
大会コード 14200008 

第６７回 長野県陸上競技選手権大会 
記録集 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

期   日： 平成２６年８月３０日（土）、３１日（日） 
会   場： 長野県松本平広域公園陸上競技場（201020） 
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・長野市教育委員会 
後   援： 長野県教育委員会 
主   管： (一財)長野陸上競技協会 
審 判 長： トラック／藤森 茂幸  跳躍／富松 健夫  投てき／伊藤 利博 
       招集所／中條延太郎  スタート／桐山 勝次 
記 録 主 任： 竹内 秀樹 

 
■この大会で樹立された記録 

 
■グラウンドコンディション 
平成 26年 8月 30日（土） 平成 26年 8月 31日（日） 
時刻 天候 風向 風速 m/s 気温℃ 湿度% 時刻 天候 風向 風速 m/s 気温℃ 湿度% 

9:00 曇り 南西 1.0 24.0 64 9:00 曇り 西 1.5 22.5 78 
10:00 曇り 北 0.8 24.5 64 10:00 曇り 北北東 1.0 22.5 74 
11:00 曇り 北北西 0.8 25.0 61 11:00 曇り 西南西 1.7 24.5 64 
12:00 曇り 西 1.5 25.0 57 12:00 曇り 南西 0.4 26.0 62 
13:00 曇り 西 0.5 25.5 54 13:00 曇り 西 1.2 28.0 51 
14:00 曇り 北西 1.1 26.5 49 14:00 曇り 東 2.9 27.0 56 
15:00 曇り 北 0.4 26.5 52 15:00 曇り 北北東 1.8 26.0 62 

 

月日 種目 ラウンド 記録 氏名 男女 所属 従来の記録 備考 

8/30 5000m 決勝 16分24秒67 玉城かんな(3) 女 長野東高 16分 29秒 16 大会新 
8/30 棒高跳 決勝 5m05 小山 範晃(3) 男 中京大 5m00 大会新 

8/30 ４×100ｍR 決勝 48秒 23 
関  里華(3) 
高橋 奈弓(3) 
加藤 恭香(3) 
田村有利奈(1) 

女 
上田東高 
上田東高 
上田東高 
上田東高 

48秒 62 大会新 

8/30 ４×100ｍR 決勝 48秒 41 
湯本 珠実(3) 
木村  凌(3) 
齊藤 静花(3) 
臼井 美紅(3) 

女 
豊科北中 
豊科北中 
豊科北中 
豊科北中 

48秒 62 大会新 

8/31 走幅跳 決勝 5m74(+0.6) 森本 知隼(3) 女 塩尻中 5m73 県中学新 
8/31 ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 決勝 47m28 黒岩 美怜(1) 女 筑波大 40m65 大会新 

         



第67回長野県陸上競技選手権大会（14200008) ﾄﾗｯｸ審判長 藤森　茂幸
主催：一般財団法人長野陸上競技協会、公益財団法人長野県体育協会、長野県高等学校体育連盟 跳躍審判長 富松　建夫
　　　 長野県中学校体育連盟、信濃毎日新聞社・長野市教育委員会 投擲審判長 伊藤　利博
【開催日】 平成26年8月30日(土)31日(日) 記録主任： 竹内　秀樹
【主催団体】 一般財団法人長野陸上競技協会 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
 8/31 男子  -0.6岩田 晃 10.63 安藤 直哉(2) 10.93 松下 優太(2) 10.94 池田 彪我(3) 10.97 浅川 優人(3) 11.10 岡田 英希(1) 11.13 住吉 隼斗(3) 11.15 松橋 大夢(2) 13.93

100m ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 松本大 松川高 須坂東高 長野高 国武大 松川高 長野日大高
 8/30  +0.9岩田 晃 21.47 松下 優太(2) 21.64 樋口 一馬(1) 21.89 常盤 大智(1) 22.03 浅川 優人(3) 22.05 荻原 京介(2) 22.32 浦野 泰希(2) 22.39 小出 郁弥(3) 22.63

200m ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 松川高 松商学園高 松本大 長野高 佐久長聖高 松本大 信濃中
 8/31 小林 将大(2) 48.69 浦野 泰希(2) 49.05 坂井 和人(3) 49.25 荻原 京介(2) 51.14 春日 明日実(2) 51.20 山下 紘永(2) 51.26 水島 優(3) 51.81

400m 東海大 松本大 東海大三高 佐久長聖高 伊那弥生ヶ丘高 松本深志高 松商学園高
 8/30 中島 大智(3) 1:54.06 村瀬雅人(2) 1:55.05 石澤 崇紀(2) 1:55.92 手塚 将弥(3) 1:57.21 古谷樹仁(1) 1:58.18 門脇 航(2) 1:58.40 北原 廉(2) 1:59.20 白川 友一(3) 2:01.25

800m 木曽青峰高 東農大 長野日大高 東海大三高 東農大 長野吉田高 長野高専 中野立志舘高
 8/31 北原 崇志 4:00.76 大野 雄揮(4) 4:01.44 牛山 純一 4:01.47 下村 勇喜(1) 4:03.70 石澤 崇紀(2) 4:04.03 伊藤 大生(2) 4:07.21 那須野 亨(2) 4:08.78 丸山 航平 4:09.32

1500m 上伊那陸協 信州大 茅野市陸協 東海大三高 長野日大高 諏訪二葉高 伊那北高 中野市陸協
 8/30 湯澤 舜(3) 15:01.92 牛山 純一 15:03.19 仁科 利弥 15:07.66 宮下 竣(3) 15:09.18 利根川 裕雄 15:22.16 高梨 良介(3) 15:24.63 松野 淳司 15:28.89 細田 達也(3) 15:38.18

5000m 東海大三高 茅野市陸協 飯田市陸協 上伊那農高 ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ 東海大三高 塩尻市陸協 上田西高
 8/31 牛山 純一 31:19.21 松野 淳司 31:32.67 平田 和也 31:38.50 小山 祐太 31:58.42 北沢 正親 32:16.86 小林 正典 32:25.74 細田 達也(3) 33:05.18 岩渕 良平 33:18.91

10000m 茅野市陸協 塩尻市陸協 長野市陸協 ｺﾄﾋﾗ工業 ｺﾄﾋﾗ工業 ｱｰﾄ梱包運輸 上田西高 諏訪市陸協
 8/31  +2.1東山 由輝(3) 14.60 中島 瑞樹(1) 15.22 岡田 英希(1) 15.54 倉石 大樹(2) 15.69 坪井 智哉(2) 15.99 桜井 滉治(3) 16.18 山浦 貫人(2) 16.28 荻原 勇吹(1) 16.65

110mH(1.067m) 東海大 慶應大 国武大 長野日大高 須坂高 岩村田高 岩村田高 諏訪二葉高
 8/30 桜井 滉治(3) 54.44 清水 泰志(2) 54.94 川西 翔太(3) 55.36 内堀 連(2) 56.83 馬場 信介(3) 57.64 中島 瑶樹(2) 57.95 中嶋 多聞(2) 58.72 稲村 良彦(3) 58.97

400mH(0.914m) 岩村田高 松本大 松本大 北佐久農高 上伊那農高 飯田風越高 須坂東高 上伊那農高
 8/30 大野 雄揮(4) 9:18.77 北原 崇志 9:31.70 武井 湧平(3) 9:39.50 北原 悠(4) 9:39.91 新 遼吾 9:48.68 永井 慎也(2) 9:48.77 滝澤 代聖(2) 9:50.27 今滝 春彦(3) 9:52.14

3000mSC 信州大 上伊那陸協 丸子修学館高 長野高専 横国大 丸子修学館高 東海大三高 上田西高
 8/31 塩島 亮太(2) 21:25.50 青木 学 21:33.06 高橋 涼太(1) 21:39.26 石井 克弥(2) 22:00.43 福澤 弘樹(3) 22:52.13 遠藤 和弥(3) 23:20.90 栁澤 優斗(1) 23:29.66 安藤 拓真(3) 25:09.37

5000m競歩 明大 長野市陸協 順大 長野日大高 東海大三高 穂高商高 福井工大 上伊那農高
 8/31 芋川 駿(3) 2.07 林 知彦 2.01 丸山 貴倫(2) 1.95 尾畑 元佳(1) 1.95 大塚 樹也(2) 1.95 松澤 和也(2) 諏訪実業高 1.90

走高跳 長野吉田高 大北陸協 諏訪東京理大 東海大 文化学園長野高 岩崎 晴也(5) 長野高専
松原 大輝 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 8/30 小山 範晃(3) 5.05 内山 朋也(1) 4.40 前田 貴滉(1) 4.20 加賀見 一輝(1) 4.00
棒高跳 中京大 GR 長野吉田高 伊那北高 東学大

 8/30 青沼 和紀(2) 7.04(-0.9) 太田 朗 6.97(-1.4) 清水 泰地(2) 6.79(-1.6) 上條 智之(3) 6.76(-1.1) 増子 良平(1) 6.59(+0.7) 樽沢 紘人(3) 6.41(+0.1) 内山 裕智(1) 6.40(+0.4) 浦野謙太郎(2) 6.38(-0.6)
走幅跳 松本大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 丸子修学館高 明大 松商学園高 木曽青峰高 長野日大高 国武大

 8/31 濱田 翔伍 14.88(+0.6) 清水 駿(3) 14.26(+1.5) 大島 卓仁(1)14.24(+1.2) 小野澤達也(3)14.01(+1.4) 竹内 篤史(1)13.77(+0.2) 松澤 詠太 13.75(+1.0) 増子 良平(1)13.59(+0.8) 樽沢 紘人(3)13.28(-0.1)
三段跳 長野市陸協 順大 信州大 穂高商高 松本大 松本市陸協 松商学園高 木曽青峰高

 8/31 笹野 弘充 13.14 米倉 朋輝(2) 12.31 村松 克磨(3) 12.14 上原 隆伸 11.94 遠藤 邦彦 11.85 神田 郁実(2) 11.01 瀬戸 竜紀(3) 10.64 細田  歩(2) 10.34
砲丸投 NTFclub 長野工業高 松本大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 長野商高 茅野高 塩尻志学館高

 8/30 大庭 達也(2) 40.96 笹野 弘充 40.69 尾崎 雄介(3) 36.48 林 滉介(3) 36.38 米倉 朋輝(2) 34.90 寺島 国彦(2) 33.96 片倉 一穂(3) 33.81 上原 隆伸 33.24
円盤投 順大 NTFclub 松本大 上伊那農高 長野工業高 松本大 上伊那農高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 8/31 平田 勝也(3) 48.28 笹野 弘充 47.92 上原 隆伸 45.29 濵 直輝(2) 39.96 鈴木 翔太(3) 37.52 佐藤 俊生(4) 36.57 落合 恒輝(3) 36.11 小林 生歩稀(2) 32.33
ﾊﾝﾏｰ投 国武大 NTFclub ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 梓川高 岩村田高 横浜市立大 上伊那農高 梓川高

 8/31 永井 一平(3) 60.12 小川 健太(3) 57.69 斎藤 元気 55.61 丸山 幹稀(2) 55.32 宮澤 研人(2) 54.10 友田 利男 53.29 宮島 真吾(2) 51.98 岩﨑 まお(2) 50.46
やり投 東海大 木曽青峰高 NTFclub 梓川高 伊那北高 下伊那郡陸協 阿南高 長野東高

 8/30 松本大       42.03 松川高       42.33 長野日大高       42.77 佐久長聖高       42.82 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野      43.43 松商学園高       43.49 長野高専       43.58 岩村田高       43.88
4×100m 安藤 直哉(2) 丸山 玲央(3) 松橋 大夢(2) 坂田 涼輔(1) 伊藤 将希 成澤 稜(1) 長谷川 将己(5) 須藤 稜太(2)

常盤 大智(1) 住吉 隼斗(3) 曽根原 豪士(2) 花里 翼 内山 幹雄 三宅 浩生(1) 岩崎 晴也(5) 山浦 貫人(2)
浦野 泰希(2) 近藤 裕哉(1) 峯村 祐貴(2) 松崎 文弥(1) 下里 直弥 樋口 一馬(1) 宮澤 優仁(2) 町田 一生(2)
青沼 和紀(2) 松下 優太(2) 吉沢 智貴(1) 荻原 京介(2) 松沢 恵佑 増子 良平(1) 柴田 晃太朗(5) 神田 優人(1)

 8/31 松本大     3:20.65 長野高     3:23.90 松川高     3:24.52 上伊那農高     3:24.82 長野日大高     3:25.87 岩村田高     3:26.46 佐久長聖高     3:29.69
4×400m 川西 翔太(3) 畑 圭一(2) 近藤 裕哉(1) 稲村 良彦(3) 雲崎 凌(2) 佐塚 一馬(1) 花里 翼

浦野 泰希(2) 渡辺 賢志(1) 松下 優太(2) 馬場 信介(3) 吉沢 智貴(1) 町田 一生(2) 相場 泰彦
清水 泰志(2) 安塚 大輝(2) 塩沢 大樹(2) 竹内 基裕(3) 長田 佑麻(2) 須藤 稜太(2) 松崎 文弥(1)
常盤 大智(1) 高橋 慶(1) 丸山 玲央(3) 登内 大地(3) 佐藤 薫(2) 山浦 貫人(2) 荻原 京介(2)



予選 8月31日 10:00
準決勝 8月31日 12:00
決勝 8月31日 13:20

長野県記録(KR)                  10.15 塚原　直貴                   東海大           2007/09/16  
大会記録(GR)                    10.58 塚原　直貴                   ﾂｶﾊﾗ ﾅｵｷ         2003        

[ 1組] 風速 -1.3 [ 2組] 風速 -0.1

 1 岩田 晃     10.89 Q  1 安藤 直哉(2)     10.95 Q
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本大

 2 岡田 英希(1)     11.16 Q  2 松橋 大夢(2)     11.12 Q
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 国武大 ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大高

 3 小出 郁弥(3)     11.40 Q  3 長谷川 寛(1)     11.42 Q
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 信濃中 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 東学大

 4 常盤 大智(1)     11.43  4 中嶋 謙(2)     11.43 
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 松本大 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 清水中

 5 藤森 未知也(1)     11.45  5 近藤 裕哉(1)     11.71 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ 信州大 ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ 松川高

 6 山浦 貫人(2)     11.46 松崎 文弥(1)
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田高 ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖高

 7 山崎 久樹(2)     11.53 坂口 慎太郎 東  京
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ 上伊那農高 ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ F&F

 8 松沢 恵佑     11.81 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

[ 3組] 風速 +0.7 [ 4組] 風速 +0.1

 1 松下 優太(2)     11.06 Q  1 池田 彪我(3)     10.98 Q
ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ 松川高 ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ 須坂東高

 2 樋口 一馬(1)     11.16 Q  2 高木 佑希     11.04 Q
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 松商学園高 ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 3 浅川 優人(3)     11.25 Q  3 住吉 隼斗(3)     11.11 Q
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野高 ｽﾐﾖｼ  ﾊﾔﾄ 松川高

 4 赤堀 拓夢(1)     11.25 q  4 柴田 晃太朗(5)     11.20 q
ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ 田川高 ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 長野高専

 5 浦野 謙太郎(2)     11.34  5 巻渕 優也(2)     11.27 q
ｳﾗﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 国武大 ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ 諏訪清陵高

 6 曽根原 豪士(2)     11.42  6 高沢 深史     11.32 q
ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ 長野日大高 ﾀｶｻﾜ ﾌｶｼ 須坂陸協
荻原 京介(2)  7 内山 幹雄     11.56 
ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ 佐久長聖高 ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 -0.4

 1 松橋 大夢(2)     10.85 Q  1 岩田 晃     10.71 Q
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大高 ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 安藤 直哉(2)     10.86 Q  2 松下 優太(2)     11.01 Q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本大 ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ 松川高

 3 池田 彪我(3)     10.89 Q  3 岡田 英希(1)     11.18 Q
ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ 須坂東高 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 国武大

 4 浅川 優人(3)     11.12 q  4 樋口 一馬(1)     11.23 
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野高 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 松商学園高

 5 住吉 隼斗(3)     11.13 q  5 柴田 晃太朗(5)     11.23 
ｽﾐﾖｼ  ﾊﾔﾄ 松川高 ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 長野高専

 6 赤堀 拓夢(1)     11.25  6 小出 郁弥(3)     11.38 
ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ 田川高 ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 信濃中
高木 佑希 高沢 深史
ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾀｶｻﾜ ﾌｶｼ 須坂陸協
巻渕 優也(2) 長谷川 寛(1)
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ 諏訪清陵高 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 東学大

風速 -0.6

 1 岩田 晃     10.63 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 安藤 直哉(2)     10.93 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本大

 3 松下 優太(2)     10.94 
ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ 松川高

 4 池田 彪我(3)     10.97 
ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ 須坂東高

 5 浅川 優人(3)     11.10 
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野高

 6 岡田 英希(1)     11.13 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 国武大

 7 住吉 隼斗(3)     11.15 
ｽﾐﾖｼ  ﾊﾔﾄ 松川高

 8 松橋 大夢(2)     13.93 
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

男子

100m

予選 通過基準  4組  3着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

6  9043

所属名 記録／備考
7  9025

8  9073

4  5210

5  9057

3  9015

9  1581

2   341

所属名 記録／備考
6  9053

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7  9102

2  6946

4  1261

3  2807
欠場

5  9001

8   545

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4  1118

5   536

7  2481

6  2937

8  9042

所属名 記録／備考
5  3099

2  2811

順

3  1251

6   552

7  9089

3  9027

4  9081

2  9020

8   112

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

準決勝 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

欠場

7  9053

所属名 記録／備考
6  1261

4  3099

9  1118

欠場

2  2937

5  9027

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

失格
3   112

8   552

6   536

所属名 記録／備考
4  9025

3  9089

5  9043

7  2481

欠場
9  9102

欠場

8  5210

2  9081

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   536

5  9025

4  9053

8  9043

9  3099

2  1118

3   552

7  1261



予選 8月30日 11:10
決勝 8月30日 15:10

長野県記録(KR)                  20.35 塚原　直貴                   東海大           2006/05/24  
大会記録(GR)                    20.93 

[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 +0.7

 1 松下 優太(2)     21.89 Q  1 岩田 晃     21.92 Q
ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ 松川高 ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 小出 郁弥(3)     22.44 Q  2 荻原 京介(2)     22.26 Q
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 信濃中 ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ 佐久長聖高

 3 藤森 未知也(1)     22.58  3 浦野 泰希(2)     22.48 q
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ 信州大 ｳﾗﾉ ﾀｲｷ 松本大

 4 松橋 大夢(2)     22.69  4 住吉 隼斗(3)     22.89 
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大高 ｽﾐﾖｼ  ﾊﾔﾄ 松川高

 5 田中 悠(2)     23.01  5 松島 竜平(2)     23.11 
ﾀﾅｶ ﾕｳ 屋代高 ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 飯田高

 6 丸山 玲央(3)     23.29  6 木村 幸太(1)     23.19 
ﾏﾙﾔﾏ  ﾚｵ 松川高 ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 塩尻志学館高

 7 松沢 恵佑     23.78  7 小北 大志(3)     23.21 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｺｷﾀ ﾀｲｼ 信州大

 8 市川 凛太朗(2)     23.88  8 牛山 陽太(3)     23.96 
ｲﾁｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 長野東高 ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ 辰野中
吉冨 和弥
ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

[ 3組] 風速 +1.5

 1 樋口 一馬(1)     21.83 Q
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 松商学園高

 2 浅川 優人(3)     21.94 Q
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野高

 3 常盤 大智(1)     21.97 q
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 松本大

 4 松崎 文弥(1)     22.58 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖高

 5 樽沢 紘人(3)     22.98 
ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 木曽青峰高

 6 登内 大地(3)     22.99 
ﾄﾉｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 上伊那農高

 7 峯村 祐貴(2)     23.17 
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ 長野日大高

 8 近藤 裕哉(1)     23.22 
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ 松川高

風速 +0.9

 1 岩田 晃     21.47 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 松下 優太(2)     21.64 
ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ 松川高

 3 樋口 一馬(1)     21.89 
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 松商学園高

 4 常盤 大智(1)     22.03 
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 松本大

 5 浅川 優人(3)     22.05 
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野高

 6 荻原 京介(2)     22.32 
ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ 佐久長聖高

 7 浦野 泰希(2)     22.39 
ｳﾗﾉ ﾀｲｷ 松本大

 8 小出 郁弥(3)     22.63 
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 信濃中

順

男子

200m

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

6  5210

所属名 記録／備考
5   536

8  1451

7  9073

4  1261

2  1218

9   553

1  9015

記録／備考
7  9025

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8   552

6  2811

5  9054

4  9068

9   588

3  1986

 7954

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  9026

7  2481

5  1118

2

欠場

2  2807

8  1963

4  9057

9  1272

3   545

6   362

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  2481

4  9025

6   536

8  2811

3  9057

5  1118

2  9054

9  5210



予選 8月31日 11:30
決勝 8月31日 13:40

長野県記録(KR)                  46.54 宮沢　洋平                   法政大           2008/07/25  
大会記録(GR)                    47.32 

[ 1組] [ 2組]

 1 坂井 和人(3)     49.48 Q  1 小林 将大(2)     48.30 Q
ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ 東海大三高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 東海大

 2 中島 大智(3)     49.63 Q  2 浦野 泰希(2)     49.73 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 木曽青峰高 ｳﾗﾉ ﾀｲｷ 松本大

 3 荻原 京介(2)     49.84 Q  3 水島 優(3)     50.52 Q
ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ 佐久長聖高 ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園高

 4 近藤 雅哉(3)     53.05  4 春日 明日実(2)     50.99 q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 下伊那松川中 ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ 伊那弥生ヶ丘高
小林 英和  5 山下 紘永(2)     51.25 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 法大 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 松本深志高
小北 大志(3) 登内 大地(3)
ｺｷﾀ ﾀｲｼ 信州大 ﾄﾉｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 上伊那農高
脇坂 拓馬(3) 吉冨 和弥
ﾜｷｻｶ ﾀｸﾏ 丸子修学館高 ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 1 小林 将大(2)     48.69 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 東海大

 2 浦野 泰希(2)     49.05 
ｳﾗﾉ ﾀｲｷ 松本大

 3 坂井 和人(3)     49.25 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ 東海大三高

 4 荻原 京介(2)     51.14 
ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ 佐久長聖高

 5 春日 明日実(2)     51.20 
ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 6 山下 紘永(2)     51.26 
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 松本深志高

 7 水島 優(3)     51.81 
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園高
中島 大智(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 木曽青峰高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

男子

400m

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

6  1964

所属名 記録／備考
5    42

4  9108
欠場

2  2811

3  8351

6  9026

7  9068
欠場

8  1752

順 ﾚｰﾝ No.

2  2500

3  2257

7  9054

氏  名 所属名 記録／備考
5  9097

4   362
欠場

8   445

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

6    42

5  9097

7  9054

2  2257

9  2811

3   445

欠場

8  2500

4  1964



予選 8月30日 10:10
決勝 8月30日 14:50

長野県記録(KR)                1:45.75 川元　奨                     日本大           2014        
大会記録(GR)                  1:51.19 

[ 1組] [ 2組]

 1 村瀬雅人(2)   1:56.94 Q  1 石澤 崇紀(2)   1:57.89 Q
ﾑﾗｾﾏｻﾄ 東農大 ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 長野日大高

 2 門脇 航(2)   1:58.05 Q  2 古谷樹仁(1)   1:57.97 Q
ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ 長野吉田高 ﾌﾙﾀﾆﾐｷﾋﾄ 東農大

 3 北原 廉(2)   1:58.91 q  3 手塚 将弥(3)   1:59.34 q
ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ 長野高専 ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ 東海大三高

 4 所河 北斗(2)   2:01.39  4 春日 明日実(2)   2:01.81 
ｼｮｶﾞﾜ ﾎｸﾄ 東海大三高 ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 5 逢澤 智広   2:02.00  5 市川 亮   2:02.11 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 安曇野陸協

 6 荻原 宏崇(2)   2:06.62  6 大峡 翔太(3)   2:06.78 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ 上田東高 ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 中野立志舘高
中山 航大(2) 山下 紘永(2)
ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 松本深志高 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 松本深志高

[ 3組]

 1 中島 大智(3)   1:58.46 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 木曽青峰高

 2 白川 友一(3)   1:59.42 Q
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 中野立志舘高

 3 飯島 伸広(2)   2:01.04 
ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 豊科高

 4 中島 俊介(1)   2:01.63 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ 長野日大高

 5 小林 将大(2)   2:03.79 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 野沢南高
脇坂 拓馬(3)
ﾜｷｻｶ ﾀｸﾏ 丸子修学館高
中山 陸(3)
ﾅｶﾔﾏ ﾘｸ 信濃中

 1 中島 大智(3)   1:54.06 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 木曽青峰高

 2 村瀬雅人(2)   1:55.05 
ﾑﾗｾﾏｻﾄ 東農大

 3 石澤 崇紀(2)   1:55.92 
ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 長野日大高

 4 手塚 将弥(3)   1:57.21 
ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ 東海大三高

 5 古谷樹仁(1)   1:58.18 
ﾌﾙﾀﾆﾐｷﾋﾄ 東農大

 6 門脇 航(2)   1:58.40 
ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ 長野吉田高

 7 北原 廉(2)   1:59.20 
ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ 長野高専

 8 白川 友一(3)   2:01.25 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 中野立志舘高

3  3505

9   881

4  9103

8  1041

5  1297

2    50

6  1964

7  9104

8  5220
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  1557

3  1752
欠場

7  2533

4  1281

5  1964

6   881

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

3   445

所属名 記録／備考
7  1297

4  9103

順 ﾚｰﾝ No.

5    50

氏  名

3  2259

2  9031

6  2257

8   882

2  9050

7  1800

8  3505

5    45

記録／備考
6  9104

4  1041

男子

800m

予選 通過基準  3組  2着 + 2 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 8月31日 12:30

長野県記録(KR)                3:38.49 佐藤　清治                   佐久長聖高       1999/05/28  
大会記録(GR)                  3:49.89 

 1 北原 崇志   4:00.76 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 上伊那陸協

 2 大野 雄揮(4)   4:01.44 
ｵｵﾉ ﾕｳｷ 信州大

 3 牛山 純一   4:01.47 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茅野市陸協

 4 下村 勇喜(1)   4:03.70 
ｼﾓﾑﾗ ﾕｳｷ 東海大三高

 5 石澤 崇紀(2)   4:04.03 
ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 長野日大高

 6 伊藤 大生(2)   4:07.21 
ｲﾄｳﾀﾞｲｷ 諏訪二葉高

 7 那須野 亨(2)   4:08.78 
ﾅｽﾉ ﾄｵﾙ 伊那北高

 8 丸山 航平   4:09.32 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 中野市陸協

 9 利根川 裕雄   4:11.52 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ

10 佐藤 拓真(2)   4:12.10 
ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 長野日大高

11 小林 直樹(3)   4:13.24 
ｺﾊﾞﾔｼﾅｵｷ 諏訪二葉高

12 中村 祐太(1)   4:22.91 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 長野日大高
高木 航志(3)
ﾀｶｷﾞ ｺｳｼ 上田第五中
西澤 洋務
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 茅野市陸協
大野 力(3)
ｵｵﾉ ﾁｶﾗ 長野日大高
門脇 航(2)
ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ 長野吉田高
松木 之衣(2)
ﾏﾂｷ ｺﾉｴ 長野日大高
中村 孝樹(1)
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 東洋大

決勝 8月30日 13:40

長野県記録(KR)               13:20.80 大迫　傑                     早大             2013/11/17  
大会記録(GR)                 14:23.20 

 1 湯澤 舜(3)  15:01.92 
ﾕｻﾞﾜ ｼｭﾝ 東海大三高

 2 牛山 純一  15:03.19 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茅野市陸協

 3 仁科 利弥  15:07.66 
ﾆｼﾅ ﾄｼﾔ 飯田市陸協

 4 宮下 竣(3)  15:09.18 
ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝ 上伊那農高

 5 利根川 裕雄  15:22.16 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ

 6 高梨 良介(3)  15:24.63 
ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ 東海大三高

 7 松野 淳司  15:28.89 
ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 塩尻市陸協

 8 細田 達也(3)  15:38.18 
ﾎｿﾀﾞ  ﾀﾂﾔ 上田西高

 9 早野 吉信  15:38.72 
ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 下伊那郡陸協

10 樋口 正晃  15:53.48 
ﾋｸﾞﾁ   ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸恊
平田 和也
ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾔ 長野市陸協

男子

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  9106

7    54

5  9038

3    56

9   366

1  9005

6  9035

2  9032

11  1907

欠場

8  9065

10  9095

男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  9038

11  9066

12  9072

14   141

8    41

9  1297

10  9005

17   410

16  9086

3  1288

5  1302

6  2606

欠場
7  1293

欠場

1  4671
欠場

4  9039

欠場
18  9113

欠場

13  1041
欠場

15  1292



決勝 8月31日 14:30

長野県記録(KR)               27:38.31 大迫　傑                     早大             2013/04/28  
大会記録(GR)                 29:57.70 

 1 牛山 純一  31:19.21 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 茅野市陸協

 2 松野 淳司  31:32.67 
ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 塩尻市陸協

 3 平田 和也  31:38.50 
ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾔ 長野市陸協

 4 小山 祐太  31:58.42 
ｺﾔﾏ ﾕｳﾀ ｺﾄﾋﾗ工業

 5 北沢 正親  32:16.86 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻﾁｶ ｺﾄﾋﾗ工業

 6 小林 正典  32:25.74 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ ｱｰﾄ梱包運輸

 7 細田 達也(3)  33:05.18 
ﾎｿﾀﾞ  ﾀﾂﾔ 上田西高

 8 岩渕 良平  33:18.91 
ｲﾜﾌﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 諏訪市陸協

 9 羽川 英一  33:27.48 
ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ 茅野市陸協

10 関 喜明  33:58.97 
ｾｷ ﾖｼｱｷ 松本自衛隊

11 田中 仁悟(1)  34:02.57 
ﾀﾅｶ ｼﾝｺﾞ 中京大

12 柳沢 充保(2)  34:17.95 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾐﾂﾔｽ 上田西高
早野 吉信
ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 下伊那郡陸協
仁科 利弥
ﾆｼﾅ ﾄｼﾔ 飯田市陸協
利根川 裕雄
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ

10  9005
欠場

8  9035
欠場

9  9106
欠場

6  9084

13  1912

12  9037

14  9052

5  1907

1  9078

11  9007

3  9004

15  9095

7  9006

2  9038

4  9032

男子

10000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 8月31日 10:50
決勝 8月31日 12:50

長野県記録(KR)                  13.84 太田　和彰                   日本大           2014        
大会記録(GR)                    14.38 

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +0.2

 1 中島 瑞樹(1)     15.51 Q  1 岡田 英希(1)     15.59 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 慶應大 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 国武大

 2 山浦 貫人(2)     16.44 Q  2 坪井 智哉(2)     15.80 Q
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田高 ﾂﾎﾞｲ ﾄﾓﾔ 須坂高

 3 竹内 一弘     16.47  3 桜井 滉治(3)     16.21 q
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ DreamAC ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 岩村田高

 4 三宅 浩生(1)     16.64  4 竹村 地智(1)     16.67 
ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 松商学園高 ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野日大高

 5 八木 渉(3)     16.64  5 小林 涼(2)     16.87 
ﾔｷﾞ ﾜﾀﾙ 中野立志舘高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 信大医学部

 6 唐澤 翔馬(2)     17.37  6 小澤 亮(2)     16.92 
ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾏ 上伊那農高 ｺｻﾞ ﾘｮｳ 日体大

 7 徳竹 悠馬(2)     17.66 小松 太一(1)
ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ 長野日大高 ｺﾏﾂ  ﾀｲﾁ 松本県ヶ丘高
小池 智貴(2)
ｺｲｹ ﾄﾓｷ 長野吉田高

[ 3組] 風速 +0.7

 1 東山 由輝(3)     14.67 Q
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾖｼｷ 東海大

 2 倉石 大樹(2)     16.06 Q
ｸﾗｲｼ ﾀﾞｲｷ 長野日大高

 3 荻原 勇吹(1)     16.18 q
ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 諏訪二葉高

 4 坂田 涼輔(1)     16.67 
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 佐久長聖高

 5 中沢 悟(2)     16.78 
ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 小諸高

 6 丸山 健一(4)     17.14 
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 信州大
伊達 仁哉
ﾀﾞﾃ ﾏｻﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

風速 +2.1

 1 東山 由輝(3)     14.60 
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾖｼｷ 東海大

 2 中島 瑞樹(1)     15.22 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 慶應大

 3 岡田 英希(1)     15.54 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 国武大

 4 倉石 大樹(2)     15.69 
ｸﾗｲｼ ﾀﾞｲｷ 長野日大高

 5 坪井 智哉(2)     15.99 
ﾂﾎﾞｲ ﾄﾓﾔ 須坂高

 6 桜井 滉治(3)     16.18 
ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 岩村田高

 7 山浦 貫人(2)     16.28 
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田高

 8 荻原 勇吹(1)     16.65 
ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 諏訪二葉高

9  1581

3   131

5  1008

2  1620

6  9043

8  1263

記録／備考
7  9098

4  9041

6  9009
失格

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  2821

8  9067

7   131

3  2813

2  1043

4  9098

5  1263

2  2317
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  9075

8  9105

5  1620

7  1260

3  9043

4  1008

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   887

欠場

9   343

8  1255

6  9000

3  2480

記録／備考
5  9041

4  1581

男子

110mH(1.067m)

予選 通過基準  3組  2着 + 2 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30日  9:20
決勝 8月30日 14:20

長野県記録(KR)                  50.53 小林 豊                      慶応大           2002/05/18  
大会記録(GR)                    52.06 

[ 1組] [ 2組]

 1 川西 翔太(3)     55.21 Q  1 清水 泰志(2)     55.86 Q
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 松本大 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ 松本大

 2 桜井 滉治(3)     55.88 Q  2 内堀 連(2)     57.99 Q
ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 岩村田高 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾚﾝ 北佐久農高

 3 馬場 信介(3)     57.39 Q  3 稲村 良彦(3)     58.79 Q
ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ 上伊那農高 ｲﾅﾑﾗ ﾖｼﾋｺ 上伊那農高

 4 中島 瑶樹(2)     57.92 q  4 中沢 悟(2)     59.05 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 飯田風越高 ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 小諸高

 5 中嶋 多聞(2)     57.99 q  5 小柳 堅一(1)     59.08 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ 須坂東高 ｺﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信州大

 6 丸山 智輝(2)   1:00.01  6 高野 真志(3)   1:02.28 
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 長野東高 ﾀｶﾉ ﾏｻｼ 須坂東高

 7 豊田 利彦   1:02.04 小林 英和
ﾄﾖﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 信大AC ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 法大

 8 松下 明広(3)   1:02.66 荒井 雅也(2)
ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾋﾛ 信州大 ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 長野工業高
北川 幹太(M) 小松 太一(1)
ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾝﾀ 信大医学部 ｺﾏﾂ  ﾀｲﾁ 松本県ヶ丘高

 1 桜井 滉治(3)     54.44 
ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 岩村田高

 2 清水 泰志(2)     54.94 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ 松本大

 3 川西 翔太(3)     55.36 
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 松本大

 4 内堀 連(2)     56.83 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾚﾝ 北佐久農高

 5 馬場 信介(3)     57.64 
ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ 上伊那農高

 6 中島 瑶樹(2)     57.95 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 飯田風越高

 7 中嶋 多聞(2)     58.72 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ 須坂東高

 8 稲村 良彦(3)     58.97 
ｲﾅﾑﾗ ﾖｼﾋｺ 上伊那農高

3   980

9   364

8   358

2   614

5  9060

7  1623

記録／備考
4  1620

6  9058

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  1163
欠場

8  2317
欠場

9   985

5  9108
欠場

2  2821

1  9069

7  1623

3   364

記録／備考
4  9058

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

9  9076
欠場

順

8  9070

1  1217

6  9074

2   980

7   358

3   614

記録／備考
4  9060

5  1620

男子

400mH(0.914m)

予選 通過基準  2組  3着 + 2 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 8月30日 11:40

長野県記録(KR)                8:48.56 宮入　一海                   北佐久郡陸協     2008/10/03  
大会記録(GR)                  9:03.00 

 1 大野 雄揮(4)   9:18.77 
ｵｵﾉ ﾕｳｷ 信州大

 2 北原 崇志   9:31.70 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 上伊那陸協

 3 武井 湧平(3)   9:39.50 
ﾀｹｲ ﾖｳﾍｲ 丸子修学館高

 4 北原 悠(4)   9:39.91 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳ 長野高専

 5 新 遼吾   9:48.68 
ｱﾀﾗｼ ﾘｮｳｺﾞ 横国大

 6 永井 慎也(2)   9:48.77 
ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾔ 丸子修学館高

 7 滝澤 代聖(2)   9:50.27 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 東海大三高

 8 今滝 春彦(3)   9:52.14 
ｲﾏﾀｷ  ﾊﾙﾋｺ 上田西高

 9 大和田 雅人(2)  10:04.84 
ｵｵﾜﾀﾞ ﾏｻﾄ 大町高

10 熊谷 駿(2)  10:06.15 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝ 飯田高

11 柳沢 充保(2)  10:14.42 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾐﾂﾔｽ 上田西高

12 小林 知(2)  10:16.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 長野西高

13 薛 玄太郎(2)  10:20.16 
ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 大町高
宮入 一海
ﾐﾔｲﾘ ﾓﾄﾐ 北佐久郡陸協

決勝 8月31日 13:50

長野県記録(KR)               19:03.92 藤澤　勇                     山梨学院大       2009/04/29  
大会記録(GR)                 20:16.79 

 1 塩島 亮太(2)  21:25.50 
ｼｵｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 明大

 2 青木 学  21:33.06 
ｱｵｷ ﾏﾅﾌﾞ 長野市陸協

 3 高橋 涼太(1)  21:39.26 
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 順大

 4 石井 克弥(2)  22:00.43 
ｲｼｲ ｶﾂﾔ 長野日大高

 5 福澤 弘樹(3)  22:52.13 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 東海大三高

 6 遠藤 和弥(3)  23:20.90 
ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾔ 穂高商高

 7 栁澤 優斗(1)  23:29.66 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 福井工大

 8 安藤 拓真(3)  25:09.37 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾏ 上伊那農高

 9 平栗 広大(2)  25:54.49 
ﾋﾗｸﾞﾘ  ｺｳﾀﾞｲ 松川高

10 髙野 純輝(2)  26:58.54 
ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝｷ 長野日大高
佐藤 遼平(4)
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 中部学院大
藤原 純一(2)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 東海大
竹内 佑介(2)
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ 長野日大高

2  9085

11  1291
欠場

失格
6  9099

欠場

1   539

13  1289

10  9107

9   331

12    55

7  2114

4  9047

5  1305

8  9110

3  9094

男子

5000m競歩

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子

3000mSC

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  1753

7  9072

6  9066

3  1765

5  9092

8  9033

12  2058

10    46

13  1906

11  1098

2   582

1  1912

欠場

4  2059

14  9109



予選 8月30日 12:30
決勝 8月30日 15:40

長野県記録(KR)                  40.82 NUAC                         NUAC             2009/09/05  
（小林 裕志・坂口 慎太郎・井出 雅人・土山 徹也）

大会記録(GR)                    41.01 

[ 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 松川高   553 丸山 玲央(3)     42.23 Q  1   2 松本大  9053 安藤 直哉(2)     42.84 Q

ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾏﾙﾔﾏ  ﾚｵ ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ
  552 住吉 隼斗(3)  9057 常盤 大智(1)

ｽﾐﾖｼ  ﾊﾔﾄ ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ
  545 近藤 裕哉(1)  9054 浦野 泰希(2)

ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ ｳﾗﾉ ﾀｲｷ
  536 松下 優太(2)  9055 塩野入 信栄(3)

ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ ｼｵﾉｲﾘ ｼﾝｴｲ
 2   2 長野日大高  1261 松橋 大夢(2)     42.89 Q  2   8 長野高専  9091 長谷川 将己(5)     44.20 Q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｷ
 1251 曽根原 豪士(2)  9088 岩崎 晴也(5)

ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾔ
 1272 峯村 祐貴(2)  3507 宮澤 優仁(2)

ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
 1264 吉沢 智貴(1)  9089 柴田 晃太朗(5)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ
 3   5 佐久長聖高  2813 坂田 涼輔(1)     42.94 Q  3   7 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  9013 熊谷 憲     44.33 Q

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ
 2801 花里 翼  9020 内山 幹雄

ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ
 2807 松崎 文弥(1)  9012 下里 直弥

ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ ｼﾓｻﾄ ﾅｵﾔ
 2811 荻原 京介(2)  9015 松沢 恵佑

ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ
 4   4 松商学園高  2490 成澤 稜(1)     43.31 q  4   3 大町高  2061 田中 大聖(2)     46.26 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ ｵｵﾏﾁｺｳ ﾀﾅｶ ﾀｲｾｲ
 2480 三宅 浩生(1)  2060 因幡 将吾(2)

ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ
 2481 樋口 一馬(1)  2067 有賀 健(1)

ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ
 2488 増子 良平(1)  2068 澁谷 郁磨(1)

ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ ｼﾌﾞﾔ ｲｸﾏ
 5   3 岩村田高  1583 須藤 稜太(2)     43.82 q   6 須坂東高  3092 澤 拓斗(1)

ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼｺｳ ｻﾜ ﾋﾛﾄ 失格
 1581 山浦 貫人(2)  3086 黒崎 秀樹(1) R1(3-4)

ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ
 1585 町田 一生(2)  3093 羽尾 拓海(1)

ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ ﾊｵﾀｸﾐ
 1589 神田 優人(1)   980 中嶋 多聞(2)

ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ
 6   7 伊那北高   409 宮澤 研人(2)     44.33   4 諏訪清陵高

ｲﾅｷﾀｺｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ 欠場
  415 戸田 和輝(2)

ﾄﾀﾞ ｶｽﾞｷ
  430 小川 明喜男(1)

ｵｶﾞﾜ ｱｷｵ
  426 丸山 凌治(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ
  5 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 欠場

男子

4×100m

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 松本大  9053 安藤 直哉(2)     42.03 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ
 9057 常盤 大智(1)

ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ
 9054 浦野 泰希(2)

ｳﾗﾉ ﾀｲｷ
 9059 青沼 和紀(2)

ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ
 2   4 松川高   553 丸山 玲央(3)     42.33 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾏﾙﾔﾏ  ﾚｵ
  552 住吉 隼斗(3)

ｽﾐﾖｼ  ﾊﾔﾄ
  545 近藤 裕哉(1)

ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ
  536 松下 優太(2)

ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ
 3   7 長野日大高  1261 松橋 大夢(2)     42.77 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ
 1251 曽根原 豪士(2)

ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ
 1272 峯村 祐貴(2)

ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ
 1264 吉沢 智貴(1)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ
 4   8 佐久長聖高  2813 坂田 涼輔(1)     42.82 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ
 2801 花里 翼

ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ
 2807 松崎 文弥(1)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
 2811 荻原 京介(2)

ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ
 5   9 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  9010 伊藤 将希     43.43 

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ｲﾄｳ ﾏｻｷ
 9020 内山 幹雄

ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ
 9012 下里 直弥

ｼﾓｻﾄ ﾅｵﾔ
 9015 松沢 恵佑

ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ
 6   2 松商学園高  2490 成澤 稜(1)     43.49 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
 2480 三宅 浩生(1)

ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ
 2481 樋口 一馬(1)

ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ
 2488 増子 良平(1)

ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ
 7   6 長野高専  9091 長谷川 将己(5)     43.58 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｷ
 9088 岩崎 晴也(5)

ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾔ
 3507 宮澤 優仁(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
 9089 柴田 晃太朗(5)

ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ
 8   3 岩村田高  1583 須藤 稜太(2)     43.88 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ
 1581 山浦 貫人(2)

ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ
 1585 町田 一生(2)

ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ
 1589 神田 優人(1)

ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ

男子

4×100m
決勝



予選 8月31日  9:20
決勝 8月31日 15:30

長野県記録(KR)                3:15.32 長野日大高                   長野日大高       1994/08/04  
（小林・目黒・今井・山本）

大会記録(GR)                  3:18.19 

[ 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 佐久長聖高  2807 松崎 文弥(1)   3:22.44 Q  1   2 松本大  9060 川西 翔太(3)   3:22.38 Q

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ
 2808 相場 泰彦  9054 浦野 泰希(2)

ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ ｳﾗﾉ ﾀｲｷ
 2801 花里 翼  9058 清水 泰志(2)

ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ
 2811 荻原 京介(2)  9057 常盤 大智(1)

ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ
 2   3 長野高  1123 畑 圭一(2)   3:23.24 Q  2   3 松川高   545 近藤 裕哉(1)   3:22.94 Q

ﾅｶﾞﾉｺｳ ﾊﾀ ｹｲｲﾁ ﾏﾂｶﾜｺｳ ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ
 1124 安塚 大輝(2)   536 松下 優太(2)

ﾔｽﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ
 1112 渡辺 賢志(1)   543 塩沢 大樹(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ ｼｵｻﾞﾜ  ﾋﾛｷ
 1111 高橋 慶(1)   553 丸山 玲央(3)

ﾀｶﾊｼ ｹｲ ﾏﾙﾔﾏ  ﾚｵ
 3   2 上伊那農高   364 稲村 良彦(3)   3:24.81 Q  3   5 岩村田高  1592 佐塚 一馬(1)   3:27.29 Q

ｶﾐｲﾅﾉｳｺｳ ｲﾅﾑﾗ ﾖｼﾋｺ ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ
  358 馬場 信介(3)  1585 町田 一生(2)

ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ
  357 竹内 基裕(3)  1583 須藤 稜太(2)

ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾋﾛ ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ
  362 登内 大地(3)  1581 山浦 貫人(2)

ﾄﾉｳﾁ ﾀﾞｲﾁ ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ
 4   6 長野日大高  1264 吉沢 智貴(1)   3:25.64 q  4   6 大町高  2067 有賀 健(1)   3:33.25 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ ｵｵﾏﾁｺｳ ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ
 1252 佐藤 薫(2)  2060 因幡 将吾(2)

ｻﾄｳ ｶｵﾙ ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ
 1272 峯村 祐貴(2)  2059 薛 玄太郎(2)

ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ
 1262 雲崎 凌(2)  2069 百瀬 大輝(1)

ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ ﾓﾓｾ ﾋﾛｷ
 5   4 諏訪清陵高   117 守住 望(2)   3:28.86 q  5   4 須坂東高  3086 黒崎 秀樹(1)   3:35.49 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾓﾘｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼｺｳ ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ
  120 伊藤 和輝(2)   980 中嶋 多聞(2)

ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ
  113 小池 竜熙(2)  3090 小島 美佐斗(1)

ｺｲｹ ﾀﾂｷ ｺｼﾞﾏ ﾐｻﾄ
  116 小池 大勝(2)   983 藤澤 将大(2)

ｺｲｹ ﾋﾛｶﾂ ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ

男子

4×400m

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 松本大  9060 川西 翔太(3)   3:20.65 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ
 9054 浦野 泰希(2)

ｳﾗﾉ ﾀｲｷ
 9058 清水 泰志(2)

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ
 9057 常盤 大智(1)

ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ
 2   5 長野高  1123 畑 圭一(2)   3:23.90 

ﾅｶﾞﾉｺｳ ﾊﾀ ｹｲｲﾁ
 1112 渡辺 賢志(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ
 1124 安塚 大輝(2)

ﾔｽﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ
 1111 高橋 慶(1)

ﾀｶﾊｼ ｹｲ
 3   7 松川高   545 近藤 裕哉(1)   3:24.52 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ
  536 松下 優太(2)

ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ
  543 塩沢 大樹(2)

ｼｵｻﾞﾜ  ﾋﾛｷ
  553 丸山 玲央(3)

ﾏﾙﾔﾏ  ﾚｵ
 4   9 上伊那農高   364 稲村 良彦(3)   3:24.82 

ｶﾐｲﾅﾉｳｺｳ ｲﾅﾑﾗ ﾖｼﾋｺ
  358 馬場 信介(3)

ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ
  357 竹内 基裕(3)

ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾋﾛ
  362 登内 大地(3)

ﾄﾉｳﾁ ﾀﾞｲﾁ
 5   2 長野日大高  1262 雲崎 凌(2)   3:25.87 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ
 1264 吉沢 智貴(1)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ
 1265 長田 佑麻(2)

ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ
 1252 佐藤 薫(2)

ｻﾄｳ ｶｵﾙ
 6   8 岩村田高  1592 佐塚 一馬(1)   3:26.46 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ
 1585 町田 一生(2)

ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ
 1583 須藤 稜太(2)

ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ
 1581 山浦 貫人(2)

ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ
 7   4 佐久長聖高  2801 花里 翼   3:29.69 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ
 2808 相場 泰彦

ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ
 2807 松崎 文弥(1)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
 2811 荻原 京介(2)

ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ
  3 諏訪清陵高   117 守住 望(2)

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾓﾘｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ 棄権
  120 伊藤 和輝(2)

ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ
  112 巻渕 優也(2)

ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ
  116 小池 大勝(2)

ｺｲｹ ﾋﾛｶﾂ

男子

4×400m
決勝



決勝 8月31日 10:00

長野県記録(KR)                   2.18 吉田　剛                     仙台大           2002/05/19  
大会記録(GR)                     2.17 

2m10
芋川 駿(3) - - - - o o - xxo xxo xo
ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ 長野吉田高 xxx
林 知彦 - - - - xo o o o xxx
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋｺ 大北陸協
丸山 貴倫(2) - - - o xo o - xxx
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾐﾁ 諏訪東京理大
尾畑 元佳(1) - - xo o xxo o - xxx
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾄﾖｼ 東海大
大塚 樹也(2) - - - o o xo - xxx
ｵｵﾂｶ ﾐｷﾔ 文化学園長野高
松澤 和也(2) - - - o o xxx
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 諏訪実業高
岩崎 晴也(5) - - - o o xxx
ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾔ 長野高専
松原 大輝 - - - - o xxx
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
清水 隆寛(1) o o xo xxo xxx
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 長野西高
塚田 龍太朗(3) o o xo xxx
ﾂｶﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 裾花中
小野 寛貴(1) o o xxx
ｵﾉ ﾋﾛｷ 松商学園高
赤羽 達也(1) o xo xxx
ｱｶﾊﾈ ﾀﾂﾔ 伊那北高
西村 慶次(3) xo xo xxx
ﾆｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ 波田中
北村 拓弥(1) o xxx
ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 長野日大高
想田 賢太朗(2) o xxx
ｿｳﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 長野日大高
細田 隆樹(1) xxx 記録なし
ﾎｿﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞｭ 大町北高
吉田 開恩(1) xxx 記録なし
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 飯山北･飯山高
丸山 拓哉(2) / 記録なし
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
宮坂 駿吾(1) 欠場
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ 諏訪清陵高
村田 貴大(5) 欠場
ﾑﾗﾀ ﾀｶﾋﾛ 長野高専

決勝 8月30日 13:00

長野県記録(KR)                   5.40 松澤ジアン成治               中京大           2013/08/04  
大会記録(GR)                     5.00 

4m80 5m05 5m10
小山 範晃(3) - - - - - - - - - - 大会新
ｺﾔﾏ ﾉﾘｱｷ 中京大 xo xxo xxx
内山 朋也(1) - - o o o o xo xxx
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 長野吉田高
前田 貴滉(1) - - o - o xxx
ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 伊那北高
加賀見 一輝(1) - - o - xxx
ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ 東学大
渡部 卓(2) xxx 記録なし
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸ 長野日大高
矢澤 学(M) 欠場
ﾔｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 京都大

2  9040

1  1304

4 5  9101
 4.00

3 4   423
 4.20

 5.05

2 3  1062
 4.40

4m60 4m70

1 6  9083

記録 備考
3m60 3m80 4m00 4m10 4m20 4m30 4m40 4m50

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

12  9090

男子

棒高跳

6  9022

11   122

4   832

13  2461

14 2  1258
 1.70

3  2923

13 5  7382
 1.75

14 1  1268
 1.70

11 10  2486
 1.75

12 9   391
 1.75

9 7  1100
 1.85

10 8  5713
 1.80

6 17  9088
 1.90

6 20  9014
 1.90

5 15  2716
 1.95

6 16    82
 1.90

3 19  9079
 1.95

4 14  9100
 1.95

1 21  1072
 2.07

2 18  9082
 2.01

備考
1m70 1m75 1m90 1m95 1m98 2m01 2m04 2m07

記録

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m80 1m85



決勝 8月30日 13:00

長野県記録(KR)                   7.94 嶺村　鴻汰                   筑波大           2014        
大会記録(GR)                     7.77 

 ３回の
 最高記録

青沼 和紀(2)   6.81    x    x    6.81    x    x   7.04    7.04 
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ 松本大   +0.8    +0.8   -0.9    -0.9
太田 朗   6.97    x    x    6.97    x    x    x    6.97 
ｵｵﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   -1.4    -1.4    -1.4
清水 泰地(2)   6.56   6.75    x    6.75   6.71    x   6.79    6.79 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 丸子修学館高   -1.4   -0.5    -0.5   +0.9   -1.6    -1.6
上條 智之(3)   6.34   6.46   6.76    6.76    x    x   6.40    6.76 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄﾓﾕｷ 明大   -0.4   -1.9   -1.1    -1.1   -0.7    -1.1
増子 良平(1)   4.76    x   6.28    6.28   6.57   6.53   6.59    6.59 
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 松商学園高   -1.2   +1.4    +1.4   +1.4   -1.3   +0.7    +0.7
樽沢 紘人(3)   6.18   6.41   6.14    6.41   5.30   6.23    x    6.41 
ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 木曽青峰高   -1.7   +0.1   -0.7    +0.1   -0.4   +0.7    +0.1
内山 裕智(1)   6.27   6.40    x    6.40    x   5.93   6.36    6.40 
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ 長野日大高   -1.5   +0.4    +0.4   -1.4    0.0    +0.4
浦野 謙太郎(2)   6.38    x    x    6.38   6.14    x   6.15    6.38 
ｳﾗﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 国武大   -0.6    -0.6   +0.4   +0.5    -0.6
倉石 大樹(2)    x    x   6.27    6.27    6.27 
ｸﾗｲｼ ﾀﾞｲｷ 長野日大高   +1.6    +1.6    +1.6
小池 大勝(2)   6.15   4.82   6.24    6.24    6.24 
ｺｲｹ ﾋﾛｶﾂ 諏訪清陵高   -1.3   +1.5   +1.8    +1.8    +1.8
柴本 遼河(1)   6.18   6.22   5.93    6.22    6.22 
ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 中野立志舘高   -0.7   +1.1   -1.2    +1.1    +1.1
松岡 雄斗(2)   5.79   6.22   6.13    6.22    6.22 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 松本深志高   -0.8   +0.8   -0.8    +0.8    +0.8
渡辺 素己(1)    x    x   6.12    6.12    6.12 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 長野吉田高   -0.7    -0.7    -0.7
長田 佑麻(2)   4.21    x   4.69    4.69    4.69 
ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 長野日大高   -1.5   -0.2    -0.2    -0.2
黒岩 聡 欠場
ｸﾛｲﾜ ｻﾄｼ 長野市陸協
竹井 温巧(3) 欠場
ﾀｹｲ ﾏｻﾖｼ 開成中

決勝 8月31日 10:00

長野県記録(KR)                  16.98 石川　和義                   筑波大           2004/10/10  
大会記録(GR)                    16.01 

 ３回の
 最高記録

濱田 翔伍  14.07  14.67    x   14.67    x  14.22  14.88   14.88 
ﾊﾏﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 長野市陸協   +0.5   -0.4    -0.4   +2.0   +0.6    +0.6
清水 駿(3)  14.11  13.83  14.15   14.15  14.26    x  12.33   14.26 
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝ 順大   +1.1   +0.3   +0.6    +0.6   +1.5   +1.2    +1.5
大島 卓仁(1)  13.83    x  13.01   13.83    x  13.83  14.24   14.24 
ｵｵｼﾏ ﾀｸﾄ 信州大   +0.7   +0.1    +0.7   +1.0   +1.2    +1.2
小野澤 達也(3)  13.47  13.49  13.36   13.49  13.57  13.36  14.01   14.01 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 穂高商高   +0.6   +0.7   +0.3    +0.7   +1.6   +0.3   +1.4    +1.4
竹内 篤史(1)  13.74  13.68    x   13.74    x  13.77    x   13.77 
ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ 松本大    0.0   +0.2     0.0   +0.2    +0.2
松澤 詠太  13.53    x  11.36   13.53  13.22  13.43  13.75   13.75 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲﾀ 松本市陸協   +1.2   +0.1    +1.2   +1.6   -1.0   +1.0    +1.0
増子 良平(1)  13.59  13.50  13.40   13.59  13.49    x  13.35   13.59 
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 松商学園高   +0.8   +1.2   -1.0    +0.8   +1.4   +0.5    +0.8
樽沢 紘人(3)  13.12    x  13.28   13.28  12.92    x  13.05   13.28 
ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 木曽青峰高   +1.3   -0.1    -0.1   +2.0   +1.1    -0.1
丸山 健一(4)  12.29  12.71  12.98   12.98   12.98 
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 信州大   +0.3   +0.1   -1.0    -1.0    -1.0
渡辺 素己(1)  12.79  11.38    -   12.79   12.79 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 長野吉田高   +1.3   +0.3    +1.3    +1.3
長田 佑麻(2)  12.53  12.64    x   12.64   12.64 
ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 長野日大高   +0.9   +0.6    +0.6    +0.6
清水 泰地(2)  12.51  12.27  11.94   12.51   12.51 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 丸子修学館高   -0.7   +0.3   -1.4    -0.7    -0.7
内山 裕智(1)  11.24  11.67    x   11.67   11.67 
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ 長野日大高   -1.3   +0.2    +0.2    +0.2
清水 健祐(2)    x    x    x     x 記録なし
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ 国武大
佐藤 賢一 欠場
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC
石川 和義 欠場
ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

男子

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 14  9059

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

2 16  9030

3 12  1757

4 13  9111

5 11  2488

6 6  1963

7 10  1266

8 15  9042

9 7  1263

10 9   116

11 5   911

12 4  2222

13 3  1059

8  7112

14 1  1265

2  9093

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 14  9096

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

2 13  9048

3 11  9071

4 12  2108

5 4  9063

6 9  9051

7 6  2488

8 8  1963

9 3  9067

10 5  1059

11 7  1265

12 2  1757

13 1  1266

16  9029

10  9045

15  9028



決勝 8月31日 11:00

長野県記録(KR)                  16.11 三浦　理                     国士舘大         1995/09/15  
大会記録(GR)                    14.36 

 ３回の
 最高記録

笹野 弘充
ｻｻﾉ ﾋﾛﾐﾂ NTFclub
米倉 朋輝(2)
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 長野工業高
村松 克磨(3)
ﾑﾗﾏﾂ ｶﾂﾏ 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
遠藤 邦彦
ｴﾝﾄﾞｳ ｸﾆﾋｺ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
神田 郁実(2)
ｶﾝﾀﾞ ｲｸﾐ 長野商高
瀬戸 竜紀(3)
ｾﾄ ﾘｭｳｷ 茅野高
細田  歩(2)
ﾎｿﾀﾞ ｱﾕﾑ 塩尻志学館高
林 滉介(3)
ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 上伊那農高
北村 将也(1)
ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾔ 長野吉田高
中島 公徳 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

決勝 8月30日  9:30

長野県記録(KR)                  50.52 北林　栄峰                   順天堂大         1980/04/26  
大会記録(GR)                    48.78 

 ３回の
 最高記録

大庭 達也(2)
ｵｵﾊﾞ ﾀﾂﾔ 順大
笹野 弘充
ｻｻﾉ ﾋﾛﾐﾂ NTFclub
尾崎 雄介(3)
ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 松本大
林 滉介(3)
ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 上伊那農高
米倉 朋輝(2)
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 長野工業高
寺島 国彦(2)
ﾃﾗｼﾏ ｸﾆﾋｺ 松本大
片倉 一穂(3)
ｶﾀｸﾗ ｶｽﾞﾎ 上伊那農高
上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
岡村 也寸志(4)
ｵｶﾑﾗ ﾔｽｼ 長野高専
石﨑 暁裕(3)
ｲｼｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ 諏訪東京理大
中嶋 友也
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
細田  歩(2) 記録なし
ﾎｿﾀﾞ ｱﾕﾑ 塩尻志学館高
中島 公徳 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

7  9008
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  9.75  10.32

5 8  9011
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4 9  9016
 10.64  11.50

3 10  9061
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 12.31   12.31    x    x  12.17  12.31 

  12.07  12.86    x  13.14  13.14 

2 5  1160
   x  11.85

1 11  9003
 11.60  11.86  12.07

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

男子

円盤投(2.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -3-

13  9003
 39.03

-4--2- 備考-5- -6- 記録
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 9049
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決勝 8月31日 13:00

長野県記録(KR)                  62.50 佐々木　茂雄                 東海大           1987/08/27  
大会記録(GR)                    59.60 

 ３回の
 最高記録

平田 勝也(3)
ﾋﾗﾀ ｶﾂﾔ 国武大
笹野 弘充
ｻｻﾉ ﾋﾛﾐﾂ NTFclub
上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
濵 直輝(2)
ﾊﾏ ﾅｵｷ 梓川高
鈴木 翔太(3)
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 岩村田高
佐藤 俊生(4)
ｻﾄｳ ﾄｼｷ 横浜市立大
落合 恒輝(3)
ｵﾁｱｲ ｺｳｷ 上伊那農高
小林 生歩稀(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 梓川高
黒岩 雅弘(2)
ｸﾛｲﾜ ﾏｻﾋﾛ 須坂園芸高
上條 健
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
福島 健一
ﾌｸｼﾏ ｹﾝｲﾁ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

決勝 8月31日 11:00

長野県記録(KR)                  68.34 
大会記録(GR)                    66.54 

 ３回の
 最高記録

永井 一平(3)
ﾅｶﾞｲ ｲｯﾍﾟｲ 東海大
小川 健太(3)
ｵｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 木曽青峰高
斎藤 元気
ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝｷ NTFclub
丸山 幹稀(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 梓川高
宮澤 研人(2)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 伊那北高
友田 利男
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那郡陸協
宮島 真吾(2)
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ 阿南高
岩﨑 まお(2)
ｲﾜｻｷ ﾏｵ 長野東高
太田 一矢
ｵｵﾀ ｶｽﾞﾔ ﾔﾏｷ工業
原 健人(2)
ﾊﾗ ｹﾝﾄ 飯田高
岡村 也寸志(4)
ｵｶﾑﾗ ﾔｽｼ 長野高専
長崎 大悟(2)
ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 丸子修学館高
千國 達哉(2)
ﾁｸﾆ ﾀﾂﾔ 大町北高
若林 隆大(2)
ﾜｶﾊﾞﾔｼﾘｭｳﾀﾞｲ 上田染谷丘高
長谷川 将己(5)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｷ 長野高専
有賀 和樹(3)
ｱﾙｶﾞ ｶｽﾞｷ 上伊那農高
山本 大地(4) 欠場
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 国武大

 24.05  24.05  20.49   24.05
11 6  9021
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   x   25.05  25.05 

  29.71  29.71 

10 7  9017
 25.05    x

9 1  3073
 29.71  25.91    x
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8 2  2151
 31.72  26.67

7 3   333
 34.21  34.52  36.11

 35.46   36.41    x  36.57  36.54  36.57 

  37.01    x  35.92  37.52  37.52 

6 8  9034
 36.41  35.01

5 4  1605
   x  35.12  37.01

   x   38.25    x  39.96  39.26  39.96 

  45.29  42.87  45.08  43.79  45.29 

4 5  2152
 38.25  38.03

3 10  9016
 43.69  45.29    x

 45.52   45.52  45.06  46.44  47.92  47.92 

  48.28  46.50  47.83  47.87  48.28 

2 9  9003
 45.05  44.54

1 11  9046
 44.75  48.28  46.80

-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-

男子

やり投(0.800kg)

決勝

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

1 17

 57.69 

  60.12  57.85    x  58.69  60.12 

 57.69
2

 57.93

   x 46.48   55.60  55.48 55.60

10  2154
 55.32

 9112
 57.29  60.12

14  1970
 55.51

 52.83  50.64 52.75 54.29

3 8  9002
 54.23  52.30

4

 51.88

 54.10

 51.43   55.32  55.32 

  54.23  55.61  52.44  53.81  55.61 

5 15   409
   x  49.20

6 12  9036
 50.77  53.29 

  54.10  51.06  51.87    x  54.10 

   x  53.29

 1214
   x

 26.26

 52.69   52.69  49.91 51.15

 49.86    x 50.46

7 13   751
 46.54  49.07

8 11

 49.04

 50.33   50.46    x  50.46 

  49.07  51.14  48.01  51.98  51.98 

9 16  9024
   x    x

10 3   585
 43.40  48.32 

  49.04  49.04 

 1758
 45.64

 48.29

 44.96   48.32 48.32

 45.22

11 4  9087
 45.16  45.31

12 2

 47.09

 47.57   47.57  47.57 

  48.29  48.29 

13 5  2037
 42.31  43.82

14 6  1858
 46.90  46.90 

  47.09  47.09 

  370
 35.20

 46.48

 46.13   46.90   x

 40.55

15 7  9091
 45.18  43.70

16 1
 41.33   41.33  41.33 

  46.48  46.48 

9  9044
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