｶｵ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 大町高

 7 一瀬 拓郎(1)   1:03.44  7 田鹿 直起(2)     54.69 
ｶｽﾞｾ ﾀｸﾛｳ 南安曇農業高 ﾀｼｶ ﾅｵｷ 木曽青峰高
細萱 元太(1)  8 吉井 優貴(2)     57.89 
ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 創造学園高 ﾖｼｲ ﾕｳｷ 大町北高
樋口 克治(3) 中村 雅(1)
ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 松商学園高 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻｼ 田川高

[ 3組]

 1 水島 優(2)     51.26 q
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園高

 2 中島 大智(2)     51.51 q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 木曽青峰高

 3 竹原 諄(1)     53.22 
ﾀｹﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 田川高

 4 佐藤 公則(2)     53.61 
ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 大町高

 5 東山 壱成(2)     54.43 
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ 松本美須々ヶ丘高

 6 大久保 達弥(2)     56.26 
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 松本深志高

 7 奥原 稲穂(2)     59.85 
ｵｸﾊﾗ ｲﾅﾎ 塩尻志学館高
松本 卓也(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 豊科高

 1 若林 颯(3)     49.37 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志高

 2 今井 謙人(3)     50.47 
ｲﾏｲ ｹﾝﾄ 塩尻志学館高

 3 中島 大智(2)     50.55 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 木曽青峰高

 4 水島 優(2)     50.59 
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園高

 5 三村 航輝(2)     50.64 
ﾐﾑﾗ ｺｳｷ 塩尻志学館高

 6 松井 一陽(2)     51.77 
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 大町高

 7 塚田 拓巳(3)     51.97 
ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園高

 8 山下 紘永(1)     52.55 
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 松本深志高
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予選 8月18日 13:50
決勝 8月18日 16:05

[ 1組] [ 2組]

 1 奥谷 瑞貴(1)   2:10.36 q  1 百瀬  遼(1)   2:07.58 q
ｵｸﾀﾆ ﾐｽﾞｷ 木曽青峰高 ﾓﾓｾ  ﾘｮｳ 大町北高

 2 平﨑 柊(2)   2:10.93  2 山崎 航(2)   2:09.74 q
ﾋﾗｻｷ ｼｭｳ 松本美須々ヶ丘高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 松本美須々ヶ丘高

 3 舘林 武(1)   2:24.64  3 平田 元(2)   2:11.11 
ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 梓川高 ﾋﾗﾀ ﾊｼﾞﾒ 大町高

 4 寺島 滉己(1)   2:30.57  4 齊藤 駿太(1)   2:11.40 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｷ 松商学園高 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ 松本県ヶ丘高

 5 一瀬 拓郎(1)   2:32.20  5 熊谷 聖(3)   2:17.17 
ｶｽﾞｾ ﾀｸﾛｳ 南安曇農業高 ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ 松商学園高

 6 等々力 伸彦(1)   2:35.34  6 縣 勇貴(2)   2:24.75 
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾓﾇﾋｺ 松本蟻ヶ崎高 ｱｶﾞﾀ ﾕｳｷ 松商学園高

 7 古畑 朋也(1)   2:45.09 河野 修平(3)
ﾌﾙﾊﾀ ﾄﾓﾔ 大町高 ｺｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 松本美須々ヶ丘高
杉本 拓郎(1) 中山 航大(1)
ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 大町北高 ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 松本深志高

[ 3組]

 1 藤松 楓季(2)   2:03.06 q
ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ 豊科高

 2 藤原 利章(1)   2:07.03 q
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科高

 3 和田 孝太(2)   2:07.07 q
ﾜﾀﾞ ｺｳﾀ 木曽青峰高

 4 牛山 颯太(2)   2:07.39 q
ｳｼﾔﾏ ｿｳﾀ 松本県ヶ丘高

 5 川西 翔太(2)   2:07.70 q
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 松本大

 6 逢澤 智広   2:12.40 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協

 7 関塚 賢悟(2)   2:21.03 
ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ 松本県ヶ丘高
千國 剛史(2)
ﾁｸﾆ ﾀｹｼ 松本蟻ヶ崎高

 1 藤松 楓季(2)   2:04.90 
ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ 豊科高

 2 藤原 利章(1)   2:07.48 
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科高

 3 牛山 颯太(2)   2:07.87 
ｳｼﾔﾏ ｿｳﾀ 松本県ヶ丘高

 4 和田 孝太(2)   2:08.13 
ﾜﾀﾞ ｺｳﾀ 木曽青峰高

 5 奥谷 瑞貴(1)   2:08.62 
ｵｸﾀﾆ ﾐｽﾞｷ 木曽青峰高

 6 山崎 航(2)   2:09.43 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 松本美須々ヶ丘高

 7 百瀬  遼(1)   2:10.30 
ﾓﾓｾ  ﾘｮｳ 大町北高
川西 翔太(2)
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 松本大
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決勝 8月18日 13:00

 1 渡辺 優樹(2)   4:10.82 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 松本深志高

 2 村瀬 崚(2)   4:14.68 
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 松本県ヶ丘高

 3 薛 玄太郎(1)   4:16.44 
ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 大町高

 4 逢澤 智広   4:16.91 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協

 5 松野 淳司   4:17.28 
ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 塩尻市陸協

 6 二村 航平(2)   4:17.65 
ﾆﾑﾗ ｺｳﾍｲ 松商学園高

 7 村上 真也   4:20.70 
ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾔ 塩尻市陸協

 8 中島 健登(2)   4:27.32 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾄ 松商学園高

 9 飯島 伸広(1)   4:28.02 
ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 豊科高

10 山田 大輔(1)   4:29.89 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 南安曇農業高

11 野口 佐介(1)   4:30.10 
ﾉｸﾞﾁ ｻｽｹ 塩尻志学館高

12 中村 優希(3)   4:36.19 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 塩尻志学館高

13 浅村 祐貴(2)   4:37.64 
ｱｻﾑﾗ ﾕｳｷ 松本美須々ヶ丘高

14 中村 恒太   4:38.31 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 北安曇郡陸協

15 清水 順太(1)   4:41.41 
ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 松商学園高

16 佐々木 康二(2)   4:41.68 
ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 豊科高

17 川口 千尋   4:42.67 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ 松本自衛隊

18 波多野 悠人(3)   4:44.18 
ﾊﾀﾉ ﾕｳﾄ 松本大

19 大村 一   4:47.48 
ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 塩尻市役所

20 伊藤 康介(2)   4:53.31 
ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 白馬高
小口 智大(2)
ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 松本深志高
金澤 雅文
ｶﾅｻﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ 松本自衛隊
大野 結雅(1)
ｵｵﾉ ﾕｳｶﾞ 塩尻志学館高
山本 昌希
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本市陸協
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決勝 8月18日  8:30

 1 松野 淳司  15:19.33 塩原 潤(1)
ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 塩尻市陸協 ｼｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 松本深志高

 2 塩原 大  15:43.17 坂野 圭史(2)
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲ 松本市陸協 ｻｶﾉ ｹｲｼ 信州大

 3 丸山 純一  15:50.17 長岡 千豪
ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 安曇野陸協 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｷﾋﾃﾞ 安曇野陸協

 4 丸山 誠也  15:56.88 西村 崚(3)
ﾏﾙﾔﾏ ｾｲﾔ 松本自衛隊 ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳ 松商学園高

 5 関 喜明  15:57.70 榛葉 雄大
ｾｷ ﾖｼｱｷ 松本自衛隊 ｼﾝﾊ ﾀｹﾋﾛ 昭和電工大町

 6 百瀬 永吉  16:13.87 香月 利文
ﾓﾓｾ ﾅｶﾞﾖｼ 松本市陸協 ｶﾂｷ ﾄｼﾌﾐ 松本自衛隊

 7 細井 奨太(2)  16:24.14 
ﾎｿｲ ｼｮｳﾀ 大町高

 8 山田 大輔(1)  16:27.49 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 南安曇農業高

 9 近藤 晃永  16:38.31 
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋｻ 松本市陸協

10 大和田 雅人(1)  16:47.28 
ｵｵﾜﾀﾞ ﾏｻﾄ 大町高

11 中村 優希(3)  16:48.39 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 塩尻志学館高

12 横水 颯太(2)  16:49.93 
ﾖｺﾐｽﾞ ｿｳﾀ 豊科高

13 川島 恵一(1)  16:50.82 
ｶﾜｼﾏ ｹｲｲﾁ 大町北高

14 赤羽 晋治(1)  16:55.13 
ｱｶﾊﾈ ｼﾝｼﾞ 信州大

15 野瀬 雅史(1)  17:06.25 
ﾉｾ ﾏｻﾌﾐ 県ヶ丘高

16 藤原 克幸  17:18.69 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶﾂﾕｷ 安曇野陸協

17 杉村 政徳  17:19.56 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 松本市陸協

18 丸山 充  17:20.64 
ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾂﾙ 松川村AC

19 内川 隆  17:24.34 
ｳﾁｶﾜ ﾀｶｼ 安曇野陸協

20 山本 侑矢(1)  17:31.78 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 松本美須々丘高

21 青木 颯(2)  17:34.78 
ｱｵｷ ﾊﾔﾃ 木曽青峰高

22 田中 晴之輔(1)  17:37.48 
ﾀﾅｶ ﾊﾙﾉｽｹ 松商学園高

23 川口 千尋  17:38.06 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ 松本自衛隊

24 齋藤 拓弥  17:38.86 
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾔ 松本自衛隊

25 大村 一  17:48.21 
ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 塩尻市役所

26 百瀬 州一  17:51.52 
ﾓﾓｾ ｼｭｳｲﾁ 安曇野陸協

27 中村 恒太  17:53.63 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ 北安曇郡陸協

28 大川 柊弥(1)  17:56.13 
ｵｵｶﾜ ﾄｳﾔ 県ヶ丘高

29 手塚 寿利  17:59.00 
ﾃﾂﾞｶ ﾋｻﾄｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

30 楜沢 俊明  18:09.15 
ｸﾙﾐｻﾞﾜ ﾄｼｱｷ 松川村AC

31 舟島 聖也(1)  18:12.73 
ｼﾓﾉﾏｻﾄ 木曽青峰高

32 三井 智也(1)  18:22.65 
ﾐﾂｲ ﾄﾓﾔ 松商学園高

33 植木 康平(2)  18:29.57 
ｳｴｷ ｺｳﾍｲ 松本深志高

34 高嶋 学  19:05.11 
ﾀｶｼﾏ ﾏﾅﾌﾞ 安曇野陸協

35 北村 健  19:37.96 
ｷﾀﾑﾗ ﾀｹｼ 安曇野陸協
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 2548

 7019

 7043

 2313

 7020

 2331

 7037

 2465

 7049

 1969

 7026

 7023

 7050

 2306

 7008

 7069

 7017

 7025

 7038

 2244

 1938

 2477

No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

 2256
欠場

 7048
欠場

欠場
 7036

欠場

 7018
欠場

 2497



決勝 8月18日 15:45

風速 -1.6

 1 松原 大輝     16.31 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 2 伊達 仁哉     16.73 
ﾀﾞﾃ ﾏｻﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 3 降籏 敬(2)     17.45 
ﾌﾙﾊﾀ ｹｲ 松本蟻ヶ崎高

 4 大谷 一貴(1)     17.98 
ｵｵﾔ ｶｽﾞｷ 松本深志高

 5 秋山 和範(1)     18.98 
ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 松本深志高
小幡 卓哉
ｵﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ 東北大
中嶋 友也
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
永田 望海(1)
ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 松本県ヶ丘高

男子

110mH(1.067m)
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

 2368

 2260

 7009

 7004

欠場

 7011
欠場

 2311

 2221

 7067
途中棄権



予選 8月18日 13:10
決勝 8月18日 16:15

[ 1組] [ 2組]
順 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 大町高  2057 松澤 直樹(2)     44.35 q  1 塩尻志学館高  2001 中村  健(2)     44.50 q

ｵｵﾏﾁｺｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ
 2051 松井 一陽(2)  1993 三村 航輝(2)

ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ ﾐﾑﾗ ｺｳｷ
 2055 宮坂 僚(2)  1989 古林 泰紀(1)

ﾐﾔｻｶ ﾘｮｳ ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ
 2053 勝野 涼大(2)  1994 太田  敦(2)

ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ ｵｵﾀ ｱﾂｼ
 2 松本深志高  2258 塩田 雅人(1)     44.65 q  2 木曽青峰高  1968 田鹿 直起(2)     44.66 q

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ｼｵﾀ ﾏｻﾄ ｷｿｾｲﾎｳ ﾀｼｶ ﾅｵｷ
 2251 山﨑 大輝(2)  1936 川井 渓太(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ ｶﾜｲ ｹｲﾀ
 2253 大久保 達弥(2)  1964 中島 大智(2)

ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ
 2247 中野 涼介(2)  1963 樽沢 紘人(2)

ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ
 3 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  7005 伊藤 将希     44.85 q  3 大町北高  2043 浅野  豪(2)     47.38 q

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ｲﾄｳ ﾏｻｷ ｵｵﾏﾁｷﾀｺｳ ｱｻﾉ  ｺﾞｳ
 7013 内山 幹雄  2037 千國 達哉(1)

ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾁｸﾆ ﾀﾂﾔ
 7006 岡本 真平  2046 船津  洸(2)

ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ ﾌﾅﾂﾞ  ﾋｶﾙ
 7012 中畑 恭介  2045 下川 一樹(1)

ﾅｶﾊﾀ ｷｮｳｽｹ ｼﾓｶﾜ ｶｽﾞｷ
 4 田川高  2190 矢ヶ崎 祐介(1)     45.06 q  4 松本蟻ヶ崎高  2391 宮原 史樹(1)     48.34 

ﾀｶﾞﾜｺｳ ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ
 2188 中村 康平(2)  2368 降籏 敬(2)

ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ ﾌﾙﾊﾀ ｹｲ
 2189 二木 和輝(2)  2392 等々力 伸彦(1)

ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ ﾄﾄﾞﾛｷ ﾓﾇﾋｺ
 2934 竹原 諄(1)  2369 小林 航(2)

ﾀｹﾊﾗ ｼﾞｭﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ
 5 松本美須々丘高  2323 青島 圭佑(2)     45.45 q 松商学園高  2476 高山 雄司(1)

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳｺｳ ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 途中棄権
 2326 忠地 大成(2)  2474 小林 拓未(1)

ﾀﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｾｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
 2328 村瀬 直希(2)  2466 奥原 隼太(2)

ﾑﾗｾ ﾅｵｷ ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ
 2321 東山 壱成(2)  2500 水島 優(2)

ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
松本県ヶ丘高  2308 小竹 脩斗(1)
ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｺﾀｹ ﾅｵﾄ 欠場

 2314 矢口 優介(1)
ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ

 2310 塚原 大知(1)
ﾂｶﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ

 2311 永田 望海(1)
ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ

創造学園高
ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝｺｳ 欠場

男子

4×100m
予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  7005 伊藤 将希     43.18 

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ｲﾄｳ ﾏｻｷ
 7013 内山 幹雄

ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ
 7006 岡本 真平

ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ
 7012 中畑 恭介

ﾅｶﾊﾀ ｷｮｳｽｹ
 2 大町高  2057 松澤 直樹(2)     44.14 

ｵｵﾏﾁｺｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ
 2051 松井 一陽(2)

ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ
 2055 宮坂 僚(2)

ﾐﾔｻｶ ﾘｮｳ
 2053 勝野 涼大(2)

ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ
 3 松本深志高  2253 大久保 達弥(2)     44.23 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ
 2251 山﨑 大輝(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ
 2258 塩田 雅人(1)

ｼｵﾀ ﾏｻﾄ
 2247 中野 涼介(2)

ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ
 4 塩尻志学館高  2001 中村  健(2)     44.26 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ
 1993 三村 航輝(2)

ﾐﾑﾗ ｺｳｷ
 1989 古林 泰紀(1)

ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ
 1994 太田  敦(2)

ｵｵﾀ ｱﾂｼ
 5 木曽青峰高  1968 田鹿 直起(2)     44.37 

ｷｿｾｲﾎｳ ﾀｼｶ ﾅｵｷ
 1936 川井 渓太(1)

ｶﾜｲ ｹｲﾀ
 1964 中島 大智(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ
 1963 樽沢 紘人(2)

ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ
 6 松本美須々丘高  2323 青島 圭佑(2)     45.20 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳｺｳ ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ
 2326 忠地 大成(2)

ﾀﾀﾞﾁ ﾀﾞｲｾｲ
 2328 村瀬 直希(2)

ﾑﾗｾ ﾅｵｷ
 2321 東山 壱成(2)

ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ
 7 大町北高  2043 浅野  豪(2)     47.37 

ｵｵﾏﾁｷﾀｺｳ ｱｻﾉ  ｺﾞｳ
 2037 千國 達哉(1)

ﾁｸﾆ ﾀﾂﾔ
 2046 船津  洸(2)

ﾌﾅﾂﾞ  ﾋｶﾙ
 2045 下川 一樹(1)

ｼﾓｶﾜ ｶｽﾞｷ
田川高  2190 矢ヶ崎 祐介(1)
ﾀｶﾞﾜｺｳ ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 欠場

 2188 中村 康平(2)
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ

 2189 二木 和輝(2)
ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ

 2934 竹原 諄(1)
ﾀｹﾊﾗ ｼﾞｭﾝ

男子

4×100m
決勝



決勝 8月18日 16:45

順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 松本深志高  2257 山下 紘永(1)   3:31.64 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ
 2251 山﨑 大輝(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ
 2221 秋山 和範(1)

ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ
 2247 中野 涼介(2)

ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ
 2 塩尻志学館高  1989 古林 泰紀(1)   3:33.36 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ
 1993 三村 航輝(2)

ﾐﾑﾗ ｺｳｷ
 2001 中村  健(2)

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ
 1994 太田  敦(2)

ｵｵﾀ ｱﾂｼ
 3 豊科高  2547 藤松 楓季(2)   3:33.86 

ﾄﾖｼﾅｺｳ ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ
 2549 松本 卓也(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ
 2533 飯島 伸広(1)

ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ
 2532 藤原 利章(1)

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ
 4 木曽青峰高  1936 川井 渓太(1)   3:35.77 

ｷｿｾｲﾎｳ ｶﾜｲ ｹｲﾀ
 1968 田鹿 直起(2)

ﾀｼｶ ﾅｵｷ
 1967 和田 孝太(2)

ﾜﾀﾞ ｺｳﾀ
 1964 中島 大智(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ
 5 松商学園高  2474 小林 拓未(1)   3:36.24 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
 2466 奥原 隼太(2)

ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ
 2476 高山 雄司(1)

ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞ
 2500 水島 優(2)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 6 大町高  2060 因幡 将吾(1)   3:37.85 

ｵｵﾏﾁｺｳ ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ
 2059 薛 玄太郎(1)

ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ
 2052 佐藤 公則(2)

ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ
 2054 平田 元(2)

ﾋﾗﾀ ﾊｼﾞﾒ
 7 松本蟻ヶ崎高  2369 小林 航(2)   3:40.28 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ
 2391 宮原 史樹(1)

ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ
 2366 千國 剛史(2)

ﾁｸﾆ ﾀｹｼ
 2368 降籏 敬(2)

ﾌﾙﾊﾀ ｹｲ
 8 松本県ヶ丘高  2311 永田 望海(1)   3:41.53 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ
 2303 百瀬 弦(2)

ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ
 2309 齊藤 駿太(1)

ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ
 2300 村瀬 崚(2)

ﾑﾗｾ ﾘｮｳ

男子

4×400m
決勝



決勝 8月18日 15:30

1m96 2m01 2m03
松原 大輝 - - - - - o - o xo - 大会ﾀｲ
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 o o xxx
遠藤 聡(2) - - - - - o - o xxx
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 松本深志高
船津  洸(2) - - - o xxo xxx
ﾌﾅﾂﾞ  ﾋｶﾙ 大町北高
田中 潤(4) o xo o xo xxx
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 松本大
鷲澤  遼(2) - xo o xxx
ﾜｼｻﾞﾜ  ﾘｮｳ 大町北高
竹内 康平(1) - o xxx
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ 田川高
二木 和輝(2) - xo xxx
ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ 田川高
宮澤 憲二 o xo xxx
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
諏訪 秀聖(1) 欠場
ｽﾜ ｼｭｳｾｲ 松商学園高
丸山 拓哉(1) 欠場
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 松商学園高
内藤 健生 欠場
ﾅｲﾄｳ ｹﾝｾｲ 安曇野陸協

男子

走高跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 1m83 1m86

 2.01

2  2252
 1.86

1m89 1m92

1  7009

記録

3  2046
 1.75

4  7056
 1.70

5  2044
 1.65

6  2933
 1.60

7  2189
 1.60

7  7007
 1.60

 7021

 2462

 2461



決勝 8月18日 11:30

中野 涼介(2)    x    x   6.89   6.52    -   6.57    6.89 
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 松本深志高   +1.7   +0.8   +0.9    +1.7
樽沢 佑弥(2)   6.28    x    x   6.26    x   6.32    6.32 
ﾀﾙｻﾜ ﾕｳﾔ 松本大   -1.7   -1.2   -0.9    -0.9
山﨑 大輝(2)    x   6.20    x   5.96    -   5.98    6.20 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 松本深志高   -2.2   -1.2   -1.6    -2.2
松岡 雄斗(1)   6.03    x    x   5.89   6.13    o    6.13 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 松本深志高   +1.9   -1.5   +0.7    +0.7
宮澤 憲二   5.91   5.76   6.05   6.07   5.87    o    6.07 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   -0.3   -1.4   +1.0   -1.1   +0.7    -1.1
村瀬 直希(2)    x   6.03   6.01    x    x    x    6.03 
ﾑﾗｾ ﾅｵｷ 松本美須々ヶ丘高   +0.4   +1.7    +0.4
奥原 隼太(2)   5.81    x   6.03    x   5.99    o    6.03 
ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 松商学園高   +0.5   +2.0   -0.6    +2.0
下川 一樹(1)   5.91   6.00   5.95   5.76   5.96   5.95    6.00 
ｼﾓｶﾜ ｶｽﾞｷ 大町北高   +0.3   +3.2   +1.3   -1.2   -1.4   +2.8    +3.2
小林 拓未(1)   5.83   5.75   5.89    5.89 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 松商学園高   -2.9   +0.9   +3.4    +3.4
中澤 正人(2)   5.68   5.73   5.87    5.87 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 梓川高   +0.3   +2.0   +1.4    +1.4
松澤 直樹(2)    x    x   5.79    5.79 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ 大町高   +2.4    +2.4
宮田 拓実(1)   5.56   5.55   5.76    5.76 
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 創造学園高   -2.0   +1.3   +1.3    +1.3
中村  健(2)   2.58    x   5.60    5.60 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ 塩尻志学館高   -1.5   -0.7    -0.7
樽沢 紘人(2)   5.52    x    o    5.52 
ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 木曽青峰高   +1.0    +1.0
塚原 大知(1)   4.92   5.04    o    5.04 
ﾂｶﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 松本県ヶ丘高    0.0   +1.4    +1.4
梅田 栄(1)   5.03    o    x    5.03 
ｳﾒﾀﾞ ｻｶｴ 明科高   +2.8    +2.8
宇佐美 貴大(1)    x   4.90    x    4.90 
ｳｻﾐ ﾀｶﾋﾛ 池田工業高   +2.7    +2.7
青山 広夢(1)   3.16    o    o    3.16 
ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾑ 田川高   +2.1    +2.1
中村 祐貴(1) 欠場
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 松本県ヶ丘高
赤瀬 崇 欠場
ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
瀧本 高博(2) 欠場
ﾀｷﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 松本美須々ヶ丘高
松村 富穂 欠場
ﾏﾂｹﾗ ﾄﾐﾎ 松本陸協
乙川 祥希(3) 欠場
ｵﾄｶﾞﾜ ﾖｼｷ 信州大

 7063

 7001

 2330

 7061

17  2093

18  2935

 2312

14  1963

15  2310

16  2566

11  2057

12  2504

13  2001

8  2045

9  2474

10  2155

5  7007

6  2328

7  2466

2  7054

3  2251

4  2222

記録 備考

1  2247

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

男子

走幅跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月18日  9:00

尾崎 雄介(2)
ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 松本大
細田  歩(1)
ﾎｿﾀﾞ ｱﾕﾑ 塩尻志学館高
牧野 圭介
ﾏｷﾉ ｹｲｽｹ 松本陸協
石崎 智裕(2)
ｲｼｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 松本深志高
福田 淳
ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
濵 直輝(1)
ﾊﾏ ﾅｵｷ 梓川高
小竹 脩斗(1)
ｺﾀｹ ﾅｵﾄ 松本県ヶ丘高
荻澤 昌俊(1)
ｵｷﾞｻﾜ ﾏｻﾄｼ 大町北高
久保田 駿(1)
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 大町北高
花岡 恭行(1)
ﾊﾅｵｶ ﾔｽﾕｷ 白馬高
清沢 彩人(1) 欠場
ｷﾖｻﾜ ｱﾔﾄ 田川高
下川 英樹(1) 欠場
ｼﾓｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 明科高
下野 将人(1) 欠場
ｼﾓﾉ ﾏｻﾄ 木曽青峰高

所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録

男子

砲丸投(7.260kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 備考

1  7058
 10.87  11.07  11.25  11.42  11.37  11.54  11.54 

  9.50   9.12   9.50   8.83
2  1988

  9.40   9.45   9.50 

3  7062
  9.15   9.16   9.21   9.17   9.12   9.21   9.21 

  8.60   8.14    x   8.49
4  2249

  8.12   8.47   8.60 

5  7014
  8.06   8.49    x   8.45   8.21   8.51   8.51 

  8.18   6.89    x    x
6  2152

  7.00   7.87   8.18 

7  2308
   x   7.08   7.31   7.59   7.62   8.02   8.02 

  6.97   7.22   7.53   7.95
8  2036

  7.71   7.44   7.95 

9  2047
  6.02   6.96   6.99   6.99 

  6.14
10  2028

  6.54   6.68   6.68 

 2936

 2564

 1937



決勝 8月18日 15:00

川舩 惇弘(2)
ｶﾜﾌﾈ ｱﾂﾋﾛ 梓川高
丸山 幹稀(1)
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 梓川高
千國 達哉(1)
ﾁｸﾆ ﾀﾂﾔ 大町北高
古林 泰紀(1)
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 塩尻志学館高
高山 雄司(1)
ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 松商学園高
古畑 翼(2)
ﾌﾙﾊﾀ ﾂﾊﾞｻ 木曽青峰高
望月 政和
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ 安曇野陸協
大藏 拓真(2)
ｵｵｸﾗ ﾀｸﾏ 梓川高
丸山 貴由人(2)
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾕﾄ 松商学園高
笠井 優希(1)
ｶｻｲ ﾕｳｷ 松本深志高
福田 淳
ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
上條 健
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
小川 健太(2) 欠場
ｵｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 木曽青峰高

 30.34 

 1970

 31.38 

12  7010
 30.34    x    x

 32.58 

11  7014
   o  31.38    o

10  7080
   o    x  32.58

 38.23 

9  2468
   o    o  35.63  35.63 

   o  40.65 

8  2157
   x    x  36.36    o  38.23    x

   o    o  40.65 

7  7024
   o    o  40.65    o    o

6  1966
 39.92    o    o  40.65

 42.10 

5  2476
 39.58    o    o    o    o  42.04  42.04 

   o  42.11 

4  1989
 42.10    o    o    o    x    o

   o  45.38  45.38 

3  2037
   o  42.11    o    o    o

   x    o    o  45.73 

2  2154
   x    x  43.88    x

-4- -5- -6- 記録 備考

1  2158
   o  45.73    o

男子

やり投(0.800kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



予選 8月18日 10:00
決勝 8月18日 15:10

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +1.2

 1 大倉 春輝(2)     12.65  1 小谷 渓太(2)     12.16 q
ｵｵｸﾗ ﾊﾙｷ 大町第一中 ｺﾀﾆ ｹｲﾀ 福島中

 2 澁谷 郁磨(3)     12.72  2 上原 晟弘(2)     12.68 
ｼﾌﾞﾔ ｲｸﾏ 小谷中 ｳｴﾊﾗ ｱｷﾋﾛ 高綱中

 3 倉科 佳典(2)     12.96  3 伊藤 颯人(2)     13.57 
ｸﾗｼﾅ ﾖｼﾉﾘ 菅野中 ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 鎌田中

 4 青木 大知(1)     13.22  4 中西 竜歩(1)     13.72 
ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ 梓川中 ﾅｶﾆｼ ﾘｭｳﾎ 穂高東中

 5 松崎 咲人(1)     13.98  5 倉又 要輔(1)     14.07 
ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ 塩尻広陵中 ｸﾗﾏﾀ ﾖｳｽｹ 開成中

 6 箭内 理一(1)     14.15  6 市川 レイニア(1)     14.14 
ﾔﾅｲ ﾘｲﾁ 豊科北中 ｲﾁｶﾜ ﾚｲﾆｱ 旭町中

 7 山岡 悠大(2)     15.62  7 横内 遥人(1)     14.36 
ﾔﾏｵｶ ﾕｳﾀﾞｲ 信明中 ﾖｺｳﾁ ﾊﾙﾄ 梓川中

 8 廣瀬 卓哉(1)     16.39 渡邉 昭洋(2)
ﾋﾛｾ ﾀｸﾔ 丘中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 附属松本中
柳澤 友也(2) 小町谷 祥司(1)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾔ 女鳥羽中 ｺﾏﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ 松本秀峰中

[ 3組] 風速 +1.8 [ 4組] 風速 -1.9

 1 飯島 拓海(3)     11.95 q  1 竹内 誠(3)     11.77 q
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 豊科北中 ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ 穂高東中

 2 手塚 知丹(2)     12.73  2 原 佑輝(2)     12.69 
ﾃﾂﾞｶ ﾁﾀﾝ 塩尻中 ﾊﾗ ﾕｳｷ 清水中

 3 寺田 凌(2)     12.97  3 大橋 昌矢(2)     12.71 
ﾃﾗﾀﾞ ﾘｮｳ 鎌田中 ｵｵﾊｼ ｼｮｳﾔ 福島中

 4 上條 肇(1)     13.59  4 福岡 歩武(1)     13.23 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ 菅野中 ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ 豊科北中

 5 横前 洸佑(1)     13.87  5 田中 駿祐(1)     14.03 
ﾖｺﾏｴ ｺｳｽｹ 附属松本中 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 附属松本中

 6 藤澤 玲王(1)     14.20  6 塩原 大智(1)     16.55 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾚｵ 開成中 ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 山辺中

 7 大橋 佑斗(1)     14.65 松田 竣太(1)
ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ 福島中 ﾏﾂﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 丘中

 8 知念 京介(2)     14.85 三山 恒河(1)
ﾁﾈﾝ ｷｮｳｽｹ 高綱中 ﾐﾔﾏ ｺｳｶﾞ 松島中
熊井 進之佑(1)
ｸﾏｲ ｼﾝﾉｽｹ 旭町中

[ 5組] 風速 +1.4 [ 6組] 風速 +1.8

 1 中嶋 謙(1)     12.08 q  1 下川 省吾(3)     12.18 q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 清水中 ｼﾓｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 穂高西中

 2 平林 聖也(3)     12.43 q  2 西村 陽杜(1)     12.89 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ 穂高西中 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 信明中

 3 佐竹 哲寛(1)     12.74  3 石原 亘(1)     13.15 
ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ 大町第一中 ｲｼﾊﾗ ﾜﾀﾙ 筑摩野中

 4 奥垣内 崇史(2)     12.75  4 松永 蓮汰(2)     13.27 
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 鉢盛中 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚﾝﾀ 鉢盛中

 5 三村 拓海(1)     13.99  5 島 裕将(2)     13.41 
ﾐﾑﾗ ﾀｸﾐ 塩尻広陵中 ｼﾏ ﾋﾛﾏｻ 清水中

 6 原田 和摩(1)     14.34  6 渡邉 鈴(2)     14.31 
ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 山辺中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ 高綱中

 7 長嶺 直(1)     14.43  7 都筑 悠佑(1)     14.64 
ﾅｶﾞﾐﾈ ﾅｵ 梓川中 ﾂﾂﾞｸ ﾕｳｽｹ 旭町中

 8 遠藤 光一郎(1)     16.00 橋本 青空(2)
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 信明中 ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ 北安松川中

中学男子

100m
予選 通過基準  8組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考
 3915

 3896

順 No. 氏  名 所属名

 3221

 5949

 3617

 6046
欠場

順

 3186

 3492

 5732

記録／備考
 2861
No. 氏  名 所属名

 3437

 5857

 5971

 5698

 6112
欠場

 6828
欠場

 5796

 3607

記録／備考 順 No.
 3504

順 No. 氏  名 所属名

 5938

 6884

 3147

 5700

 5918

 5780

 5863

 2866

欠場

氏  名 所属名 記録／備考
 3435

 5688

 2859

 5878

 3196
欠場

 3491

 6883

 5834
欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名

 3925

 6078

 5666

 3479

 3634

 5737

 3223

 5880

 5734

 5966

所属名 記録／備考
 3460

 5925

 5797

 6082

 5691

 3775
欠場



[ 7組] 風速 +2.7 [ 8組] 風速 +1.1

 1 北條 飛鳥(2)     12.46  1 藤澤 武(1)     12.34 q
ﾎｳｼﾞｮｳ ｱｽｶ 穂高西中 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｹﾙ 菅野中

 2 権田 将拓(1)     12.63  2 柳沢 直生(1)     12.35 q
ｺﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 丸ﾉ内中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 塩尻西部中

 3 小林 知季(1)     12.92  3 堀 尚裕(1)     13.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 塩尻西部中 ﾎﾘ ﾅｵﾋﾛ 南木曽中

 4 上條 覚士(2)     13.12  4 林 裕貴(2)     13.09 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄｼ 山辺中 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾀｶ 筑摩野中

 5 鈴木 涼(1)     14.35  5 曽根原 亮太(2)     13.44 
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 塩尻中 ｿﾈﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 豊科南中

 6 小出 樹(2)     14.72  6 山崎 千宏(1)     14.31 
ｺｲﾃﾞ ｲﾂｷ 女鳥羽中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾋﾛ 丘中

 7 島津 友祈(1)     14.72 寺沢 拓真(2)
ｼﾏﾂﾞ ﾕｳｷ 筑摩野中 ﾃﾗｻﾜ ﾀｸﾏ 女鳥羽中

 8 長尾 和磨(1)     15.44 梅本 悠希(1)
ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞﾏ 塩尻広陵中 ｳﾒﾓﾄ ﾕｳｷ 開田中

風速 -5.7

 1 飯島 拓海(3)     12.15 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 豊科北中

 2 竹内 誠(3)     12.32 
ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ 穂高東中

 3 小谷 渓太(2)     12.41 
ｺﾀﾆ ｹｲﾀ 福島中

 4 中嶋 謙(1)     12.59 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 清水中

 5 下川 省吾(3)     12.61 
ｼﾓｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 穂高西中

 6 柳沢 直生(1)     12.84 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 塩尻西部中

 7 藤澤 武(1)     12.91 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｹﾙ 菅野中

 8 平林 聖也(3)     12.92 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ 穂高西中

順 No. 氏  名 所属名

中学男子

100m

 5762

 3171

記録／備考 氏  名
 3469

 3170

 2906

 6048

 5984

 5891

 3150

所属名 記録／備考
 5937

 3218

順 No.

 3040

 3521

 3190

欠場

 5981

 6049

欠場

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

 2861

 5666

 3504

 3435

 5937

 3479

 3460

 3170



予選 8月18日 11:40
決勝 8月18日 14:20

[ 1組] [ 2組]

 1 髙木 涼太     54.55 q  1 有賀 健(3)     56.02 q
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 豊科北中 ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ 穂高西中

 2 幸野 藍斗(2)   1:02.47  2 石曽根 歩(1)     59.46 q
ｺｳﾉ ｱｲﾄ 王滝中 ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ 松島中

 3 佐藤 悠真(1)   1:03.05  3 山﨑 翔馬(2)     59.92 q
ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 大町第一中 ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾏ 梓川中

 4 花岡 雅章(2)   1:03.08  4 小坂 正海(2)     59.93 
ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ 菅野中 ｺｻｶ ｾｲｶｲ 福島中

 5 酒井 大輝(1)   1:05.87  5 藤澤 光(2)   1:02.41 
ｻｶｲ ﾀﾞｲｷ 丘中 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 高綱中

 6 愛知 弘一朗(1)   1:09.39  6 今井 啓(1)   1:07.57 
ｱｲﾁ ｺｳｲﾁﾛｳ 清水中 ｲﾏｲ ｹｲ 附属松本中

 7 原田 伊吹(2)   1:11.01  7 斉藤 優斗(1)   1:10.12 
ﾊﾗﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 北安松川中 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ 塩尻西部中

 8 髙山 稜太(1)   1:11.49  8 中川 晴喜(1)   1:22.17 
ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 塩尻広陵中 ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 筑摩野中

 9 忠地 竜生(2)   1:16.99 橋本 青空(2)
ﾀﾀﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ 信明中 ﾊｼﾓﾄ ｿﾗ 北安松川中

[ 3組] [ 4組]

 1 池上 一希(3)     59.31 q  1 手塚 大喜(3)     54.92 q
ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ 清水中 ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 信明中

 2 片田 慎人(2)     59.87 q  2 村瀬 勇哉(2)   1:00.10 
ｶﾀﾀﾞ ﾏｺﾄ 梓川中 ﾑﾗｾ ﾕｳﾔ 梓川中

 3 小林 雅人(2)   1:00.86  3 上條 俊文(2)   1:00.80 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 高綱中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｼﾌﾐ 鉢盛中

 4 北嶋 竣(2)   1:01.82  4 中田 智貴(2)   1:02.38 
ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ 豊科北中 ﾅｶﾀ  ﾄﾓﾀｶ 清水中

 5 小松 寛武(2)   1:05.16  5 兼子 峻(2)   1:07.41 
ｺﾏﾂ ﾋﾛﾀｹ 女鳥羽中 ｶﾈｺ ｼｭﾝ 附属松本中

 6 上嶋 龍斗(1)   1:05.96  6 堀田 雅司(1)   1:10.86 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ 菅野中 ﾎｯﾀ ﾏｻｼ 塩尻広陵中

 7 三島 颯太(1)   1:09.22  7 西村 浩希(1)   1:31.64 
ﾐｼﾏ ｿｳﾀ 鉢盛中 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ 筑摩野中

 8 樋口 晃太(1)   1:13.96 末永 基弘(2)
ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀ 附属松本中 ｽｴﾅｶﾞ ﾓﾄﾋﾛ 山辺中

 9 上條 怜(1)   1:15.72 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾚｲ 丘中

[ 5組]

 1 中沢 夏輝(2)     59.44 q
ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 菅野中

 2 小池 寿輝(2)   1:01.43 
ｺｲｹ ﾏｻｷ 丸ﾉ内中

 3 小倉 雄大(2)   1:03.49 
ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 信明中

 4 塩原 壮彦(1)   1:04.50 
ｼｵﾊﾗ ﾀｹﾋｺ 塩尻中

 5 海川 和哉(3)   1:04.66 
ｳﾐｶﾜ ｶｽﾞﾔ 鉢盛中

 6 山口 将史(2)   1:06.38 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 豊科北中

 7 大和田 悠太(1)   1:09.41 
ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳﾀ 北安松川中

 8 黒木 彪(2)   1:09.47 
ｸﾛｷ ﾋｮｳ 塩尻広陵中

 1 髙木 涼太     54.70 
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 豊科北中

 2 手塚 大喜(3)     55.23 
ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 信明中

 3 有賀 健(3)     57.42 
ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ 穂高西中

 4 中沢 夏輝(2)     58.96 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 菅野中

 5 池上 一希(3)     59.32 
ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ 清水中

 6 片田 慎人(2)   1:01.06 
ｶﾀﾀﾞ ﾏｺﾄ 梓川中

 7 山﨑 翔馬(2)   1:01.09 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾏ 梓川中
石曽根 歩(1)
ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ 松島中
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 3217

 3608

 3778

 5675

 5730

中学男子

400m
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

順 No. 氏  名 所属名 順



決勝 8月18日 10:55

[ 1組] [ 2組]

 1 小澤 大輝(1)  10:26.60  1 下條 源太郎(2)   9:41.30 
ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 穂高東中 ｼﾓｼﾞｮｳ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 附属松本中

 2 下出 弘輔(2)  10:47.85  2 真島 雅季(3)  10:09.09 
ｼﾀﾃ ﾞｺｳｽｹ 王滝中 ﾏｼﾏ ﾏｻｷ 北安松川中

 3 天野 葉紅(2)  11:10.65  3 古川 晴貴(1)  10:12.58 
ｱﾏﾉ ﾊｯｸ 開成中 ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ 南木曽中

 4 原田 伊吹(2)  11:26.32  4 吉野 元貴(3)  10:20.60 
ﾊﾗﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 北安松川中 ﾖｼﾉ ｹﾞﾝｷ 穂高西中

 5 大和田 悠太(1)  11:33.41  5 長谷川 潤(2)  10:33.08 
ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳﾀ 北安松川中 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 大町第一中

 6 小口 貴也(2)  11:34.13  6 宮阪 紘平(3)  10:35.26 
ｵｸﾞﾁ ﾀｶﾔ 両小野中 ﾐﾔｻｶ ｺｳﾍｲ 丘中

 7 武居 昂輝(2)  11:40.43  7 菅沼 直紘(1)  10:37.64 
ﾀｹｲ ｺｳｷ 塩尻広陵中 ｽｶﾞﾇﾏ ﾅｵﾋﾛ 鉢盛中

 8 坂本 大輔(2)  11:42.21  8 万城目 ｶﾙﾛｽ 譲(3)  10:37.65 
ｻｶﾓﾄ ﾀﾞｲｽｹ 豊科北中 ﾏﾝｼﾞｮｳﾒ ｶﾙﾛｽ ｼﾞｮ丘中

 9 百瀬 公一(2)  11:47.62  9 伊藤 留希亜(2)  10:44.82 
ﾓﾓｾ ｺｳｲﾁ 塩尻中 ｲﾄｳ ﾙｷｱ 菅野中

10 田中 一輝(2)  11:48.68 10 太田 隼弥(2)  10:45.58 
ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 女鳥羽中 ｵｵﾀ ｼｭﾝﾔ 信明中

11 藤井 大治(2)  11:51.09 11 坂槇 健汰(1)  10:46.54 
ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲﾁ 塩尻広陵中 ｻｶﾏｷ ｹﾝﾀ 豊科北中

12 栁沼 祐希(2)  11:51.34 12 折井 秀太郎(2)  10:53.14 
ﾔｷﾞﾇﾏ ﾕｳｷ 塩尻広陵中 ｵﾘｲ ｼｭｳﾀﾛｳ 附属松本中

13 大和 翔太郎(2)  11:54.73 13 髙橋 一輝(1)  10:57.73 
ｵｵﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 筑摩野中 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 大町第一中

14 栗田 大地(1)  12:04.18 14 丸山 優太(3)  11:02.42 
ｸﾘﾀ ﾀﾞｲﾁ 清水中 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 菅野中

15 田口 翔斗(1)  12:06.69 15 青沼 潮(2)  11:07.74 
ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ 福島中 ｱｵﾇﾏ ｳｼｵ 信明中

16 久保 鷹貴(2)  12:16.34 16 畠山 龍大(1)  11:16.80 
ｸﾎﾞ ﾀｶｷ 女鳥羽中 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 大町第一中

17 徳原 冬威(2)  12:16.89 17 中村 剛(1)  11:18.73 
ﾄｸﾊﾗ ﾄｳｲ 高綱中 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 鉢盛中

18 樋口 智也(1)  12:35.94 18 川島 翔太(1)  11:24.41 
ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 塩尻西部中 ｶﾜｼﾏ ｼｮｳﾀ 高瀬中

19 岡田 絃希(3)  12:41.57 19 横山 裕(2)  11:30.39 
ｵｶﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 菅野中 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳ 附属松本中

20 鈴木 日左香(1)  12:43.40 20 齊木 俊兵(2)  11:37.65 
ｽｽﾞｷ ﾋｻｶ 開田中 ｻｲｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 清水中

21 高田 湧斗(1)  12:43.57 21 小松 晃人(3)  11:38.44 
ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 開成中 ｺﾏﾂ ｱｷﾄ 丘中

22 田邊 奨(2)  12:43.61 22 小松 和弥(3)  11:41.00 
ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 丸ﾉ内中 ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾔ 信明中

23 中田 智之(2)  13:24.01 百瀬 賢一(3)
ﾅｶﾀ ﾄﾓﾕｷ 旭町中 ﾓﾓｾ ｹﾝｲﾁ 清水中
西田 光孝(2) 上田 桂悟(1)
ﾆｼﾀﾞ ﾐﾂﾀｶ 福島中 ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 鉢盛中
北島 颯(2) 安永 幸太(2)
ｷﾀｼﾞﾏ ﾊﾔﾃ 福島中 ﾔｽﾅｶﾞ ｺｳﾀ 穂高西中
淀 龍成(1)
ﾖﾄﾞ ﾘｭｳｾｲ 小谷中

欠場
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中学男子

3000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名順



   1 下條 源太郎(2) 附属松本中     9:41.30   2   1
   2 真島 雅季(3) 北安松川中    10:09.09   2   2
   3 古川 晴貴(1) 南木曽中    10:12.58   2   3
   4 吉野 元貴(3) 穂高西中    10:20.60   2   4
   5 小澤 大輝(1) 穂高東中    10:26.60   1   1
   6 長谷川 潤(2) 大町第一中    10:33.08   2   5
   7 宮阪 紘平(3) 丘中    10:35.26   2   6
   8 菅沼 直紘(1) 鉢盛中    10:37.64   2   7
   9 万城目 ｶﾙﾛｽ 譲(3) 丘中    10:37.65   2   8
  10 伊藤 留希亜(2) 菅野中    10:44.82   2   9
  11 太田 隼弥(2) 信明中    10:45.58   2  10
  12 坂槇 健汰(1) 豊科北中    10:46.54   2  11
  13 下出 弘輔(2) 王滝中    10:47.85   1   2
  14 折井 秀太郎(2) 附属松本中    10:53.14   2  12
  15 髙橋 一輝(1) 大町第一中    10:57.73   2  13
  16 丸山 優太(3) 菅野中    11:02.42   2  14
  17 青沼 潮(2) 信明中    11:07.74   2  15
  18 天野 葉紅(2) 開成中    11:10.65   1   3
  19 畠山 龍大(1) 大町第一中    11:16.80   2  16
  20 中村 剛(1) 鉢盛中    11:18.73   2  17
  21 川島 翔太(1) 高瀬中    11:24.41   2  18
  22 原田 伊吹(2) 北安松川中    11:26.32   1   4
  23 横山 裕(2) 附属松本中    11:30.39   2  19
  24 大和田 悠太(1) 北安松川中    11:33.41   1   5
  25 小口 貴也(2) 両小野中    11:34.13   1   6
  26 齊木 俊兵(2) 清水中    11:37.65   2  20
  27 小松 晃人(3) 丘中    11:38.44   2  21
  28 武居 昂輝(2) 塩尻広陵中    11:40.43   1   7
  29 小松 和弥(3) 信明中    11:41.00   2  22
  30 坂本 大輔(2) 豊科北中    11:42.21   1   8
  31 百瀬 公一(2) 塩尻中    11:47.62   1   9
  32 田中 一輝(2) 女鳥羽中    11:48.68   1  10
  33 藤井 大治(2) 塩尻広陵中    11:51.09   1  11
  34 栁沼 祐希(2) 塩尻広陵中    11:51.34   1  12
  35 大和 翔太郎(2) 筑摩野中    11:54.73   1  13
  36 栗田 大地(1) 清水中    12:04.18   1  14
  37 田口 翔斗(1) 福島中    12:06.69   1  15
  38 久保 鷹貴(2) 女鳥羽中    12:16.34   1  16
  39 徳原 冬威(2) 高綱中    12:16.89   1  17
  40 樋口 智也(1) 塩尻西部中    12:35.94   1  18
  41 岡田 絃希(3) 菅野中    12:41.57   1  19
  42 鈴木 日左香(1) 開田中    12:43.40   1  20
  43 高田 湧斗(1) 開成中    12:43.57   1  21
  44 田邊 奨(2) 丸ﾉ内中    12:43.61   1  22
  45 中田 智之(2) 旭町中    13:24.01   1  23
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所属名順位 No. 氏  名

中学男子

3000m
タイムレース

順位記録



予選 8月18日  9:10
決勝 8月18日 15:40

[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 -1.5

 1 小松 太一(3)     15.36 q  1 岡田 大志(3)     16.89 q
ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 信明中 ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ 清水中

 2 深谷 文太(2)     18.42 q  2 花形 駿介(3)     17.48 q
ﾌｶﾔ ﾌﾞﾝﾀ 大町第一中 ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 豊科北中

 3 飯吉 杏純(2)     18.70 q  3 太田 耕司(2)     19.24 q
ｲｲﾖｼ ｱｽﾞﾐ 丸ﾉ内中 ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ 旭町中

 4 小松 勇人(2)     19.66 q  4 渡邊 琢磨(2)     20.57 q
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 筑摩野中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 塩尻広陵中

 5 東平 将孝(3)     20.66  5 大倉 拓也(2)     20.61 
ﾄｳﾍｲ ﾏｻﾀｶ 王滝中 ｵｵｸﾗ ﾀｸﾔ 王滝中

 6 村田 瞭(1)     21.12  6 和田 友哉(2)     22.08 
ﾑﾗﾀ ﾘｮｳ 附属松本中 ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾔ 附属松本中

 7 小池 孝憲(1)     21.19 
ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ 旭町中

風速 -1.6

 1 小松 太一(3)     15.64 
ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 信明中

 2 花形 駿介(3)     17.13 
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 豊科北中

 3 岡田 大志(3)     17.27 
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ 清水中

 4 深谷 文太(2)     18.51 
ﾌｶﾔ ﾌﾞﾝﾀ 大町第一中

 5 飯吉 杏純(2)     18.96 
ｲｲﾖｼ ｱｽﾞﾐ 丸ﾉ内中

 6 小松 勇人(2)     19.53 
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 筑摩野中

 7 渡邊 琢磨(2)     20.20 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 塩尻広陵中

 8 太田 耕司(2)     20.49 
ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ 旭町中
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予選 8月18日 13:35
決勝 8月18日 16:35

[ 1組] [ 2組]
順 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 福島中  2859 大橋 昌矢(2)     48.59 q  1 豊科北中  3501 髙木 涼太(3)     45.54 q

ﾌｸｼﾏﾁｭｳ ｵｵﾊｼ ｼｮｳﾔ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 大会新
 2861 小谷 渓太(2)  3502 長﨑 祐介(3)

ｺﾀﾆ ｹｲﾀ ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ
 2860 小坂 正海(2)  3500 花形 駿介(3)

ｺｻｶ ｾｲｶｲ ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ
 2864 原 拓実(2)  3504 飯島 拓海(3)

ﾊﾗ ﾀｸﾐ ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ
 2 大町第一中  3915 大倉 春輝(2)     48.73 q  2 清水中  5688 原 佑輝(2)     47.89 q

ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳ ｵｵｸﾗ ﾊﾙｷ ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ﾊﾗ ﾕｳｷ
 3925 佐竹 哲寛(1)  5666 中嶋 謙(1)

ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ
 3926 松原 聖将(1)  5675 池上 一希(3)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ
 3922 深谷 文太(2)  5680 岡田 大志(3)

ﾌｶﾔ ﾌﾞﾝﾀ ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ
 3 菅野中  5946 中條 開吏(1)     50.96  3 穂高西中  3457 有賀 健(3)     48.42 q

ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ﾅｶｼﾞｮｳ ｶｲﾘ ﾎﾀｶﾆｼﾁｭｳ ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ
 5947 前澤 圭人(2)  3460 下川 省吾(3)

ﾏｴｻﾞﾜ ｹｲﾄ ｼﾓｶﾜ ｼｮｳｺﾞ
 5963 本田 翔哉(1)  3479 平林 聖也(3)

ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾔ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ
 5949 倉科 佳典(2)  3478 寺島 利明(3)

ｸﾗｼﾅ ﾖｼﾉﾘ ﾃﾗｼﾏ ﾄｼｱｷ
 4 塩尻広陵中  3235 小林 隼(2)     51.26  4 旭町中  5794 富田 裕也(2)     49.60 q

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾄﾐﾀ ﾕｳﾔ
 3232 熊谷 悟(2)  5791 杏 直樹(2)

ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ ｶﾗﾓﾓ ﾅｵｷ
 3230 長尾 飛呂(2)  5793 太田 耕司(2)

ﾅｶﾞｵ ﾋﾛ ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ
 3231 渡邊 琢磨(2)  5795 丸山 龍之介(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ ﾏﾙｲﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ
 5 附属松本中  6884 横前 洸佑(1)     52.71  5 丸ﾉ内中  5762 権田 将拓(1)     49.71 q

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ﾖｺﾏｴ ｺｳｽｹ ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ ｺﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ
 6883 田中 駿祐(1)  5761 飯吉 杏純(2)

ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ ｲｲﾖｼ ｱｽﾞﾐ
 6115 劔持 隼人(2)  5764 相澤 翼(1)

ｹﾝﾓﾁ ﾊﾔﾄ ｱｲｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ
 6122 下條 源太郎(2)  5760 小池 寿輝(2)

ｼﾓｼﾞｮｳ ｹﾞﾝﾀﾛｳ ｺｲｹ ﾏｻｷ
 6 開成中  5863 藤澤 玲王(1)     53.74  6 高綱中  5923 中澤 達也(2)     50.46 q

ｶｲｾｲﾁｭｳ ﾌｼﾞｻﾜ ﾚｵ ﾀｶﾂﾅﾁｭｳ ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
 5857 倉又 要輔(1)  5917 上原 晟弘(2)

ｸﾗﾏﾀ ﾖｳｽｹ ｳｴﾊﾗ ｱｷﾋﾛ
 5866 髙根 開(2)  5919 赤澤 虎太郎(2)

ﾀｶﾈ ｶｲ ｱｶｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ
 5873 竹井 温巧(2)  5915 小林 雅人(2)

ﾀｹｲ ﾏｻﾖｼ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ
 7 塩尻西部中  3176 斉藤 優斗(1)     58.51  7 塩尻中  3150 鈴木 涼(1)     57.67 

ｼｵｼﾞﾘｾｲﾌﾞﾁｭｳ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ ｼｵｼﾞﾘﾁｭｳ ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ
 3175 樋口 智也(1)  3143 飯嶋 一紀(1)

ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ
 3174 塩原 崇史(1)  3144 小山 二千翔(1)

ｼｵﾊﾗ ﾀｶﾌﾐ ｺﾔﾏ ﾆﾁｶ
 3171 小林 知季(1)  3139 鈴木 蓮(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ ｽｽﾞｷ ﾚﾝ
 8 梓川中  3632 水上 健吾(1)   1:02.48 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳ ﾐｽﾞｶﾐ ｹﾝｺﾞ
 3634 長嶺 直(1)

ﾅｶﾞﾐﾈ ﾅｵ
 3627 齊藤 龍志(1)

ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ
 3617 青木 大知(1)

ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ

中学男子

4×100m
予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 豊科北中  3501 髙木 涼太(3)     45.43 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 大会新
 3502 長﨑 祐介(3)

ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ
 3500 花形 駿介(3)

ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ
 3504 飯島 拓海(3)

ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ
 2 穂高西中  3457 有賀 健(3)     48.81 

ﾎﾀｶﾆｼﾁｭｳ ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ
 3460 下川 省吾(3)

ｼﾓｶﾜ ｼｮｳｺﾞ
 3479 平林 聖也(3)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ
 3478 寺島 利明(3)

ﾃﾗｼﾏ ﾄｼｱｷ
 3 福島中  2859 大橋 昌矢(2)     49.02 

ﾌｸｼﾏﾁｭｳ ｵｵﾊｼ ｼｮｳﾔ
 2861 小谷 渓太(2)

ｺﾀﾆ ｹｲﾀ
 2860 小坂 正海(2)

ｺｻｶ ｾｲｶｲ
 2864 原 拓実(2)

ﾊﾗ ﾀｸﾐ
 4 大町第一中  3915 大倉 春輝(2)     49.33 

ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳ ｵｵｸﾗ ﾊﾙｷ
 3925 佐竹 哲寛(1)

ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ
 3926 松原 聖将(1)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ
 3922 深谷 文太(2)

ﾌｶﾔ ﾌﾞﾝﾀ
 5 旭町中  5794 富田 裕也(2)     49.53 

ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾄﾐﾀ ﾕｳﾔ
 5791 杏 直樹(2)

ｶﾗﾓﾓ ﾅｵｷ
 5793 太田 耕司(2)

ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ
 5795 丸山 龍之介(2)

ﾏﾙｲﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ
 6 丸ﾉ内中  5762 権田 将拓(1)     49.74 

ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ ｺﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ
 5761 飯吉 杏純(2)

ｲｲﾖｼ ｱｽﾞﾐ
 5764 相澤 翼(1)

ｱｲｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ
 5760 小池 寿輝(2)

ｺｲｹ ﾏｻｷ
 7 清水中  5688 原 佑輝(2)     51.78 

ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ﾊﾗ ﾕｳｷ
 5666 中嶋 謙(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ
 5675 池上 一希(3)

ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ
 5680 岡田 大志(3)

ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ
高綱中  5923 中澤 達也(2)
ﾀｶﾂﾅﾁｭｳ ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 失格

 5917 上原 晟弘(2) R1(1-2)
ｳｴﾊﾗ ｱｷﾋﾛ

 5919 赤澤 虎太郎(2)
ｱｶｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ

 5915 小林 雅人(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ

中学男子

4×100m
決勝



決勝 8月18日 11:30

1m65 1m68 1m71 1m74 1m77 1m80 1m83
小野 寛貴(3) - - - - - - - - - -
ｵﾉ ﾋﾛｷ 穂高西中 - o - o xo xxo xxx
長澤 一輝(2) - - - - - - - o o o
ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 大町第一中 xxx
北野 玄仁(2) - - - - - - o o xxx
ｷﾀﾉ ﾊﾙﾋﾄ 清水中
渡邊 琢磨(2) o o o o o o xo xxo xxx
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 塩尻広陵中
藤島 晋一郎(2) - - - - xo o o xxx
ﾌｼﾞｼﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 旭町中
田中 佑八(2) - - - o o xxo xxo xxx
ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 高綱中
横内 飛哉(2) o o o o xo o xxx
ﾖｺｳﾁ ﾀｶﾔ 山辺中
廣部 幹也(2) - - - o o xo xxx
ﾋﾛﾍﾞ ﾐｷﾔ 高綱中
宮入 太優(1) o o o o xx- x
ﾐﾔｲﾘ ﾀｲﾕｳ 丘中
塚原 友都(1) o o o xo xxx
ﾂｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 筑摩野中
藤村 良汰(2) - o o xxo xxx
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 旭町中
岩垂 龍吾(1) o o o xxx
ｲﾜﾀﾞﾚ ﾘｭｳｺﾞ 菅野中
上嶋 辰輝(1) o xxx
ｳｴｼﾏ ﾀﾂｷ 筑摩野中
笠原 理央(1) xo xxx
ｶｻﾊﾗ ﾘｵ 附属松本中
西牧 廉(1) xxx 記録なし
ﾆｼﾏｷ ﾚﾝ 清水中
安田 壮太(1) 欠場
ﾔｽﾀﾞ ｿｳﾀ 塩尻広陵中

 3225

 5672

14  6891
 1.15

13  5987
 1.15

12  5945
 1.25

11  5792
 1.30

10  5988
 1.30

9  3189
 1.30

8  5916
 1.40

7  5890
 1.40

6  5921
 1.45

5  5790
 1.45

4  3231
 1.50

3  5689
 1.50

1m55 1m60

1  3458
 1.80

2  3917
 1.60

記録 備考
1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50

中学男子

走高跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 8月18日  9:00

竹井 温巧(2)   5.71    x   4.01    x    o    x    5.71 
ﾀｹｲ ﾏｻﾖｼ 開成中   +0.9   -0.1    +0.9
原 拓実(2)   5.08   5.53   5.21   5.15   5.14   5.40    5.53 
ﾊﾗ ﾀｸﾐ 福島中   -0.1   +0.7   +0.1   +2.6   +0.8   +1.2    +0.7
矢ヶ崎 至門(1)   5.31   5.20   5.12   4.99   4.78   5.11    5.31 
ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ 塩尻広陵中   +0.4   +2.0   -0.9   +1.1   -0.2   -3.5    +0.4
丸山 龍之介(2)    x    x   5.13   5.29   5.15   4.80    5.29 
ﾏﾙｲﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 旭町中   -2.1   +2.8   +0.3   -1.9    +2.8
杏 直樹(2)   5.26   5.19   5.12   4.96   5.23   5.05    5.26 
ｶﾗﾓﾓ ﾅｵｷ 旭町中   +0.8   -0.9   +0.9   +1.4   -0.9   -2.5    +0.8
山本 雄大(2)    x   5.22   5.14    x   5.20    x    5.22 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 丘中   -2.4   -1.8   -0.4    -2.4
木下 天斗(2)   4.44   4.56    o   4.78   4.54    o    4.78 
ｷﾉｼﾀ ﾀｶﾄ 塩尻中   -0.9   +0.7   -1.0   +0.7    -1.0
劔持 隼人(2)   4.68   4.44    o   4.46   4.27   4.13    4.68 
ｹﾝﾓﾁ ﾊﾔﾄ 附属松本中   +0.9   -1.6   -1.0   +0.1   -0.1    +0.9
中澤 達也(2)   4.47   4.52   4.54    4.54 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 高綱中   +0.5   +1.7   -1.1    -1.1
見形 光樹(2)   4.53   4.36    o    4.53 
ﾐｶﾀ ﾐﾂｷ 梓川中   +2.4   -0.8    +2.4
松原 聖将(1)   4.52   4.28   4.34    4.52 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ 大町第一中   +1.3   +1.0   +2.3    +1.3
丸山 諒太(2)    x    x   4.52    4.52 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 筑摩野中   -1.3    -1.3
相澤 翼(1)   3.86   4.31   4.24    4.31 
ｱｲｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 丸ﾉ内中   +2.0   +1.6    0.0    +1.6
髙根 開(2)   4.27   4.24   4.11    4.27 
ﾀｶﾈ ｶｲ 開成中   +2.0   +1.1   -3.2    +2.0
長谷尾 達哉(2)   3.84   4.17    o    4.17 
ﾊｾｵ ﾀﾂﾔ 大町第一中   +2.1   +0.8    +0.8
宮田 昂育(2)   4.17    o    o    4.17 
ﾐﾔﾀ ｺｳｽｹ 塩尻中   +1.3    +1.3
刀祢 槙斗(2)    x   4.13    o    4.13 
ﾄﾈ ﾏｷﾄ 附属松本中   +1.3    +1.3
武田 航一郎(2)   3.80   4.08    o    4.08 
ﾀｹﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 鎌田中   +1.4   +0.1    +0.1
飯嶋 一紀(1)    x   3.83    o    3.83 
ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 塩尻中    0.0     0.0
浅野 拓真(2)   3.82    o    o    3.82 
ｱｻﾉ ﾀｸﾏ 穂高東中   +3.9    +3.9
塩原 崇史(1)    x   3.69    o    3.69 
ｼｵﾊﾗ ﾀｶﾌﾐ 塩尻西部中   +1.9    +1.9
下坂 祐弥(1)    x   3.40    o    3.40 
ｼﾓｻｶ ﾕｳﾔ 清水中   +2.0    +2.0
古坂 悠貴(1)   3.30    o    o    3.30 
ﾌﾙｻｶ ﾕｳｷ 福島中   +1.3    +1.3
丸山 嗣温(2)    x   3.30    o    3.30 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｵﾝ 豊科北中   +1.9    +1.9
平野 雄大(1)   3.23    o    o    3.23 
ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 山辺中   +1.7    +1.7
井口 彦宗(1)   3.23    o    o    3.23 
ｲｸﾞﾁ ﾋﾛﾑﾈ 信明中   +2.2    +2.2
若林 和冶(2)   3.19    o    o    3.19 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ 山辺中   +2.6    +2.6
田中 景(2)   2.62    o    x    2.62 
ﾀﾅｶ ｹｲ 丘中   -0.9    -0.9
山本 将裕(1)    x    x    x 記録なし
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 塩尻広陵中
牛山 裕也(1) 欠場
ｳｼﾔﾏ ﾕｳﾔ 塩尻西部中
鰐川 采斗(2) 欠場
ﾜﾆｶﾜ ｱﾔﾄ 松島中
大久保 大和(2) 欠場
ｵｵｸﾎﾞ ﾔﾏﾄ 高綱中
進藤 拓海(1) 欠場
ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 清水中
小町谷 祥司(1) 欠場
ｺﾏﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ 松本秀峰中

 6828

 5914

 5695

 5054

 3173

 5831

25  5735

27  5888

28  3193

23  2876

23  3511

25  5881

20  3451

21  3174

22  5694

17  6125

18  5699

19  3143

14  5866

15  3919

16  3130

11  3926

12  5982

13  5764

8  6115

9  5923

10  3615

5  5791

6  3194

7  3134

2  2864

3  3220

4  5795

記録 備考

1  5873

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

中学男子

走幅跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月18日 10:30

奥垣内 崇史(2)
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 鉢盛中
赤澤 虎太郎(2)
ｱｶｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 高綱中
富田 裕也(2)
ﾄﾐﾀ ﾕｳﾔ 旭町中
小坂 正海(2)
ｺｻｶ ｾｲｶｲ 福島中
金子 周平(1)
ｶﾈｺ ｼｭｳﾍｲ 信明中
耳塚 泰希(2)
ﾐﾐﾂﾞｶ ﾀｲｷ 塩尻中
西田 和樹(1)
ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 筑摩野中
本山 岳志(1)
ﾓﾄﾔﾏ ﾀｹｼ 旭町中
林 浩太朗(2)
ﾊﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ 王滝中
下村 亮也(1)
ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳﾔ 王滝中
花岡 拓登(1)
ﾊﾅｵｶ ﾀｸﾄ 附属松本中
鈴木 日左香(1)
ｽｽﾞｷ ﾋｻｶ 開田中
小笠原 一真(1) 記録なし
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞﾏ 高綱中
駿河 充(2) 欠場
ｽﾙｶﾞ ﾐﾂﾙ 附属松本中

   x    x

 6113

 5906
   x

   -   4.72 

  4.40   4.72

12  2907
  4.72   4.58

11  6887
  4.74   4.74 

  5.12   5.12 

  6.33   6.15

10  2951
  4.86   4.99

9  2950
  6.32   6.33 

  4.76   6.22    x   6.54 

  6.24   6.58

  6.19
8  5799

  6.54   4.96

7  5968
   x   5.90   6.33   6.58 

  6.85

  6.31

  6.76   6.89   7.37   6.80
6  3133

  7.37   6.90

5  5738
  7.06   7.11   7.69 

  6.83

  6.82

  7.59   7.88   7.88 

  7.50

  7.34
4  2860

  6.84   7.65

  7.69  6.69

  8.00   8.22 

  8.39   8.49

  7.51    x

2  5919
  8.16   7.98   8.51 

  8.22
3  5794

  7.99   7.94

-4-

  9.28   9.72   9.72 

  8.51   8.30

-1- 記録 備考

1  6078
  9.55   8.77   9.46   9.17

-3--2- -5- -6-

中学男子

砲丸投(5.000kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
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