
第57回松本市市民体育大会春季大会　陸上競技の部 ﾄﾗｯｸ審判長 青柳　智之
主催：松本市・松本市教育委員会・一般財団法人松本体育協会 跳躍審判長 青柳　智之
主管：松本陸上競技協会 投擲審判長 青柳　智之
【開催日】 2014年5月3日（土） 記録主任： 降幡　明生
【主催団体】 松本市・松本市教育委員会・(一財)松本体育協会 決勝記録一覧表

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

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 5/ 3 一般・高校男  -5.4安藤 直哉(2) 11.58 東山 壱成(3) 11.76 常盤 大智(1) 11.79 水島 優(3) 11.90 矢ヶ崎  祐介(2) 12.04 赤堀 拓夢(1) 12.17 中村 康平(3) 12.27 池谷 宗一郎(3) 12.54

100m 松本大 松本美須々ヶ丘 松本大 松商学園高 田川高 田川高 田川高 信大医学部
 5/ 3 前内 洸介 50.15 小林 航(3) 51.29 忠地 大成(3) 51.47 松本 卓也(3) 52.82 細萱 元太(2) 53.17 織茂 大地(2) 54.08 宮原 史樹(2) 56.61

400m WAVE TC 松本蟻ヶ崎高 松本美須々ヶ丘 豊科高 創造学園高 松本蟻ヶ崎高 松本蟻ヶ崎高
 5/ 3 藤松 楓季(3) 2:00.01 村瀬 崚(3) 2:00.11 百瀬 弦(3) 2:00.82 飯島 伸広(2) 2:02.07 牛山 颯太(3) 2:04.45 平﨑 柊(3) 2:06.40 千國 剛史(3) 2:07.60 等々力 伸彦(2) 2:10.38

800m 豊科高 松本県ヶ丘高 松本県ヶ丘高 豊科高 松本県ヶ丘高 松本美須々ヶ丘 松本蟻ヶ崎高 松本蟻ヶ崎高
 5/ 3 野瀬 雅史(2) 16:20.72 駒沢 信二 16:55.71 大川 柊弥(2) 17:21.24 柳沢 孝 17:31.56 波多野 悠人(4) 17:38.39 辻野 智樹(3) 17:42.37 舘林 武(2) 18:05.10 堀 充揮 20:09.69

5000m 松本県ヶ丘高 松本市陸協 松本県ヶ丘高 東京陸協 松本大 松本県ヶ丘高 梓川高 ｱﾙﾋﾟｺ
 5/ 3 丸山 拓哉(2) 1.85 諏訪 秀聖(2) 1.70 二木 和輝(3) 1.65 小竹 脩斗(2) 1.60

走高跳 松商学園高 松商学園高 田川高 松本県ヶ丘高
 5/ 3 青沼 和紀(2) 6.95(+2.9) 山﨑 大輝(3) 6.88(+4.2) 増子 良平(1) 6.61(+5.0) 奥原 大輝(1) 6.59(+7.4) 奥原 隼太(3) 6.42(+5.8) 松岡雄斗(2) 6.38(+3.5) 安藤 直哉(2) 6.23(+4.9) 高木 秀昭 5.87(+2.2)

走幅跳 松本大 松本深志高 松商学園高 松本県ヶ丘高 松商学園高 松本深志高 松本大 松本市陸協
 5/ 3 丸山 幹希(2) 53.35 高山 雄司(2) 44.14 望月 政和 38.38 吉澤 希(1) 33.67 福田 淳 33.15 奥灘 慎太郎(1) 29.87 堺 信一 28.50 小竹 脩斗(2) 25.96

やり投 梓川高 松商学園高 安曇野陸協 田川高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本県ヶ丘高 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ 松本県ヶ丘高
 5/ 3 松本大       42.72 松商学園高(B)      44.52 田川高       44.52 松本美須々ヶ丘高      45.11 松本県ヶ丘高      45.51 松本蟻ヶ崎高      45.67 信大医学部       46.23 松商学園高(A)      46.74

4×100m 安藤 直哉(2) 斉藤 巧(1) 矢ヶ崎  祐介(2) 平﨑 柊(3) 小竹 脩斗(2) 杉原 樹(3) 池谷 宗一郎(3) 水島 優(3)
常盤 大智(1) 奥原 隼太(3) 中村 康平(3) 忠地 大成(3) 永田 望海(2) 降旗 敬(2) 小林 涼(2) 増子 良平(1)
浦野 泰希(2) 三宅 浩生(1) 二木 和輝(3) 村瀬 直希(3) 小松 太一(1) 宮原 史樹(2) 縣 知優(2) 高山 雄司(2)
青沼 和紀(2) 小林 拓未(2) 赤堀 拓夢(1) 東山 壱成(3) 矢口 優介(2) 小林 航(3) 北川 幹太(5) 諏訪 秀聖(2)

 5/ 3 中学男子  -5.8中嶋 謙(2) 12.25 西村 陽杜(2) 12.56 権田 将拓(2) 12.89 美川 貴之(3) 13.02 上原 晟弘(3) 13.12 藤澤 武(2) 13.18 前澤 圭人(3) 13.27 寺田 凌(3) 13.30
100m 清水中 信明中 丸ﾉ内中 松本秀峰中 高綱中 菅野中 菅野中 鎌田中

 5/ 3 小池 寿輝(3) 56.99 中沢 夏輝(3) 57.64 石原 亘(2) 59.63 山崎 翔馬(3) 1:00.14 片田 慎人(3) 1:00.16 上嶋 龍斗(2) 1:00.22 松永 蓮汰(3) 1:00.24 藤澤 光(3) 1:00.80
400m 丸ﾉ内中 菅野中 筑摩野中 梓川中 梓川中 菅野中 鉢盛中 高綱中

 5/ 3 折井 秀太朗(3) 4:41.77 村瀬 勇哉(3) 4:43.28 上田 桂悟(2) 4:45.53 三島 颯太(2) 4:48.79 齊木 俊兵(3) 4:49.46 中田 智貴(3) 4:51.36 中村 剛(2) 4:54.38 西澤 遼介(3) 5:03.09
1500m 附属松本中 梓川中 鉢盛中 鉢盛中 清水中 清水中 鉢盛中 鉢盛中

 5/ 3 下条 源太郎(3) 9:32.22 菅沼 直紘(2) 9:59.07 伊藤 周也(3) 10:09.78 中塚 俊助(3) 10:29.44 土屋 勇太(3) 10:32.64 天児 幹治(2) 10:45.66 百瀬 真悟(3) 10:51.13 青沼 潮(3) 10:52.47
3000m 附属松本中 鉢盛中 菅野中 鉢盛中 鉢盛中 附属松本中 菅野中 信明中

 5/ 3  -5.8小林 雅人(3) 17.63 齋藤 将紀(2) 18.77 太田 耕司(3) 19.34 小池 孝憲(2) 19.87 村田 瞭(2) 21.16 市川 レイニア(2) 21.40
110mH(0.914m) 高綱中 大野川中 旭町中 旭町中 附属松本中 旭町中

 5/ 3 西村 慶次(3) 1.78 北野 玄仁(3) 1.55 田中 佑八(3) 1.55 飯吉 杏純(3) 1.50 廣部 幹也(3) 1.50 相澤 翼(2) 丸ﾉ内中 1.45 都筑 悠佑(2) 1.45
走高跳 波田中 清水中 高綱中 丸ﾉ内中 高綱中 藤島 晋一郎(3) 旭町中 旭町中

 5/ 3 竹井 温巧(3) 6.16(+3.5) 小町谷 祥司(2)5.92(+6.7) 丸山 龍之介(3)5.76(+4.3) 杏 直樹(3) 5.56(+4.5) 丸山 諒太(3) 5.51(+3.2) 松田 優樹(3) 5.47(+8.7) 中澤 達也(3) 5.11(+4.2) 大久保 大和(3)4.91(+2.2)
走幅跳 開成中 松本秀峰中 旭町中 旭町中 筑摩野中 松本秀峰中 高綱中 高綱中

 5/ 3 奥垣内 崇史(3) 11.55 赤澤 虎太郎(3) 9.56 倉科 佳典(3) 9.44 本山 岳志(2) 8.55 金子 周平(2) 8.41 富田 裕也(3) 8.37 西田 和樹(2) 8.14 中嶋 優賀(3) 8.12
砲丸投 鉢盛中 高綱中 菅野中 旭町中 信明中 旭町中 筑摩野中 女鳥羽中

 5/ 3 旭町中       47.11 筑摩野中       48.04 清水中(A)       48.75 高綱中(A)       49.58 鉢盛中       50.28 梓川中(B)       50.91 開成中       51.62 梓川中(A)       51.68
4×100m 富田 裕也(3) 西田 和樹(2) 栗田 大地(2) 中澤 達也(3) 中塚 俊助(3) 齊藤 龍志(2) 藤澤 玲王(2) 片田 慎人(3)

杏 直樹(3) 林 裕貴(3) 中嶋 謙(2) 上原 晟弘(3) 奥垣内 崇史(3) 長嶺 直(2) 倉又 要輔(2) 見形 光樹(3)
太田 耕司(3) 石原 亘(2) 北野 玄仁(3) 藤澤 光(3) 松永 蓮汰(3) 水上 健吾(2) 髙根 開(3) 横内 遥人(3)
丸山 龍之介(3) 丸山 諒太(3) 原 佑輝(3) 小林 雅人(3) 上條 俊文(3) 青木 大知(2) 竹井 温巧(3) 佐原 尚門(3)

 5/ 3 小学1_3男子 百瀬 稜(3) 10.05 石田 朗雅(3) 10.21 木下 泰秀(3) 10.39 鈴木 亮吾 10.42 堀口 大地(3) 10.58 吉田 翔(3) 今井小 10.64 永井 つかさ 10.71
60m 筑摩小 旭町小 開智小 田川小 寿小 武井 優希(3) 明善小 田川小

 5/ 3 小学4_6男子  -1.0髙木 颯吾(6) 14.20 谷頭 功太郎(6) 14.39 河野 統徳(5) 14.57 市谷 颯梧(5) 14.60 榑沼 直希(6) 14.67 手塚 準也(6) 14.69 髙附 佑輔(6) 14.77 渡辺 丈晴(6) 14.97
100m ｺﾒｯﾄ波田 ｺﾒｯﾄ波田 才教学園小 附属松本小 梓川小 ｺﾒｯﾄ波田 梓川小 寿小

 5/ 3 宮田 裕大(5) 3:37.06 古川 晃都(6) 3:39.32 五藤 大貴(4) 3:43.15 中村 遥斗(4) 3:43.49 堀井 翔藍(5) 3:46.47 酒井 孝瑛(6) 3:46.76 小林 京生(5) 3:48.51 竹内 章(5) 3:52.28
1000m 梓川小 ｺﾒｯﾄ波田 寿小 梓川小 二子小 鎌田小 島内小 開智小

 5/ 3 黒田 海斗(6) 1.15 長嶺 慎(4) 0.95
走高跳 筑摩小 梓川小

 5/ 3 宮下 伊吹(5) 3.53(-1.0) 小林 卓馬(5) 3.48(+4.3) 中嶋 柊平(6) 3.35(-2.4) 菱沼 馨斗(4) 3.17(-3.5) 輪湖 颯(4) 3.13(+1.2) 石川 晃(5) 3.10(-1.9) 桜井 和将(5) 2.94(-1.6) 矢嶋 琉星(5) 2.82(-0.7)
走幅跳 今井小 芳川小 岡田小 開智小 梓川小 寿小 島内小 梓川小

 5/ 3 森 巧成(6) 50.15 原 圭佑(6) 45.48 水野 架維(6) 44.10 内藤 壮嶺(5) 38.65 上條 真尋(6) 38.34 鬼頭 拓生(5) 36.84 高野 拓也(6) 36.05 上條 玖斗(5) 34.68
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 梓川小 梓川小 筑摩小 旭町小 山辺小 二子小 芳川小 安曇小

 5/ 3 ｺﾒｯﾄ波田       56.79 寿小     1:02.98 筑摩小     1:03.55 開智小     1:04.04 芳川小     1:04.18 梓川小     1:05.41 島内小     1:07.50 山辺小     1:09.76
4×100m 小林 大輝(6) 渡辺 英行(5) 小林 陸斗(6) 内田 空(4) 手塚 彩陽(4) 宮澤 優麒(4) 中島 大翔(5) 冨永 大輔(4)

髙木 颯吾(6) 荻野 湧朔(5) 大島 健太(5) 近藤 広琉(4) 小林 文哉(6) 塩入 祐平(5) 望月 颯太(5) 梶川 新(4)
手塚 準也(6) 清水 郁也(5) 小林 海斗(5) 丸山 辰樹(4) 小林 徹生(4) 野瀬 杜馬(5) 黄木 涼太(5) 深澤 颯太(4)
谷頭 功太郎(6) 渡辺 丈晴(6) 山田 晃太郎(5) 小坂 駿翔(5) 二木 亜琉(4) 宮田 裕大(5) 小林 京生(5) 浅村 汰壱(4)



予選 5月3日 12:40
決勝 5月3日 15:00

[ 1組] 風速 -3.6 [ 2組] 風速 -0.6

 1 東山 壱成(3)     11.72 q  1 常盤 大智(1)     11.21 q
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ 松本美須々ヶ丘 ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 松本大

 2 矢ヶ崎  祐介(2)     12.05 q  2 水島 優(3)     11.52 q
ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 田川高 ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園高

 3 斉藤 巧(1)     12.17  3 赤堀 拓夢(1)     11.53 q
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松商学園高 ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ 田川高

 4 降旗 敬(2)     12.47  4 池谷 宗一郎(3)     11.80 q
ﾌﾘﾊﾀ ｹｲ 松本蟻ヶ崎高 ｲｹﾔ ｿｳｲﾁﾛｳ 信大医学部

 5 高木 秀昭     12.57  5 赤瀬 崇     13.08 
ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 松本市陸協 ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

 6 福田 亮生(1)     12.94  6 堺 信一     14.02 
ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳｷ 松本秀峰高 ｻｶｲ ｼﾝｲﾁ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

 7 政田 啓輔(2)     13.00 中島 嘉活(1)
ﾏｻﾀﾞ ｹｲｽｹ 信大医学部 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｶﾂ 松本県ヶ丘高
上條 健 青島 圭佑(3)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ 松本美須々ヶ丘

[ 3組] 風速 -1.1

 1 安藤 直哉(2)     11.51 q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本大

 2 中村 康平(3)     12.05 q
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ 田川高

 3 杉原 樹(3)     12.08 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾂｷ 松本蟻ヶ崎高

 4 三宅 浩生(1)     12.13 
ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 松商学園高

 5 縣 知優(2)     13.21 
ｱｶﾞﾀ ﾄﾓﾏｻ 信大医学部

 6 小松 誠     13.37 
ｺﾏﾂ ﾏｺﾄ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 7 下形 嵩哉(1)     14.25 
ｼﾓｶﾀ ﾀｶﾔ 創造学園高
山﨑 大輝(3)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 松本深志高

風速 -5.4

 1 安藤 直哉(2)     11.58 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本大

 2 東山 壱成(3)     11.76 
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ 松本美須々ヶ丘

 3 常盤 大智(1)     11.79 
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 松本大

 4 水島 優(3)     11.90 
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園高

 5 矢ヶ崎  祐介(2)     12.04 
ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 田川高

 6 赤堀 拓夢(1)     12.17 
ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ 田川高

 7 中村 康平(3)     12.27 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ 田川高

 8 池谷 宗一郎(3)     12.54 
ｲｹﾔ ｿｳｲﾁﾛｳ 信大医学部
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予選 5月3日  9:30
決勝 5月3日 14:40

[ 1組] [ 2組]

 1 忠地 大成(3)     51.63 q  1 前内 洸介     50.44 q
ﾀﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ 松本美須々ヶ丘 ﾏｴｳﾁ ｺｳｽｹ WAVE TC

 2 若林 颯     55.22 q  2 小林 航(3)     51.06 q
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本市陸協 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎高

 3 宮原 史樹(2)     55.23 q  3 細萱 元太(2)     53.21 q
ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ 松本蟻ヶ崎高 ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 創造学園高

 4 藤原 利章(2)     55.44  4 松本 卓也(3)     53.31 q
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科高 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 豊科高

 5 齊藤 駿太(2)     56.37  5 織茂 大地(2)     54.33 q
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ 松本県ヶ丘高 ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 松本蟻ヶ崎高

 6 大野  智裕(2)     56.75  6 永田 望海(2)     55.54 
ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ 田川高 ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 松本県ヶ丘高

 7 小林 匠己(3)     58.05  7 小松 太一(1)     55.86 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 南安曇農業高 ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 松本県ヶ丘高

 8 細田 響(1)   1:13.82  8 荒田 智也(1)     58.39 
ﾎｿﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 創造学園高 ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ 田川高
岩田 晃
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 1 前内 洸介     50.15 
ﾏｴｳﾁ ｺｳｽｹ WAVE TC

 2 小林 航(3)     51.29 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎高

 3 忠地 大成(3)     51.47 
ﾀﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ 松本美須々ヶ丘

 4 松本 卓也(3)     52.82 
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 豊科高

 5 細萱 元太(2)     53.17 
ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 創造学園高

 6 織茂 大地(2)     54.08 
ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 松本蟻ヶ崎高

 7 宮原 史樹(2)     56.61 
ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ 松本蟻ヶ崎高
若林 颯
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本市陸協

一般・高校男子

400m
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 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  2326

3  1685

7  2391

5  2532

1  2528

8  2309

4  2932

6  1682
欠場

順 ﾚｰﾝ

2  2138

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1678

5  2369

3  2515

9  2549

7  2390

8  2311

6  2317

2  2938

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1678

7  2369

6  2326

9  2549

5  2515

8  2390

2  2391

欠場
3  1685



決勝 5月3日 13:15

[ 1組] [ 2組]

 1 藤松 楓季(3)   2:00.01  1 村瀬 崚(3)   2:00.11 
ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ 豊科高 ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 松本県ヶ丘高

 2 牛山 颯太(3)   2:04.45  2 百瀬 弦(3)   2:00.82 
ｳｼﾔﾏ ｿｳﾀ 松本県ヶ丘高 ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ 松本県ヶ丘高

 3 平﨑 柊(3)   2:06.40  3 飯島 伸広(2)   2:02.07 
ﾋﾗｻｷ ｼｭｳ 松本美須々ヶ丘 ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 豊科高

 4 等々力 伸彦(2)   2:10.38  4 千國 剛史(3)   2:07.60 
ﾄﾄﾞﾘｷ ﾉﾌﾞﾋｺ 松本蟻ヶ崎高 ﾁｸﾆ ﾂﾖｼ 松本蟻ヶ崎高

 5 市川 亮   2:10.77  5 仲田 大貴(2)   2:16.98 
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 安曇野陸協 ﾅｶﾀ ﾋﾛﾀｶ 松本工業高

 6 浅村 祐貴(3)   2:11.59  6 小松 和弥(1)   2:23.17 
ｱｻﾑﾗ ﾕｳｷ 松本美須々ヶ丘 ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾔ 創造学園高

 7 熊崎 友哉(2)   2:18.58  7 小松 晃人(1)   2:27.54 
ｸﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ 創造学園高 ｺﾏﾂ ｱｷﾄ 創造学園高
島田 竜輔(2) 河野 修平(3)
ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 松本大 ｺｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 松本美須々ヶ丘
柳沢 孝
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶｼ 東京陸協

   1 藤松 楓季(3) 豊科高     2:00.01   1   1
   2 村瀬 崚(3) 松本県ヶ丘高     2:00.11   2   1
   3 百瀬 弦(3) 松本県ヶ丘高     2:00.82   2   2
   4 飯島 伸広(2) 豊科高     2:02.07   2   3
   5 牛山 颯太(3) 松本県ヶ丘高     2:04.45   1   2
   6 平﨑 柊(3) 松本美須々ヶ丘     2:06.40   1   3
   7 千國 剛史(3) 松本蟻ヶ崎高     2:07.60   2   4
   8 等々力 伸彦(2) 松本蟻ヶ崎高     2:10.38   1   4
   9 市川 亮 安曇野陸協     2:10.77   1   5
  10 浅村 祐貴(3) 松本美須々ヶ丘     2:11.59   1   6
  11 仲田 大貴(2) 松本工業高     2:16.98   2   5
  12 熊崎 友哉(2) 創造学園高     2:18.58   1   7
  13 小松 和弥(1) 創造学園高     2:23.17   2   6
  14 小松 晃人(1) 創造学園高     2:27.54   2   7

 2524
 2526

 2324
 2407
 2522

 2533
 2302
 2322
 2366
 2392
 1683

備考 組 順位
 2547
 2300
 2303

欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 所属名 記録

9  1687

9  2526

7  2325

3  2407

5  2524

6  2533

2  2366

所属名 記録／備考
4  2300

8  2303

欠場

順 ﾚｰﾝ No.

6  2522

4  2679
欠場

8  1683

1  2324

5  2322

3  2392

7  2547

2  2302

一般・高校男子

800m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



決勝 5月3日 10:00

 1 野瀬 雅史(2)  16:20.72 
ﾉｾ ﾏｻﾌﾐ 松本県ヶ丘高

 2 駒沢 信二  16:55.71 
ｺﾏｻﾞﾜｼﾝｼﾞ 松本市陸協

 3 大川 柊弥(2)  17:21.24 
ｵｵｶﾜ ﾄｳﾔ 松本県ヶ丘高

 4 柳沢 孝  17:31.56 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶｼ 東京陸協

 5 波多野 悠人(4)  17:38.39 
ﾊﾀﾉ ﾕｳﾄ 松本大

 6 辻野 智樹(3)  17:42.37 
ﾂｼﾞﾉ ﾄﾓｷ 松本県ヶ丘高

 7 舘林 武(2)  18:05.10 
ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 梓川高

 8 堀 充揮  20:09.69 
ﾎﾘ ﾐﾂｷ ｱﾙﾋﾟｺ
山崎 航(3)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 松本美須々ヶ丘

4  2327
欠場

9  9999

2  1676

6  2675

3  2305

1  2306

5  1687

7  2313

8  1686

一般・高校男子

5000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月3日 16:00

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   9 松本大  2676 安藤 直哉(2)     42.72 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ
 2677 常盤 大智(1)

ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ
 2685 浦野 泰希(2)

ｳﾗﾉ ﾀｲｷ
 2684 青沼 和紀(2)

ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ
 2   7 松商学園高(B)  2482 斉藤 巧(1)     44.52 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳB ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 2466 奥原 隼太(3)

ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ
 2480 三宅 浩生(1)

ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ
 2474 小林 拓未(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
 3   4 田川高  2190 矢ヶ崎  祐介(2)     44.52 

ﾀｶﾞﾜｺｳ ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ
 2188 中村 康平(3)

ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ
 2189 二木 和輝(3)

ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ
 2937 赤堀 拓夢(1)

ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ
 4   8 松本美須々ヶ丘高 2322 平﨑 柊(3)     45.11 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳ ﾋﾗｻｷ ｼｭｳ
 2326 忠地 大成(3)

ﾀﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ
 2328 村瀬 直希(3)

ﾑﾗｾ ﾅｵｷ
 2321 東山 壱成(3)

ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ
 5   5 松本県ヶ丘高  2308 小竹 脩斗(2)     45.51 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｺﾀｹ ﾅｵﾄ
 2311 永田 望海(2)

ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ
 2317 小松 太一(1)

ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ
 2314 矢口 優介(2)

ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ
 6   3 松本蟻ヶ崎高  2370 杉原 樹(3)     45.67 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾂｷ
 2368 降旗 敬(2)

ﾌﾘﾊﾀ ｹｲ
 2391 宮原 史樹(2)

ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ
 2369 小林 航(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ
 7   2 信大医学部  2670 池谷 宗一郎(3)     46.23 

ｼﾝﾀﾞｲｲｶﾞｸﾌﾞ ｲｹﾔ ｿｳｲﾁﾛｳ
 2674 小林 涼(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ
 2672 縣 知優(2)

ｱｶﾞﾀ ﾄﾓﾏｻ
 2673 北川 幹太(5)

ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾝﾀ
 8   1 松商学園高(A)  2500 水島 優(3)     46.74 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳA ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 2488 増子 良平(1)

ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ
 2476 高山 雄司(2)

ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞ
 2462 諏訪 秀聖(2)

ｽﾜ ｼｭｳｾｲ
 9   6 創造学園高  2523 下形 嵩哉(1)     48.69 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｼﾓｶﾀ ﾀｶﾔ
 2515 細萱 元太(2)

ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ
 2527 山浦 聡士(1)

ﾔﾏｳﾗ ｻﾄｼ
 2504 宮田 拓実(2)

ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ

一般・高校男子

4×100m
決勝



決勝 5月3日 15:30

丸山 拓哉(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 松商学園高
諏訪 秀聖(2)
ｽﾜ ｼｭｳｾｲ 松商学園高
二木 和輝(3)
ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ 田川高
小竹 脩斗(2)
ｺﾀｹ ﾅｵﾄ 松本県ヶ丘高
小野 寛貴(1) 欠場
ｵﾉ ﾋﾛｷ 松商学園高

一般・高校男子

走高跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m60 1m65 備考1m50 1m55 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90
1 5  2461

- - - - o o o xo xxx  1.85

2 3  2462
o - - o xxo xxx  1.70

3 4  2189
o - - xo xxx  1.65

4 2  2308
xxo xo xxo xxx  1.60

1  2486



決勝 5月3日 15:30

青沼 和紀(2)    x   6.95    x   6.61    x    x    6.95 
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ 松本大   +2.9   +1.1    +2.9
山﨑 大輝(3)   6.67    x   6.66   6.40    x   6.88    6.88 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 松本深志高   +2.8   +2.4   +3.6   +4.2    +4.2
増子 良平(1)   6.26    -   6.22    x    x   6.61    6.61 
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 松商学園高   +3.9   +1.8   +5.0    +5.0
奥原 大輝(1)   6.23    x   6.23   6.15   6.10   6.59    6.59 
ｵｸﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 松本県ヶ丘高   +4.6   +3.8   +3.4   +0.9   +7.4    +7.4
奥原 隼太(3)   6.10    -   4.93   6.17   6.09   6.42    6.42 
ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 松商学園高   +5.2   +2.3   +4.4   +0.7   +5.8    +5.8
松岡雄斗(2)   6.20   5.70   5.99   6.38   3.61    x    6.38 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 松本深志高   +3.3   +2.7   +0.9   +3.5   +0.9    +3.5
安藤 直哉(2)    x   5.98    x   6.23   5.95   6.22    6.23 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本大   +2.0   +4.9    0.0   +4.8    +4.9
高木 秀昭   5.77   5.82   5.87   5.39   5.25    -    5.87 
ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 松本市陸協   +1.3   +3.3   +2.2   +2.6   +1.6    +2.2
宮田 拓実(2)    x   5.30   5.85    5.85 
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 創造学園高   +2.3   +5.4    +5.4
村瀬 直希(3)   5.76    -    x    5.76 
ﾑﾗｾ ﾅｵｷ 松本美須々ヶ丘   +1.7    +1.7
中村 康平(3)   5.47   5.49   5.74    5.74 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ 田川高   +2.2   +5.0   +2.3    +2.3
青山 広夢(2)   4.78   5.19   5.38    5.38 
ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾑ 田川高   +2.7   +5.4   +5.6    +5.6
福田 淳   4.76   4.72   4.97    4.97 
ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +2.6   +3.6   +4.4    +4.4
山浦 聡士(1)   4.96   3.78   4.06    4.96 
ﾔﾏｳﾗ ｻﾄｼ 創造学園高   +4.3   +4.8   +2.7    +4.3
塚原 大知(2)    x    x    x 記録なし
ﾂｶﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 松本県ヶ丘高
中村 祐貴(2) 欠場
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 松本県ヶ丘高
降旗 敬(2) 欠場
ﾌﾘﾊﾀ ｹｲ 松本蟻ヶ崎高
北野 慧(1) 欠場
ｷﾀﾉ ｹｲ 松商学園高
竹内 篤史(1) 欠場
ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ 松本大

一般・高校男子

走幅跳
決勝

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

1 19  2684

2 16  2251

3 13  2488

4 1  2316

5 15  2466

6 18  2222

7 14  2676

8 10  1684

9 12  2504

10 11  2328

11 6  2188

12 4  2935

13 5  1680

14 2  2527

3  2310

7  2312

17  2678

8  2368

9  2487



決勝 5月3日 15:00

丸山 幹希(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 梓川高
高山 雄司(2)
ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 松商学園高
望月 政和
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ 安曇野陸協
吉澤 希(1)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾑ 田川高
福田 淳
ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
奥灘 慎太郎(1)
ｵｸﾅﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 松本県ヶ丘高
堺 信一
ｻｶｲ ｼﾝｲﾁ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ
小竹 脩斗(2)
ｺﾀｹ ﾅｵﾄ 松本県ヶ丘高

一般・高校男子

やり投(0.800kg)
決勝

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

2 7  2476
 43.08    o

1 8  2154
   x    o

   o    o  44.14    -  44.14 

   o    o    o  53.35  53.35

4 3  2939
   o    x

3 6  1688
   x  38.38

 33.67    x    x    o  33.67 

   o    o    o  38.38    o

6 4  2315
   o    o

5 5  1680
   o    o

 29.87    o    o    x  29.87 

   o    o    o  33.15  33.15

8 2  2308
   o  25.96

7 1  1677
   o  24.19

   o  25.96    -    -    -

   x    o  28.50  28.50    o



予選 5月3日 12:10
決勝 5月3日 14:50

[ 1組] 風速 -2.3 [ 2組] 風速 -4.3

 1 西村 陽杜(2)     12.04 q  1 中嶋 謙(2)     11.96 q
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 信明中 ﾅｶｼﾞﾏ  ﾕｽﾞﾙ 清水中

 2 前澤 圭人(3)     12.83 q  2 上原 晟弘(3)     12.88 q
ﾏｴｻﾞﾜ ｹｲﾄ 菅野中 ｳｴﾊﾗ ｱｷﾋﾛ 高綱中

 3 青木 大知(2)     13.10  3 林 裕貴(3)     13.11 
ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ 梓川中 ﾊﾗｼ ﾋﾛﾀｶ 筑摩野中

 4 横前 洸佑(2)     13.38  4 上條 肇(2)     13.18 
ﾖｺﾏｴ ｺｳｽｹ 附属松本中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ 菅野中

 5 原田 和摩(2)     13.58  5 藤澤 玲王(2)     13.92 
ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 山辺中 ﾌｼﾞｻﾜ ﾚｵ 開成中

 6 伊藤 颯人(3)     13.84  6 寺沢 拓真(3)     16.16 
ｲﾄｳ ﾊﾔﾄ 鎌田中 ﾃﾗｻﾜ ﾀｸﾏ 女鳥羽中

 7 小松 俊介(2)     13.88  7 遠藤 光一郎(2)     16.64 
ｺﾏﾂ ｼｭﾝｽｹ 松本秀峰中 ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 信明中

 8 武田 智之亮(2)     14.47 田中 駿祐(2)
ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾉｽｹ 筑摩野中 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 附属松本中

 9 知念 京介(3)     14.48 
ﾁﾈﾝ ｷｮｳｽｹ 高綱中

[ 3組] 風速 -2.1 [ 4組] 風速 -2.5

 1 原 佑輝(3)     13.10  1 藤澤 武(2)     12.72 q
ﾊﾗ  ﾕｳｷ 清水中 ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｹﾙ 菅野中

 2 渡邉 昭洋(3)     13.51  2 寺田 凌(3)     13.06 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 附属松本中 ﾃﾗﾀﾞ ﾘｮｳ 鎌田中

 3 長嶺 直(2)     13.68  3 栗田 大地(2)     13.41 
ﾅｶﾞﾐﾈ ﾅｵ 梓川中 ｸﾘﾀ  ﾀﾞｲﾁ 清水中

 4 古畑 佑都(3)     13.68  4 水上 健吾(2)     13.70 
ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳﾄ 波田中 ﾐｽﾞｶﾐ ｹﾝｺﾞ 梓川中

 5 渡邉 鈴(3)     14.01  5 堺 信幸(2)     13.78 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ 高綱中 ｻｶｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 波田中

 6 柳澤 友也(3)     14.04  6 樋口 晃太(2)     14.59 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄﾓﾔ 女鳥羽中 ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀ 附属松本中

 7 倉又 要輔(2)     14.15  7 小口 真毅(2)     15.32 
ｸﾗﾏﾀ ﾖｳｽｹ 開成中 ｵｸﾞﾁ ﾏｻｷ 開成中
島津 友祈(2) 小松 寛武(3)
ｼﾏﾂﾞ ﾕｳｷ 筑摩野中 ｺﾏﾂ ﾋﾛﾀｹ 女鳥羽中

[ 5組] 風速 -2.9

 1 権田 将拓(2)     12.42 q
ｺﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 丸ﾉ内中

 2 美川 貴之(3)     12.63 q
ﾐｶﾜ ﾀｶﾕｷ 松本秀峰中

 3 戸叶 健司(2)     13.14 
ﾄｶﾉ ｹﾝｼﾞ 波田中

 4 佐原 尚門(3)     13.36 
ｻﾊﾗ ﾅｵﾄ 梓川中

 5 本田 翔哉(2)     13.60 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾔ 菅野中

 6 小出 樹(3)     14.09 
ｺｲﾃﾞ ｲﾂｷ 女鳥羽中

 7 今西 康太(1)     14.97 
ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 大野川中
島 裕将(3)
ｼﾏ  ﾋﾛﾏｻ 清水中

風速 -5.8

 1 中嶋 謙(2)     12.25 
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾕｽﾞﾙ 清水中

 2 西村 陽杜(2)     12.56 
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 信明中

 3 権田 将拓(2)     12.89 
ｺﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 丸ﾉ内中

 4 美川 貴之(3)     13.02 
ﾐｶﾜ ﾀｶﾕｷ 松本秀峰中

 5 上原 晟弘(3)     13.12 
ｳｴﾊﾗ ｱｷﾋﾛ 高綱中

 6 藤澤 武(2)     13.18 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｹﾙ 菅野中

 7 前澤 圭人(3)     13.27 
ﾏｴｻﾞﾜ ｹｲﾄ 菅野中

 8 寺田 凌(3)     13.30 
ﾃﾗﾀﾞ ﾘｮｳ 鎌田中

中学男子

100m
予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  7007

6  7204

9  7349

7  7462

3  7245

2  7155

1  6973

5  7175

順 ﾚｰﾝ

8  7513

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  6946

9  7171

7  7241

6  7211

8  7117

3  7285

5  7005

4  7461
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  6942

9  7455

2  7357

6  7381

7  7180

5  7282

8  7120

4  7244
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  7210

5  6970

6  6948

9  7352

3  7385

8  7468

2  7119

4  7280
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  7024

7  7511

2  7387

5  7343

3  7209

6  7284

9  7331

8  6944
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  6946

4  7007

6  7024

7  7511

2  7171

9  7210

8  7204

3  6970



予選 5月3日  9:20
決勝 5月3日 14:35

[ 1組] [ 2組]

 1 松永 蓮汰(3)     58.21 q  1 小池 寿輝(3)     56.32 q
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚﾝﾀ 鉢盛中 ｺｲｹ ﾏｻｷ 丸ﾉ内中

 2 片田 慎人(3)     58.77 q  2 中沢 夏輝(3)     56.61 q
ｶﾀﾀﾞ ﾏｺﾄ 梓川中 ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 菅野中

 3 上嶋 龍斗(2)     59.79 q  3 齊藤 龍志(2)   1:01.37 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ 菅野中 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 梓川中

 4 藤澤 光(3)   1:00.52 q  4 坂口 太規(3)   1:02.41 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 高綱中 ｻｶｸﾞﾁ ﾀｲｷ 山辺中

 5 清水 一輝(2)   1:02.70  5 兼子 峻(3)   1:02.73 
ｼﾐｽﾞ  ｶｽﾞｷ 清水中 ｶﾈｺ ｼｭﾝ 附属松本中

 6 今井 啓(2)   1:04.00  6 竹内 貴史(2)   1:09.67 
ｲﾏｲ ｹｲ 附属松本中 ﾀｹｳﾁ ﾀｶｼ 女鳥羽中

 7 吉澤 佑(2)   1:04.52 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｽｸ 筑摩野中

[ 3組]

 1 石原 亘(2)     58.14 q
ｲｼﾊﾗ ﾜﾀﾙ 筑摩野中

 2 山崎 翔馬(3)   1:00.47 q
ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾏ 梓川中

 3 小倉 雄大(3)   1:01.23 
ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 信明中

 4 花岡 雅章(3)   1:02.22 
ﾊﾅｵｶ ﾏｻｷ 菅野中

 5 和田 智哉(3)   1:02.74 
ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾔ 附属松本中

 6 今井 侑志(2)   1:07.46 
ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ 波田中

 1 小池 寿輝(3)     56.99 
ｺｲｹ ﾏｻｷ 丸ﾉ内中

 2 中沢 夏輝(3)     57.64 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 菅野中

 3 石原 亘(2)     59.63 
ｲｼﾊﾗ ﾜﾀﾙ 筑摩野中

 4 山崎 翔馬(3)   1:00.14 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾏ 梓川中

 5 片田 慎人(3)   1:00.16 
ｶﾀﾀﾞ ﾏｺﾄ 梓川中

 6 上嶋 龍斗(2)   1:00.22 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ 菅野中

 7 松永 蓮汰(3)   1:00.24 
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚﾝﾀ 鉢盛中

 8 藤澤 光(3)   1:00.80 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 高綱中

中学男子

400m
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 記録／備考
5  7424

3  7341

4  7466

8  7213

2  7179

6  7246

順 ﾚｰﾝ

7  6951

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  7020

3  7208

5  7350

6  7153

2  7458

4  7289

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  7252

4  7347

2  7002

6  7207

3  7450

5  7396

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  7020

7  7208

4  7252

2  7347

9  7341

8  7213

5  7424

3  7179



決勝 5月3日 14:10

[ 1組] [ 2組]

 1 村瀬 勇哉(3)   4:43.28  1 折井 秀太朗(3)   4:41.77 
ﾑﾗｾ ﾕｳﾔ 梓川中 ｵﾘｲ ｼｭｳﾀﾛｳ 附属松本中

 2 上田 桂悟(2)   4:45.53  2 齊木 俊兵(3)   4:49.46 
ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 鉢盛中 ｻｲｷ  ｼｭﾝﾍﾟｲ 清水中

 3 三島 颯太(2)   4:48.79  3 中村 剛(2)   4:54.38 
ﾐｼﾏ ｿｳﾀ 鉢盛中 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 鉢盛中

 4 中田 智貴(3)   4:51.36  4 西澤 遼介(3)   5:03.09 
ﾅｶﾀ  ﾄﾓﾀｶ 清水中 ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 鉢盛中

 5 赤羽 祐紀(3)   5:04.30  5 徳原 冬威(3)   5:03.64 
ｱｶﾊﾈ ﾕｳｷ 鎌田中 ﾄｸﾊﾗ ﾄｳｲ 高綱中

 6 伊藤 留希亜(3)   5:09.07  6 岩原 信之(2)   5:12.71 
ｲﾄｳ ﾙｷｱ 菅野中 ｲﾜﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 開成中

 7 大和 翔太郎(3)   5:09.85  7 田邊 奨(3)   5:15.02 
ｵｵﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 筑摩野中 ﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳ 丸ﾉ内中

 8 堀口 旺伽(3)   5:10.26  8 山田 航大(3)   5:20.98 
ﾎﾘｸﾞﾁ ｵｳｶ 丸ﾉ内中 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 女鳥羽中

 9 片倉 淳(2)   5:13.02  9 愛知 弘一朗(2)   5:21.62 
ｶﾀｸﾗ ﾏｺﾄ 丸ﾉ内中 ｱｲﾁ  ｺｳｲﾁﾛｳ 清水中

10 山田 雄太(3)   5:15.49 10 大川 天斗(3)   5:23.97 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 旭町中 ｵｵｶﾜ ﾀｶﾄ 菅野中

11 北澤 光記(2)   5:16.00 11 中田 智之(3)   5:26.01 
ｷﾀｻﾞﾜ ｺｳｷ 波田中 ﾅｶﾀ ﾄﾓﾕｷ 旭町中

12 田中 一輝(3)   5:21.69 12 草間 勇人(2)   5:29.74 
ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 女鳥羽中 ｸｻﾏ ﾕｳﾄ 梓川中

13 赤羽 佑介(2)   5:25.42 13 野村 拓未(2)   5:33.66 
ｱｶﾊﾈ ﾕｳｽｹ 梓川中 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾐ 波田中

14 牛越 大智(3)   5:45.15 14 久保 鷹貴(3)   5:35.73 
ｳｼｺｼ ﾀﾞｲﾁ 女鳥羽中 ｸﾎﾞ ﾀｶｷ 女鳥羽中

15 牧瀬 智哉(2)   5:47.48 15 斉藤 洸大(1)   5:45.90 
ﾏｷｾ  ﾄﾓﾔ 清水中 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 大野川中

16 山岡 悠大(3)   5:59.53 16 中川 晴喜(2)   5:52.92 
ﾔﾏｵｶ ﾕｳﾀﾞｲ 信明中 ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 筑摩野中
西村 浩希(2) 17 忠地 竜生(3)   5:54.88 
ﾆｼﾑﾗ ﾋﾛｷ 筑摩野中 ﾀﾀﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ 信明中
齊藤 高志(2) 城山 達也(2)
ｻｲﾄｳ ﾀｶｼ 鎌田中 ｼﾛﾔﾏ ﾀﾂﾔ 波田中
横山 裕(3) 赤羽 栄紀(2)
ﾖｺﾔﾏ ﾕｳ 附属松本中 ｱｶﾊﾈ ﾊﾙｷ 鎌田中

   1 折井 秀太朗(3) 附属松本中     4:41.77   2   1
   2 村瀬 勇哉(3) 梓川中     4:43.28   1   1
   3 上田 桂悟(2) 鉢盛中     4:45.53   1   2
   4 三島 颯太(2) 鉢盛中     4:48.79   1   3
   5 齊木 俊兵(3) 清水中     4:49.46   2   2
   6 中田 智貴(3) 清水中     4:51.36   1   4
   7 中村 剛(2) 鉢盛中     4:54.38   2   3
   8 西澤 遼介(3) 鉢盛中     5:03.09   2   4
   9 徳原 冬威(3) 高綱中     5:03.64   2   5
  10 赤羽 祐紀(3) 鎌田中     5:04.30   1   5
  11 伊藤 留希亜(3) 菅野中     5:09.07   1   6
  12 大和 翔太郎(3) 筑摩野中     5:09.85   1   7
  13 堀口 旺伽(3) 丸ﾉ内中     5:10.26   1   8
  14 岩原 信之(2) 開成中     5:12.71   2   6
  15 片倉 淳(2) 丸ﾉ内中     5:13.02   1   9
  16 田邊 奨(3) 丸ﾉ内中     5:15.02   2   7
  17 山田 雄太(3) 旭町中     5:15.49   1  10
  18 北澤 光記(2) 波田中     5:16.00   1  11
  19 山田 航大(3) 女鳥羽中     5:20.98   2   8
  20 愛知 弘一朗(2) 清水中     5:21.62   2   9
  21 田中 一輝(3) 女鳥羽中     5:21.69   1  12
  22 大川 天斗(3) 菅野中     5:23.97   2  10
  23 赤羽 佑介(2) 梓川中     5:25.42   1  13
  24 中田 智之(3) 旭町中     5:26.01   2  11
  25 草間 勇人(2) 梓川中     5:29.74   2  12
  26 野村 拓未(2) 波田中     5:33.66   2  13
  27 久保 鷹貴(3) 女鳥羽中     5:35.73   2  14
  28 牛越 大智(3) 女鳥羽中     5:45.15   1  14
  29 斉藤 洸大(1) 大野川中     5:45.90   2  15
  30 牧瀬 智哉(2) 清水中     5:47.48   1  15
  31 中川 晴喜(2) 筑摩野中     5:52.92   2  16
  32 忠地 竜生(3) 信明中     5:54.88   2  17
  33 山岡 悠大(3) 信明中     5:59.53   1  16

 7332
 6956
 7249
 7003
 7004

 7358
 7050
 7360
 7395
 7287
 7286

 7051
 7384
 7283
 6953
 7281
 7203

 7200
 7243
 7022
 7116
 7026
 7021

 6941
 6940
 7427
 7425
 7176
 6972

組 順位
 7453
 7342
 7426
 7428

順位 No. 氏  名 所属名 記録 備考

欠場
12  6974

欠場

タイムレース

17  7454
欠場

19  7003

11  7393

9  7332

16  7249

1  7395

3  7287

7  7050

2  7360

4  6953

13  7203

18  7021

17  7283

5  7176

15  7116

14  7427

8  7425

所属名 記録／備考
10  7453

6  6941

順 No.

11  7251
欠場

8  7358

7

13  6975
欠場

4  6956

18  7004

 7286

16  7384

9  7281

3  7026

2  7051

5  7243

15  7022

1  6972

19  7200

10  7428

12  6940

14  7342

6  7426

中学男子

1500m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



決勝 5月3日 15:05

 1 下条 源太郎(3)   9:32.22 
ｼﾓｼﾞｮｳ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 附属松本中

 2 菅沼 直紘(2)   9:59.07 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾅｵﾋﾛ 鉢盛中

 3 伊藤 周也(3)  10:09.78 
ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 菅野中

 4 中塚 俊助(3)  10:29.44 
ﾅｶﾂｶ ｼｭﾝｽｹ 鉢盛中

 5 土屋 勇太(3)  10:32.64 
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀ 鉢盛中

 6 天児 幹治(2)  10:45.66 
ｱﾏｺ ｶﾝｼﾞ 附属松本中

 7 百瀬 真悟(3)  10:51.13 
ﾓﾓｾ ｼﾝｺﾞ 菅野中

 8 青沼 潮(3)  10:52.47 
ｱｵﾇﾏ ｳｼｵ 信明中

 9 安保 充樹(2)  11:32.20 
ｱﾎﾞ  ﾐﾂｷ 清水中

10 安部 隼人(2)  11:34.34 
ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ 附属松本中

11 山本 悠斗(2)  11:39.64 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 附属松本中

12 上條 俊文(3)  11:52.48 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｼﾌﾐ 鉢盛中
小林 啓太(2)
ｺﾊﾞﾔｼ  ｹｲﾀ 清水中
太田 隼弥(3)
ｵｵﾀ ｼｭﾝﾔ 信明中
石曽根 歩(2)
ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ 松島中

中学男子

3000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
14  7456

7  7429

13  7202

9  7423

5  7422

10  7464

3  7201

4  7000

15  6950

6  7463

12  7459

11  7420

8  7080
欠場

1  6949
欠場

2  7001
欠場



決勝 5月3日 11:00

風速 -5.8

 1 小林 雅人(3)     17.63 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾔﾏﾄ 高綱中

 2 齋藤 将紀(2)     18.77 
ｻｲﾄｳ ｼｮｳｷ 大野川中

 3 太田 耕司(3)     19.34 
ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ 旭町中

 4 小池 孝憲(2)     19.87 
ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ 旭町中

 5 村田 瞭(2)     21.16 
ﾑﾗﾀ ﾘｮｳ 附属松本中

 6 市川 レイニア(2)     21.40 
ｲﾁｶﾜ ﾚｲﾆｱ 旭町中
小松 勇人(3)
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 筑摩野中

4  7240
欠場

3  7460

2  7058

8  7055

6  7060

5  7173

7  7330

中学男子

110mH(0.914m)
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 5月3日 13:40
決勝 5月3日 15:45

[ 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 旭町中  7056 富田 裕也(3)     47.21 q  1   7 筑摩野中  7247 西田 和樹(2)     48.15 q

ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾄﾐﾀ ﾕｳﾔ ﾁｸﾏﾉﾁｭｳ ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ
 7053 杏 直樹(3)  7241 林 裕貴(3)

ｶﾗﾓﾓ ﾅｵｷ ﾊﾗｼ ﾋﾛﾀｶ
 7055 太田 耕司(3)  7252 石原 亘(2)

ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ ｲｼﾊﾗ ﾜﾀﾙ
 7057 丸山 龍之介(3)  7242 丸山 諒太(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
 2   5 高綱中(A)  7177 中澤 達也(3)     49.34 q  2   8 清水中(A)  6948 栗田 大地(2)     48.85 q

ﾀｶﾂﾅﾁｭｳA ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ ｼﾐｽﾞﾁｭｳA ｸﾘﾀ  ﾀﾞｲﾁ
 7171 上原 晟弘(3)  6946 中嶋 謙(2)

ｳｴﾊﾗ ｱｷﾋﾛ ﾅｶｼﾞﾏ  ﾕｽﾞﾙ
 7179 藤澤 光(3)  6943 北野 玄仁(3)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｶﾙ ｷﾀﾉ  ﾊﾙﾋﾄ
 7173 小林 雅人(3)  6942 原 佑輝(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾔﾏﾄ ﾊﾗ  ﾕｳｷ
 3   7 梓川中(B)  7350 齊藤 龍志(2)     50.75 q  3   3 鉢盛中  7423 中塚 俊助(3)     50.36 q

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳB ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾅｶﾂｶ ｼｭﾝｽｹ
 7357 長嶺 直(2)  7421 奥垣内 崇史(3)

ﾅｶﾞﾐﾈ ﾅｵ ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ
 7352 水上 健吾(2)  7424 松永 蓮汰(3)

ﾐｽﾞｶﾐ ｹﾝｺﾞ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚﾝﾀ
 7349 青木 大知(2)  7420 上條 俊文(3)

ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｼﾌﾐ
 4   6 開成中  7117 藤澤 玲王(2)     51.64 q  4   5 梓川中(A)  7341 片田 慎人(3)     52.67 q

ｶｲｾｲﾁｭｳ ﾌｼﾞｻﾜ ﾚｵ ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳA ｶﾀﾀﾞ ﾏｺﾄ
 7120 倉又 要輔(2)  7346 見形 光樹(3)

ｸﾗﾏﾀ ﾖｳｽｹ ﾐｶﾀ ﾐﾂｷ
 7110 髙根 開(3)  7340 横内 遥人(3)

ﾀｶﾈ ｶｲ ﾖｺｳﾁ ﾊﾙﾄ
 7112 竹井 温巧(3)  7343 佐原 尚門(3)

ﾀｹｲ ﾏｻﾖｼ ｻﾊﾗ ﾅｵﾄ
 5   8 清水中(B)  6947 加納 尚弥(2)     53.77  5   2 丸ﾉ内中  7024 権田 将拓(2)     55.56 

ｼﾐｽﾞﾁｭｳB ｶﾉｳ  ﾅｵﾔ ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ ｺﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ
 6951 清水 一輝(2)  7023 飯吉 杏純(3)

ｼﾐｽﾞ  ｶｽﾞｷ ｲｲﾖｼ ｱｽﾞﾐ
 6953 愛知 弘一朗(2)  7025 相澤 翼(2)

ｱｲﾁ  ｺｳｲﾁﾛｳ ｱｲｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ
 6952 西牧 廉(2)  7020 小池 寿輝(3)

ﾆｼﾏｷ  ﾚﾝ ｺｲｹ ﾏｻｷ
 6   2 附属松本中(B)  7466 今井 啓(2)     54.23   4 附属松本中(A)

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳB ｲﾏｲ ｹｲ ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳA 欠場
 7452 刀祢 槙斗(3)

ﾄﾈ ﾏｷﾄ
 7460 村田 瞭(2)

ﾑﾗﾀ ﾘｮｳ
 7468 樋口 晃太(2)

ﾋｸﾞﾁ ｺｳﾀ
 7   4 菅野中  7212 中條 開吏(2)     59.92   6 鎌田中

ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ﾅｶｼﾞｮｳ ｶｲﾘ ｶﾏﾀﾞﾁｭｳ 欠場
 7204 前澤 圭人(3)

ﾏｴｻﾞﾜ ｹｲﾄ
 7211 上條 肇(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ
 7205 倉科 佳典(3)

ｸﾗｼﾅ ﾖｼﾉﾘ

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 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 旭町中  7056 富田 裕也(3)     47.11 

ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾄﾐﾀ ﾕｳﾔ
 7053 杏 直樹(3)

ｶﾗﾓﾓ ﾅｵｷ
 7055 太田 耕司(3)

ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ
 7057 丸山 龍之介(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ
 2   5 筑摩野中  7247 西田 和樹(2)     48.04 

ﾁｸﾏﾉﾁｭｳ ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ
 7241 林 裕貴(3)

ﾊﾗｼ ﾋﾛﾀｶ
 7252 石原 亘(2)

ｲｼﾊﾗ ﾜﾀﾙ
 7242 丸山 諒太(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
 3   7 清水中(A)  6948 栗田 大地(2)     48.75 

ｼﾐｽﾞﾁｭｳA ｸﾘﾀ  ﾀﾞｲﾁ
 6946 中嶋 謙(2)

ﾅｶｼﾞﾏ  ﾕｽﾞﾙ
 6943 北野 玄仁(3)

ｷﾀﾉ  ﾊﾙﾋﾄ
 6942 原 佑輝(3)

ﾊﾗ  ﾕｳｷ
 4   6 高綱中(A)  7177 中澤 達也(3)     49.58 

ﾀｶﾂﾅﾁｭｳA ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
 7171 上原 晟弘(3)

ｳｴﾊﾗ ｱｷﾋﾛ
 7179 藤澤 光(3)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｶﾙ
 7173 小林 雅人(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾔﾏﾄ
 5   8 鉢盛中  7423 中塚 俊助(3)     50.28 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾅｶﾂｶ ｼｭﾝｽｹ
 7421 奥垣内 崇史(3)

ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ
 7424 松永 蓮汰(3)

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚﾝﾀ
 7420 上條 俊文(3)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｼﾌﾐ
 6   9 梓川中(B)  7350 齊藤 龍志(2)     50.91 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳB ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ
 7357 長嶺 直(2)

ﾅｶﾞﾐﾈ ﾅｵ
 7352 水上 健吾(2)

ﾐｽﾞｶﾐ ｹﾝｺﾞ
 7349 青木 大知(2)

ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ
 7   3 開成中  7117 藤澤 玲王(2)     51.62 

ｶｲｾｲﾁｭｳ ﾌｼﾞｻﾜ ﾚｵ
 7120 倉又 要輔(2)

ｸﾗﾏﾀ ﾖｳｽｹ
 7110 髙根 開(3)

ﾀｶﾈ ｶｲ
 7112 竹井 温巧(3)

ﾀｹｲ ﾏｻﾖｼ
 8   2 梓川中(A)  7341 片田 慎人(3)     51.68 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳA ｶﾀﾀﾞ ﾏｺﾄ
 7346 見形 光樹(3)

ﾐｶﾀ ﾐﾂｷ
 7340 横内 遥人(3)

ﾖｺｳﾁ ﾊﾙﾄ
 7343 佐原 尚門(3)

ｻﾊﾗ ﾅｵﾄ

決勝



決勝 5月3日 14:00

1m70 1m75 1m78 1m80
西村 慶次(3) - - - - - - o o xo o
ﾆｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ 波田中 o xo o xxx
北野 玄仁(3) - - - - - - xo o xxx
ｷﾀﾉ  ﾊﾙﾋﾄ 清水中
田中 佑八(3) - - - o xo xo xxo xxo xxx
ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 高綱中
飯吉 杏純(3) - - o o xo o o xxx
ｲｲﾖｼ ｱｽﾞﾐ 丸ﾉ内中
廣部 幹也(3) - - - o o xxo o xxx
ﾋﾛﾍﾞ ﾐｷﾔ 高綱中
相澤 翼(2) - o o o o o xxx
ｱｲｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 丸ﾉ内中
藤島 晋一郎(3) - - - - - o xxx
ﾌｼﾞｼﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 旭町中
都筑 悠佑(2) - xo o o o xo xxx
ﾂﾂﾞｸ ﾕｳｽｹ 旭町中
藤村 良汰(3) - - xo o o xxo xxx
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 旭町中
塚原 友都(2) o xo o xo xo xxx
ﾂｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 筑摩野中
石井 琢海(2) - - o o xxo xxx
ｲｼｲ ﾀｸﾐ 梓川中
村上 貴哉(3) - - - o xxo xxx
ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾔ 波田中
横内 飛哉(3) o o o o xxx
ﾖｺｳﾁ ﾀｶﾔ 山辺中
進藤 拓海(2) - - o xo xxx
ｼﾝﾄﾞｳ  ﾀｸﾐ 清水中
上嶋 辰輝(2) o xo xo xxx
ｳｴｼﾏ ﾀﾂｷ 筑摩野中
新井 寛樹(2) xo xxx
ｱﾗｲ ﾋﾛｷ 筑摩野中
笠原 理央(2) 欠場
ｶｻﾊﾗ ﾘｵ 附属松本中

16 4  7253
 1.20

1  7467

14 7  6955
 1.35

15 2  7250
 1.30

11 13  7383
 1.40

13 11  7151
 1.35

10 6  7248
 1.40

11 9  7351
 1.40

8 5  7059
 1.45

9 3  7054
 1.45

6 8  7025
 1.45

6 15  7052
 1.45

4 10  7023
 1.50

5 14  7178
 1.50

2 16  6943
 1.55

3 12  7174
 1.55

1 17  7382
 1.78

記録
1m30 1m35

備考
1m20 1m25 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65

中学男子

走高跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月3日 13:00

竹井 温巧(3)    x   5.78   6.16   4.04   6.04   5.98    6.16 
ﾀｹｲ ﾏｻﾖｼ 開成中   +3.6   +3.5   +2.4   +2.3   +4.2    +3.5
小町谷 祥司(2)    x   5.91   5.92   5.76    x   5.69    5.92 
ｺﾏﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ 松本秀峰中   +8.5   +6.7   +3.1   +5.5    +6.7
丸山 龍之介(3)   5.55   5.76   5.61   5.52    x   5.66    5.76 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 旭町中   +1.8   +4.3   +7.4   +2.9   +4.5    +4.3
杏 直樹(3)    x   5.56   5.21    x   5.14   5.30    5.56 
ｶﾗﾓﾓ ﾅｵｷ 旭町中   +4.5   +4.5   +2.3   +5.4    +4.5
丸山 諒太(3)    x    -   5.20   5.43   5.51    x    5.51 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 筑摩野中   +3.4   +6.6   +3.2    +3.2
松田 優樹(3)   5.27    x   5.47   5.36   5.28    x    5.47 
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｷ 松本秀峰中   +2.7   +8.7   +5.3   +2.3    +8.7
中澤 達也(3)   4.93   4.89   5.11   4.88   5.05   4.81    5.11 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 高綱中   +1.5   +4.6   +4.2   +4.4   +3.1   +4.3    +4.2
大久保 大和(3)    x   4.74   4.71   4.86   4.91    x    4.91 
ｵｵｸﾎﾞ ﾔﾏﾄ 高綱中   +3.3   +6.0   +3.2   +2.2    +2.2
釼持 隼人(3)   4.73   4.47   4.53    4.73 
ｹﾝﾓﾁ ﾊﾔﾄ 附属松本中   +1.0   +0.8   +3.2    +1.0
刀祢 槙斗(3)   4.41    -   4.71    4.71 
ﾄﾈ ﾏｷﾄ 附属松本中   +1.9   +4.6    +4.6
髙根 開(3)    x    x   4.47    4.47 
ﾀｶﾈ ｶｲ 開成中   +4.5    +4.5
加納 尚弥(2)   4.38    -   2.73    4.38 
ｶﾉｳ  ﾅｵﾔ 清水中   +1.9   +5.4    +1.9
横内 遥人(3)   4.36    -    x    4.36 
ﾖｺｳﾁ ﾊﾙﾄ 梓川中   +3.5    +3.5
牧瀬 亘輝(3)   4.22   4.28   4.25    4.28 
ﾏｷｾ  ｺｳｷ 清水中   +4.9   +6.7   +3.1    +6.7
見形 光樹(3)   4.20   3.69    x    4.20 
ﾐｶﾀ ﾐﾂｷ 梓川中   +0.5   +2.0    +0.5
平野 雄大(2)   3.75   3.94   4.15    4.15 
ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 山辺中   +1.4   +3.3   +3.2    +3.2
塩原 大智(2)   4.03   3.96   3.83    4.03 
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 山辺中   +1.0   +1.6   +2.1    +1.0
黒田 昭太(2)    x   3.45   3.84    3.84 
ｸﾛﾀﾞ ｼｮｳﾀ 旭町中   +1.7   +6.5    +6.5
若林 和冶(3)   3.70   3.58   3.66    3.70 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ 山辺中   +2.7   +0.3   +4.6    +2.7
花岡 拓登(2)    x    x    x 記録なし
ﾊﾅｵｶ ﾀｸﾄ 附属松本中

備考記録

 7112

所属名 -1- -6--4--3-ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

中学男子

走幅跳
決勝

順位 試技

2 17  7512

-5--2-

1 20

3 18  7057

4 16  7053

5 14  7242

6 15  7510

7 19  7177

8 11  7172

9 2  7451

10 4  7452

11 12  7110

12 8  6947

13 10  7340

14 13  6945

15 7  7346

16 3  7156

17 1  7154

18 5  7063

19 9  7150

6  7465



決勝 5月3日 13:00

奥垣内 崇史(3)
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 鉢盛中
赤澤 虎太郎(3)
ｱｶｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 高綱中
倉科 佳典(3)
ｸﾗｼﾅ ﾖｼﾉﾘ 菅野中
本山 岳志(2)
ﾓﾄﾔﾏ ﾀｹｼ 旭町中
金子 周平(2)
ｶﾈｺ ｼｭｳﾍｲ 信明中
富田 裕也(3)
ﾄﾐﾀ ﾕｳﾔ 旭町中
西田 和樹(2)
ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 筑摩野中
中嶋 優賀(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶﾞ 女鳥羽中
西牧 廉(2)
ﾆｼﾏｷ  ﾚﾝ 清水中
山崎 誌文(3)
ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾓﾝ 附属松本中
野中 優海(2)
ﾉﾅｶ ﾕｳ 波田中
下坂 祐弥(2)
ｼﾓｻｶ  ﾕｳﾔ 清水中
駿河 充(3)
ｽﾙｶﾞ ﾐﾂﾙ 附属松本中
熊井 進之佑(2)
ｸﾏｲ ｼﾝﾉｽｹ 旭町中
小笠原 一真(2)
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞﾏ 高綱中

  3.67 
15 3  7181

   x   3.67   3.59

  3.39   5.06 

  5.90   5.58

14 1  7062
  5.06   4.68

13 4  7457
  5.90   5.25

  5.99   5.99 

  6.45   6.45

12 5  6954
  5.53   5.69

11 9  7394
  5.98   6.42

  6.75   6.84 

  7.13    -

10 2  7469
  6.84   6.46

9 8  6952
  6.99   7.13

  8.12   7.21   6.62   7.38   8.12 

  7.55    -    -   8.14   8.14

8 13  7288
  8.00   7.93

7 6  7247
  7.92   7.64

  8.17   7.79   7.20   8.37   8.37 

  8.41   7.57   8.38   8.41   8.10

6 12  7056
  7.63    x

5 10  7006
  7.70    x

  8.55   7.07   7.56   7.73   8.55 

  9.33    -    x   9.44   9.06

4 7  7061
  7.12   8.03

3 11  7205
  9.44   8.71

  9.56   9.12   9.38   9.45   9.56 

 11.53  11.55    x  11.55  11.41

2 14  7170
  9.31   9.21

1 15  7421
 11.41    x

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子

砲丸投(5.000kg)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月3日 11:20

[ 1組] 風速 -3.0 [ 2組] 風速 -3.2

 1 小林 駿太     10.86  1 石井 大地(3)     11.30 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾀ 田川小 ｲｼｲ ﾀﾞｲﾁ 鎌田小

 2 岸川 夏央(3)     11.33  2 黄木 雄斗(3)     11.33 
ｷｼｶﾜ ﾅｵ 筑摩小 ｵｵｷﾞ ﾕｳﾄ 島内小

 3 鬼頭 快成(3)     11.39  3 津金 士文(3)     11.35 
ｷﾄｳ ｶｲｾｲ 二子小 ﾂｶﾞﾈ ｼﾓﾝ 山辺小

 4 平野 泰士(3)     11.39  4 八懸 一星(3)     11.39 
ﾋﾗﾉ ﾔｽｼ 開智小 ﾔﾂｶﾞｹ ｲｯｾ 大野川小

 5 中澤 藍希(3)     11.71  5 中平 遥(3)     11.47 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱｲｷ 山辺小 ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｶ 二子小

 6 五藤 慶人(2)     12.00  6 原 佑綺(3)     11.59 
ｺﾞﾄｳ ｹｲﾄ 寿小 ﾊﾗ ﾕｳｷ 芳川小

 7 小山 航志郎(1)     12.83  7 鶴見 冬馬(3)     11.66 
ｺﾔﾏ ｺｳｼﾛｳ 並柳小 ﾂﾙﾐ ﾄｳﾏ 安曇小

 8 ﾏｶﾘｽﾀｰ ｴｾﾞｷｴﾙ(1)     14.34  8 田中 大稀(2)     22.70 
ﾏｶﾘｽﾀｰ ｴｾﾞｷｴﾙ 大野川小 ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 今井小

[ 3組] 風速 -2.0 [ 4組] 風速 -0.9

 1 堤 空旦(3)     10.81  1 百瀬 稜(3)     10.05 
ﾂﾂﾐ ｸｳﾀﾝ 芳川小 ﾓﾓｾ ﾘｮｳ 筑摩小

 2 林 裕雅(3)     10.88  2 木下 泰秀(3)     10.39 
ﾊﾔｼ ﾕｳｶﾞ 開智小 ｷﾉｼﾀ ﾀｲｼｭｳ 開智小

 3 平尾 風詠     10.90  3 鈴木 亮吾     10.42 
ﾋﾗｵ ﾌｳﾀ 田川小 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｺﾞ 田川小

 4 酒本 悠慎(2)     11.23  4 北原 束紗(3)     10.91 
ｻｹﾓﾄ ﾕｳﾏ 鎌田小 ｷﾀﾊﾗ ﾂｶｻ 鎌田小

 5 黒田 隼矢(3)     11.59  5 今井 優希(3)     10.99 
ｸﾛﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 筑摩小 ｲﾏｲ ﾕｳｷ 並柳小

 6 大寶 輝聖(2)     13.24  6 田中 旭(2)     11.87 
ｵｵﾀｶﾗ ﾃﾝｾｲ 寿小 ﾀﾅｶ ｱｻﾋ 芳川小

 7 加藤 友河(3)     13.33  7 中村 駿汰(2)     11.95 
ｶﾄｳ  ﾕｳｶﾞ 山辺小 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 旭町小
城寶 響貴(3)  8 藤山 和宏(3)     12.47 
ｼﾞｮｳﾎｳ ﾋﾋﾞｷ 島内小 ﾌｼﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 安曇小

[ 5組] 風速 -2.7 [ 6組] 風速 -3.1

 1 石田 朗雅(3)     10.21  1 吉田 翔(3)     10.64 
ｲｼﾀﾞ ｱｷﾏｻ 旭町小 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ 今井小

 2 堀口 大地(3)     10.58  2 神戸 大輝(3)     10.99 
ﾎﾘｸﾞﾁ ﾀﾞｲﾁ 寿小 ｺﾞｳﾄﾞ ﾀｲｷ 山辺小

 3 有江 禅(3)     10.72  3 八田 爽羽(2)     11.15 
ｱﾘｴ ｾﾞﾝ 筑摩小 ﾊｯﾀ ｿｳﾊ 大野川小

 4 吉岡 秀也(3)     11.16  4 奥原 群(3)     11.19 
ﾖｼｵｶ  ｼｭｳﾔ 鎌田小 ｵｸﾊﾗ ｸﾞﾝ 明善小

 5 小林 昌弘(2)     11.40  5 黄木 秀悟(2)     11.54 
ｺﾊﾞﾔｼﾏｻﾋﾛ 芳川小 ｵｵｷﾞ ｼｭｳｺﾞ 島内小

 6 奥原 時光(3)     11.47  6 加藤 陽人(2)     12.33 
ｵｸﾊﾗ ﾄｷﾐﾂ 今井小 ｶﾄｳ ﾊﾙﾄ 旭町小

 7 阿部 康介(2)     11.55  7 佐々木 翔(1)     13.72 
ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ 並柳小 ｻｻｷ ｶｹﾙ 並柳小

 8 早川 拳斗(3)     12.03 
ﾊﾔｶﾜ ｹﾝﾄ 開智小

[ 7組] 風速 -3.2

 1 武井 優希(3)     10.64 
ﾀｹｲ ﾕｳｷ 明善小

 2 永井 つかさ     10.71 
ﾅｶﾞｲ ﾂｶｻ 田川小

 3 根橋 建介(3)     10.88 
ﾈﾊﾞｼ ｹﾝｽｹ 旭町小

 4 内田 隼翔(3)     11.32 
ｳﾁﾀ ﾊﾔﾄ 安曇小

 5 中村 彩人(3)     11.53 
ﾅｶﾑﾗ ｱﾔﾄ 島内小

 6 斉藤 圭吾(2)     11.53 
ｻｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 大野川小

 7 下原 斗輝(3)     11.67 
ｼﾓﾊﾗ ﾄｷ 今井小

   1 百瀬 稜(3) 筑摩小     10.05 (-0.9)   4   1
   2 石田 朗雅(3) 旭町小     10.21 (-2.7)   5   1
   3 木下 泰秀(3) 開智小     10.39 (-0.9)   4   2

小学1_3男子

60m
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   4 鈴木 亮吾 田川小     10.42 (-0.9)   4   3
   5 堀口 大地(3) 寿小     10.58 (-2.7)   5   2
   6 吉田 翔(3) 今井小     10.64 (-3.1)   6   1
   6 武井 優希(3) 明善小     10.64 (-3.2)   7   1
   8 永井 つかさ 田川小     10.71 (-3.2)   7   2
   9 有江 禅(3) 筑摩小     10.72 (-2.7)   5   3
  10 堤 空旦(3) 芳川小     10.81 (-2.0)   3   1
  11 小林 駿太 田川小     10.86 (-3.0)   1   1
  12 林 裕雅(3) 開智小     10.88 (-2.0)   3   2
  12 根橋 建介(3) 旭町小     10.88 (-3.2)   7   3
  14 平尾 風詠 田川小     10.90 (-2.0)   3   3
  15 北原 束紗(3) 鎌田小     10.91 (-0.9)   4   4
  16 神戸 大輝(3) 山辺小     10.99 (-3.1)   6   2
  16 今井 優希(3) 並柳小     10.99 (-0.9)   4   5
  18 八田 爽羽(2) 大野川小     11.15 (-3.1)   6   3
  19 吉岡 秀也(3) 鎌田小     11.16 (-2.7)   5   4
  20 奥原 群(3) 明善小     11.19 (-3.1)   6   4
  21 酒本 悠慎(2) 鎌田小     11.23 (-2.0)   3   4
  22 石井 大地(3) 鎌田小     11.30 (-3.2)   2   1
  23 内田 隼翔(3) 安曇小     11.32 (-3.2)   7   4
  24 岸川 夏央(3) 筑摩小     11.33 (-3.0)   1   2
  24 黄木 雄斗(3) 島内小     11.33 (-3.2)   2   2
  26 津金 士文(3) 山辺小     11.35 (-3.2)   2   3
  27 鬼頭 快成(3) 二子小     11.39 (-3.0)   1   3
  27 八懸 一星(3) 大野川小     11.39 (-3.2)   2   4
  29 平野 泰士(3) 開智小     11.39 (-3.0)   1   4
  30 小林 昌弘(2) 芳川小     11.40 (-2.7)   5   5
  31 中平 遥(3) 二子小     11.47 (-3.2)   2   5
  31 奥原 時光(3) 今井小     11.47 (-2.7)   5   6
  33 中村 彩人(3) 島内小     11.53 (-3.2)   7   5
  33 斉藤 圭吾(2) 大野川小     11.53 (-3.2)   7   6
  35 黄木 秀悟(2) 島内小     11.54 (-3.1)   6   5
  36 阿部 康介(2) 並柳小     11.55 (-2.7)   5   7
  37 黒田 隼矢(3) 筑摩小     11.59 (-2.0)   3   5
  37 原 佑綺(3) 芳川小     11.59 (-3.2)   2   6
  39 鶴見 冬馬(3) 安曇小     11.66 (-3.2)   2   7
  40 下原 斗輝(3) 今井小     11.67 (-3.2)   7   7
  41 中澤 藍希(3) 山辺小     11.71 (-3.0)   1   5
  42 田中 旭(2) 芳川小     11.87 (-0.9)   4   6
  43 中村 駿汰(2) 旭町小     11.95 (-0.9)   4   7
  44 五藤 慶人(2) 寿小     12.00 (-3.0)   1   6
  45 早川 拳斗(3) 開智小     12.03 (-2.7)   5   8
  46 加藤 陽人(2) 旭町小     12.33 (-3.1)   6   6
  47 藤山 和宏(3) 安曇小     12.47 (-0.9)   4   8
  48 小山 航志郎(1) 並柳小     12.83 (-3.0)   1   7
  49 大寶 輝聖(2) 寿小     13.24 (-2.0)   3   6
  50 加藤 友河(3) 山辺小     13.33 (-2.0)   3   7
  51 佐々木 翔(1) 並柳小     13.72 (-3.1)   6   7
  52 ﾏｶﾘｽﾀｰ ｴｾﾞｷｴﾙ(1) 大野川小     14.34 (-3.0)   1   8
  53 田中 大稀(2) 今井小     22.70 (-3.2)   2   8
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予選 5月3日  9:00
決勝 5月3日 11:45

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +0.1

 1 野本 駿介     15.14  1 市谷 颯梧(5)     14.63 q
ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 田川小 ｲﾁﾀﾆ ｿｳｺﾞ 附属松本小

 2 小坂 駿翔(5)     15.34  2 榑沼 直希(6)     14.77 q
ｺｻｶ ｼｭﾝﾄ 開智小 ｸﾚﾇﾏ ﾅｵｷ 梓川小

 3 小林 大輝(6)     15.61  3 手塚 準也(6)     14.80 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ ｺﾒｯﾄ波田 ﾃﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝﾔ ｺﾒｯﾄ波田

 4 小林 陵羽(5)     15.88  4 永森 将     15.86 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾊ 二子小 ﾅｶﾞﾓﾘ ｼｮｳ 田川小

 5 二木 亜琉(4)     16.43  5 続木 伸吾(5)     16.21 
ﾌﾀﾂｷﾞ ｱﾝﾘ 芳川小 ﾂﾂﾞｷ ｼﾝｺﾞ 寿小

 6 林 隆太(4)     16.67  6 須澤 愛也(5)     16.82 
ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾀ 旭町小 ｽｻﾞﾜ ﾏﾅﾔ 二子小

 7 冨永 大輔(4)     17.70  7 梶川 新(4)     17.49 
ﾄﾐﾅｶﾞ  ﾀﾞｲｽｹ 山辺小 ｶｼﾞｶﾜ  ｱﾗﾀ 山辺小

 8 山﨑 真士朗(5)     17.85  8 小松 篤史(4)     17.69 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾝｼﾞﾛｳ 梓川小 ｺﾏﾂ  ｱﾂｼ 岡田小

[ 3組] 風速 +0.3 [ 4組] 風速 -3.9

 1 髙木 颯吾(6)     14.29 q  1 赤廣 大翔(6)     16.19 
ﾀｶｷﾞ ｿｳｺﾞ ｺﾒｯﾄ波田 ｱｺｳ ﾋﾛﾄ 島内小

 2 渡辺 丈晴(6)     14.79 q  2 吉岡 秀人(6)     16.70 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ 寿小 ﾖｼｵｶ  ﾋﾃﾞﾄ 鎌田小

 3 吉水 真斗(4)     16.17  3 大塚 琉翔(4)     16.88 
ﾖｼﾐｽﾞ ﾏﾅﾄ 二子小 ｵｵﾂｶ ﾙｶ 才教学園小

 4 黄木 涼太(5)     16.19  4 横川 響(5)     17.14 
ｵｵｷﾞ ﾘｮｳﾀ 島内小 ﾖｺｶﾜ ﾋﾋﾞｷ 開智小

 5 猪瀬 瑞貴(4)     17.24  5 村松 凌典     17.18 
ｲﾉｾ ﾀﾏｷ 筑摩小 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 田川小

 6 大澤 巧実(5)     17.46  6 杉原 立樹(4)     17.21 
ｵｵｻﾜ ﾀｸﾐ 開智小 ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ 筑摩小

 7 深澤 颯汰(4)     17.66  7 成田 朔太郎(4)     17.63 
ﾌｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 山辺小 ﾅﾘﾀ ｻｸﾀﾛｳ 芳川小

 8 片桐 一秋(5)     17.75 
ｶﾀｷﾞﾘ ｶｽﾞｱｷ 安曇小

[ 5組] 風速 -3.1 [ 6組] 風速 -1.1

 1 谷頭 功太郎(6)     14.55 q  1 河野 統徳(5)     15.06 q
ﾀﾆｶﾞｼﾗ ｺｳﾀﾛｳ ｺﾒｯﾄ波田 ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園小

 2 髙附 佑輔(6)     15.07 q  2 伊東 雅恭     15.22 
ﾀｶﾂｷ ﾕｳｽｹ 梓川小 ｲﾄｳ ｶﾞｸ 田川小

 3 片倉 望(6)     15.85  3 山口 優輝(5)     15.79 
ｶﾀｸﾗ ﾉｿﾞﾐ 開智小 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳｷ 梓川小

 4 澁谷 岳(6)     16.13  4 渡辺 英行(5)     16.25 
ｼﾌﾞﾔ ｶﾞｸ 二子小 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ 寿小

 5 犬飼 響介(5)     17.64  5 加藤 大空(5)     16.34 
ｲﾇｶｲ ｷｮｳｽｹ 島内小 ｶﾄｳ ﾊﾙﾀｶ 今井小

 6 山田 真勇生(4)     18.80  6 鈴木 達也(5)     16.75 
ﾔﾏﾀﾞ ﾏﾕｷ 筑摩小 ｽｽﾞｷ  ﾀﾂﾔ 岡田小

 7 石口 葵(4)     19.67  7 栗田 大誠(4)     17.13 
ｲｼｸﾞﾁ ｱｵｲ 鎌田小 ｸﾘﾀ ﾀｲｾｲ 山辺小

風速 -1.0

 1 髙木 颯吾(6)     14.20 
ﾀｶｷﾞ ｿｳｺﾞ ｺﾒｯﾄ波田

 2 谷頭 功太郎(6)     14.39 
ﾀﾆｶﾞｼﾗ ｺｳﾀﾛｳ ｺﾒｯﾄ波田

 3 河野 統徳(5)     14.57 
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園小

 4 市谷 颯梧(5)     14.60 
ｲﾁﾀﾆ ｿｳｺﾞ 附属松本小

 5 榑沼 直希(6)     14.67 
ｸﾚﾇﾏ ﾅｵｷ 梓川小

 6 手塚 準也(6)     14.69 
ﾃﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝﾔ ｺﾒｯﾄ波田

 7 髙附 佑輔(6)     14.77 
ﾀｶﾂｷ ﾕｳｽｹ 梓川小

 8 渡辺 丈晴(6)     14.97 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ 寿小

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
4   332

7   191

小学4_6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

記録／備考

  131

9   106

5   353

8   269

2   142

3   393
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
5   361

2   156

8   105

9   319

7   280

3   355

6   251

4   172

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
4   114

6   284

2   351

7   337

8   314

3   196

9   259

5   168

氏  名 所属名 記録／備考
8   344

5   212

9   248

6   183

4   327

2   311

3   386

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
6   112

8   157

3   306

4   205

2   360

7   222

順 ﾚｰﾝ No.

8   317

5   338

所属名 記録／備考
5   247

4   141

7   283

2   236

3   180

6   254

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   114

7   112

2   247

4   361

5   156

9   105

3   157

8   284



決勝 5月3日 10:35

[ 1組] [ 2組]

 1 古川 晃都(6)   3:39.32  1 宮田 裕大(5)   3:37.06 
ﾌﾙｶﾜ ｺｳﾄ ｺﾒｯﾄ波田 ﾐﾔﾀ ﾋﾛﾏｻ 梓川小

 2 中村 遥斗(4)   3:43.49  2 五藤 大貴(4)   3:43.15 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ 梓川小 ｺﾞﾄｳ ﾀﾞｲｷ 寿小

 3 小林 京生(5)   3:48.51  3 堀井 翔藍(5)   3:46.47 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ 島内小 ﾎﾘｲ ﾄｱ 二子小

 4 竹内 章(5)   3:52.28  4 酒井 孝瑛(6)   3:46.76 
ﾀｹｳﾁ ｼｮｳ 開智小 ｻｶｲ  ｺｳﾖｳ 鎌田小

 5 吉村 成矢(5)   3:54.88  5 荻野 湧朔(5)   3:55.38 
ﾖｼﾑﾗ ﾅﾙﾔ 筑摩小 ｵｷﾞﾉ ﾕｳｻｸ 寿小

 6 山下 林太郞(6)   3:55.20  6 松場 颯生(5)   3:55.57 
ﾔﾏｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 梓川小 ﾏﾂﾊﾞ ｻｷ ｺﾒｯﾄ波田

 7 横山 星琉(6)   3:55.22  7 大島 健太(5)   3:59.46 
ﾖｺﾔﾏ ｾｼﾙ 筑摩小 ｵｵｼﾏ ｹﾝﾀ 筑摩小

 8 古川 光輝(4)   3:55.72  8 田中 康介(5)   4:01.26 
ﾌﾙｶﾜ ﾐﾂｷ 二子小 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 今井小

 9 小林 徹生(4)   4:01.88  9 小林 陸斗(6)   4:04.05 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾃｯｼｮｳ 芳川小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸﾄ 筑摩小

10 森村 勇太(5)   4:08.08 10 古田 海輝(5)   4:06.16 
ﾓﾘﾑﾗ ﾕｳﾀ 今井小 ﾌﾙﾀ ｱｷ 開智小

11 川口 琉水(6)   4:19.75 11 川口 諭音(5)   4:06.83 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｭｳｽｲ 岡田小 ｶﾜｸﾞﾁ  ﾕｲﾝ 岡田小

12 鈴木 大和(5)   4:20.28 12 望月 颯太(5)   4:11.29 
ｽｽﾞｷ ﾔﾏﾄ 開智小 ﾓﾁﾂﾞｷ ｿｳﾀ 島内小

13 中島 大翔(5)   4:23.31 13 務台 有音(6)   4:11.75 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾔﾏﾄ 島内小 ﾑﾀｲ ｱﾛﾝ 開智小
小林 史弥(6) 14 北原 蒼良(5)   4:12.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 菅野小 ｷﾀﾊﾗ ｿﾗ 梓川小

   1 宮田 裕大(5) 梓川小     3:37.06   2   1
   2 古川 晃都(6) ｺﾒｯﾄ波田     3:39.32   1   1
   3 五藤 大貴(4) 寿小     3:43.15   2   2
   4 中村 遥斗(4) 梓川小     3:43.49   1   2
   5 堀井 翔藍(5) 二子小     3:46.47   2   3
   6 酒井 孝瑛(6) 鎌田小     3:46.76   2   4
   7 小林 京生(5) 島内小     3:48.51   1   3
   8 竹内 章(5) 開智小     3:52.28   1   4
   9 吉村 成矢(5) 筑摩小     3:54.88   1   5
  10 山下 林太郞(6) 梓川小     3:55.20   1   6
  11 横山 星琉(6) 筑摩小     3:55.22   1   7
  12 荻野 湧朔(5) 寿小     3:55.38   2   5
  13 松場 颯生(5) ｺﾒｯﾄ波田     3:55.57   2   6
  14 古川 光輝(4) 二子小     3:55.72   1   8
  15 大島 健太(5) 筑摩小     3:59.46   2   7
  16 田中 康介(5) 今井小     4:01.26   2   8
  17 小林 徹生(4) 芳川小     4:01.88   1   9
  18 小林 陸斗(6) 筑摩小     4:04.05   2   9
  19 古田 海輝(5) 開智小     4:06.16   2  10
  20 川口 諭音(5) 岡田小     4:06.83   2  11
  21 森村 勇太(5) 今井小     4:08.08   1  10
  22 望月 颯太(5) 島内小     4:11.29   2  12
  23 務台 有音(6) 開智小     4:11.75   2  13
  24 北原 蒼良(5) 梓川小     4:12.59   2  14
  25 川口 琉水(6) 岡田小     4:19.75   1  11
  26 鈴木 大和(5) 開智小     4:20.28   1  12
  27 中島 大翔(5) 島内小     4:23.31   1  13
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タイムレース
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決勝 5月3日 14:00

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 ｺﾒｯﾄ波田   106 小林 大輝(6)     56.79 

ｺﾒｯﾄﾊﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ
  114 髙木 颯吾(6)

ﾀｶｷﾞ ｿｳｺﾞ
  105 手塚 準也(6)

ﾃﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝﾔ
  112 谷頭 功太郎(6)

ﾀﾆｶﾞｼﾗ ｺｳﾀﾛｳ
 2   2 寿小   283 渡辺 英行(5)   1:02.98 

ｺﾄﾌﾞｷｼｮｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾃﾞﾕｷ
  271 荻野 湧朔(5)

ｵｷﾞﾉ ﾕｳｻｸ
  276 清水 郁也(5)

ｼﾐｽﾞ ﾌﾐﾔ
  284 渡辺 丈晴(6)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ
 3   8 筑摩小   309 小林 陸斗(6)   1:03.55 

ﾂｶﾏｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸﾄ
  312 大島 健太(5)

ｵｵｼﾏ ｹﾝﾀ
  308 小林 海斗(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ
  304 山田 晃太郎(5)

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ
 4   7 開智小   202 内田 空(4)   1:04.04 

ｶｲﾁｼｮｳ ｳﾁﾀﾞ ｿﾗ
  187 近藤 広琉(4)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｹﾙ
  185 丸山 辰樹(4)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｷ
  191 小坂 駿翔(5)

ｺｻｶ ｼｭﾝﾄ
 5   9 芳川小   378 手塚 彩陽(4)   1:04.18 

ﾖｼｶﾜｼｮｳ ﾃﾂﾞｶ  ｱｻﾋ
  383 小林 文哉(6)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾌﾐﾔ
  382 小林 徹生(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾃｯｼｮｳ
  393 二木 亜琉(4)

ﾌﾀﾂｷﾞ ｱﾝﾘ
 6   5 梓川小   136 宮澤 優麒(4)   1:05.41 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｷ
  133 塩入 祐平(5)

ｼｵｲﾘ ﾕｳﾍｲ
  153 野瀬 杜馬(5)

ﾉｾ ﾄｳﾏ
  135 宮田 裕大(5)

ﾐﾔﾀ ﾋﾛﾏｻ
 7   3 島内小   347 中島 大翔(5)   1:07.50 

ｼﾏｳﾁｼｮｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾔﾏﾄ
  348 望月 颯太(5)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｿｳﾀ
  337 黄木 涼太(5)

ｵｵｷﾞ ﾘｮｳﾀ
  341 小林 京生(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ
 8   4 山辺小   269 冨永 大輔(4)   1:09.76 

ﾔﾏﾍﾞｼｮｳ ﾄﾐﾅｶﾞ  ﾀﾞｲｽｹ
  251 梶川 新(4)

ｶｼﾞｶﾜ  ｱﾗﾀ
  258 深澤 颯太(4)

ﾌｶｻﾞﾜ  ｿｳﾀ
  264 浅村 汰壱(4)

ｱｻﾑﾗ ﾀｲﾁ

小学4_6男子
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決勝 5月3日  9:00

黒田 海斗(6)
ｸﾛﾀﾞ ｶｲﾄ 筑摩小
長嶺 慎(4)
ﾅｶﾞﾐﾈ ｼﾝ 梓川小

xxx  0.95

  301
- - -

2 2   151
o o o

記録m95 1m00 備考

o o xxx  1.15

1m05 1m10
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順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
1 1

氏  名 所属名 m85 m90 1m15 1m20



決勝 5月3日  9:00

宮下 伊吹(5)   3.36   3.46   3.53    3.53 
ﾐﾔｼﾀ ｲﾌﾞｷ 今井小   -0.2   +0.5   -1.0    -1.0
小林 卓馬(5)   3.48   3.34   3.34    3.48 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 芳川小   +4.3   -0.8   +0.4    +4.3
中嶋 柊平(6)   2.82   2.91   3.35    3.35 
ﾅｶｼﾞﾏ  ｼｭｳﾍｲ 岡田小   +1.7   -5.0   -2.4    -2.4
菱沼 馨斗(4)   3.14   3.07   3.17    3.17 
ﾋｼﾇﾏ ｹｲﾄ 開智小   -2.7   +1.8   -3.5    -3.5
輪湖 颯(4)   3.13   3.04   2.48    3.13 
ﾜｺ ﾊﾔﾄ 梓川小   +1.2   -0.7   -2.3    +1.2
石川 晃(5)   3.10    x   2.58    3.10 
ｲｼｶﾜ ｱｷﾗ 寿小   -1.9   -1.6    -1.9
桜井 和将(5)   2.55   2.94   2.66    2.94 
ｻｸﾗｲ ｶｽﾞﾏｻ 島内小   +0.7   -1.6   +2.8    -1.6
矢嶋 琉星(5)    x   2.82    x    2.82 
ﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ 梓川小   -0.7    -0.7
酒井 隼(4)    x   2.72    x    2.72 
ｻｶｲ ﾊﾔﾄ 鎌田小   -2.0    -2.0
奥原 凛久(6)    x    x    x 記録なし
ｵｸﾊﾗ ﾘｸ 安曇小
梶田 匡希(6) 欠場
ｶｼﾞﾀ  ﾏｻｷ 鎌田小

小学4_6男子

走幅跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考

1 9   238

2 5   381

-2- -3- 記録

3 2   178

4 3   203

5 4   155

6 7   278

7 8   339

8 6   154

10   211

9 1   216

11   159



決勝 5月3日  9:00

森 巧成(6)
ﾓﾘ ｺｳｾｲ 梓川小
原 圭佑(6)
ﾊﾗ ｹｲｽｹ 梓川小
水野 架維(6)
ﾐｽﾞﾉ ｶｲ 筑摩小
内藤 壮嶺(5)
ﾅｲﾄｳ ﾀｶﾈ 旭町小
上條 真尋(6)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏﾋﾛ 山辺小
鬼頭 拓生(5)
ｷﾄｳ ﾀｸﾐ 二子小
高野 拓也(6)
ﾀｶﾉ ﾀｸﾔ 芳川小
上條 玖斗(5)
ｶﾐｼﾞｮｳ ｷｭｳﾄ 安曇小
浅村 汰壱(4)
ｱｻﾑﾗ ﾀｲﾁ 山辺小
山浦 徹弥(5)
ﾔﾏｳﾗ ﾃﾂﾔ 田川小
岩原 譲(5)
ｲﾜﾊﾗ ｼﾞｮｳ 田川小
奥原 悠(6)
ｵｸﾊﾗ ﾕｳ 安曇小
栁澤 凌(5)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｮｳ 田川小
木内 啓心(5)
ｷｳﾁ ﾋﾛﾐ 田川小
大池 俊魁(4)
ｵｵｲｹ ﾄｼｷ 鎌田小
大澤 草為(5)
ｵｵｻﾜ ｿｳﾀ 開智小
逸見 元紀(5) 欠場
ﾍﾝﾐ ｹﾞﾝｷ 梓川小

 21.96 17.11  21.96  21.96 
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 29.85 29.85

 35.36 35.36

 38.34

 36.05 36.05
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 33.10

 34.91 34.91

 38.65

 34.41 34.41

 38.34  38.34  35.05 35.05  38.34
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 36.84 36.84

 38.65  38.65 

55   256  256
 37.13 37.13

 38.05 38.05

 45.48

 35.20 35.20

 44.10  44.10 

44   129  129
 38.65

 38.08 38.08
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 38.77 38.77

 45.48  45.48  43.73 43.73  45.48

33   310  310
 44.10 44.10

備考備考備考-2- -3-

 45.29
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2   138  138
 41.85 41.85

 45.29
11   144
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小学4_6男子
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決勝決勝
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