
第52回長野県中学校総合体育大会夏季大会陸上競技の部(13203002) ﾄﾗｯｸ審判長 藤森　茂幸
主催：長野県中学校体育連盟、長野県教育委員会 跳躍審判長 富松　建夫
　　　　(一財)長野陸上競技協会、長野県市町村教育委員会連絡協議会委員会 投擲審判長 中條　延太郎
【開催日】 平成25年6月29,30日 混成審判長 藤森　茂幸
【主催団体】 長野県中学校体育連盟 決勝記録一覧表 記録主任： 木村　雅樹
(GR:大会新,CR GR:県中学新) 男  子 【競技場】松本平広域公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 6/30 男子1年  +1.9福澤 亮汰(1) 12.13 藤澤 武(1) 12.23 宮下 翼(1) 12.27 柳澤 直生(1) 12.30 塚田 純平(1) 12.40 田中 剣太(1) 12.40 佐竹 哲寛(1) 12.56 室賀 駿一(1) 12.61

100m 駒ヶ根東 菅野 三陽 塩尻西部 犀陵 墨坂 大町第一 木島平
 6/29 大峽 和(0) 4:34.97 松木 悠司(1) 4:35.61 祢津 大翔(1) 4:36.22 白川 大地(1) 4:37.71 古川晴貴(1) 4:37.83 米山 哲弘(1) 4:39.16 小林 大亮(1) 4:42.07 小澤 大輝(1) 4:43.79

1500m 鼎 諏訪西 塩尻広陵 駒ヶ根東 南木曽 佐久長聖 高森 穂高東
 6/30 小町谷 祥司(1)5.46(+1.9) 矢ヶ崎至門(1)5.23(+1.0) 神田 来夢(1) 4.90(+1.6) 五味 丈志(1) 4.89(+0.4) 山浦 渓斗(1) 4.83(+0.8) 菊池 岳仁(1) 4.82(+1.6) 川上 輝(1) 4.78(+1.5) 竹田 昌史(1) 4.76(+1.5)

走幅跳 秀峰 塩尻広陵 望月 軽井沢 望月 原 梓川 信濃
 6/30 男子2年  +1.6木下 博貴(2) 11.22 小出 郁弥(2) 11.33 芦澤 友和(2) 11.77 下田 振全(2) 11.78 平林 柚葵(2) 11.82 園原 昇汰(2) 11.88 園原 悠平(2) 11.94

100m 緑ヶ丘 GR 信濃 GR 川中島 篠ﾉ井西 三郷 阿智 阿智
 6/30 男子3年  -2.6花里 翼(3) 11.36 松﨑 文弥(3) 11.42 上野 恵祐(3) 11.66 坂庭 諒(3) 11.68 澤 拓斗(3) 11.72 下平 和輝(3) 11.82 加藤 大海(3) 12.09 佐山 悠河(3) 12.15

100m 芦原 浅間 須坂東 櫻ヶ岡 長野北部 緑ヶ丘 川中島 筑摩野
 6/30 男子共通  +0.8木村 幸太(3) 22.37 近藤 裕哉(3) 22.86 吉沢智貴(3) 23.05 長﨑 祐介(3) 23.20 斉藤 巧(3) 23.21 飯島 拓海(3) 23.38 竹内 誠(3) 23.45 関 太河(3) 23.59

200m 鉢盛 GR 伊那松川 長野東部 豊科北 波田 豊科北 穂高東 相森
 6/30 高橋 慶(3) 51.49 樋口 一馬(3) 52.27 相場 泰彦(3) 52.32 輪湖 勇哉(3) 52.37 鷲澤 拓海(3) 53.14 大森 晃(3) 53.33 小林 幹(3) 53.75 橋詰 周一(3) 54.34

400m 犀陵 波田 小諸東 附属松本 塩尻西部 附属長野 富士見 更北
 6/30 田畑 嵩明(3) 2:01.00 中島 俊介(3) 2:02.89 太田 裕真(3) 2:03.30 金子 英輝(3) 2:04.77 林 智哉(3) 2:07.39 小平仁(3) 2:08.64 長谷川 遼亮(3) 2:12.18 大月 海世(3) 2:15.25

800m 竜峡 更北 塩尻広陵 諏訪南 野沢 長野東部 犀陵 明科
 6/30 名取 燎太(3) 8:47.96 高木 航志(2) 8:51.74 相馬 崇史(3) 9:00.69 玉井 誠(3) 9:23.00 馬場 隆夫(3) 9:24.82 丸山 幸輝(2) 9:26.36 甘利 大祐(2) 9:32.64 大澤 智樹(3) 9:33.54

3000m 富士見 GR 上田第五 GR 附属松本 広徳 駒ヶ根東 川中島 東御東部 赤穂
 6/30  +0.5小松 太一(3) 15.48 三宅 浩生(3) 15.50 小松 亮介(3) 15.63 岡村宗一郎(3) 15.69 奥原 大輝(3) 15.75 坂田 涼輔(3) 16.01 伊藤 来夢(3) 16.10 渡辺 賢志(3) 16.18

110mH(0.914m) 信明 三郷 旭町 長野東部 大野川 丸子 長峰 山ﾉ内
 6/29 赤羽 達也(3) 1.85 小野 寛貴(3) 1.82 北村 拓弥(3) 東北 1.76 宮島 大介(3) 1.76 川崎 直輝(3) 1.73 吉田 開恩(3) 1.70 東井 隆希(3) 1.70

走高跳 辰野 穂高西 清水 隆寛(3) 裾花 伊那 相森 中野平 三郷
 6/29 男子順位決定 清水 隆寛(3) 1.75 北村 拓弥(3) 1.73

走高跳 裾花 東北
 6/29 内山 朋也(3) 3.80 伊藤 大起(3) 3.70 前田 貴滉(3) 3.70 山崎 大地(3) 3.10 織原 蓮(2) 2.70 小日向 宏天(2) 2.50 相澤 啓太(3) 2.50 池田 孝司(2) 2.50

棒高跳 小布施 永明 春富 信濃 常盤 更北 更北 伊那東部
 6/29 篠崎 貴郁(3) 12.11 奥灘 慎太郎(3) 11.23 北村 将也(3) 10.97 中村 優太(3) 10.65 藤原一斗(3) 10.34 渡邊 誠也(3) 10.21 田中 逸樹(3) 10.08 宮島 雅貴(3) 9.98

砲丸投 信濃 大野川 高社 筑摩野 小谷 犀陵 丸子 高森
 6/30 波田       44.26 犀陵       44.29 緑ヶ丘       44.29 長野北部       44.94 浅間       45.06 長野東部       45.29 附属松本       45.37 豊科北       45.71

4×100m 小澤 玲央(3) 水出 一也(3) 米澤 和真(2) 青木 雅春(3) 山口 智也(3) 黒崎秀樹(3) 輪湖 勇哉(3) 髙木 涼太(3)
斉藤 巧(3) 長谷川 遼亮(3) 下平 竜太(3) 丸山 拓真(3) 松﨑 文弥(3) 吉沢智貴(3) 米倉 敬宏(3) 長﨑 祐介(3)
中村 奈央(3) 高橋 慶(3) 下平 和輝(3) 小島 美佐斗(3) 髙橋 俊満(3) 鈴木達也(3) 中村 彰汰(3) 花形 駿介(3)
樋口 一馬(3) 渡邊 誠也(3) 木下 博貴(2) 澤 拓斗(3) 梅田 隼人(2) 岡村宗一郎(3) 赤堀 拓夢(3) 飯島 拓海(3)

 6/30 荻原 勇吹(3) 2755 竹村 地智(3) 2737 岡田 大志(3) 2255 浅原 隼風(3) 2225 大内 健瑠(3) 2128 永池 優斗(3) 2075 横澤 陸王(3) 2005 荒田 智也(3) 1943
四種競技 岡谷東部 CR GR 東北 CR GR 清水 旭町 飯田高陵 相森 旭町 筑摩野

 6/30 男子2,3年 下村 勇喜(3) 4:15.79 松﨑 健悟(2) 4:18.56 市川 楓(3) 4:20.12 岩崎 真哉(3) 4:20.43 長原 治玄(2) 4:21.89 中谷 雄飛(2) 4:22.98 下條 源太郎(2) 4:24.03 保倉 敏樹(2) 4:25.41
1500m 塩尻広陵 高森 丸子 城南 篠ﾉ井西 下諏訪 附属松本 広徳

 6/30 内山 裕智(3) 6.61(-0.6) 渡辺 素己(3) 6.38(-1.6) 椚谷 和久(3) 6.36(+0.8) 小山 竜司(2) 6.33(+1.8) 増子 良平(3) 6.24(+0.9) 神田 優人(3) 6.22(+1.5) 馬場 将之介(3)6.15(+4.4) 太目 祐二(3) 6.02(+3.1)
走幅跳 信濃 東北 高森 岡谷東部 三郷 望月 富士見 長野西部

 6/30 男子1,2年 篠ﾉ井西       47.65 大町第一       48.58 高森       49.81 丸ﾉ内       49.95 仁科台       50.01 附属長野       50.02 望月       50.09 長野北部       50.13
4×100m 伊東 嵩矢(1) 松原 聖将(1) 光沢 陽(1) 飯吉 杏純(2) 峯邑 拓杜(2) 吉越 佳祐(1) 神田 来夢(1) 池田 凌(1)

下田 振全(2) 佐竹 哲寛(1) 西村 武登(2) 小池 寿輝(2) 伊藤 拓海(2) 竹村 友雅(2) 伊藤 司能(2) 小島 奈津輝(2)
内堀 岳宏(2) 降籏 純也(2) 飛澤 航太(2) 相澤 翼(1) 山元 俊宏(1) 中澤 堅太朗(1) 常田 紀幸(2) 中島 竜輝(1)
土屋 優輝(1) 花澤 知寿(2) 竹村 太一(1) 権田 将拓(1) 西澤 諒(1) 島村 昂輝(2) 菅沢 晴樹(1) 小林 千輝(2)



予選 6月29日 12:35
決勝 6月30日 11:45

長野県中学記録(CR)              10.85 塚原  直貴                   岡谷北部         2000/07/09  
大会記録(GR)                    11.76 

[ 1組] 風速 -2.2 [ 2組] 風速 -2.1

 1 宮下 翼(1)     12.37 q  1 藤澤 武(1)     12.56 q
ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 三陽 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｹﾙ 菅野

 2 福澤 亮汰(1)     12.50 q  2 中嶋 謙(1)     12.61 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 駒ヶ根東 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 清水

 3 大澤 優斗(1)     12.75  3 池田 翔紀(1)     12.63 
ｵｵｻﾜ ﾕｳﾄ 遠山 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ 飯綱

 4 西澤 諒(1)     12.91  4 片桐 聖護(1)     12.79 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ 仁科台 ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ 飯島

 5 井田 幸稀(1)     12.94  5 井出 直哉(1)     13.13 
ｲﾀﾞ ｺｳｷ 丸子 ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 軽井沢

 6 宮澤 亮伍(1)     12.98  6 赤尾嘉祐(1)     13.21 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳｺﾞ 城南 ｱｶｵ ﾋﾛﾏｻ 上田第一

 7 熊谷 尚紀(1)     13.16  7 宮坂 学(1)     13.23 
ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ 旭ヶ丘 ﾐﾔｻｶ ﾏﾅﾌﾞ 岡谷北部

 8 山下 幹生(1)     13.22  8 西村 陽杜(1)     13.29 
ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ 上田第四 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 信明

[ 3組] 風速 +2.4

 1 柳澤 直生(1)     12.17 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 塩尻西部

 2 田中 剣太(1)     12.19 q
ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 墨坂

 3 塚田 純平(1)     12.32 q
ﾂｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 犀陵

 4 室賀 駿一(1)     12.46 q
ﾑﾛｶﾞ ｼｭﾝｲﾁ 木島平

 5 佐竹 哲寛(1)     12.52 q
ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ 大町第一

 6 滝瀬 裕紀(1)     12.64 
ﾀｷｾ ﾕｳｷ 御代田

 7 竹村 太一(1)     12.87 
ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ 高森

 8 菅沢 晴樹(1)     13.15 
ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 望月

風速 +1.9

 1 福澤 亮汰(1)     12.13 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 駒ヶ根東

 2 藤澤 武(1)     12.23 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｹﾙ 菅野

 3 宮下 翼(1)     12.27 
ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 三陽

 4 柳澤 直生(1)     12.30 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 塩尻西部

 5 塚田 純平(1)     12.40 
ﾂｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 犀陵

 6 田中 剣太(1)     12.40 
ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 墨坂

 7 佐竹 哲寛(1)     12.56 
ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ 大町第一

 8 室賀 駿一(1)     12.61 
ﾑﾛｶﾞ ｼｭﾝｲﾁ 木島平

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

男子1年

100m

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

2  1829

所属名 記録／備考
5  5076

8  2396

4  3965

7  4821

6  2558

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

9   943

3   678

3  5666

所属名 記録／備考
4  5937

8   316

9  4552

2  1884

5  5734

7   843

6  1056

所属名 記録／備考
5  3170

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7  5261

4  4379

6  4290

2   349

8  2026

3  3925

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

9   491

2  5937

所属名 記録／備考
9  1829

7  5261

6  5076

5  3170

8  4379

4  4290

3  3925



予選 6月29日 12:50
決勝 6月30日 11:55

長野県中学記録(CR)              10.85 塚原  直貴                   岡谷北部         2000/07/09  
大会記録(GR)                    11.39 

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 -2.0

 1 鳥羽 晃平(2)     11.73 q  1 木下 博貴(2)     11.44 q
ﾄﾊﾞ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井東 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 緑ヶ丘

 2 下田 振全(2)     11.85 q  2 平林 柚葵(2)     12.00 q
ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ 篠ﾉ井西 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 三郷

 3 芦澤 友和(2)     11.91 q  3 近藤 雅哉(2)     12.20 
ｱｼｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 川中島 ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 伊那松川

 4 園原 悠平(2)     11.98 q  4 山浦秀太(2)     12.42 
ｿﾉﾊﾗ ﾕｳﾍｲ 阿智 ﾔﾏｳﾗ ｼｭｳﾀ 上田第一

 5 阿部 響貴(2)     12.06  5 梅田 隼人(2)     12.45 
ｱﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ 浅間 ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ 浅間

 6 清水 隆哉(2)     12.18  6 大倉 春輝(2)     12.50 
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ 御代田 ｵｵｸﾗ ﾊﾙｷ 大町第一

 7 米澤 和真(2)     12.19  7 伊藤 拓海(2)     12.51 
ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 仁科台

 8 金児和幸(2)     12.33  8 杉本 ユウスケ(2)     12.82 
ｶﾈｺｶｽﾞﾕｷ 長野東部 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳｽｹ 中込

[ 3組] 風速 -0.6

 1 小出 郁弥(2)     11.63 q
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 信濃

 2 園原 昇汰(2)     12.03 q
ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 阿智

 3 登内 健太(2)     12.13 
ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 箕輪

 4 鶴田 優斗(2)     12.27 
ﾂﾙﾀ  ﾕｳﾄ 相森

 5 中澤 晴起(2)     12.30 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 御代田

 6 小谷 渓太(2)     12.45 
ｺﾀﾆ ｹｲﾀ 福島

 7 坂中 勇磨(2)     12.46 
ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ 三郷

 8 花澤 知寿(2)     12.68 
ﾊﾅｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 大町第一

風速 +1.6

 1 木下 博貴(2)     11.22 
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 緑ヶ丘

 2 小出 郁弥(2)     11.33 
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 信濃

 3 芦澤 友和(2)     11.77 
ｱｼｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 川中島

 4 下田 振全(2)     11.78 
ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ 篠ﾉ井西

 5 平林 柚葵(2)     11.82 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 三郷

 6 園原 昇汰(2)     11.88 
ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 阿智

 7 園原 悠平(2)     11.94 
ｿﾉﾊﾗ ﾕｳﾍｲ 阿智
鳥羽 晃平(2)
ﾄﾊﾞ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井東

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

男子2年

100m

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

5  5322

所属名 記録／備考
6  5298

2  6173

4  2116

7   341

9  2526

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3  5040

8   251
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4  2534

9   252

2  1990

7   842

8   227

3  3915

6  3958

所属名 記録／備考
7  4582

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3  1581

8  4247

2  2113

4  2861

6  3596

9   342

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5  3921

大会新
5  4582

大会新

所属名 記録／備考
6  2534

2  3597

8  6173

7  5322

4  5298

3  2113

9  2116



予選 6月29日 13:05
決勝 6月30日 12:05

長野県中学記録(CR)              10.85 塚原  直貴                   岡谷北部         2000/07/09  
大会記録(GR)                    10.85 

[ 1組] 風速 +2.8 [ 2組] 風速 +1.6

 1 上野 恵祐(3)     11.38 q  1 松﨑 文弥(3)     11.21 q
ｳｴﾉ ｹｲｽｹ 須坂東 ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 浅間

 2 坂庭 諒(3)     11.40 q  2 澤 拓斗(3)     11.48 q
ｻｶﾆﾜ ﾘｮｳ 櫻ヶ岡 ｻﾜ ﾋﾛﾄ 長野北部

 3 下平 和輝(3)     11.53 q  3 中村 奈央(3)     11.82 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞｷ 緑ヶ丘 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ 波田

 4 佐山 悠河(3)     11.79 q  4 井口 将理(3)     11.86 
ｻﾔﾏ ﾕｳｶﾞ 筑摩野 ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ 清水

 5 加藤 大海(3)     11.81 q  5 山口 直也(3)     11.93 
ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 川中島 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 筑摩野

 6 唐木 大河(3)     11.94  6 塩谷 晃生(3)     11.93 
ｶﾗｷ ﾀｲｶﾞ 伊那 ｼｵﾔ ｺｳｷ 櫻ヶ岡

 7 守矢 竜斗(3)     12.31  7 福島 翔洋(3)     12.28 
ﾓﾘﾔ ﾘｭｳﾄ 依田窪南部 ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾖｳ 辰野
中村 宗弘(3)  8 下平 竜太(3)     12.32 
ﾅｶﾑﾗ ﾑﾈﾋﾛ 大町第一 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｭｳﾀ 緑ヶ丘

[ 3組] 風速 +0.4

 1 花里 翼(3)     11.43 q
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 芦原

 2 小林 佑萬(3)     11.94 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 箕輪

 3 小林 愛怜(3)     12.01 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾚｲ 丸子

 4 五十里 槙哉(3)     12.08 
ｲｿﾘ ｼﾝﾔ 上田第四

 5 廣瀬 凛人(3)     12.12 
ﾋﾛｾ ﾘﾝﾄ 若穂

 6 髙木 涼太(3)     12.19 
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 豊科北

 7 小原 慎平(3)     12.29 
ｺﾊﾗ ｼﾝﾍﾟｲ 駒ヶ根東

 8 倉根 樹希也(3)     12.67 
ｸﾀﾈ  ｼﾞｭｷﾔ 小海

風速 -2.6

 1 花里 翼(3)     11.36 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 芦原

 2 松﨑 文弥(3)     11.42 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 浅間

 3 上野 恵祐(3)     11.66 
ｳｴﾉ ｹｲｽｹ 須坂東

 4 坂庭 諒(3)     11.68 
ｻｶﾆﾜ ﾘｮｳ 櫻ヶ岡

 5 澤 拓斗(3)     11.72 
ｻﾜ ﾋﾛﾄ 長野北部

 6 下平 和輝(3)     11.82 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞｷ 緑ヶ丘

 7 加藤 大海(3)     12.09 
ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 川中島

 8 佐山 悠河(3)     12.15 
ｻﾔﾏ ﾕｳｶﾞ 筑摩野

3  6167

2  5972

9  5162

8  2524

6  4321

4  4959

記録／備考
7   392

5   264

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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7    61
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4  3501

6   675

5   935

9   392

3  1570
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2   740

5  3912

8  6167

7  1656
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男子3年

100m

予選 通過基準  3組  0着 + 8 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 6月29日 11:35
決勝 6月30日 11:05

長野県中学記録(CR)              21.92 塚原　直貴                   岡谷北部         2000/10/27  
大会記録(GR)                    22.80 山本彰一　三村和久           相森　　岡谷東部 1991 2011   

[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 -1.8

 1 近藤 裕哉(3)     23.29 q  1 吉沢智貴(3)     23.33 q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 伊那松川 ﾖｼｻﾞﾜﾄﾓｷ 長野東部

 2 柴本 遼河(3)     24.01  2 長﨑 祐介(3)     23.50 q
ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 南宮 ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 豊科北

 3 宮澤 崇(3)     24.31  3 関 太河(3)     23.77 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ 駒ヶ根東 ｾｷ ﾀｲｶﾞ 相森

 4 古岩井 春樹(3)     24.62  4 斉藤 巧(3)     23.86 q
ｺｲﾜｲ ﾊﾙｷ 川中島 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 波田

 5 宮坂 智史(3)     24.72  5 竹内 誠(3)     23.91 q
ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 上諏訪 ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ 穂高東

 6 光沢 佑人(3)     24.97  6 青木 雅春(3)     24.24 
ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 高森 ｱｵｷ ﾏｻﾊﾙ 長野北部

 7 山口 諒偲(2)     26.12  7 小川 明喜男(3)     24.30 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 東御東部 ｵｶﾞﾜ ｱｷｵ 伊那

 8 茂木 星和(2)     26.87  8 浅井 信弥(3)     25.84 
ﾓﾃｷ ｾﾅ 浅間 ｱｻｲ  ｼﾝﾔ 小海

[ 3組] 風速 -1.2

 1 木村 幸太(3)     22.73 q
ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 鉢盛

 2 飯島 拓海(3)     23.59 q
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 豊科北

 3 上野 利槻(3)     24.35 
ｳｴﾉ ﾘﾂｷ 小布施

 4 遠藤 幹也(3)     24.55 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ 大町第一

 5 藤澤 祐哉(3)     24.55 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾔ 富士見

 6 坂根 遼汰郞(2)     24.92 
ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ 野沢

 7 長坂 勝次(3)     25.30 
ﾅｶﾞｻｶ ｼｮｳｼﾞ 中込

 8 大澤 悠太郎(2)     26.20 
ｵｵｻﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 立科

風速 +0.8

 1 木村 幸太(3)     22.37 
ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 鉢盛

 2 近藤 裕哉(3)     22.86 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 伊那松川

 3 吉沢智貴(3)     23.05 
ﾖｼｻﾞﾜﾄﾓｷ 長野東部

 4 長﨑 祐介(3)     23.20 
ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 豊科北

 5 斉藤 巧(3)     23.21 
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 波田

 6 飯島 拓海(3)     23.38 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 豊科北

 7 竹内 誠(3)     23.45 
ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ 穂高東

 8 関 太河(3)     23.59 
ｾｷ ﾀｲｶﾞ 相森

3  3435

8  6390

2  3247

9  3504

7  5019

4  3502

記録／備考
5  6076

大会新
6  2001

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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男子共通

200m

予選 通過基準  3組  0着 + 8 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 6月29日 11:05
決勝 6月30日 10:50

長野県中学記録(CR)              50.35 大野　裕紀                   赤穂             2007/08/23  
大会記録(GR)                    50.58 佐藤  孝久                   茅野東部         2004        

[ 1組] [ 2組]

 1 相場 泰彦(3)     53.26 q  1 樋口 一馬(3)     52.72 q
ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ 小諸東 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 波田

 2 大森 晃(3)     53.50 q  2 橋詰 周一(3)     53.45 q
ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ 附属長野 ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｭｳｲﾁ 更北

 3 鷲澤 拓海(3)     53.62 q  3 小林 幹(3)     53.54 q
ﾜｼｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 塩尻西部 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝ 富士見

 4 鎌倉 渉(3)     53.81  4 手塚 大喜(3)     54.24 
ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ 飯田高陵 ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 信明

 5 荻原 悠輔(3)     54.82  5 児玉 天晴(3)     54.88 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 御代田 ｺﾀﾞﾏ ﾃﾝｾｲ 軽井沢

 6 成澤  航(3)     56.06  6 中山 智顕(3)     54.89 
ﾅﾙｻﾜ ｺｳ 上田第二 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 中込

 7 小池 直樹(2)     57.64  7 松山周平(2)     55.84 
ｺｲｹ ﾅｵｷ 駒ヶ根東 ﾏﾂﾔﾏｼｭｳﾍｲ 長野東部

 8 伊藤 駿(3)     59.30  8 金原 諒(3)   1:01.46 
ｲﾄｳ ｼｭﾝ 辰野 ｶﾅﾊﾗ ﾏｺﾄ 飯田高陵

[ 3組]

 1 高橋 慶(3)     51.64 q
ﾀｶﾊｼ ｹｲ 犀陵

 2 輪湖 勇哉(3)     52.66 q
ﾜｺ ﾕｳﾔ 附属松本

 3 川口 雅也(3)     54.07 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 川中島

 4 仲條 菜生(3)     54.74 
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾅｵ 城南

 5 望月 春希(3)     54.80 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｷ 穂高東

 6 有賀 健(3)     54.83 
ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ 穂高西

 7 西澤 昂樹(3)     55.87 
ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｷ 丸子

 8 西納 晶太(3)     57.17 
ﾆｼﾉｳ ｼｮｳﾀ 伊那

 1 高橋 慶(3)     51.49 
ﾀｶﾊｼ ｹｲ 犀陵

 2 樋口 一馬(3)     52.27 
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 波田

 3 相場 泰彦(3)     52.32 
ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ 小諸東

 4 輪湖 勇哉(3)     52.37 
ﾜｺ ﾕｳﾔ 附属松本

 5 鷲澤 拓海(3)     53.14 
ﾜｼｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 塩尻西部

 6 大森 晃(3)     53.33 
ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ 附属長野

 7 小林 幹(3)     53.75 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝ 富士見

 8 橋詰 周一(3)     54.34 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｭｳｲﾁ 更北

3  1477

8  5475

2  3160

9  5617

7   361

6  6106

記録／備考
5  5279

4  3255

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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男子共通
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予選 通過基準  3組  0着 + 8 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 6月29日 14:05
決勝 6月30日 12:25

長野県中学記録(CR)            1:53.15 和田　仁志                   赤穂             1983/09/04  
大会記録(GR)                  1:54.5  和田  仁志                   赤穂             1983        

[ 1組] [ 2組]

 1 大月 海世(3)   2:01.10 q  1 田畑 嵩明(3)   1:59.53 q
ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 明科 ﾀﾊﾞﾀ ﾀｶｱｷ 竜峡

 2 林 智哉(3)   2:05.85 q  2 太田 裕真(3)   2:04.20 q
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾔ 野沢 ｵｵﾀ ﾕｳﾏ 塩尻広陵

 3 河原 嵩史(3)   2:07.83  3 金子 英輝(3)   2:05.00 q
ｶﾜﾊﾗ ﾀｶｼ 附属長野 ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｷ 諏訪南

 4 櫻井 兼(3)   2:08.33  4 小平仁(3)   2:05.49 q
ｻｸﾗｲ ｹﾝ 高社 ｺﾀﾞｲﾗｼﾞﾝ 長野東部

 5 真島 雅季(3)   2:09.18  5 工藤 誉(3)   2:09.02 
ﾏｼﾏ ﾏｻｷ 北安松川 ｸﾄﾞｳ ﾎﾏﾚ 丸子北

 6 岩﨑 一徹(3)   2:09.96  6 窪田 悠人(3)   2:10.78 
ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 高森 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 清水

 7 丸山 雄大(3)   2:21.56  7 植松 徹志(3)   2:14.24 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 依田窪南部 ｳｴﾏﾂ ﾃﾂｼ 富士見
垣内 岳(3)  8 平澤 佑汰(2)   2:14.88 
ｶｷｳﾁ ｶﾞｸ 箕輪 ﾋﾗｻﾜ ﾕｳﾀ 御代田

[ 3組]

 1 中島 俊介(3)   2:04.02 q
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ 更北

 2 長谷川 遼亮(3)   2:06.27 q
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 犀陵

 3 井嶋 亮太(3)   2:07.70 
ｲｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 波田

 4 笠原 渓介(3)   2:07.75 
ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ 篠ﾉ井西

 5 小林 諒也(3)   2:09.21 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 御代田

 6 犬飼 基統(3)   2:09.73 
ｲﾇｶｲ ﾓﾄ 高綱

 7 市川 高喜(3)   2:10.96 
ｲﾁｶﾜﾀｶﾉﾌﾞ 八千穂

 8 葉桐 文哉(3)   2:14.49 
ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ 箕輪

 1 田畑 嵩明(3)   2:01.00 
ﾀﾊﾞﾀ ﾀｶｱｷ 竜峡

 2 中島 俊介(3)   2:02.89 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ 更北

 3 太田 裕真(3)   2:03.30 
ｵｵﾀ ﾕｳﾏ 塩尻広陵

 4 金子 英輝(3)   2:04.77 
ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｷ 諏訪南

 5 林 智哉(3)   2:07.39 
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾔ 野沢

 6 小平仁(3)   2:08.64 
ｺﾀﾞｲﾗｼﾞﾝ 長野東部

 7 長谷川 遼亮(3)   2:12.18 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 犀陵

 8 大月 海世(3)   2:15.25 
ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 明科

2  5265

7  3280

3   189

8  5012

6  3237

9  1293

記録／備考
4  2586

5  5469

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8    91

9  1566

2   332

4  5910

3  3256

7  5329

5  5469

6  5265

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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9   336

2   691
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記録／備考
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2   739

9  1569

4  3772

8  2009

6  5619
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5  3280

3   189

男子共通
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予選 通過基準  3組  0着 + 8 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



決勝 6月29日 13:20

長野県中学記録(CR)            3:56.2  和田　仁志                   赤穂             1983/09/18  
大会記録(GR)                  4:23.70 和田  仁志                   赤穂             1982        

 1 大峽 和(0)   4:34.97 
ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ 鼎

 2 松木 悠司(1)   4:35.61 
ﾏﾂｷ ﾁｶｼ 諏訪西

 3 祢津 大翔(1)   4:36.22 
ﾈﾂ ﾔﾏﾄ 塩尻広陵

 4 白川 大地(1)   4:37.71 
ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 駒ヶ根東

 5 古川晴貴(1)   4:37.83 
ﾌﾙｶﾜﾊﾙｷ 南木曽

 6 米山 哲弘(1)   4:39.16 
ｺﾒﾔﾏ ﾃﾂﾋﾛ 佐久長聖

 7 小林 大亮(1)   4:42.07 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 高森

 8 小澤 大輝(1)   4:43.79 
ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 穂高東

 9 中澤 堅太朗(1)   4:44.51 
ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 附属長野

10 若林 亮冶(1)   4:44.54 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 上田第四

11 石井 慎也(1)   4:45.24 
ｲｼｲ ｼﾝﾔ 飯田西

12 寺尾 昴(1)   4:45.56 
ﾃﾗｵ ｽﾊﾞﾙ 塩田

13 伊藤 輝(1)   4:47.69 
ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 茅野東部

14 阿藤 紘己(1)   4:48.68 
ｱﾄｳ ﾋﾛｷ 坂城

15 髙橋 一輝(1)   4:49.12 
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 大町第一

16 島田 佳祐(1)   4:49.31 
ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 栄

17 石曽根 歩(1)   4:49.47 
ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ 松島

18 川島 翔太(1)   4:49.72 
ｶﾜｼﾏ ｼｮｳﾀ 高瀬

19 小山 慧(1)   4:50.75 
ｺﾔﾏ ｹｲ 菅平

20 髙橋 汰門(1)   4:54.61 
ﾀｶﾊｼ ﾀﾓﾝ 木島平

21 渋沢 郁未(1)   4:55.18 
ｼﾌﾞｻﾜ ｲｸﾐ 飯綱

22 中村 稜平(1)   4:59.16 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳﾍｲ 川中島

23 小宮山 貴大(1)   5:11.14 
ｺﾐﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 青木

24 清水 和真(1)   5:11.26 
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾏ 塩田

20   782

23   816

1  4554

18  5439

12   651

14  4380

10  5840

3  3727

11  3928

21  4805

24  1439

17  4010

7  2486

5   812

6  6281

9   941

15  2022

16  3442

4  3041

2   541

22  3224

8  1839

19  2660

13  1270

男子1年

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月30日 13:40

長野県中学記録(CR)            3:56.2  和田　仁志                   赤穂             1983/09/18  
大会記録(GR)                  4:03.4  和田  仁志                   赤穂             1982        

 1 下村 勇喜(3)   4:15.79 
ｼﾓﾑﾗ ﾕｳｷ 塩尻広陵

 2 松﨑 健悟(2)   4:18.56 
ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 高森

 3 市川 楓(3)   4:20.12 
ｲﾁｶﾜ ｶｴﾃﾞ 丸子

 4 岩崎 真哉(3)   4:20.43 
ｲﾜｻｷ ｼﾝﾔ 城南

 5 長原 治玄(2)   4:21.89 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｼﾞｹﾞﾝ 篠ﾉ井西

 6 中谷 雄飛(2)   4:22.98 
ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ 下諏訪

 7 下條 源太郎(2)   4:24.03 
ｼﾓｼﾞｮｳ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 附属松本

 8 保倉 敏樹(2)   4:25.41 
ﾎｸﾗ ﾄｼｷ 広徳

 9 熊井 捷人(3)   4:26.38 
ｸﾏｲ ﾊﾔﾄ 戸倉上山田

10 掛川 萌也(3)   4:27.67 
ｶｹｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 芦原

11 中村 祐太(3)   4:30.42 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 坂城

12 木村 祐太(3)   4:30.84 
ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 鉢盛

13 小口 魁斗(3)   4:32.83 
ｵｸﾞﾁ ｶｲﾄ 下諏訪

14 小林 啓介(3)   4:35.14 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 富士見

15 百瀬 大輝(3)   4:35.92 
ﾓﾓｾ ﾋﾛｷ 豊科南

16 児玉 拓矢(2)   4:36.19 
ｺﾀﾞﾏ ﾀｸﾔ 上諏訪

17 丸山 永登(2)   4:36.53 
ﾏﾙﾔﾏ ｴｲﾄ 上田第二

18 滝澤 拓輝(2)   4:37.56 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 駒ヶ根東

19 廣瀬 洸(2)   4:41.71 
ﾋﾛｾ ｺｳ 御代田

20 菅 真志(3)   4:41.74 
ｽｶﾞ ﾏｻｼ 附属松本

21 鈴木 涼斗(2)   4:42.16 
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾄ 浅間

22 小山 達之(3)   4:43.58 
ｺﾔﾏ ﾀﾂﾕｷ 中込

23 佐藤 大起(3)   4:44.92 
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 仁科台

24 青木 祥平(2)   4:46.01 
ｱｵｷ ｼｮｳﾍｲ 中野平

9  3945

17  4462

19   255

22   213

1   344

11  6126

3   881

4  1827

24  3522

14  1208

12  1141

7  1475

15  4021

20  6079

13  4043

2   402

8  6122

21  5528

23  5334

16  1148

5   671

6  4819

10  3242

18  2016

男子2,3年

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月30日 10:30

長野県中学記録(CR)            8:31.86 永田　慎介                   鉢盛             2003/10/29  
大会記録(GR)                  8:55.54 佐々木健太                   広徳             2005        

 1 名取 燎太(3)   8:47.96 
ﾅﾄﾘ ﾘｮｳﾀ 富士見

 2 高木 航志(2)   8:51.74 
ﾀｶｷﾞ ｺｳｼ 上田第五

 3 相馬 崇史(3)   9:00.69 
ｿｳﾏ ﾀｶｼ 附属松本

 4 玉井 誠(3)   9:23.00 
ﾀﾏｲ ﾏｺﾄ 広徳

 5 馬場 隆夫(3)   9:24.82 
ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ 駒ヶ根東

 6 丸山 幸輝(2)   9:26.36 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 川中島

 7 甘利 大祐(2)   9:32.64 
ｱﾏﾘ ﾀﾞｲｽｹ 東御東部

 8 大澤 智樹(3)   9:33.54 
ｵｵｻﾜ ﾄﾓｷ 赤穂

 9 木田 元春(3)   9:34.47 
ｷﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ 信濃

10 丸田 健悟(3)   9:34.90 
ﾏﾙﾀ ｹﾝｺﾞ 箕輪

11 清水 大希(2)   9:38.52 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ 富士見

12 矢島 洸一(2)   9:38.74 
ﾔｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 長峰

13 細野 拓歩(3)   9:39.68 
ﾎｿﾉ ﾀｸﾎ 塩尻広陵

14 宇都宮 凌輔(3)   9:40.74 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｮｳｽｹ 裾花

15 折橋 翔太(3)   9:40.95 
ｵﾘﾊｼ ｼｮｳﾀ 塩尻広陵

16 内田 知樹(3)   9:41.11 
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ 戸倉上山田

17 藤原 大地(3)   9:41.57 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 丸子

18 小林 海仁(3)   9:47.96 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 川中島

19 宮阪 紘平(3)  10:01.45 
ﾐﾔｻｶ ｺｳﾍｲ 丘

20 髙橋 龍矢(3)  10:04.93 
ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 大町第一

21 岡村 慧胤(3)  10:08.64 
ｵｶﾑﾗ ｹｲﾝ 豊科北

22 荻原 慧(2)  10:13.06 
ｵｷﾞﾜﾗ ｹｲ 芦原

23 笹沢 健司(2)  10:23.75 
ｻｻｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 丸子

24 渡邉 拓実(3)  10:31.73 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 八千穂

男子共通

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

大会新
19  6114

9  1481
大会新

14   967

6  5446

7  5522

13  1815

15  4577

23   582

12  1801

21  1394

16  1567

22  1486

11  3241

2  3238

20  5243

17  5451

4  4058

5   667

10  3505

8  3198

3  3909

18    92

1   403

24   672



予選 6月29日 10:50
決勝 6月30日 11:10

長野県中学記録(CR)              14.19 内川 佳祐                    白馬             2010/08/23  
大会記録(GR)                    14.29 内川　佳祐                   白馬             2010        

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 -1.0

 1 小松 太一(3)     15.50 q  1 奥原 大輝(3)     15.98 q
ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 信明 ｵｸﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 大野川

 2 渡辺 賢志(3)     16.02 q  2 小松 亮介(3)     16.07 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ 山ﾉ内 ｺﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 旭町

 3 玉城 莉吾(2)     16.34  3 伊藤 来夢(3)     16.30 q
ﾀﾏｷ ﾗｲｺﾞ 櫻ヶ岡 ｲﾄｳ ﾗｲﾑ 長峰

 4 野原 尚貴(3)     17.22  4 丸山 凌治(3)     17.02 
ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 丸子北 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ 箕輪

 5 棚田 駿太(3)     17.78  5 宮島 泰雅(3)     17.77 
ﾀﾅﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 飯田高陵 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 高森

 6 佐藤 太一(3)     18.00  6 竹前 和輝(3)     17.80 
ｻﾄｳ ﾀｲﾁ 犀陵 ﾀｹﾏｴ ｶｽﾞｷ 伊那

 7 渡部 翔太(2)     18.04  7 長岡 秀虎(3)     19.25 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 諏訪南 ﾅｶﾞｵｶ ｼｭｳｺﾞ 野沢

 8 丸山正人(3)     18.10  8 高野 誠也(3)     19.85 
ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾄ 柳町 ﾀｶﾉ ｾｲﾔ 仁科台

[ 3組] 風速 -0.2

 1 三宅 浩生(3)     15.72 q
ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 三郷

 2 岡村宗一郎(3)     15.85 q
ｵｶﾑﾗｿｳｲﾁﾛｳ 長野東部

 3 坂田 涼輔(3)     15.91 q
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 丸子

 4 出浦 祐哉(3)     17.06 
ﾃﾞｳﾗ ﾕｳﾔ 野沢

 5 原田 慶太(3)     17.25 
ﾊﾗﾀﾞ ｹｲﾀ 高綱

 6 塚田 龍太朗(2)     17.92 
ﾂｶﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 裾花

 7 栁澤 陸(3)     17.95 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｸ 御代田

 8 須藤 謙太(2)     18.03 
ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 浅間

風速 +0.5

 1 小松 太一(3)     15.48 
ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 信明

 2 三宅 浩生(3)     15.50 
ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 三郷

 3 小松 亮介(3)     15.63 
ｺﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 旭町

 4 岡村宗一郎(3)     15.69 
ｵｶﾑﾗｿｳｲﾁﾛｳ 長野東部

 5 奥原 大輝(3)     15.75 
ｵｸﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 大野川

 6 坂田 涼輔(3)     16.01 
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 丸子

 7 伊藤 来夢(3)     16.10 
ｲﾄｳ ﾗｲﾑ 長峰

 8 渡辺 賢志(3)     16.18 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ 山ﾉ内

3  1383

8  4345

9  3669

4   669

2  5811

5  5009

記録／備考
6  5728

7  3579

決勝
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8   185
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記録／備考
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5   692
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予選 通過基準  3組  0着 + 8 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 6月29日 14:50
決勝 6月30日 14:15

県中学記録(CR)                 46.65 
大会記録(GR)                    47.40 

[ 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   3 篠ﾉ井西  5333 伊東 嵩矢(1)     47.47 q  1   3 附属長野  5609 吉越 佳祐(1)     49.85 q

ｼﾉﾉｲﾆｼ ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ ﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉ ﾖｼｺｼ ｹｲｽｹ
 5322 下田 振全(2)  5626 竹村 友雅(2)

ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｶﾞ
 5316 内堀 岳宏(2)  6281 中澤 堅太朗(1)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ
 5321 土屋 優輝(1)  5625 島村 昂輝(2)

ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ ｼﾏﾑﾗ ｺｳｷ
 2   4 丸ﾉ内  5761 飯吉 杏純(2)     49.63 q  2   7 長野北部  5140 池田 凌(1)     50.01 q

ﾏﾙﾉｳﾁ ｲｲﾖｼ ｱｽﾞﾐ ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞ ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ
 5760 小池 寿輝(2)  5192 小島 奈津輝(2)

ｺｲｹ ﾏｻｷ ｺｼﾞﾏ ﾅﾂｷ
 5764 相澤 翼(1)  5180 中島 竜輝(1)

ｱｲｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾂｷ
 5762 権田 将拓(1)  5191 小林 千輝(2)

ｺﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ
 3   6 仁科台  3951 峯邑 拓杜(2)     49.67 q  3   9 飯田高陵  6348 藤井 隆聖(1)     50.05 

ﾆｼﾅﾀﾞｲ ﾐﾈﾑﾗ ﾀｸﾄ ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳ ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ
 3958 伊藤 拓海(2)  2057 井原 彪(2)

ｲﾄｳ ﾀｸﾐ ｲﾊﾗ ﾋｮｳ
 3967 山元 俊宏(1)  6658 高橋 健太(1)

ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ
 3965 西澤 諒(1)  2055 北原 昂希(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ
 4   5 望月   492 神田 来夢(1)     49.70 q  4   2 軽井沢   316 井出 直哉(1)     50.66 

ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ ｶﾙｲｻﾞﾜ ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ
  488 伊藤 司能(2)   313 佐藤 和歩(2)

ｲﾄｳ ｼﾉ ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ
  489 常田 紀幸(2)   314 由井 渓友(2)

ﾂﾈﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ ﾕｲ ｹｲﾕｳ
  491 菅沢 晴樹(1)   315 五味 丈志(1)

ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ ｺﾞﾐ ｼﾞｮｰｼﾞ
 5   8 岡谷東部  1127 有本 友哉(1)     51.00  5   4 清水  5690 中田 智貴(2)     51.37 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ ｱﾘﾓﾄ ﾄﾓﾔ ｼﾐｽﾞ ﾅｶﾀ  ﾄﾓﾀｶ
 1122 田中 仁(2)  5666 中嶋 謙(1)

ﾀﾅｶ ﾋﾄｼ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ
 1128 安藤 賢博(1)  5695 進藤 拓海(1)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ
 1120 小山 竜司(2)  5688 原 佑輝(2)

ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ ﾊﾗ ﾕｳｷ
 6   9 波田  3268 戸叶 健司(1)     51.44  6   5 上田第二   886 蒔内 綾平(1)     51.46 

ﾊﾀ ﾄｶﾉ ｹﾝｼﾞ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾆ ﾏｷｳﾁ ﾘｮｳﾍｲ
 3259 古畑 佑都(2)   880 坂戸 翔真(2)

ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳﾄ ｻｶﾄ ｼｮｳﾏ
 3258 忠地 涼汰(2)   888 荒井朋範(1)

ﾀﾀﾞﾁ ﾘｮｳﾀ ｱﾗｲ ﾄﾓﾉﾘ
 3264 野中 優海(1)   884 柳堂 浩太(2)

ﾉﾅｶ ﾕｳ ﾔﾅｷﾞﾄﾞｳ ｺｳﾀ
 7   7 赤穂  1786 中平 明辰(1)     51.70   6 三陽  5076 宮下 翼(1)

ｱｶﾎ ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｱｷﾖｼ ｻﾝﾖｳ ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 失格
 1787 酒井 和馬(1)  5087 羽入田 拓真(2) R1(3-4)

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾀｸﾏ
 1792 北澤 以進(1)  5078 檜山 龍太郎(1)

ｷﾀｻﾞﾜ ｲｼﾝ ﾋﾔﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ
 1788 熊谷 康成(1)  6516 篠原 紀(2)

ｸﾏｶﾞｲ ﾔｽﾅﾘ ｼﾉﾊﾗ ﾊｼﾞﾒ
  2 浅間   244 田口 玲児(1)   8 箕輪  1582 宮坂 秀星(2)

ｱｻﾏ ﾀｸﾞﾁ ﾚｲｼﾞ 失格 ﾐﾉﾜ ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 失格
  251 阿部 響貴(2) R1(3-4)  1578 山崎 翔太(2) R1(3-4)

ｱﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀ
  241 大井 拓人(1)  6902 矢島 竜成(1)

ｵｵｲ ﾀｸﾄ ﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ
  256 茂木 星和(2)  1590 松田 直也(1)

ﾓﾃｷ ｾﾅ ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ

男子1,2年

4×100m
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[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 大町第一  3926 松原 聖将(1)     48.79 q

ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ
 3925 佐竹 哲寛(1)

ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ
 3923 降籏 純也(2)

ﾌﾘﾊﾀ ｼﾞｭﾝﾔ
 3921 花澤 知寿(2)

ﾊﾅｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ
 2   7 高森  2028 光沢 陽(1)     49.77 q

ﾀｶﾓﾘ ｺｳｻﾞﾜ ｱｷﾗ
 2020 西村 武登(2)

ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ
 2021 飛澤 航太(2)

ﾄﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ
 2026 竹村 太一(1)

ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ
 3   8 御代田   344 廣瀬 洸(2)     50.16 

ﾐﾖﾀ ﾋﾛｾ ｺｳ
  345 毛見 彰吾(2)

ｹﾐ ｼｮｳｺﾞ
  347 荻原 慎二(1)

ｵｷﾞﾊﾗ ｼﾝｼﾞ
  349 滝瀬 裕紀(1)

ﾀｷｾ ﾕｳｷ
 4   2 裾花  5245 松橋 健(1)     50.24 

ｽｿﾊﾞﾅ ﾏﾂﾊｼ ｹﾝ
 5241 宮澤 陽斗(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ
 5233 宮原 翔太(2)

ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳﾀ
 6593 小林 勇哉(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ
 5   9 塩尻広陵  3232 熊谷 悟(2)     50.52 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳ ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ
 3220 矢ヶ崎至門(1)

ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ
 3226 山本 将裕(1)

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ
 3231 渡邊 琢磨(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ
 6   5 小諸東   373 岡村 州紘(1)     51.18 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ
  378 茂木 達哉(1)

ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ
  363 柏木 康熙(2)

ｶｼﾜｷﾞ ｺｳｷ
  370 小幡 建登(2)

ｵﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ
  3 長野東部  5042 飯野圭太(2)

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ｲｲﾉｹｲﾀ 失格
 5040 金児和幸(2) R1(3-4)

ｶﾈｺｶｽﾞﾕｷ
 5008 山岸龍羽(1)

ﾔﾏｷﾞｼﾘｮｳﾊ
 5002 伊藤寛(1)

ｲﾄｳﾋﾛｼ
  4 緑ヶ丘  2537 嵯峨座 綾(1)

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ 失格
 2527 板倉 竜史(2) R1(3-4)

ｲﾀｸﾗ ﾘｭｳｼﾞ
 2542 友保 尚樹(1)

ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ
 2532 小松 良樹(2)

ｺﾏﾂ ﾖｼｷ

男子1,2年

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 篠ﾉ井西  5333 伊東 嵩矢(1)     47.65 

ｼﾉﾉｲﾆｼ ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ
 5322 下田 振全(2)

ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ
 5316 内堀 岳宏(2)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ
 5321 土屋 優輝(1)

ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ
 2   5 大町第一  3926 松原 聖将(1)     48.58 

ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ
 3925 佐竹 哲寛(1)

ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ
 3923 降籏 純也(2)

ﾌﾘﾊﾀ ｼﾞｭﾝﾔ
 3921 花澤 知寿(2)

ﾊﾅｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ
 3   8 高森  2028 光沢 陽(1)     49.81 

ﾀｶﾓﾘ ｺｳｻﾞﾜ ｱｷﾗ
 2020 西村 武登(2)

ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ
 2021 飛澤 航太(2)

ﾄﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ
 2026 竹村 太一(1)

ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ
 4   7 丸ﾉ内  5761 飯吉 杏純(2)     49.95 

ﾏﾙﾉｳﾁ ｲｲﾖｼ ｱｽﾞﾐ
 5760 小池 寿輝(2)

ｺｲｹ ﾏｻｷ
 5764 相澤 翼(1)

ｱｲｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ
 5762 権田 将拓(1)

ｺﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ
 5   6 仁科台  3951 峯邑 拓杜(2)     50.01 

ﾆｼﾅﾀﾞｲ ﾐﾈﾑﾗ ﾀｸﾄ
 3958 伊藤 拓海(2)

ｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 3967 山元 俊宏(1)

ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ
 3965 西澤 諒(1)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ
 6   3 附属長野  5609 吉越 佳祐(1)     50.02 

ﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉ ﾖｼｺｼ ｹｲｽｹ
 5626 竹村 友雅(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｶﾞ
 6281 中澤 堅太朗(1)

ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ
 5625 島村 昂輝(2)

ｼﾏﾑﾗ ｺｳｷ
 7   9 望月   492 神田 来夢(1)     50.09 

ﾓﾁﾂﾞｷ ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ
  488 伊藤 司能(2)

ｲﾄｳ ｼﾉ
  489 常田 紀幸(2)

ﾂﾈﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ
  491 菅沢 晴樹(1)

ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ
 8   2 長野北部  5140 池田 凌(1)     50.13 

ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞ ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ
 5192 小島 奈津輝(2)

ｺｼﾞﾏ ﾅﾂｷ
 5180 中島 竜輝(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾂｷ
 5191 小林 千輝(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ

決勝

男子1,2年

4×100m



予選 6月29日 15:20
決勝 6月30日 14:35

長野県中学記録(CR)              43.99 赤穂                         赤穂             2007/07/16  
（松尾　駿輝・加藤　一樹・大野　裕紀・森　雅貴）

大会記録(GR)                    44.10 

[ 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   4 犀陵  5275 水出 一也(3)     44.86 q  1   6 豊科北  3501 髙木 涼太(3)     44.39 q

ｻｲﾘｮｳ ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ ﾄﾖｼﾅｷﾀ ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ
 5265 長谷川 遼亮(3)  3502 長﨑 祐介(3)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ
 5279 高橋 慶(3)  3500 花形 駿介(3)

ﾀｶﾊｼ ｹｲ ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ
 5258 渡邊 誠也(3)  3504 飯島 拓海(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ
 2   6 緑ヶ丘  2526 米澤 和真(2)     44.90 q  2   7 川中島  5465 市川 寛之(3)     45.54 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ ｶﾜﾅｶｼﾞﾏ ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾕｷ
 2517 下平 竜太(3)  6173 芦澤 友和(2)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｭｳﾀ ｱｼｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ
 2524 下平 和輝(3)  6169 古岩井 春樹(3)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞｷ ｺｲﾜｲ ﾊﾙｷ
 2534 木下 博貴(2)  6167 加藤 大海(3)

ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ
 3   5 附属松本  6106 輪湖 勇哉(3)     45.38 q  3   4 三郷  3576 増子 良平(3)     45.57 

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄ ﾜｺ ﾕｳﾔ ﾐｻﾄ ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ
 6124 米倉 敬宏(3)  3579 三宅 浩生(3)

ﾖﾈｸﾗ ﾀｶﾋﾛ ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ
 6133 中村 彰汰(3)  3587 甕 慎伍(3)

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ ﾓﾀｲ ｼﾝｺﾞ
 6134 赤堀 拓夢(3)  3597 平林 柚葵(2)

ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ
 4   2 長野東部  5010 黒崎秀樹(3)     45.45 q  4   2 伊那  1645 西納 晶太(3)     45.69 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ｸﾛｻｷﾋﾃﾞｷ ｲﾅ ﾆｼﾉｳ ｼｮｳﾀ
 5019 吉沢智貴(3)  1656 唐木 大河(3)

ﾖｼｻﾞﾜﾄﾓｷ ｶﾗｷ ﾀｲｶﾞ
 5014 鈴木達也(3)  1642 山崎 拓(3)

ｽｽﾞｷﾀﾂﾔ ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸ
 5009 岡村宗一郎(3)  1644 小川 明喜男(3)

ｵｶﾑﾗｿｳｲﾁﾛｳ ｵｶﾞﾜ ｱｷｵ
 5   9 相森  6394 永池 優斗(3)     45.93  5   8 裾花  5228 髙栁 樹(2)     45.70 

ｵｵﾓﾘ ﾅｶﾞｲｹ ﾕｳﾄ ｽｿﾊﾞﾅ ﾀｶﾔﾅｷﾞ  ﾀﾂｷ
 4247 鶴田 優斗(2)  5251 徳武 秀(3)

ﾂﾙﾀ  ﾕｳﾄ ﾄｸﾀｹ ｼｭｳ
 6388 小田切 智紀(3)  5255 金児 浩弥(3)

ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾄﾓｷ ｶﾈｺ ﾋﾛﾔ
 6390 関 太河(3)  5249 清水 隆寛(3)

ｾｷ ﾀｲｶﾞ ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ
 6   3 芦原   399 中田 凌平(3)     46.55  6   9 丸子   665 西澤 昂樹(3)     47.26 

ｱｼﾊﾗ ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾍｲ ﾏﾙｺ ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｷ
  392 花里 翼(3)   669 坂田 涼輔(3)

ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ
  396 武藤 雅哉(3)   664 依田 和馬(3)

ﾑﾄｳ ﾏｻﾔ ﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾏ
  398 土屋 侃汰(3)   675 小林 愛怜(3)

ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾚｲ
 7   8 御代田   341 清水 隆哉(2)     47.50  7   3 高森  2024 知沢 和輝(3)     47.37 

ﾐﾖﾀ ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ ﾀｶﾓﾘ ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ
  333 栁澤 陸(3)  2017 光沢 佑人(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｸ ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
  332 小林 諒也(3)  2006 椚谷 和久(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ
  331 荻原 悠輔(3)  2007 手塚 貴郁(3)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ
  7 大町第一  3913 宮坂 秀(3)  8   5 中込   216 池田 航平(3)     47.59 

ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁ ﾐﾔｻｶ ｼｭｳ 失格 ﾅｶｺﾞﾐ ｲｹﾀ ﾞｺｳﾍｲ
 3915 大倉 春輝(2) R1(3-4)   215 中山 智顕(3)

ｵｵｸﾗ ﾊﾙｷ ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｱｷ
 3910 成澤 稜(3)   227 杉本 ユウスケ(2)

ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳｽｹ
 3907 遠藤 幹也(3)   211 長坂 勝次(3)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ ﾅｶﾞｻｶ ｼｮｳｼﾞ

男子共通

4×100m

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 波田  3250 小澤 玲央(3)     44.78 q

ﾊﾀ ｵｻﾞﾜ ﾚｵ
 3247 斉藤 巧(3)

ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 3248 中村 奈央(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ
 3255 樋口 一馬(3)

ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ
 2   3 浅間   266 山口 智也(3)     45.23 q

ｱｻﾏ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ
  264 松﨑 文弥(3)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
  262 髙橋 俊満(3)

ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ
  252 梅田 隼人(2)

ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ
 3   8 長野北部  5169 青木 雅春(3)     45.51 q

ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞ ｱｵｷ ﾏｻﾊﾙ
 5176 丸山 拓真(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ
 5158 小島 美佐斗(3)

ｺｼﾞﾏ ﾐｻﾄ
 5162 澤 拓斗(3)

ｻﾜ ﾋﾛﾄ
 4   2 箕輪  1565 宮沢 悠斗(3)     45.61 

ﾐﾉﾜ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
 1570 小林 佑萬(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ
 1581 登内 健太(2)

ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ
 1568 丸山 凌治(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ
 5   7 駒ヶ根東  1829 福澤 亮汰(1)     46.25 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ
 1823 宮澤 崇(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ
 1814 小池 直樹(2)

ｺｲｹ ﾅｵｷ
 1825 小原 慎平(3)

ｺﾊﾗ ｼﾝﾍﾟｲ
 6   9 東御東部   580 山口 諒偲(2)     47.66 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ
  574 小林 拓真(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ
  573 長谷川 直樹(3)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ
  579 前田 憲幸(3)

ﾏｴﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ
 7   5 伊那松川  1992 小池 貫太(2)     48.29 

ｲﾅﾏﾂｶﾜ ｺｲｹ ｶﾝﾀ
 1990 近藤 雅哉(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
 1997 西永 佳樹(2)

ﾆｼﾅｶﾞ ﾖｼｷ
 1991 家苗 薫(2)

ｶﾅｴ ｶｵﾙ
  4 穂高東  3438 山田 晴海(3)

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼ ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾐ 失格
 3435 竹内 誠(3) R1(2-3)

ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ
 3433 髙山 晃希(3)

ﾀｶﾔﾏ ｺｳｷ
 3432 望月 春希(3)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｷ

男子共通

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 波田  3250 小澤 玲央(3)     44.26 

ﾊﾀ ｵｻﾞﾜ ﾚｵ
 3247 斉藤 巧(3)

ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 3248 中村 奈央(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ
 3255 樋口 一馬(3)

ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ
 2   6 犀陵  5275 水出 一也(3)     44.29 

ｻｲﾘｮｳ ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ
 5265 長谷川 遼亮(3)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ
 5279 高橋 慶(3)

ﾀｶﾊｼ ｹｲ
 5258 渡邊 誠也(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ
 3   5 緑ヶ丘  2526 米澤 和真(2)     44.29 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
 2517 下平 竜太(3)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｭｳﾀ
 2524 下平 和輝(3)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞｷ
 2534 木下 博貴(2)

ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ
 4   3 長野北部  5169 青木 雅春(3)     44.94 

ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞ ｱｵｷ ﾏｻﾊﾙ
 5176 丸山 拓真(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ
 5158 小島 美佐斗(3)

ｺｼﾞﾏ ﾐｻﾄ
 5162 澤 拓斗(3)

ｻﾜ ﾋﾛﾄ
 5   9 浅間   266 山口 智也(3)     45.06 

ｱｻﾏ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ
  264 松﨑 文弥(3)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
  262 髙橋 俊満(3)

ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ
  252 梅田 隼人(2)

ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ
 6   2 長野東部  5010 黒崎秀樹(3)     45.29 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ｸﾛｻｷﾋﾃﾞｷ
 5019 吉沢智貴(3)

ﾖｼｻﾞﾜﾄﾓｷ
 5014 鈴木達也(3)

ｽｽﾞｷﾀﾂﾔ
 5009 岡村宗一郎(3)

ｵｶﾑﾗｿｳｲﾁﾛｳ
 7   8 附属松本  6106 輪湖 勇哉(3)     45.37 

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄ ﾜｺ ﾕｳﾔ
 6124 米倉 敬宏(3)

ﾖﾈｸﾗ ﾀｶﾋﾛ
 6133 中村 彰汰(3)

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ
 6134 赤堀 拓夢(3)

ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ
 8   7 豊科北  3501 髙木 涼太(3)     45.71 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ
 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

決勝

男子共通

4×100m



決勝 6月29日 10:00

長野県中学記録(CR)               1.97 中野　昌幸                   波田             1981/09/23  
大会記録(GR)                     1.93 堀内  宗知                   更北             1987        

1m88
赤羽 達也(3) - o o o o o o o xxo xxo
ｱｶﾊﾈ ﾀﾂﾔ 辰野 xxx
小野 寛貴(3) - - o o o xo xo xxo xo xxx
ｵﾉ ﾋﾛｷ 穂高西
北村 拓弥(3) - - o o o xo xxo xxx
ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 東北
清水 隆寛(3) - - o o xo o xxo xxx
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 裾花
宮島 大介(3) - - xo o o xo xxo xxx
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 伊那
川崎 直輝(3) o o o xxo xo o xxx
ｶﾜｻｷ ﾅｵｷ 相森
吉田 開恩(3) - xo xo xxo o xxx
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 中野平
東井 隆希(3) - - o o xo xxx
ﾄｳｲ ﾘｭｳｷ 三郷
宮坂 駿吾(3) - o o xo xo xxx
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部
青柳 朋和(3) o o xo xo xo xxx
ｱｵﾔｷﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 堀金
太田 修平(3) - o o xxo xxx
ｵｵﾀ ｼｭｳﾍｲ 梓川
宮入 海翔(3) o xxo o xxx
ﾐﾔｲﾘ ｶｲﾄ 篠ﾉ井西
長澤 一輝(2) o o xo xxx
ﾅｶﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 大町第一
 吉澤 史也(2) xo xo xo xxx
ﾖｼｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ 南牧
井原 彪(2) xo o xxx
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高陵
小林 凌(2) xo xo xxx
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 富士見
西村 慶次(2) o xxo xxx
ﾆｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ 波田
髙見澤 真央(3) xo xxx
ﾀｶﾐｻﾜ ﾏﾅｶ 上田第二
花井 有輝(3) xo xxx
ﾊﾅｲ ﾕｳｷ 高森
金井 大成(3) xxx 記録なし
ｶﾅｲ ﾀｲｾｲ 軽井沢
佐藤 剛大(3) xxx 記録なし
ｻﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 芦原
中川 輝(2) xxx 記録なし
ﾅｶｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 御代田
藤澤 謙輔(1) xxx 記録なし
ﾌｼﾞｻﾜ ｹﾝｽｹ 上田第二
板井 慎太郎(3) xxx 記録なし
ｲﾀｲ ｼﾝﾀﾛｳ 南宮

清水 隆寛(3)
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 裾花
北村 拓弥(3)
ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 東北

 1.73

 1.75

2 1  5106
x x x o x

o
1 2  5249

x x x o

氏  名 記録 備考1m79 1m77 1m75 1m73 1m75

男子共通

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m73 1m76 1m79 1m82 1m85

1 24  1537

記録

3 19  5106
 1.76

 1.85

2 23  3458
 1.82

5 17  1652
 1.76

3 22  5249
 1.76

7 14  4461
 1.70

6 16  6387
 1.73

9 18  1112
 1.70

8 20  3588
 1.70

11 15  3611
 1.65

10 21  3567
 1.70

13 13  3917
 1.60

12 8  5320
 1.60

15 12  2057
 1.55

14 7    44
 1.60

17 10  3260
 1.55

16 6  1489
 1.55

18 9  2013
 1.50

18 2   877
 1.50

3   395

1   305

5   887

4   339

北信越出場

11  4433

所属名

北信越大会出場選手決定戦

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 6月29日 10:00

長野県中学記録(CR)               4.75 松澤 勝治                    春富             2011/10/15  
大会記録(GR)                     4.20 松澤ｼﾞｱﾝ成治                 春富             2006        

3m70 3m80 3m90
内山 朋也(3) - - - - - - o o o xo
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 小布施 o o xxx
伊藤 大起(3) - - - - - - - o - xxo
ｲﾄｳ ﾀｲｷ 永明 xo xxx
前田 貴滉(3) - - - - - - - - - -
ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 春富 xxo xxx
山崎 大地(3) - - o o o xxx
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 信濃
織原 蓮(2) o o xxo xxx
ｵﾘﾊﾗ ﾚﾝ 常盤
小日向 宏天(2) o o xxx
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾋﾛﾀｶ 更北
相澤 啓太(3) xo o xxx
ｱｲｻﾞﾜ ｹｲﾀ 更北
池田 孝司(2) o xo xxx
ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ 伊那東部
鎌倉 慎太郎(1) xo xo xxx
ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 原
鰐川 采斗(2) xo xxo xxx
ﾜﾆｶﾜ ｱﾔﾄ 松島
栁澤 久樹(2) o xxx
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｻｷ 箕輪
永井 裕貴(2) o xxx
ﾅｶﾞｲ ﾕｳｷ 常盤
一之瀬 向稀(3) xo xxx
ｲﾁﾉｾ ｺｳｷ 松島
青木 薫仁(1) xxx 記録なし
ｱｵｷ ﾏｻﾋﾄ 北御牧
小池 嶺(1) xxx 記録なし
ｺｲｹ ﾘｮｳ 原
沓掛 玲哉(2) - xxx 記録なし
ｸﾂｶｹ ﾚｲﾔ 上田第五

8   964

2   445

3  1443

11 7  4216
 2.30

13 9  5820
 2.30

10 6  5831
 2.50

11 4  1577
 2.30

8 13  1672
 2.50

9 1  1441
 2.50

6 5  5503
 2.50

7 11  5472
 2.50

4 12  4579
 3.10

5 10  4217
 2.70

2 15  1321
 3.70

3 16  1730
 3.70

3m50 3m60

1 14  4171
 3.80

記録 備考
2m30 2m50 2m70 2m90 3m10 3m20 3m30 3m40

男子共通

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 6月30日 12:30

長野県中学記録(CR)               7.04 内川　佳祐                   白馬             2010/09/04  
大会記録(GR)                     5.76 宮入  義勝                   戸倉上山田       1994        

 ３回の
 最高記録

小町谷 祥司(1)    x   5.18   4.48    5.18   4.91   4.94   5.46    5.46 
ｺﾏﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ 秀峰   -0.4   +2.1    -0.4   +0.6   +0.7   +1.9    +1.9
矢ヶ崎至門(1)   5.23   4.96   4.64    5.23   4.97   4.93   5.13    5.23 
ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ 塩尻広陵   +1.0   +0.3   +1.1    +1.0   +0.1   +1.8   +1.0    +1.0
神田 来夢(1)   4.90   4.77   4.60    4.90    x    x   4.86    4.90 
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 望月   +1.6   +0.8   -1.2    +1.6   +1.3    +1.6
五味 丈志(1)   4.89   4.82   4.75    4.89   4.65   4.66   4.79    4.89 
ｺﾞﾐ ｼﾞｮｰｼﾞ 軽井沢   +0.4   -0.6   -0.6    +0.4   +0.7   +1.0   +1.0    +0.4
山浦 渓斗(1)   4.83   4.81   4.75    4.83    x    x    x    4.83 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 望月   +0.8   +0.3   +0.7    +0.8    +0.8
菊池 岳仁(1)   4.75    x   4.55    4.75   4.73   4.82    x    4.82 
ｷｸﾁ ﾀｹﾄ 原   +1.0   -0.9    +1.0   +1.9   +1.6    +1.6
川上 輝(1)   4.56   4.78   2.43    4.78   4.75   4.60   3.55    4.78 
ｶﾜｶﾐ ﾋｶﾙ 梓川   +0.6   +1.5   -1.2    +1.5   +0.8   +1.5   +0.9    +1.5
竹田 昌史(1)   4.61   4.76   4.27    4.76   4.70   4.49   4.67    4.76 
ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｼ 信濃   -0.4   +1.5   -2.1    +1.5   +0.5   +1.7   +2.2    +1.5
柳沢 共輝(1)   4.73   4.27   4.58    4.73    4.73 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄﾓｷ 白馬   +1.4   -1.7   -0.2    +1.4    +1.4
松本 陸(1)   4.56   4.72   4.53    4.72    4.72 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 上諏訪   +1.0   -0.2   -1.2    -0.2    -0.2
出浦 拓武(1)   4.67    x   4.53    4.67    4.67 
ﾃﾞｳﾗ ﾋﾛﾑ 八千穂   +1.8   -0.2    +1.8    +1.8
飯島 詢平(1)   4.64   4.63   4.54    4.64    4.64 
ｲｲｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 中野平   +2.0    0.0   +0.9    +2.0    +2.0
齋藤 将紀(1)    x    x   4.60    4.60    4.60 
ｻｲﾄｳ ｼｮｳｷ 大野川   -0.8    -0.8    -0.8
三石 隼斗(1)   4.36   4.56   4.32    4.56    4.56 
ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ 竜東   -0.6   +1.2    0.0    +1.2    +1.2
千葉 俊紀(1)   4.47   4.18   4.54    4.54    4.54 
ﾁﾊﾞ ﾄｼﾉﾘ 常盤   +0.8   +0.4   +1.6    +1.6    +1.6
岩名 貴裕(1)   4.47    x   4.52    4.52    4.52 
ｲﾜﾅ ﾀｶﾋﾛ 北御牧   +1.0   +0.1    +0.1    +0.1
木ノ内 裕二(1)    x   4.50   4.49    4.50    4.50 
ｷﾉｳﾁ ﾕｳｼﾞ 小布施   +1.1   +1.0    +1.1    +1.1
山岸 駿莉(1)   4.48   4.42   4.21    4.48    4.48 
ﾔﾏｷﾞｼ ｼｭﾘ 須坂東   -0.1   +1.1   -0.2    -0.1    -0.1
西澤 雅志(1)   4.08   4.40   3.96    4.40    4.40 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 野沢   +0.6   +0.3   +0.3    +0.3    +0.3
田中 龍宗(1)   4.36   4.38   4.31    4.38    4.38 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳｼｭｳ 茅野東部    0.0   +1.0   +0.2    +1.0    +1.0
古瀬 友暉(1)    x   4.07   3.98    4.07    4.07 
ﾌﾙｾ ﾕｳｷ 飯田高陵   +1.0   +0.2    +1.0    +1.0
上原 大樹(1)   3.77   4.02   3.85    4.02    4.02 
ｳｴﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 附属長野    0.0   +0.1   +0.5    +0.1    +0.1
嵯峨座 綾(1)    x   3.95    x    3.95    3.95 
ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ 緑ヶ丘   +1.1    +1.1    +1.1
山本 将裕(1)    x    x    x 記録なし
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 塩尻広陵

男子1年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 22  6828

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

2 20  3220

3 16   492

4 23   315

5 18   493

6 6  1442

7 12  6921

8 13  4604

9 17  3860

10 11  1217

11 21   100

12 9  4470

13 8  3672

14 1  2616

15 15  4232

16 24   446

17 10  4174

18 7  4330

19 19   204

20 5  1423

21 4  6349

14  3226

22 3  6279

23 2  2537



決勝 6月30日 10:15

長野県中学記録(CR)               7.04 内川　佳祐                   白馬             2010/09/04  
大会記録(GR)                     6.85 宮入  義勝                   戸倉上山田       1994        

 ３回の
 最高記録

内山 裕智(3)   6.48   6.61    x    6.61    x    x   6.22    6.61 
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ 信濃   +4.7   -0.6    -0.6   +0.7    -0.6
渡辺 素己(3)   6.33    x   6.03    6.33   6.28   3.92   6.38    6.38 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 東北   +3.3   +1.2    +3.3   +3.3   +2.8   -1.6    -1.6
椚谷 和久(3)   6.27   5.96   6.06    6.27    x   6.28   6.36    6.36 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ 高森   +0.7   +2.6   +0.8    +0.7   +0.4   +0.8    +0.8
小山 竜司(2)   6.33   6.15    x    6.33   6.18    x    x    6.33 
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 岡谷東部   +1.8   +2.9    +1.8   +1.5    +1.8
増子 良平(3)   6.07   5.87   6.24    6.24   6.11    x   6.10    6.24 
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 三郷   +2.7   +1.8   +0.9    +0.9   +0.9   +0.4    +0.9
神田 優人(3)   6.22    x   6.16    6.22   6.19   6.19    x    6.22 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 望月   +1.5   +2.0    +1.5   +0.4   +1.5    +1.5
馬場 将之介(3)   6.15   5.73   5.86    6.15   5.76    x   5.96    6.15 
ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾉｽｹ 富士見   +4.4   +0.5   +1.5    +4.4   +1.0   +1.3    +4.4
太目 祐二(3)   6.02    x   5.71    6.02    x    x    x    6.02 
ｵｵﾒ ﾕｳｼﾞ 長野西部   +3.1   +0.3    +3.1    +3.1
五味 凌介(3)   5.97    x   5.84    5.97    5.97 
ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 富士見   +2.3   +0.9    +2.3    +2.3
土屋 巧(3)   5.75   5.68   5.87    5.87    5.87 
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 望月   +3.0   +2.9   +4.1    +4.1    +4.1
浦野 博登(3)    x    x   5.81    5.81    5.81 
ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ 岡谷東部   +1.6    +1.6    +1.6
長野 翔(3)   5.54    x   5.76    5.76    5.76 
ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳ 塩尻西部   +1.8   +2.1    +2.1    +2.1
竹内 真滉(3)    x    x   5.72    5.72    5.72 
ﾀｹｳﾁ ﾏﾋﾛ 三郷   -1.6    -1.6    -1.6
中村 彰汰(3)   5.58   5.21    x    5.58    5.58 
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 附属松本   +2.3   +2.8    +2.3    +2.3
芝 泰弘(3)   5.52   5.52   5.53    5.53    5.53 
ｼﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ 須坂東   +2.1   +1.4   +0.9    +0.9    +0.9
飯干 聖也(3)   5.39   5.34   5.23    5.39    5.39 
ｲｲﾎﾞｼ ｾｲﾔ 信明   +3.7   +1.5   +3.1    +3.7    +3.7
須崎 修二(2)   5.23   5.16   5.36    5.36    5.36 
ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 上田第四   +3.1   +5.3   +2.4    +2.4    +2.4
森山 瑞輝(3)    x   5.32   5.23    5.32    5.32 
ﾓﾘﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 須坂東   +3.8   +0.7    +3.8    +3.8
深沢 友昭(3)   5.32   5.19   5.12    5.32    5.32 
ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ 犀陵   +2.6   +2.4   +3.7    +2.6    +2.6
中嶋 友哉(3)   5.23   5.15   5.30    5.30    5.30 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ 附属松本   +3.4   +2.9   +3.2    +3.2    +3.2
金森   蓮(3)    x   5.23   5.30    5.30    5.30 
ｶﾅﾓﾘ ﾚﾝ 上田第五   +2.7   +1.9    +1.9    +1.9
山口 智也(3)   5.27    x   4.67    5.27    5.27 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 浅間   +2.3   +1.4    +2.3    +2.3
佐塚 一馬(3)   5.16   4.98   4.87    5.16    5.16 
ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ 佐久   +1.9   +5.0   +2.6    +1.9    +1.9
松本 光平(3)    x    x    x     x 記録なし
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 飯田高陵

12  2041

22 8   266

23 1   121

20 5  6132

21 9   961

18 3  4327

19 6  5274

16 11  5745

17 2   931

14 7  6133

15 10  4324

12 16  3164

13 13  3584

10 4   486

11 18  1115

8 20  5051

9 14  1473

6 15   484

7 17  1482

4 21  1120

5 22  3576

2 19  5110

3 23  2006

記録 備考

1 24  4578

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

男子2,3年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 6月29日 10:00

長野県中学記録(CR)              13.25 野﨑 隼冬                    犀陵             2009/08/05  
大会記録(GR)                    12.33 

 ３回の
 最高記録

篠崎 貴郁(3)
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 信濃
奥灘 慎太郎(3)
ｵｸﾅﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 大野川
北村 将也(3)
ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾔ 高社
中村 優太(3)
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 筑摩野
藤原一斗(3)
ﾌｼﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 小谷
渡邊 誠也(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 犀陵
田中 逸樹(3)
ﾀﾅｶ ｲﾂｷ 丸子
宮島 雅貴(3)
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾏｻｷ 高森
高井 雅也(3)
ﾀｶｲ ﾏｻﾔ 伊那
武田 優貴(3)
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ 櫻ヶ岡
髙橋 俊満(3)
ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ 浅間
藤木 幸太(3)
ﾌｼﾞｷ ｺｳﾀ 栄
奥垣内 崇史(2)
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 鉢盛
山岸 祥徳(3)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾖｼﾉﾘ 城南
市之瀬 優(3)
ｲﾁﾉｾ ﾏｻﾙ 旭町
勝野 真信(3)
ｶﾂﾉ ﾏｻﾉﾌﾞ 茅野北部
新井 健太(3)
ｱﾗｲ ｹﾝﾀ 旭町
登内 啓一郎(2)
ﾄﾉｳﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ 伊那東部
新井 智大(3)
ｱﾗｲ  ﾄﾓﾋﾛ 野沢
藤沢 祐太(3)
ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 上田第二
吉澤 翼(3)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 佐久東
土屋 隼人(3)
ﾂﾁﾔ ﾊﾔﾄ 軽井沢
近藤 大地(2)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲﾁ 富士見
横井 岳人(3)
ﾖｺｲ ﾀｹﾋﾄ 飯田高陵

  7.43    7.43   7.43 

   7.61   7.61 

24 2  2042
  7.29   7.27

23 1  1488
  7.34   7.61   7.17

  7.39    7.83   7.83 

   8.27   8.27 

22 6   303
  7.83   7.51

21 3   280
  8.27   8.05    x

  8.31    8.31   8.31 

   8.49   8.49 

20 14   875
  8.07   7.65

19 5   191
  7.94   8.49   8.46

  8.53    8.92   8.92 

   9.01   9.01 

18 10  1690
  8.88   8.92

17 12  5805
  8.39   8.94   9.01

  8.57    9.04   9.04 

   9.06   9.06 

16 4  1377
  9.04   8.86

15 8  5808
  8.68   9.06    x

  9.12    9.12   9.12 

   9.46   9.46 

14 7  4827
  8.55   8.09

13 19  6078
  9.46   8.67   9.42

  9.44    9.49   9.49 

   9.50   9.50 

12 11  4794
  9.15   9.49

11 9   262
  9.50   8.98   9.17

  9.85    9.85   9.85 

   9.86   9.86 

10 17  4953
  7.63   9.44

9 18  1649
  9.86   9.16   9.54

  9.87    9.97   9.79   8.73   9.98   9.98 

  10.08    x    x   7.73  10.08 

8 20  2023
  9.97   9.13

7 15   662
  9.44    x  10.08

 10.21   10.21   9.98   9.53   9.24  10.21 

  10.34  10.24    x   9.77  10.34 

6 16  5258
  9.87   9.75

5 24  3898
  9.90  10.34  10.10

  8.95   10.65   9.14   9.39  10.04  10.65 

  10.80  10.97  10.79    x  10.97 

4 13  5974
 10.65   9.27

3 21  4492
   x    x  10.80

 10.39   10.73  10.36  10.73  11.23  11.23 

  11.20    x  12.11  11.43  12.11 

2 23  3667
  8.76  10.73

1 22  4576
   x  11.20  10.75

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子共通

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



開催日 平成25年6月29,30日 混成競技記録表   得点表  （[男子]・女子） 男子共通  四種競技

陸協名 長野 [20] 競技会名 第52回長野県中学校総合体育大会 ｺｰﾄﾞ  [13203002] 混成審判長  藤森　茂幸

競技場名 松本平広域公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  木村　雅樹

 1116  6403  5680  5810  2038  6394  5809  5976  5173  2039
荻原 勇吹(3) 竹村 地智(3) 岡田 大志(3) 浅原 隼風(3) 大内 健瑠(3) 永池 優斗(3) 横澤 陸王(3) 荒田 智也(3) 小林 誠典(3) 加藤 勝斗(3)
岡谷東部 東北 清水 旭町 飯田高陵 相森 旭町 筑摩野 長野北部 飯田高陵

110mH    15.14   833    15.67   770    16.74   652    17.22   602    17.31   592    17.68   555    16.50   677    17.65   558    17.66   557    18.53   474
  (+1.3)   833   (+0.8)   770   (+1.3)   652   (+1.3)   602   (+0.8)   592   (+1.3)   555   (+1.3)   677   (+1.3)   558   (-2.5)   557   (+0.8)   474

SP    11.97   605    15.06   793    10.55   519    10.21   498     9.68   466     9.57   460     8.18   377     9.14   434    10.38   508     8.70   408
 1438  1563  1171  1100  1058  1015  1054   992  1065   882

HJ     1.78   610     1.75   585     1.63   488     1.66   512     1.60   464     1.66   512     1.55   426     1.55   426     1.55   426     1.60   464
 2048  2148  1659  1612  1522  1527  1480  1418  1491  1346

400m    52.41   707    55.25   589    55.07   596    54.66   613    54.82   606    56.30   548    56.89   525    56.89   525    59.73   422    58.03   483
 2755  2737  2255  2225  2128  2075  2005  1943  1913  1829

総得点 県中新/大会新  2755 県中新/大会新  2737  2255  2225  2128  2075  2005  1943  1913  1829
順位     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

 4343  1670   398  5017  5823   194  3922   362  4793  2021
竹節 真人(3) 松崎 勇起(2) 土屋 侃汰(3) 水島菖二(3) 熊谷 拓真(3) 三浦 央司(2) 深谷 文太(2) 新津 輝(3) 月岡 健斗(3) 飛澤 航太(2)
山ﾉ内 伊那東部 芦原 長野東部 松島 野沢 大町第一 小諸東 栄 高森

110mH    18.50   477    17.68   555    18.88   443    19.46   393    17.93   531    18.83   447    18.47   480    19.50   390    20.43   316    18.07   517
  (+0.8)   477   (+1.3)   555   (+0.8)   443   (-2.5)   393   (+1.3)   531   (-2.5)   447   (-2.5)   480   (-2.5)   390   (-2.5)   316   (+0.8)   517

SP     9.72   469     7.95   363     8.49   395     9.42   451     9.03   428     7.64   345     8.33   386     8.03   368     9.65   465     6.71   290
  946   918   838   844   959   792   866   758   781   807

HJ     1.55   426     1.55   426     1.40   317     1.45   352     1.40   317     1.35   283     1.50   389     1.40   317     1.55   426     1.45   352
 1372  1344  1155  1196  1276  1075  1255  1075  1207  1159

400m    59.73   422    59.14   443    55.28   588    57.63   497  1:00.48   397    55.80   567  1:01.82   353    56.82   528  1:01.14   375  1:01.31   370
 1794  1787  1743  1693  1673  1642  1608  1603  1582  1529

総得点  1794  1787  1743  1693  1673  1642  1608  1603  1582  1529
順位    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20

 1580    43   309   311
有賀 恵哉(2) 髙見澤 草太(3) 佐藤 諒真(2) 土屋 侑平(2)
箕輪 南牧 軽井沢 軽井沢

110mH    20.88   283    21.00   274    20.91   281      DNS
  (-2.5)   283   (-2.5)   274   (+0.8)   281

SP     6.74   292     6.99   307     6.45   275      DNS
  575   581   556

HJ     1.50   389     1.40   317     1.35   283      DNS
  964   898   839

400m    58.39   470    58.67   460  1:03.01   316
 1434  1358  1155

総得点  1434  1358  1155
順位    21    22    23



決勝 6月29日 10:35

長野県中学記録(CR)              14.19 内川 佳祐                    白馬             2010/08/23  
大会記録(GR)                    14.29 内川 佳祐                    白馬             2010

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 +1.3

 1 竹村 地智(3)     15.67  1 荻原 勇吹(3)     15.14 
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 東北 ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部

 2 大内 健瑠(3)     17.31  2 横澤 陸王(3)     16.50 
ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高陵 ﾖｺｻﾜ ﾘｸｵｳ 旭町

 3 飛澤 航太(2)     18.07  3 岡田 大志(3)     16.74 
ﾄﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ 高森 ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ 清水

 4 竹節 真人(3)     18.50  4 浅原 隼風(3)     17.22 
ﾀｹﾌｼ ﾏｻﾄ 山ﾉ内 ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ 旭町

 5 加藤 勝斗(3)     18.53  5 荒田 智也(3)     17.65 
ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 飯田高陵 ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ 筑摩野

 6 土屋 侃汰(3)     18.88  6 松崎 勇起(2)     17.68 
ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 芦原 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 伊那東部

 7 佐藤 諒真(2)     20.91  6 永池 優斗(3)     17.68 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ 軽井沢 ﾅｶﾞｲｹ ﾕｳﾄ 相森
土屋 侑平(2)  8 熊谷 拓真(3)     17.93 
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾍｲ 軽井沢 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ 松島

[ 3組] 風速 -2.5

 1 小林 誠典(3)     17.66 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 長野北部

 2 深谷 文太(2)     18.47 
ﾌｶﾔ ﾌﾞﾝﾀ 大町第一

 3 三浦 央司(2)     18.83 
ﾐｳﾗ ﾋｻｼ 野沢

 4 水島菖二(3)     19.46 
ﾐｽﾞｼﾏｼｮｳｼﾞ 長野東部

 5 新津 輝(3)     19.50 
ﾆｲﾂ ﾋｶﾙ 小諸東

 6 月岡 健斗(3)     20.43 
ﾂｷｵｶ ｹﾝﾄ 栄

 7 有賀 恵哉(2)     20.88 
ｱﾙｶﾞ ｹｲﾔ 箕輪

 8 髙見澤 草太(3)     21.00 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 南牧

男子共通4種

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

592
4  2021

517

5  6403
770

6  2038

474
8   398

443

9  4343
477

3  2039

5  63942   309
281

7   311

順 ﾚｰﾝ No.

7  5680

4  5976

833
6  5809

677

所属名 記録／備考
8  1116

558
2  1670

555

652
3  5810

602

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

555
9  5823

531欠場

557
7  3922

480

所属名 記録／備考
6  5173

393
4   362

390

9   194
447

2  5017

283
5    43

274

8  4793
316

3  1580



決勝 6月29日 12:00

竹村 地智(3)  15.06 
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 東北    793
荻原 勇吹(3)  11.97 
ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部    605
岡田 大志(3)  10.55 
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ 清水    519
小林 誠典(3)  10.38 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 長野北部    508
浅原 隼風(3)  10.21 
ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ 旭町    498
竹節 真人(3)   9.72 
ﾀｹﾌｼ ﾏｻﾄ 山ﾉ内    469
大内 健瑠(3)   9.68 
ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高陵    466
月岡 健斗(3)   9.65 
ﾂｷｵｶ ｹﾝﾄ 栄    465
永池 優斗(3)   9.57 
ﾅｶﾞｲｹ ﾕｳﾄ 相森    460
水島菖二(3)   9.42 
ﾐｽﾞｼﾏｼｮｳｼﾞ 長野東部    451
荒田 智也(3)   9.14 
ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ 筑摩野    434
熊谷 拓真(3)   9.03 
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ 松島    428
加藤 勝斗(3)   8.70 
ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 飯田高陵    408
土屋 侃汰(3)   8.49 
ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 芦原    395
深谷 文太(2)   8.33 
ﾌｶﾔ ﾌﾞﾝﾀ 大町第一    386
横澤 陸王(3)   8.18 
ﾖｺｻﾜ ﾘｸｵｳ 旭町    377
新津 輝(3)   8.03 
ﾆｲﾂ ﾋｶﾙ 小諸東    368
松崎 勇起(2)   7.95 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 伊那東部    363
三浦 央司(2)   7.64 
ﾐｳﾗ ﾋｻｼ 野沢    345
髙見澤 草太(3)   6.99 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 南牧    307
有賀 恵哉(2)   6.74 
ｱﾙｶﾞ ｹｲﾔ 箕輪    292
飛澤 航太(2)   6.71 
ﾄﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ 高森    290
佐藤 諒真(2)   6.45 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ 軽井沢    275
土屋 侑平(2) 欠場
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾍｲ 軽井沢

所属名 -1- -2-

 15.06

-3- 記録

男子共通4種

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

 11.85  11.97

 10.55  10.38

備考

1 20  6403
 14.83  13.15

 5680
 10.26

 1116
 11.81

2 7

3 6

5 2  5810
  9.91

4 13  5173
  9.71  10.38    x

 10.21   9.60

  9.72   9.43

  8.14   9.68

6 24

7 21  2038
  9.66

 4343
  9.32

9 4  6394
  9.02

8 15  4793
  9.16   7.41   9.65

  9.14   9.57

  9.42   9.22

  9.14   9.07

10 9

11 3  5976
   x

 5017
  9.33

13 18  2039
  7.67

12 8  5823
  9.03   8.05   8.04

  8.69   8.70

  7.97   8.49

  7.54   8.33

14 23

15 14  3922
  8.01

  398
  8.32

17 11   362
   x

16 5  5809
  7.31   8.06   8.18

  8.03   8.02

  7.77   7.95

  7.64   6.83

18 1

19 16   194
  7.47

 1670
  7.59

21 10  1580
  5.98

20 12    43
  5.90   6.99   6.85

  6.09   6.74

  6.38   6.35

  6.06   6.04

22 19

23 17   309
  6.45

 2021
  6.71

22   311



決勝 6月30日 10:00

長野県中学記録(CR)               1.97 中野　昌幸                   波田             1981/09/23  
大会記録(GR)                     1.93 堀内  宗知                   更北             1987        

1m75 1m78 1m81
荻原 勇吹(3) - - - - o o o o o xo  1.78
ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部 xo o xxx   610
竹村 地智(3) - - - o o o o o xo o  1.75
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 東北 xo xxx   585
永池 優斗(3) - - o o xxo o xo o xxx  1.66
ﾅｶﾞｲｹ ﾕｳﾄ 相森   512
浅原 隼風(3) - - - o o o o xo xxx  1.66
ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ 旭町   512
岡田 大志(3) - - o o o xo o xxx  1.63
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ 清水   488
大内 健瑠(3) - o o o xxo xo xxx  1.60
ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高陵   464
加藤 勝斗(3) - - - o xo xxo xxx  1.60
ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 飯田高陵   464
月岡 健斗(3) - o o o o xxx  1.55
ﾂｷｵｶ ｹﾝﾄ 栄   426
竹節 真人(3) o o o o o xxx  1.55
ﾀｹﾌｼ ﾏｻﾄ 山ﾉ内   426
小林 誠典(3) - - o xo o xxx  1.55
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 長野北部   426
荒田 智也(3) - - o o xo xxx  1.55
ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ 筑摩野   426
松崎 勇起(2) - - o xo xo xxx  1.55
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 伊那東部   426
横澤 陸王(3) - o o o xxo xxx  1.55
ﾖｺｻﾜ ﾘｸｵｳ 旭町   426
有賀 恵哉(2) - o o xo xxx  1.50
ｱﾙｶﾞ ｹｲﾔ 箕輪   389
深谷 文太(2) - xo o xo xxx  1.50
ﾌｶﾔ ﾌﾞﾝﾀ 大町第一   389
水島菖二(3) - o o xxx  1.45
ﾐｽﾞｼﾏｼｮｳｼﾞ 長野東部   352
飛澤 航太(2) o o o xxx  1.45
ﾄﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ 高森   352
髙見澤 草太(3) o o xxx  1.40
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 南牧   317
熊谷 拓真(3) o xxo xxx  1.40
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ 松島   317
新津 輝(3) xo xxo xxx  1.40
ﾆｲﾂ ﾋｶﾙ 小諸東   317
土屋 侃汰(3) xxo xxo xxx  1.40
ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 芦原   317
三浦 央司(2) o xxx  1.35
ﾐｳﾗ ﾋｻｼ 野沢   283
佐藤 諒真(2) o xxx  1.35
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ 軽井沢   283
土屋 侑平(2) 欠場
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾍｲ 軽井沢

9   309

21 15   398

14   311

22 8   194

22

19 24  5823

20 3   362

16 11  2021

18 4    43

15 6  3922

16 1  5017

13 21  5809

14 2  1580

11 19  5976

12 17  1670

8 16  4343

10 5  5173

7 10  2039

8 7  4793

5 22  5680

6 13  2038

3 20  6394

4 18  5810

1m69 1m72

1 23  1116

2 12  6403

記録 備考
1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m63 1m66

男子共通4種

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 6月30日 13:00

長野県中学記録(CR)              50.35 大野　裕紀                   赤穂             2007/08/23  
大会記録(GR)                    50.58 佐藤  孝久                   茅野東部         2004        

[ 1組] [ 2組]

 1 土屋 侃汰(3)     55.28  1 荒田 智也(3)     56.89 
ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 芦原 ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ 筑摩野

 2 三浦 央司(2)     55.80  2 横澤 陸王(3)     56.89 
ﾐｳﾗ ﾋｻｼ 野沢 ﾖｺｻﾜ ﾘｸｵｳ 旭町

 3 新津 輝(3)     56.82  3 加藤 勝斗(3)     58.03 
ﾆｲﾂ ﾋｶﾙ 小諸東 ｶﾄｳ ﾏｽﾄ 飯田高陵

 4 水島菖二(3)     57.63  4 松崎 勇起(2)     59.14 
ﾐｽﾞｼﾏｼｮｳｼﾞ 長野東部 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳｷ 伊那東部

 5 有賀 恵哉(2)     58.39  5 竹節 真人(3)     59.73 
ｱﾙｶﾞ ｹｲﾔ 箕輪 ﾀｹﾌｼ ﾏｻﾄ 山ﾉ内

 6 髙見澤 草太(3)     58.67  6 熊谷 拓真(3)   1:00.48 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 南牧 ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ 松島

 7 飛澤 航太(2)   1:01.31  7 月岡 健斗(3)   1:01.14 
ﾄﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ 高森 ﾂｷｵｶ ｹﾝﾄ 栄

 8 佐藤 諒真(2)   1:03.01  8 深谷 文太(2)   1:01.82 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ 軽井沢 ﾌｶﾔ ﾌﾞﾝﾀ 大町第一

[ 3組]

 1 荻原 勇吹(3)     52.41 
ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部

 2 浅原 隼風(3)     54.66 
ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ 旭町

 3 大内 健瑠(3)     54.82 
ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高陵

 4 岡田 大志(3)     55.07 
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ 清水

 5 竹村 地智(3)     55.25 
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 東北

 6 永池 優斗(3)     56.30 
ﾅｶﾞｲｹ ﾕｳﾄ 相森

 7 小林 誠典(3)     59.73 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 長野北部

596
4  6403

589

422

8  6394
548

3  5173

613
9  2038

606
6  5680

記録／備考
5  1116

707
7  5810

397

375
2  3922

353

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

483
8  1670

443

422
9  5823

3  4793

所属名 記録／備考
5  5976

525
4  5809

525

順 ﾚｰﾝ No.

7  2039

6  4343

5  2021
370

3   309
316

9  1580
470

2    43
460

7   362
528

4  5017
497

6   398
588

8   194
567

男子共通4種

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
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