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       長野県高等学校体育連盟・長野県中学校体育連盟 

後   援： 長野県教育委員会・松本市教育委員会・信濃毎日新聞社 
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審 判 長： トラック／玉城 良二 藤森 茂幸  跳躍／遠山 正洋 

       投てき／上原 羊二  招集所／小林 初美  スタート／小川 淳 

記録・情報主任： 葛城 光一 

 
■この大会で樹立された記録 

月日 種目 予・決 記録 氏名 男女 所属 従来の記録 備考 

4/25 5000mW 決勝 20分 26秒 12 青木 学 男子 長野市陸協 21分 31秒 3 (手) 大会新 
4/25 走高跳 決勝 1m72 戸谷 真理子 女子 長野吉田 AC 1m70 大会新 
4/25 200m 決勝 24秒 81 今井 沙緒里 女子 飯田病院 25秒 0 (手) 大会新 
4/25 走幅跳 決勝 7m75 深沢 宏之 男子 日大 7m53 大会新 
4/26 やり投 決勝 50m18 塩島 絵未 女子 北安曇郡陸協 49m92 大会新 
4/26 三段跳 決勝 16m05 石川 和義 男子 長野吉田 AC 15m86 大会新 
4/26 棒高跳 決勝 5m10 小山 範晃 男子 中京大 5m00 大会新 

         

■グラウンドコンディション 
4月 25日（土） 4月 26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% 

10:00 曇り 北 1.1 17.5 43.0  9:00 晴れ 北東 2.5 17.0 61.0 
11:00 晴れ 南南東 1.0 21.0 34.0 10:00 晴れ 南南東 2.1 19.5 42.0 
12:00 晴れ 南南西 0.4 21.0 34.0 11:00 晴れ 南 2.6 21.0 34.0 
13:00 晴れ 東南東 2.2 21.0 34.0 12:00 晴れ 南東 1.8 23.0 38.0 
14:00 晴れ 南西 1.7 21.5 34.0 13:00 晴れ 南東 2.0 23.0 38.0 
15:00 晴れ 南東 2.4 21.0 34.0 14:00 晴れ 南東 1.7 24.0 39.0 
16:00 晴れ 東 1.5 21.0 32.0 15:00 晴れ 東 2.9 24.0 39.0 

 



第55回長野県陸上競技春季大会　兼第58回東海陸上競技選手権大会予選 ﾄﾗｯｸ審判長 玉城良二、藤森茂幸
東日本大震災復興支援第70回国民体育大会陸上競技長野県予選会 跳躍審判長 遠山　正洋
主催：一般財団法人長野陸上競技協会 投擲審判長 上原　羊二
【開催日】 平成27年４月25日（土）26日（日） 記録主任： 葛城　光一
【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
 4/26 男子  +3.4岩田 晃 10.62 高木 佑希 10.76 長谷川 寛(2) 10.78 都築 和正(3) 10.83 松下 優太(3) 10.86 安藤 直哉(3) 10.91 樋口 一馬(2) 10.94 松橋 大夢(3) 10.95

100m ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 東学大 信大 松川高 松本大 松商学園高 長野日大高
 4/25  +0.4岩田 晃 21.92 都築 和正(3) 21.98 松下 優太(3) 22.10 樋口 一馬(2) 22.14 吉冨 和弥 22.46 浦野 泰希(3) 22.59 常盤 大智(2) 22.66 松崎 文弥(2) 22.83

200m ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 信大 松川高 松商学園高 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 松本大 松本大 佐久長聖高
 4/26 浦野 泰希(3) 48.10 細川 日向(3) 48.73 米嶋 航一(4) 49.46 東 征宏(4) 49.52 内田 光一(3) 50.31 川西 翔太(4) 50.36 吉沢 智貴(2) 51.33 荻原 京介(3) 53.17

400m 松本大 信大 信大 信大 市立長野高 松本大 長野日大高 佐久長聖高
 4/25 石澤 崇紀(3) 1:56.73 村瀬 雅人(3) 1:58.10 古谷 樹仁(2) 2:00.00 北原 廉(3) 2:02.43 大島 直哉(2) 2:04.19 河合 駿弥(2) 2:06.20 山本 嵐(1) 2:07.11 飯島 伸広(3) 2:08.98

800m 長野日大高 東農大 東農大 長野高専 信大 信大 佐久長聖高 豊科高
 4/26 石澤 崇紀(3) 4:01.55 門脇 航(3) 4:02.64 中谷 雄飛(1) 4:02.70 松﨑 健悟(1) 4:03.51 村澤 智啓 4:04.85 松木 之衣(3) 4:04.94 白川 友一 4:04.97 岡野 耕大(4) 4:05.34

1500m 長野日大高 長野吉田高 佐久長聖高 東海大三高 長野市陸協 長野日大高 須坂陸協 信大
 4/25 松木 之衣(3) 15:01.91 牛山 純一 15:04.38 上原 雄大(2) 15:14.12 桃沢 大祐 15:20.00 岡野 耕大(4) 15:25.97 児玉 天晴(2) 15:31.60 白川 友一 15:38.21 日野 志朗(3) 15:40.37

5000m 長野日大高 相支走愛 上伊那農高 上伊那郡陸協 信大 上田西高 須坂陸協 佐久長聖高
 4/26 築舘 陽介(3) 32:20.37 宮田 共也(2) 32:45.02 木田 元春(2) 32:49.78 田中 大輝(2) 32:56.05 青木 学 33:17.04 相馬 崇史(2) 33:21.41 西沢 紀元 33:30.83 関 喜明 33:41.72

10000m 佐久長聖高 長野日大高 長野日大高 信大 長野市陸協 佐久長聖高 昭和電工大町 松本市陸協
 4/26  +0.3岡田英希(2) 15.03 五十嵐 大樹 15.38 坪井 智哉(3) 15.54 山浦 貫人(3) 15.83 荻原 勇吹(2) 15.97 一山 憲吾(3) 16.00 小松 太一(2) 16.29 坂田 涼輔(2) 16.59

110mH(1.067m) 国武大 野沢北ｸﾗﾌﾞ 須坂高 岩村田高 諏訪二葉高 北部高 松本県ヶ丘高 佐久長聖高
 4/25 清水 泰志(3) 54.70 川西 翔太(4) 55.24 内堀 連(3) 57.33 荒井 雅也(3) 57.35 山下 修司(3) 58.25 西埜 拓海 58.55 中島 瑶樹(3) 1:03.70

400mH(0.914m) 松本大 松本大 佐久平総合高 長野工高 信大 長野吉田AC 飯田風越高
 4/25 宮入 一海 9:22.31 吉川 昇吾(2) 9:30.76 泉 継道(4) 9:37.05 西村 涼太(2) 9:44.18 薛 玄太郎(3) 9:44.48 北原 弘司 9:45.34 北原 崇志 9:47.37 原 広野 9:54.34

3000mSC 北佐久陸協 信大 信大 上田西高 大町高 EASTERS EASTERS 上伊那郡陸協
 4/25 青木 学 20:26.12 寺島 智春(3) 22:10.03 石井 克弥(3) 22:35.61 竹内 佑介(3) 22:47.04 藤森 太一(3) 23:31.50 平栗 広大(3) 24:03.36 菊池 風希(3) 24:19.68 山岸 忠相(2) 24:20.23

5000m競歩 長野市陸協 GR 長野高 長野日大高 長野日大高 丸子修学館高 松川高 佐久平総合高 長野高
 4/25 丸山 貴倫(3) 1.95 倉石 大樹(3) 1.95 尾畑 元佳(2) 1.95 大塚 樹也(3) 1.90 松原 大輝 1.90 小野 寛貴(2) 1.85 宮坂 駿吾(2) 諏訪清陵高 1.85

走高跳 諏訪東京理科大 長野日大高 東海大 文化学園長野高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松商学園高 松澤 和也(3) 諏訪実業高
 4/26 小山 範晃 5.10 松澤 勝治 4.70 内山 朋也(2) 4.40 加賀見 一輝(2) 4.20 前田 貴滉(2) 4.20 木村 浩樹(3) 4.00 伊藤 拓也(3) 3.80 関 知大(1) 3.60

棒高跳 中京大 GR 上伊那郡陸協 長野吉田高 東学大 伊那北高 下諏訪向陽高 伊那弥生ヶ丘高 松本大
 4/25 深沢 宏之(4) 7.75(+1.8) 中野 涼介(1) 6.99(+2.0) 上條 智之(4) 6.78(+2.1) 小林 祐紀(3) 6.76(+1.6) 清水 泰地(3) 6.68(-0.6) 内山 裕智(2) 6.65(+1.5) 松岡 雄斗(3) 6.58(+0.7) 増子 良平(2) 6.55(+1.3)

走幅跳 日大 GR 筑波大 明治大 信大 丸子修学館高 長野日大高 松本深志高 松商学園高
 4/26 石川 和義 16.05(+0.9) 佐藤 賢一 15.40(+3.9) 深沢 宏之(4)15.33(+1.9) 櫻井 大幹(M)15.14(+1.6) 小野澤達也(1) 14.52(+1.8) 清水 駿(4) 14.23(+2.3) 日向 一機(2)14.03(+1.7) 大島 卓仁(2)14.00(+2.2)

三段跳 長野吉田AC GR ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 日大 上越教大 松本大 順大 信大 信大
 4/25 米倉 朋輝(3) 12.11 上原 隆伸 11.57 神田 郁実(3) 11.18 中島 公徳 10.44 北村 将也(2) 10.06 瀧澤 友啓(2) 9.93 細田  歩(3) 9.82 齋藤 進次郎(3) 8.77

砲丸投 長野工高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 長野商高 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 長野吉田高 須坂創成高 塩尻志学館高 松川高
 4/25 大庭 達也(3) 40.53 岩﨑 まお(3) 34.49 米倉 朋輝(3) 34.39 塩川 拓(3) 33.60 尾崎 雄介(4) 33.48 藤原 一斗(2) 33.39 上原 隆伸 33.10 北村 将也(2) 32.22

円盤投 順大 長野東高 長野工高 文化学園長野高 松本大 穂高商高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 長野吉田高
 4/26 平田勝也(3) 50.10 濱  直輝(3) 43.17 神田 郁実(3) 42.85 上原 隆伸 42.30 小林 生歩稀(3) 41.71 瀧本 高博(1) 40.42 名澤 直樹(2) 38.04 佐藤 俊生 34.69

ﾊﾝﾏｰ投 国武大 梓川高 長野商高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 梓川高 松本大 更級農高 野沢北ｸﾗﾌﾞ
 4/26 丸山 幹稀(3) 60.24 小川 健太(1) 59.68 岩﨑 まお(3) 56.63 矢ヶ崎奨(2) 55.64 原 健人(3) 53.85 千國 達哉(3) 53.73 宮島 真吾(3) 53.08 小澤 匠(2) 52.07

やり投 梓川高 東経大 長野東高 国武大 飯田高 大町北高 阿南高 松本大
 4/25 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC       42.28 佐久長聖高       43.27 信大       43.49 長野日大高       43.72 松川高       44.21 諏訪清陵高       44.34 松本大       52.59

4×100m 高木 佑希 坂田 涼輔(2) 黒野 憲亮(4) 吉沢 智貴(2) 小池 貫太(1) 守住  望(3) 塩野入 信栄(4)
佐藤 賢一 花里 翼(2) 都築 和正(3) 松橋 大夢(3) 近藤 裕哉(2) 中村 龍士(3) 安藤 直哉(3)
岩田 晃 松崎 文弥(2) 小北 大志(4) 峯村 祐貴(3) 光沢 佑人(2) 小池 大勝(3) 浦野 泰希(3)
宮澤 裕輝 荻原 京介(3) 藤森 未知也(2) 曽根原 豪士(3) 松下 優太(3) 巻渕 優也(3) 常盤 大智(2)

 4/26 信大     3:19.34 松本大     3:21.22 佐久長聖高     3:23.93 長野高     3:24.94 松本蟻ヶ崎高    3:25.51 長野日大高     3:25.53 市立長野高     3:26.19 松川高     3:36.86
4×400m 川北 祐輔(3) 川西 翔太(4) 松崎 文弥(2) 渡辺 賢志(2) 髙木 涼太(2) 長谷川 遼亮(2) 萩 亜斗夢(3) 小池 貫太(1)

都築 和正(3) 浦野 泰希(3) 相場 泰彦(2) 安塚 大輝(3) 鷲沢 拓海(2) 峯村 祐貴(3) 白鳥 魁人(3) 塩沢 大樹(3)
東 征宏(4) 丸山 玲央(1) 花里 翼(2) 畑 圭一(3) 織茂 大地(3) 雲崎 凌(3) 隼田 晃希(3) 光沢 佑人(2)
米嶋 航一(4) 清水 泰志(3) 荻原 京介(3) 高橋 慶(2) 望月 春希(2) 吉沢 智貴(2) 内田 光一(3) 近藤 裕哉(2)



予選 4月26日 10:10
準決勝 4月26日 13:05
決勝 4月26日 15:10

大会記録(GR)                    10.68 塚原直貴                     東海大三高       2003        

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +0.3

 1 長谷川 寛(2)     11.09 Q  1 岩田 晃     10.92 Q
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 東学大 ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 松下 優太(3)     11.12 Q  2 小北 大志(4)     11.31 Q
ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ 松川高 ｺｷﾀ ﾀｲｼ 信大

 3 成澤 稜(2)     11.47 Q  3 曽根原 豪士(3)     11.53 Q
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松商学園高 ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ 長野日大高

 4 柴本遼河(2)     11.48  4 出村 友裕(2)     11.56 
ｼﾊﾞﾓﾄﾘｮｳｶﾞ 中野立志館高 ﾃﾞﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 信大

 5 畑 圭一(3)     11.51  5 近藤 裕哉(2)     11.69 
ﾊﾀ ｹｲｲﾁ 長野高 ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ 松川高

 6 小林 祐紀(3)     11.65  6 山田 大輝(3)     11.71 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 信大 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 長野商高

 7 樽沢 紘人(1)     11.97  7 坂根 遼汰郎(1)     11.85 
ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 松本大 ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ 野沢北高

 8 熊谷 諒平(3)     12.02  8 丸岡 精二     11.96 
ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ 飯田風越高 ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC
深澤 駿也(3) 佐藤 薫(3)
ﾌｶｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 下諏訪向陽高 ｻﾄｳ ｶｵﾙ 長野日大高

[ 3組] 風速 +2.9 [ 4組] 風速 +1.7

 1 安藤 直哉(3)     10.86 Q  1 都築 和正(3)     10.91 Q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本大 ﾂﾂﾞｷ ｶﾂﾞﾏｻ 信大

 2 山崎 久樹(3)     11.16 Q  2 樋口 一馬(2)     11.06 Q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ 上伊那農高 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 松商学園高

 3 内山 幹雄     11.18 Q  3 鈴木 達也(2)     11.37 Q
ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 長野高

 4 川井 渓太(3)     11.27 q  4 小柳 堅一(2)     11.49 
ｶﾜｲ ｹｲﾀ 木曽青峰高 ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信大

 5 木村 幸太(2)     11.32  5 藤森 未知也(2)     11.50 
ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 塩尻志学館高 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ 信大

 6 花里 翼(2)     11.33 上條 智之(4)
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 佐久長聖高 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄﾓﾕｷ 明治大

 7 須藤 稜太(3)     11.41 常盤 大智(2)
ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 岩村田高 ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 松本大

 8 下田 振全(1)     12.43 伊藤 和輝(3)
ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ 松代高 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 諏訪清陵高

[ 5組] 風速 +2.6 [ 6組] 風速 +0.7

 1 巻渕 優也(3)     11.07 Q  1 斉藤 巧(2)     11.19 Q
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ 諏訪清陵高 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松商学園高

 2 荻原 京介(3)     11.08 Q  2 戸田 和輝(3)     11.24 Q
ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ 佐久長聖高 ﾄﾀﾞ ｶｽﾞｷ 伊那北高

 3 高木 佑希     11.08 Q  3 松崎 文弥(2)     11.34 Q
ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖高

 4 田中  悠(3)     11.26 q  4 黒野 憲亮(4)     11.39 
ﾀﾅｶ ﾕｳ 屋代高 ｸﾛﾉ ｹﾝｽｹ 信大

 5 坂庭諒(2)     11.29  5 三宅 浩生(2)     11.46 
ｻｶﾆﾜﾘｮｳ 中野立志館高 ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 松商学園高

 6 中嶋 謙(3)     11.33  6 宮澤 崇(2)     11.63 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 清水中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ 上伊那農高

 7 萩 亜斗夢(3)     11.46 中野 涼介(1)
ﾊｷﾞ ｱﾄﾑ 市立長野高 ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 筑波大

 8 清水 隆哉(1)     12.12 矢口 優介(3)
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ 小諸高 ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘高

男子

100m

予選 通過基準  7組  3着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

No.所属名 記録／備考
7  9154

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

6  2490

3   911

5   536

9  9108

2  9074

4  1123

所属名

1   154
欠場

順

8   613

6  9106

3  1251

記録／備考
5  9028

ﾚｰﾝ 氏  名

7   545

1  1145

4  9105

8  9044

9  1252

2  1543

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  9058

4   341

欠場

氏  名 所属名 記録／備考

6  1936

9  1986

2  9020

8  1583

3  1425

5  2801

順 ﾚｰﾝ No.
8  9120

3  1119

4  9122

2  9107

6  2481

7  9068
欠場

9   120

5  9169
欠場

欠場

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

7  9031

6   112

8  2811

5  1451

9   908 2  2480

2   862

3  2830

4  6946

順 ﾚｰﾝ No.
4  2482

5  2807

3  9099

6   415

7  9138
欠場

9  2314

8   344

欠場



[ 7組] 風速 +3.5

 1 松橋 大夢(3)     11.04 Q
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大高

 2 小出 郁弥(1)     11.20 Q
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野高

 3 羽尾 拓海(2)     11.25 Q
ﾊｵ ﾀｸﾐ 須坂東高

 4 塩野入 信栄(4)     11.26 q
ｼｵﾉｲﾘ ｼﾝｴｲ 松本大

 5 峯村 祐貴(3)     11.33 
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ 長野日大高

 6 藤澤 玄(3)     11.44 
ﾌｼﾞｻﾜ  ｹﾞﾝ 上田西高

 7 飯嶋 拓海(2)     11.52 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 松本深志高

 8 伊藤 司能(1)     11.94 
ｲﾄｳ ｼﾉ 小諸高

[ 1組] 風速 +2.6 [ 2組] 風速 +2.6

 1 高木 佑希     10.79 Q  1 長谷川 寛(2)     10.72 Q
ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 東学大

 2 樋口 一馬(2)     10.85 Q  2 安藤 直哉(3)     10.82 Q
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 松商学園高 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本大

 3 都築 和正(3)     10.86 q  3 斉藤 巧(2)     10.99 
ﾂﾂﾞｷ ｶﾂﾞﾏｻ 信大 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松商学園高

 4 巻渕 優也(3)     11.03  4 戸田 和輝(3)     11.06 
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ 諏訪清陵高 ﾄﾀﾞ ｶｽﾞｷ 伊那北高

 5 曽根原 豪士(3)     11.11  5 小出 郁弥(1)     11.11 
ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ 長野日大高 ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野高

 6 山崎 久樹(3)     11.18  6 川井 渓太(3)     11.20 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ 上伊那農高 ｶﾜｲ ｹｲﾀ 木曽青峰高

 7 田中  悠(3)     11.23  7 鈴木 達也(2)     11.22 
ﾀﾅｶ ﾕｳ 屋代高 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 長野高

 8 羽尾 拓海(2)     11.27  8 松崎 文弥(2)     11.24 
ﾊｵ ﾀｸﾐ 須坂東高 ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖高

[ 3組] 風速 +2.9

 1 岩田 晃     10.71 Q
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 松橋 大夢(3)     10.93 Q
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大高

 3 松下 優太(3)     10.94 q
ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ 松川高

 4 荻原 京介(3)     11.08 
ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ 佐久長聖高

 5 内山 幹雄     11.21 
ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 6 小北 大志(4)     11.28 
ｺｷﾀ ﾀｲｼ 信大

 7 成澤 稜(2)     11.31 
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松商学園高

 8 塩野入 信栄(4)     11.33 
ｼｵﾉｲﾘ ｼﾝｴｲ 松本大

風速 +3.4

 1 岩田 晃     10.62 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 高木 佑希     10.76 
ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 3 長谷川 寛(2)     10.78 
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 東学大

 4 都築 和正(3)     10.83 
ﾂﾂﾞｷ ｶﾂﾞﾏｻ 信大

 5 松下 優太(3)     10.86 
ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ 松川高

 6 安藤 直哉(3)     10.91 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本大

 7 樋口 一馬(2)     10.94 
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 松商学園高

 8 松橋 大夢(3)     10.95 
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大高

男子

100m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  3093

6  1261

7   878

5  2784

9  9060

4  1272

Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

3  2235

2  2829

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

準決勝 通過基準  3組  2着 + 2

5  2481

所属名 記録／備考
9  9031

6  9120

7   112

4   341

3  1451

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

8  3093

2  1251

5  9058

所属名 記録／備考
6  9154

4   878

7  2482

9   415

8  2807

3  1936

2  1119

所属名 記録／備考
4  9028

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

6   536

7  2811

5  1261

9  9106

3  2490

8  9020

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

2  9060

4  9031

所属名 記録／備考
7  9028

2   536

5  9154

3  9120

8  1261

6  9058

9  2481



予選 4月25日 11:40
決勝 4月25日 15:10

大会記録(GR)                    21.37 岩田　晃                     ライフメッセージ 2012        

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +0.7

 1 岩田 晃     21.79 Q  1 都築 和正(3)     22.25 Q
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾂﾂﾞｷ ｶﾂﾞﾏｻ 信大

 2 松崎 文弥(2)     22.40  2 常盤 大智(2)     22.37 q
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖高 ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 松本大

 3 松島 竜平(3)     23.19  3 長谷川 寛(2)     22.40 
ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 飯田高 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 東学大

 4 畑 圭一(3)     23.36  4 峯村 祐貴(3)     23.04 
ﾊﾀ ｹｲｲﾁ 長野高 ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ 長野日大高

 5 山田 大輝(3)     23.41  5 成澤 稜(2)     23.46 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 長野商高 ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松商学園高

 6 矢口 優介(3)     23.42  6 吉田 開恩(2)     23.46 
ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘高 ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 飯山北･飯山高

 7 栁澤 匠(3)     23.60  7 阿部 佳介(3)     24.12 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾐ 佐久平総合高 ｱﾍﾞｹｲｽｹ 諏訪二葉高

 8 熊谷 諒平(3)     24.10 伊藤 和輝(3)
ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ 飯田風越高 ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 諏訪清陵高
木村 幸太(2)
ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 塩尻志学館高

[ 3組] 風速 +1.0 [ 4組] 風速 -1.2

 1 浦野 泰希(3)     22.20 Q  1 吉冨 和弥     22.53 Q
ｳﾗﾉ ﾀｲｷ 松本大 ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 小出 郁弥(1)     22.84  2 斉藤 巧(2)     22.61 
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野高 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松商学園高

 3 曽根原 豪士(3)     22.89  3 荻原 京介(3)     22.92 
ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ 長野日大高 ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ 佐久長聖高

 4 小川 明喜男(2)     23.17  4 山崎 久樹(3)     23.18 
ｵｶﾞﾜ ｱｷｵ 伊那北高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ 上伊那農高

 5 坂庭諒(2)     23.19  5 中嶋 多聞(3)     23.41 
ｻｶﾆﾜﾘｮｳ 中野立志館高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ 須坂東高

 6 藤井  大(3)     23.50  6 小柳 堅一(2)     23.72 
ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲ 屋代高 ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信大

 7 岩本 雄大(2)     23.91  7 深澤 駿也(3)     24.49 
ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 諏訪二葉高 ﾌｶｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 下諏訪向陽高
宮澤 裕輝 佐藤 薫(3)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｻﾄｳ ｶｵﾙ 長野日大高

[ 5組] 風速 -1.0 [ 6組] 風速 -0.5

 1 松下 優太(3)     22.25 Q  1 樋口 一馬(2)     22.08 Q
ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ 松川高 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 松商学園高

 2 出村 友裕(2)     22.92  2 戸田 和輝(3)     22.84 
ﾃﾞﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 信大 ﾄﾀﾞ ｶｽﾞｷ 伊那北高

 3 原山 開都(3)     23.21  3 市川 凛太朗(3)     22.93 
ﾊﾗﾔﾏ ｶｲﾄ 長野東高 ｲﾁｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 長野東高

 4 丸岡 精二     23.60  4 藤森 未知也(2)     23.27 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ 信大

 5 丸山 玲央(1)     23.65  5 柳沢 直生(3)     23.38 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松本大 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 塩尻西部中

 6 牛山 陽太(1)     23.94  6 飯嶋 拓海(2)     23.52 
ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ 佐久長聖高 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 松本深志高
松橋 大夢(3)  7 近藤 裕哉(2)     23.65 
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大高 ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ 松川高
龍野 准(2)  8 坂根 遼汰郎(1)     24.31 
ﾀﾂﾉ ｶｲ 上田千曲高 ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ 野沢北高

男子

200m

予選 通過基準  6組  1着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

所属名 記録／備考 記録／備考
6  9028

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7   588

1  1123

5  2807

9  1631

3  1145

4  1986
失格

順

2   613

8  2314

4  9120
ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  1272

6  9068

7  9154

2   147

9  2490

3   832

8   120
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

7  1251

4  9059

5   878

2  1449

3   430

9   908

9   1548   134

6  9030

順 ﾚｰﾝ No.

7  2811

2   980

6  2482

所属名 記録／備考
5  9029

3  9107

4   341

8  1252
欠場欠場

順所属名 記録／備考
5   536

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

6  9044

2  9105

欠場

7  2802

4  1261

氏  名

欠場
9  1874

3  9062

8  1215

9   415

所属名 記録／備考
6  2481

ﾚｰﾝ No.

3  6422

5  1218

7  9122

2  1543

8  2235

4   545



風速 +0.4

 1 岩田 晃     21.92 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 都築 和正(3)     21.98 
ﾂﾂﾞｷ ｶﾂﾞﾏｻ 信大

 3 松下 優太(3)     22.10 
ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ 松川高

 4 樋口 一馬(2)     22.14 
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 松商学園高

 5 吉冨 和弥     22.46 
ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 6 浦野 泰希(3)     22.59 
ｳﾗﾉ ﾀｲｷ 松本大

 7 常盤 大智(2)     22.66 
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 松本大

 8 松崎 文弥(2)     22.83 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖高

 9 長谷川 寛(2)     22.89 
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 東学大

男子

200m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   536

6  9028

9  9120

4  9059

5  2481

8  9029

2  9154

3  9068

1  2807



予選 4月26日 11:30
決勝 4月26日 14:35

大会記録(GR)                    48.00 小西　志朗                   早稲田大         2009        

[ 1組] [ 2組]

 1 浦野 泰希(3)     49.94 Q  1 荻原 京介(3)     49.65 Q
ｳﾗﾉ ﾀｲｷ 松本大 ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ 佐久長聖高

 2 矢野 颯(3)     50.76  2 内田 光一(3)     50.04 q
ﾔﾉ ﾊﾔﾃ 長野吉田高 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 市立長野高

 3 安塚 大輝(3)     50.91  3 水島 優(1)     51.47 
ﾔｽﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 長野高 ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松本大

 4 山下 紘永(3)     51.27  4 川北 祐輔(3)     51.56 
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 松本深志高 ｶﾜｷﾞﾀ ﾕｳｽｹ 信大

 5 原山 開都(3)     51.68  5 木下 悠也(3)     52.30 
ﾊﾗﾔﾏ ｶｲﾄ 長野東高 ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾔ 赤穂高

 6 近藤 惠哉(3)     52.12  6 織茂 大地(3)     52.85 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 下伊那松川中 ｵﾘﾓﾀﾞｲﾁ 松本蟻ヶ崎高

 7 三浦 央司(1)     53.74  7 阿部 佳介(3)     53.26 
ﾐｳﾗ ﾋｻｼ 野沢北高 ｱﾍﾞｹｲｽｹ 諏訪二葉高
浦田 敦也(2)  8 保科 新一郎(3)     53.66 
ｳﾗﾀ ｱﾂﾔ 信大 ﾎｼﾅ ｼﾝｲﾁﾛｳ 高遠高
熊谷 悟(1)
ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ 創造学園高

[ 3組] [ 4組]

 1 東 征宏(4)     50.08 Q  1 米嶋 航一(4)     49.56 Q
ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾋﾛ 信大 ﾖﾈｼﾏ ｺｳｲﾁ 信大

 2 川西 翔太(4)     50.68 q  2 古谷 樹仁(2)     50.82 
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 松本大 ﾌﾙﾀﾆ ﾐｷﾋﾄ 東農大

 3 村瀬 雅人(3)     51.02  3 鷲沢 拓海(2)     51.88 
ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ 東農大 ﾜｼｻﾞﾜﾀｸﾐ 松本蟻ヶ崎高

 4 伊藤 良多     52.18  4 因幡 将吾(3)     52.57 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 松本市陸協 ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 大町高

 5 雲崎 凌(3)     52.82  5 黒崎 秀樹(2)     53.02 
ｸﾓｵｻﾞｷ ﾘｮｳ 長野日大高 ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ 須坂東高

 6 龍野 准(2)     53.51 奥谷 瑞貴(3)
ﾀﾂﾉ ｶｲ 上田千曲高 ｵｸﾀﾆ ﾐｽﾞｷ 木曽青峰高

 7 中島 瑶樹(3)     53.80 北原 廉(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 飯田風越高 ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ 長野高専
守住  望(3) 遠藤 幹也(2)
ｵﾘｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ 諏訪清陵高 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ 大町北高

[ 5組] [ 6組]

 1 吉沢 智貴(2)     50.89 Q  1 細川 日向(3)     49.73 Q
ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 長野日大高 ﾎｿｶﾜ ﾋｭｳｶﾞ 信大

 2 島津 英明     50.96  2 春日 明日実(3)     50.95 
ｼﾏﾂﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 3 望月 春希(2)     51.89  3 高橋 慶(2)     51.51 
ﾓﾁﾂﾞｷﾊﾙｷ 松本蟻ヶ崎高 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 長野高

 4 花里 翼(2)     52.39  4 科野 信人(3)     51.81 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 佐久長聖高 ｼﾅﾉ ﾉﾌﾞﾄ 信大

 5 浦野 亜嵐(3)     52.89  5 内堀 連(3)     52.30 
ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ 赤穂高 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾚﾝ 佐久平総合高
細萱 元太(3)  6 小林 将大(3)     52.45 
ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 創造学園高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 野沢南高
小北 大志(4) 町田 一生(3)
ｺｷﾀ ﾀｲｼ 信大 ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ 岩村田高
樋口 一馬(2) 荒井 雅也(3)
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 松商学園高 ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 長野工高

男子

400m

予選 通過基準  6組  1着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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 1 浦野 泰希(3)     48.10 
ｳﾗﾉ ﾀｲｷ 松本大

 2 細川 日向(3)     48.73 
ﾎｿｶﾜ ﾋｭｳｶﾞ 信大

 3 米嶋 航一(4)     49.46 
ﾖﾈｼﾏ ｺｳｲﾁ 信大

 4 東 征宏(4)     49.52 
ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾋﾛ 信大

 5 内田 光一(3)     50.31 
ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 市立長野高

 6 川西 翔太(4)     50.36 
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 松本大

 7 吉沢 智貴(2)     51.33 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 長野日大高

 8 荻原 京介(3)     53.17 
ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ 佐久長聖高

男子

400m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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予選 4月25日 12:35
決勝 4月25日 15:20

大会記録(GR)                  1:52.83 池田　　伸                   青学大           1983        

[ 1組] [ 2組]

 1 村瀬 雅人(3)   1:59.39 q  1 古谷 樹仁(2)   1:58.71 q
ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ 東農大 ﾌﾙﾀﾆ ﾐｷﾋﾄ 東農大

 2 熊崎 友哉(3)   2:03.07  2 春日 明日実(3)   2:01.76 
ｸﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ 創造学園高 ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ 伊那弥生ヶ丘高

 3 小林 達哉(3)   2:04.71  3 藤原 利章(3)   2:04.19 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 佐久平総合高 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科高

 4 内川 大樹(3)   2:05.41  4 中村 凱(2)   2:05.37 
ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 小諸高 ﾅｶﾑﾗ ｶﾞｲ 信大

 5 萩原 雅久(2)   2:08.12  5 齊藤 駿太(3)   2:06.29 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾋｻ 信大 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ 松本県ヶ丘高

 6 眞田 稜生(2)   2:08.34  6 塩沢 大樹(3)   2:07.89 
ｻﾅﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 上田第四中 ｼｵｻﾞﾜ  ﾋﾛｷ 松川高

 7 小池 康平(2)   2:08.38  7 宮崎 仁(3)   2:10.04 
ｺｲｹｺｳﾍｲ 諏訪二葉高 ﾐﾔｻﾞｷ ｼﾞﾝ 飯田風越高

 8 中嶋康晴   2:09.07  8 常泉 竜太   2:14.01 
ﾅｶｼﾏﾔｽﾊﾙ DreamAC ﾂﾈｲｽﾞﾐ ﾘｮｳﾀ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 9 木村 祐太(2)   2:12.86 中山 航大(3)
ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 塩尻志学館高 ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 松本深志高

[ 3組] [ 4組]

 1 大島 直哉(2)   2:00.64 q  1 北原 廉(3)   2:01.55 q
ｵｵｼﾏ ﾅｵﾔ 信大 ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ 長野高専

 2 岩﨑 一徹(2)   2:02.39  2 太田 裕真(2)   2:03.79 
ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 飯田風越高 ｵｵﾀ ﾕｳﾏ 松商学園高

 3 小林 将大(3)   2:03.15  3 長谷川 潤(1)   2:03.81 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 野沢南高 ﾊｾｶﾞﾜ  ｼﾞｭﾝ 上田西高

 4 林 智哉(2)   2:06.81  4 塩田 雅人(3)   2:04.76 
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾔ 野沢北高 ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 松本深志高

 5 矢嶋 辰也(2)   2:07.16  5 荻原 宏崇(3)   2:04.84 
ﾔｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 松代高 ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ 上田東高

 6 梅崎 純平(4)   2:07.75  6 前田 諭志(2)   2:04.87 
ｳﾒｻﾞｷｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 松本大 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 長野高

 7 中山 智顕(2)   2:10.05 福嶋 貴音(2)
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 佐久長聖高 ﾌｸｼﾏ ｷｵ 信州大医陸上部

 8 仲條 菜生(2)   2:12.23 宮澤 留以(3)
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾅｵ 長野高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 信大

[ 5組] [ 6組]

 1 山本 嵐(1)   1:59.96 q  1 石澤 崇紀(3)   1:57.76 q
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾗｼ 佐久長聖高 ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 長野日大高

 2 逢澤 智広   2:05.00  2 奥谷 瑞貴(3)   2:01.60 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協 ｵｸﾀﾆ ﾐｽﾞｷ 木曽青峰高

 3 安藤 純也(3)   2:05.87  3 熊井 捷人(2)   2:03.11 
ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾔ 伊那北高 ｸﾏｲ ﾊﾔﾄ 長野高

 4 百瀬 遼(3)   2:06.35  4 栁澤 航希(3)   2:03.46 
ﾓﾓｾ ﾘｮｳ 大町北高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 上田高

 5 池田 正汰(3)   2:14.15  5 吉田 優希(2)   2:04.96 
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ 長野日大高 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 松本大
古田 裕貴(3)  6 菊池 岳仁(3)   2:06.61 
ﾌﾙﾀ ﾕｳｷ 飯田高 ｷｸﾁ ﾀｹﾄ 原中
木内 寛人(3)  7 花形 駿介(2)   2:07.54 
ｷｳﾁ ﾋﾛﾄ 佐久平総合高 ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 松本工業高
小林 功洋(4)  8 藤本 峻平(4)   2:07.66 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾖｳ 松本大 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝﾍﾟｲ 信大

[ 7組]

 1 吉岡 大地(2)   2:01.60  8 桑原 太志(2)   2:17.44 
ﾖｼｵｶ ﾀﾞｲﾁ 信大 ｸﾜﾊﾗ ﾌﾄｼ 飯山北･飯山高

 2 山下 紘永(3)   2:02.92 
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 松本深志高

 3 岩崎 真哉(2)   2:06.22 
ｲﾜｻｷ ｼﾝﾔ 長野高専

 4 小池 竜熙(3)   2:06.39 
ｺｲｹ ﾀﾂｷ 諏訪清陵高

 5 西澤 浩平(3)   2:07.22 
ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 長野東高

 6 櫻井兼(2)   2:09.24 
ｻｸﾗｲｹﾝ 中野立志館高

 7 塩澤 耕大(3)   2:13.28 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 飯田高

記録／備考
8   840

2   578

順 所属名

 2257

5   910

ﾚｰﾝ No. 氏  名

7

3   113

9  1216

 3519

4  9094

6

3  9123

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  7892

2  2414

6  9063

7  1939

9  1771

8  9065
欠場

順 ﾚｰﾝ No.
5  1297

4  1127

2   584
欠場

4  1624
欠場

5  2039

9  1282

6  9053

3   413

氏  名 所属名 記録／備考
7  1661

欠場
4  9097

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  1117

2  9087

7  1800

9  2485

8  2258

9  1122

順 ﾚｰﾝ No.
6  3505

3  1911

6  9079

7  2809

8  1534

3  1413

5   603

2  1557

氏  名 所属名 記録／備考
4  9116

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  9018

6  2259
欠場

7   543

9   611

1  9117

2  2309

4   445

8  2532

記録／備考
5  9156

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  1987

順

9  9005

8  4645

1   135

7  9125

6  1625

4  1701

記録／備考
5  9158

3  2522

男子

800m
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[ 8組]

 1 河合 駿弥(2)   2:00.18 q
ｶﾜｲ ｼｭﾝﾔ 信大

 2 飯島 伸広(3)   2:00.60 q
ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 豊科高

 3 安藤 活樹(3)   2:05.47 
ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾂｷ 上田染谷丘高

 4 笠原 渓介(2)   2:06.38 
ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ 上田高

 5 髙坂 雄也(3)   2:08.26 
ｺｳｻｶ ﾕｳﾔ 赤穂高

 6 岩松 敬賀(3)   2:11.64 
ｲﾜﾏﾂ ｹｲｶﾞ 佐久長聖高

 7 小林 侃矢(3)   2:17.07 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 野沢北高
宮田 裕杜(3)
ﾐﾔﾀ ﾕｳﾄ 下伊那農業高

 1 石澤 崇紀(3)   1:56.73 
ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 長野日大高

 2 村瀬 雅人(3)   1:58.10 
ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ 東農大

 3 古谷 樹仁(2)   2:00.00 
ﾌﾙﾀﾆ ﾐｷﾋﾄ 東農大

 4 北原 廉(3)   2:02.43 
ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ 長野高専

 5 大島 直哉(2)   2:04.19 
ｵｵｼﾏ ﾅｵﾔ 信大

 6 河合 駿弥(2)   2:06.20 
ｶﾜｲ ｼｭﾝﾔ 信大

 7 山本 嵐(1)   2:07.11 
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾗｼ 佐久長聖高

 8 飯島 伸広(3)   2:08.98 
ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 豊科高
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予選 4月26日 10:45
決勝 4月26日 15:30

大会記録(GR)                  3:54.13 上野裕一郎                   佐久長聖高       2003        

[ 1組] [ 2組]

 1 石澤 崇紀(3)   4:04.97 Q  1 中谷 雄飛(1)   4:04.44 Q
ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 長野日大高 ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ 佐久長聖高

 2 北原 崇志   4:06.40 Q  2 河合 崇成(2)   4:07.62 Q
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ EASTERS ｶﾜｲ ﾀｶﾅﾘ 信大

 3 白川 友一   4:06.42 Q  3 村澤 智啓   4:07.95 Q
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 須坂陸協 ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 長野市陸協

 4 坂野 圭史(4)   4:07.05 q  4 薛 玄太郎(3)   4:08.80 
ｻｶﾉ ｹｲｼ 信大 ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 大町高

 5 岡野 耕大(4)   4:07.28 q  5 那須野 亨(3)   4:09.71 
ｵｶﾉ ﾔｽﾋﾛ 信大 ﾅｽﾉ ﾄｵﾙ 伊那北高

 6 所河 北斗(3)   4:08.23  6 大峽 翔太   4:11.08 
ｼｮｶﾞﾜ ﾎｸﾄ 東海大三高 ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 須坂陸協

 7 石倉 大輔(2)   4:09.77  7 山本 嵐(1)   4:13.29 
ｲｼｸﾗ ﾀﾞｲｽｹ 伊那北高 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾗｼ 佐久長聖高

 8 石川 雄麻   4:11.09  8 高木 航志(1)   4:13.88 
ｲｼｶﾜ ﾕｳﾏ 下高井郡陸協 ﾀｶｷﾞ ｺｳｼ 佐久長聖高

 9 中村 祐太(2)   4:11.96  9 中島 俊介(2)   4:15.26 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 長野日大高 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝｽｹ 長野日大高

10 長谷川 潤(1)   4:14.74 10 北原 弘司   4:17.10 
ﾊｾｶﾞﾜ  ｼﾞｭﾝ 上田西高 ｷﾀﾊﾗ ｺｳｼﾞ EASTERS

11 逢澤 智広   4:16.43 11 山本 侑矢(3)   4:17.66 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 松本美須々ヶ丘高

12 水上 優斗(3)   4:16.98 12 百瀬 遼(3)   4:17.85 
ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳﾄ 佐久長聖高 ﾓﾓｾ ﾘｮｳ 大町北高

13 小平 仁(2)   4:18.73 13 荻原 宏崇(3)   4:18.33 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾞﾝ 長野吉田高 ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ 上田東高

14 塩原 潤(3)   4:19.92 14 松﨑 咲人(3)   4:20.63 
ｼｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 松本深志高 ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ 塩尻広陵中

15 永井 慎也(3)   4:22.43 15 小林 達哉(3)   4:28.64 
ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾔ 丸子修学館高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 佐久平総合高

16 保倉 敏樹(1)   4:27.76 16 細井 奨太   4:30.91 
ﾎｸﾗ ﾄｼｷ 佐久長聖高 ﾎｿｲ ｼｮｳﾀ 安曇野陸協
内川 大樹(3) 佐藤 拓真(3)
ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 小諸高 ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 長野日大高
近藤 寛人(1) 大月 海世(2)
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ 佐久長聖高 ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 東海大三高

[ 3組]

 1 門脇 航(3)   4:02.30 Q 飯島 伸広(3)
ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ 長野吉田高 ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 豊科高

 2 松﨑 健悟(1)   4:02.92 Q
ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 東海大三高

 3 松木 之衣(3)   4:04.36 Q
ﾏﾂｷ ｺﾉｴ 長野日大高

 4 桃沢 大祐   4:05.61 q
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 上伊那郡陸協

 5 野﨑 元貴(3)   4:07.76 
ﾉｻﾞｷ ﾓﾄｷ 須坂高

 6 本間 敬大(1)   4:07.86 
ﾎﾝﾏ ｹｲﾀ 佐久長聖高

 7 丸山 幸輝(1)   4:10.43 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 佐久長聖高

 8 百瀬 大輝(2)   4:12.79 
ﾓﾓｾ ﾋﾛｷ 大町高

 9 栁澤 航希(3)   4:12.81 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 上田高

10 村山 和勇(2)   4:13.67 
ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾄｼ 飯田風越高

11 菅原 憲二(3)   4:16.27 
ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 野沢北高

12 玉井 誠(2)   4:17.83 
ﾀﾏｲ ﾏｺﾄ 長野日大高

13 甘利 大祐(1)   4:18.13 
ｱﾏﾘ  ﾀﾞｲｽｹ 上田西高

14 馬場 隆夫(2)   4:18.86 
ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ 上伊那農高

15 米山 祐貴(M)   4:20.62 
ﾖﾈﾔﾏ ﾕｳｷ 信大

16 眞田 稜生(2)   4:27.20 
ｻﾅﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 上田第四中
宮澤 留以(3)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 信大 途中棄権
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 1 石澤 崇紀(3)   4:01.55 
ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 長野日大高

 2 門脇 航(3)   4:02.64 
ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ 長野吉田高

 3 中谷 雄飛(1)   4:02.70 
ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ 佐久長聖高

 4 松﨑 健悟(1)   4:03.51 
ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 東海大三高

 5 村澤 智啓   4:04.85 
ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 長野市陸協

 6 松木 之衣(3)   4:04.94 
ﾏﾂｷ ｺﾉｴ 長野日大高

 7 白川 友一   4:04.97 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 須坂陸協

 8 岡野 耕大(4)   4:05.34 
ｵｶﾉ ﾔｽﾋﾛ 信大

 9 河合 崇成(2)   4:07.40 
ｶﾜｲ ﾀｶﾅﾘ 信大

10 北原 崇志   4:09.12 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ EASTERS

11 桃沢 大祐   4:11.36 
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 上伊那郡陸協

12 坂野 圭史(4)   4:14.50 
ｻｶﾉ ｹｲｼ 信大
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決勝 4月25日 15:30

大会記録(GR)                 14:14.94 ｼﾞｭﾘｱｽｵﾜｲｸﾜ                  ｶﾉｳﾗｸﾗﾌﾞ         1995        

[ 1組] [ 2組]

 1 松木 之衣(3)  15:01.91  1 百瀬 大輝(2)  15:41.48 
ﾏﾂｷ ｺﾉｴ 長野日大高 ﾓﾓｾ ﾋﾛｷ 大町高

 2 牛山 純一  15:04.38  2 馬場 隆夫(2)  15:47.86 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 相支走愛 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ 上伊那農高

 3 上原 雄大(2)  15:14.12  3 田中 大輝(2)  15:49.44 
ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 上伊那農高 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 信大

 4 桃沢 大祐  15:20.00  4 那須野 亨(3)  15:56.86 
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 上伊那郡陸協 ﾅｽﾉ ﾄｵﾙ 伊那北高

 5 岡野 耕大(4)  15:25.97  5 近藤 隆博(3)  16:01.77 
ｵｶﾉ ﾔｽﾋﾛ 信大 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 上伊那農高

 6 児玉 天晴(2)  15:31.60  6 荒井 祐輔  16:09.28 
ｺﾀﾞﾏ  ﾃﾝｾｲ 上田西高 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 須坂陸協

 7 白川 友一  15:38.21  7 松村 健一  16:10.23 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 須坂陸協 ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 下伊那郡陸協

 8 日野 志朗(3)  15:40.37  8 塩原 潤(3)  16:11.05 
ﾋﾉ ｼﾛｳ 佐久長聖高 ｼｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 松本深志高

 9 石倉 大輔(2)  15:43.10  9 高木 孝亮  16:12.68 
ｲｼｸﾗ ﾀﾞｲｽｹ 伊那北高 ﾀｶｷﾞ ｺｳｽｹ ｺﾄﾋﾗ工業

10 箱山 陸人(3)  15:46.24 10 渡邊 駿(D)  16:13.32 
ﾊｺﾔﾏ ﾘｸﾄ 佐久長聖高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 京都大

11 築舘 陽介(3)  15:49.80 11 松山 克敏  16:17.43 
ﾂｷﾀﾞﾃ ﾖｳｽｹ 佐久長聖高 ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那郡陸協

12 羽川 英一  15:58.79 12 玉井 誠(2)  16:25.15 
ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ 茅野市陸協 ﾀﾏｲ ﾏｺﾄ 長野日大高

13 樋口 正晃  16:16.46 13 関 喜明  16:29.67 
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協 ｾｷ ﾖｼｱｷ 松本市陸協

14 河合 崇成(2)  16:32.25 14 水上 優斗(3)  16:39.35 
ｶﾜｲ ﾀｶﾅﾘ 信大 ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳﾄ 佐久長聖高

15 米山 祐貴(M)  16:38.28 15 掛川 萌也(2)  16:43.61 
ﾖﾈﾔﾏ ﾕｳｷ 信大 ｶｹｶﾞﾜ  ﾄﾓﾔ 上田西高
塩原 大 16 清水 順太(3)  16:53.15 
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲ 松本市陸協 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 松商学園高
關 颯人(3) 17 小平 仁(2)  17:05.99 
ｾｷ ﾊﾔﾄ 佐久長聖高 ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾞﾝ 長野吉田高
早野 吉信 小池 勇飛(3)
ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 下伊那郡陸協 ｺｲｹ ﾕｳﾋ 長野高専

野瀬 雅史(3)
ﾉｾ ﾏｻﾌﾐ 松本県ヶ丘高
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   1 松木 之衣(3) 長野日大高    15:01.91   1   1
   2 牛山 純一 相支走愛    15:04.38   1   2
   3 上原 雄大(2) 上伊那農高    15:14.12   1   3
   4 桃沢 大祐 上伊那郡陸協    15:20.00   1   4
   5 岡野 耕大(4) 信大    15:25.97   1   5
   6 児玉 天晴(2) 上田西高    15:31.60   1   6
   7 白川 友一 須坂陸協    15:38.21   1   7
   8 日野 志朗(3) 佐久長聖高    15:40.37   1   8
   9 百瀬 大輝(2) 大町高    15:41.48   2   1
  10 石倉 大輔(2) 伊那北高    15:43.10   1   9
  11 箱山 陸人(3) 佐久長聖高    15:46.24   1  10
  12 馬場 隆夫(2) 上伊那農高    15:47.86   2   2
  13 田中 大輝(2) 信大    15:49.44   2   3
  14 築舘 陽介(3) 佐久長聖高    15:49.80   1  11
  15 那須野 亨(3) 伊那北高    15:56.86   2   4
  16 羽川 英一 茅野市陸協    15:58.79   1  12
  17 近藤 隆博(3) 上伊那農高    16:01.77   2   5
  18 荒井 祐輔 須坂陸協    16:09.28   2   6
  19 松村 健一 下伊那郡陸協    16:10.23   2   7
  20 塩原 潤(3) 松本深志高    16:11.05   2   8
  21 高木 孝亮 ｺﾄﾋﾗ工業    16:12.68   2   9
  22 渡邊 駿(D) 京都大    16:13.32   2  10
  23 樋口 正晃 上伊那郡陸協    16:16.46   1  13
  24 松山 克敏 下伊那郡陸協    16:17.43   2  11
  25 玉井 誠(2) 長野日大高    16:25.15   2  12
  26 関 喜明 松本市陸協    16:29.67   2  13
  27 河合 崇成(2) 信大    16:32.25   1  14
  28 米山 祐貴(M) 信大    16:38.28   1  15
  29 水上 優斗(3) 佐久長聖高    16:39.35   2  14
  30 掛川 萌也(2) 上田西高    16:43.61   2  15
  31 清水 順太(3) 松商学園高    16:53.15   2  16
  32 小平 仁(2) 長野吉田高    17:05.99   2  17
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決勝 4月26日 13:50

大会記録(GR)                 29:11.80 ｼﾞｭﾘｱｽｵﾜｲｸﾜ                  ｶﾉｳﾗｸﾗﾌﾞ         1995        

 1 築舘 陽介(3)  32:20.37 
ﾂｷﾀﾞﾃ ﾖｳｽｹ 佐久長聖高

 2 宮田 共也(2)  32:45.02 
ﾐﾔﾀ ﾄﾓﾔ 長野日大高

 3 木田 元春(2)  32:49.78 
ｷﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ 長野日大高

 4 田中 大輝(2)  32:56.05 
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 信大

 5 青木 学  33:17.04 
ｱｵｷ ﾏﾅﾌﾞ 長野市陸協

 6 相馬 崇史(2)  33:21.41 
ｿｳﾏ ﾀｶｼ 佐久長聖高

 7 西沢 紀元  33:30.83 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾓﾄ 昭和電工大町

 8 関 喜明  33:41.72 
ｾｷ ﾖｼｱｷ 松本市陸協

 9 友井 悠人  34:03.78 
ﾄﾓｲ ﾕｳﾄ 茅野市陸協

10 久保井 廉(3)  34:26.11 
ｸﾎﾞｲ ﾚﾝ 信大

11 轟 暁光(3)  34:27.59 
ﾄﾄﾞﾛｷ ｱｷﾋﾛ 信大

12 中村 純和  35:23.68 
ﾅｶﾑﾗ ｽﾐｶｽﾞ 長野市陸協

13 杉野 功(4)  35:24.97 
ｽｷﾞﾉ ｲｻｵ 信大

14 林 智洋(3)  36:22.73 
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋﾛ 信大
泉 継道(4)
ｲｽﾞﾐ ﾂｸﾞﾐﾁ 信大
吉川 昇吾(2)
ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 信大
内田 光(2)
ｳﾁﾀﾞ ﾋｶﾙ 佐久長聖高
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予選 4月26日 12:35
決勝 4月26日 14:55

大会記録(GR)                    14.62 高橋　智男                   飯山市陸協       2001        

[ 1組] 風速 +2.4 [ 2組] 風速 -0.1

 1 五十嵐 大樹     15.15 Q  1 坪井 智哉(3)     15.54 Q
ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｷ 野沢北ｸﾗﾌﾞ ﾂﾎﾞｲ ﾄﾓﾔ 須坂高

 2 坂田 涼輔(2)     16.19 Q  2 山浦 貫人(3)     16.17 Q
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 佐久長聖高 ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田高

 3 水崎 悠樹(4)     16.45  3 三宅 浩生(2)     16.42 
ﾐｽﾞｻｷ ﾕｳｷ 東学大 ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 松商学園高

 4 竹村 地智(2)     16.45  4 唐澤 翔馬(3)     16.90 
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野日大高 ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾏ 上伊那農高

 5 竹内一弘     16.53  5 小池 智貴(3)     17.21 
ﾀｹｳﾁｶｽﾞﾋﾛ DreamAC ｺｲｹ ﾄﾓｷ 長野吉田高

 6 宮田 拓実(3)     17.63 倉石 大樹(3)
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 創造学園高 ｸﾗｲｼ ﾀﾞｲｷ 長野日大高

 7 原田 巧己(3)     18.12 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 飯田風越高

[ 3組] 風速 +3.4

 1 岡田英希(2)     15.11 Q
ｵｶﾀﾞﾋﾃﾞｷ 国武大

 2 一山 憲吾(3)     15.78 Q
ｲﾁﾔﾏ  ｹﾝｺﾞ 北部高

 3 荻原 勇吹(2)     16.01 q
ｵｷﾞﾊﾗｲﾌﾞｷ 諏訪二葉高

 4 小松 太一(2)     16.23 q
ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 松本県ヶ丘高

 5 岡村 宗一郎(2)     16.46 
ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 長野日大高

 6 鈴木 純市     17.38 
ｽｽﾞｷ ｼﾞｭﾝｲﾁ 飯田市陸協

風速 +0.3

 1 岡田英希(2)     15.03 
ｵｶﾀﾞﾋﾃﾞｷ 国武大

 2 五十嵐 大樹     15.38 
ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｷ 野沢北ｸﾗﾌﾞ

 3 坪井 智哉(3)     15.54 
ﾂﾎﾞｲ ﾄﾓﾔ 須坂高

 4 山浦 貫人(3)     15.83 
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田高

 5 荻原 勇吹(2)     15.97 
ｵｷﾞﾊﾗｲﾌﾞｷ 諏訪二葉高

 6 一山 憲吾(3)     16.00 
ｲﾁﾔﾏ  ｹﾝｺﾞ 北部高

 7 小松 太一(2)     16.29 
ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 松本県ヶ丘高

 8 坂田 涼輔(2)     16.59 
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 佐久長聖高

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

所属名 記録／備考
5  9170

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4  9152

2  1260

7  2813

8  2504

3   615

6  9004

順 ﾚｰﾝ No.

4  2480

2  1043

3  1581

氏  名 所属名 記録／備考
5  1008

7  1263
欠場

6   343

所属名 記録／備考
6  9046

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5   131

2  2317

4  1021

決勝

7  1269

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3  9160

6  9170

所属名 記録／備考
4  9046

2   131

7  1008

8  1581

9  2813

5  1021

3  2317



予選 4月25日 10:55
決勝 4月25日 14:55

大会記録(GR)                    51.61 中野 直哉                    長野吉田高       2012        

[ 1組] [ 2組]

 1 清水 泰志(3)     54.47 Q  1 荒井 雅也(3)     55.90 Q
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ 松本大 ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 長野工高

 2 中島 瑶樹(3)     58.10 Q  2 内堀 連(3)     56.44 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 飯田風越高 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾚﾝ 佐久平総合高

 3 科野 信人(3)     58.16  3 小林 航(1)     56.75 
ｼﾅﾉ ﾉﾌﾞﾄ 信大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本大

 4 岡村 宗一郎(2)     58.47  4 坂巻 太一(2)     56.90 
ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 長野日大高 ｻｶﾏｷ ﾀｲﾁ 信大

 5 隼田 晃希(3)   1:01.39  5 小林 恒平(2)   1:01.29 
ﾊﾔﾀ ｺｳｷ 市立長野高 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ 長野日大高

 6 黒崎 秀樹(2)   1:02.34  6 東井 隆希(2)   1:03.24 
ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ 須坂東高 ﾄｳｲﾘｭｳｷ 松本蟻ヶ崎高
北川 幹太(M)  7 相場 泰彦(2)   1:04.24 
ｷﾀｶﾞﾜ ｶﾝﾀ 信州大医陸上部 ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ 佐久長聖高
久保田 五輝(2)  8 宮澤 優仁(3)   1:05.99 
ｸﾎﾞﾀ  ｲﾂｷ 長野吉田高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 長野高専

[ 3組] [ 4組]

 1 小北 大志(4)     57.10 Q  1 川西 翔太(4)     55.33 Q
ｺｷﾀ ﾀｲｼ 信大 ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 松本大

 2 西埜 拓海     57.85 Q  2 山下 修司(3)     57.26 Q
ﾆｼﾉ ﾀｸﾐ 長野吉田AC ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｼﾞ 信大

 3 吉沢 智貴(2)     58.83  3 中嶋 多聞(3)     58.52 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 長野日大高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ 須坂東高

 4 秋山 和範(3)   1:01.28  4 丸山 智輝(3)     58.87 
ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 松本深志高 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 長野東高

 5 小松 太一(2)   1:01.85  5 松下 明広(4)   1:00.20 
ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 松本県ヶ丘高 ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾋﾛ 信大

 6 織茂 大地(3)   1:04.53  6 豊田 利彦   1:00.54 
ｵﾘﾓﾀﾞｲﾁ 松本蟻ヶ崎高 ﾄﾖﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 長野市陸協
渡辺 賢志(2)  7 宮原 史樹(3)   1:05.11 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ 長野高 ﾐﾔﾊﾗﾌﾐｷ 松本蟻ヶ崎高
町田 一生(3) 熊谷 悟(1)
ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ 岩村田高 ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ 創造学園高

 1 清水 泰志(3)     54.70 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ 松本大

 2 川西 翔太(4)     55.24 
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 松本大

 3 内堀 連(3)     57.33 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾚﾝ 佐久平総合高

 4 荒井 雅也(3)     57.35 
ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 長野工高

 5 山下 修司(3)     58.25 
ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｼﾞ 信大

 6 西埜 拓海     58.55 
ﾆｼﾉ ﾀｸﾐ 長野吉田AC

 7 中島 瑶樹(3)   1:03.70 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 飯田風越高
小北 大志(4)
ｺｷﾀ ﾀｲｼ 信大 棄権

3   614

6  9106

9  9104

2  9141

8  1623

5  1163

記録／備考
4  9070

7  9072

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3  2391

9  2530
欠場

2  9109

5  9149

4   980

8  1217

欠場

氏  名 所属名 記録／備考
7  9072

6  9104

6  1112
欠場

8  1585

7  2317

9  2390

5  1264

3  2221

ﾚｰﾝ No.
2  9106

4  9141

2  3507

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

8  2394

9  2808

3  9102

6  1257

4  1623

5  9066

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
7  1163

4  9088
欠場

9  1051

8   861

2  3086

3  9091

7  1269

6   614

男子

400mH(0.914m)

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

記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
5  9070



決勝 4月25日 14:25

大会記録(GR)                  9:05.43 宮入　一海                   北佐久陸協       2007        

 1 宮入 一海   9:22.31 
ﾐﾔｲﾘ ﾓﾄﾐ 北佐久陸協

 2 吉川 昇吾(2)   9:30.76 
ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 信大

 3 泉 継道(4)   9:37.05 
ｲｽﾞﾐ ﾂｸﾞﾐﾁ 信大

 4 西村 涼太(2)   9:44.18 
ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 上田西高

 5 薛 玄太郎(3)   9:44.48 
ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 大町高

 6 北原 弘司   9:45.34 
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｼﾞ EASTERS

 7 北原 崇志   9:47.37 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ EASTERS

 8 原 広野   9:54.34 
ﾊﾗ ｺｳﾔ 上伊那郡陸協

 9 小池 勇飛(3)   9:56.06 
ｺｲｹ ﾕｳﾋ 長野高専

10 永井 慎也(3)  10:02.22 
ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾔ 丸子修学館高

11 佐藤 聖也(2)  10:04.16 
ｻﾄｳ ｾｲﾔ 飯山北･飯山高

12 大和田 雅人(3)  10:05.62 
ｵｵﾜﾀﾞ ﾏｻﾄ 大町高

13 柳沢 充保(3)  10:08.66 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾐﾂﾔｽ 上田西高

14 髙野 拡美(3)  10:08.92 
ﾀｶﾉ ﾋﾛﾐ 長野日大高

15 松本 郁也(3)  10:14.01 
ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐﾔ 長野日大高

16 菅原 憲二(3)  10:18.60 
ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 野沢北高

17 滝澤 代聖(3)  10:20.22 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 東海大三高

18 峯村 開(3)  10:31.41 
ﾐﾈﾑﾗ ｶｲ 長野高

19 塚原 和人(3)  10:32.65 
ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 長野東高

20 折橋 翔太(2)  10:34.07 
ｵﾘﾊｼ ｼｮｳﾀ 松商学園高

21 宮下 晴貴(3)  10:39.93 
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ 東海大三高
小林 知(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 長野西高
武井 湧平(1)
ﾀｹｲ ﾖｳﾍｲ 松本大

20    44

欠場

3  1098
欠場

15  9081

23  1213

22  2484

8    46

4  3103

2  1301

1  1541

21  1912

6  1273

5   835

19  2058

18  3512

16  1756

10  9008

11  9082

17  2059

14  9007

13  9113

7  2781

12  9168

9  9095

男子

3000mSC

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 4月25日 10:00

大会記録(GR)                 21:31.30 今滝 耕作                    東洋大           2011        

 1 青木 学  20:26.12 
ｱｵｷ ﾏﾅﾌﾞ 長野市陸協

 2 寺島 智春(3)  22:10.03 
ﾃﾗｼﾏ ﾄﾓﾊﾙ 長野高

 3 石井 克弥(3)  22:35.61 
ｲｼｲ ｶﾂﾔ 長野日大高

 4 竹内 佑介(3)  22:47.04 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ 長野日大高

 5 藤森 太一(3)  23:31.50 
ﾌｼﾞﾓ ﾘﾀｲﾁ 丸子修学館高

 6 平栗 広大(3)  24:03.36 
ﾋﾗｸﾞﾘ  ｺｳﾀﾞｲ 松川高

 7 菊池 風希(3)  24:19.68 
ｷｸﾁ ﾌｳｷ 佐久平総合高

 8 山岸 忠相(2)  24:20.23 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾀﾞｽｹ 長野高

 9 大久保 天地(3)  24:29.89 
ｵｵｸﾎﾞ ﾃﾝﾁ 長野高

10 舟島 聖也(3)  25:07.36 
ﾌﾈｼﾏ ｾｲﾔ 木曽青峰高

11 山口 智也(2)  25:16.96 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 長野日大高

12 矢島 朋幸  25:44.54 
ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

13 東條 瑞貴(3)  25:48.55 
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ 須坂高

14 平澤 太一(2)  26:49.40 
ﾋﾗｻﾜ  ﾀｲﾁ 松川高

15 青山 夏樹(2)  26:50.20 
ｱｵﾔﾏ ﾅﾂｷ 岩村田高

16 青木 健志朗(3)  27:30.70 
ｱｵｷ ｹﾝｼﾛｳ 須坂東高

17 館林 武(3)  28:45.11 
ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 梓川高
北沢 文弥(2)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ 長野工高
高野 純輝(3)
ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝｷ 長野日大高
北原 類(2)
ｷﾀﾊﾗ ﾙｲ 伊那北高 欠場

10  1289
欠場

19   395

20  2160

17  1177
失格

15  1591

18   979

12  1006

16   537

13  1299

9  9040

8  3102

14  1938

7  1630

11  1126

5  1759

6   539

2  1305

4  1291

1  9146
大会新

3  3101

男子

5000m競歩

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 4月25日 13:45
決勝 4月25日 16:15

大会記録(GR)                    41.39 ライフメッセージ             ライフメッセージ 2012        

[ 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 松本大  9060 塩野入 信栄(4)     41.91 q  1   7 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC  9031 高木 佑希     41.84 q

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｼｵﾉｲﾘ ｼﾝｴｲ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ
 9058 安藤 直哉(3)  9032 佐藤 賢一

ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ
 9059 浦野 泰希(3)  9028 岩田 晃

ｳﾗﾉ ﾀｲｷ ｲﾜﾀ ｱｷﾗ
 9068 常盤 大智(2)  9030 宮澤 裕輝

ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
 2   8 木曽青峰高  1951 小谷 渓太(1)     45.18  2   5 諏訪清陵高   117 守住  望(3)     43.64 q

ｷｿｾｲﾎｳ ｺﾀﾆ ｹｲﾀ ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ｵﾘｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ
 1941 和田 祥吾(2)   111 中村 龍士(3)

ﾜﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ
 1940 田代 暉(3)   116 小池 大勝(3)

ﾀｼﾛ ﾋｶﾘ ｺｲｹ ﾋﾛｶﾂ
 1936 川井 渓太(3)   112 巻渕 優也(3)

ｶﾜｲ ｹｲﾀ ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ
 3   2 裾花中  5720 大宮 侑馬(3)     45.76  3   6 松本県ヶ丘高  2308 小竹 脩斗(3)     44.14 

ｽｿﾊﾞﾅ ｵｵﾐﾔ ﾕｳﾏ ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｺﾀｹ ﾅｵﾄ
 5722 松橋 健(3)  2317 小松 太一(2)

ﾏﾂﾊｼ ｹﾝ ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ
 5723 南澤 和輝(3)  2287 井口 将理(2)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ
 5721 宮澤 陽斗(3)  2314 矢口 優介(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ
 4   7 飯山北･飯山高   838 前澤 練(2)     46.03  4   4 松代高  1428 丸山 宏之(3)     45.21 

ｲｲﾔﾏｷﾀ･ｲｲﾔﾏｺｳ ﾏｴｻﾞﾜ ﾚﾝ ﾏﾂｼﾛｺｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ
  801 芳川 亮(2)  1429 関口 悠也(3)

ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ
  806 佐藤 孝紀(1)  1427 下田 佳輝(3)

ｻﾄｳ ｺｳｷ ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ
  832 吉田 開恩(2)  1425 下田 振全(1)

ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ
 5   9 飯田高陵中  8426 井原 晟斗(3)     47.58  5   2 丸子修学館高  1758 長崎 大悟     47.10 

ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｲﾊﾗ ｾｲﾄ ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ
 8425 古瀬 友暉(3)  1757 清水 泰地

ﾌﾙｾ ﾕｳｷ ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ
 8429 朝倉 世蘭(3)  1765 中村 郁弥

ｱｻｸﾗ ｾﾗﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ
 8424 藤井 隆聖(3)  1764 横井 駿太

ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ ﾖｺｲ ｼｭﾝﾀ
 6   1 箕輪中  8007 松田 直也(3)     48.53  6   3 塩尻広陵中  6474 松﨑 咲人(3)     47.69 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ
 8009 矢島 竜成(3)  6473 矢ヶ崎 至門(3)

ﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ
 8030 登内 和也(2)  6490 松本 直大(2)

ﾄﾉｳﾁ ｶｽﾞﾔ ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ
 8016 荻原 凌我(2)  6475 山本 将裕(3)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ
  3 伊那北高   409 宮澤 研人(3)   8 篠ﾉ井高  1387 鹿野 拓臣(2)

ｲﾅｷﾀｺｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 失格 ｼﾉﾉｲｺｳ ｶﾉ ﾀｸﾐ 失格
  415 戸田 和輝(3) R1(3-4)  1386 古畑 央也(3) R1(1-2)

ﾄﾀﾞ ｶｽﾞｷ ﾌﾙﾊﾀ ﾅｶﾔ
  425 竹入 聡一郎(2)  1388 古岩井 春樹(2)

ﾀｹｲﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ ｺｲﾜｲ ﾊﾙｷ
  430 小川 明喜男(2)  1384 樋口 達也(3)

ｵｶﾞﾜ ｱｷｵ ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ
  4 飯田風越高   614 中島 瑶樹(3)   9 浅間中  4139 飯塚 亮介(2)

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 失格 ｱｻﾏﾁｭｳ ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 途中棄権
  613 熊谷 諒平(3) R1(2-3)  4142 篠澤 蒼平(2)

ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ
  615 原田 巧己(3)  4146 塚田 陽樹(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｷ
  607 手塚 貴郁(2)  4143 篠澤 啓輔(2)

ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ ｻｻｻﾞﾜ ｹｲｽｹ
  6 上伊那農高   350 藤原 渓太(2)

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾀ 失格
  341 山崎 久樹(3) R1(3-4)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ
  344 宮澤 崇(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ
  343 唐澤 翔馬(3)

ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾏ

男子

4×100m

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



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 松川高   559 小池 寛太(1)     43.47 q  1   5 長野日大高  1264 吉沢 智貴(2)     43.00 q

ﾏﾂｶﾜｺｳ ｺｲｹ  ｶﾝﾀ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ
  545 近藤 裕哉(2)  1261 松橋 大夢(3)

ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ
  546 光沢 佑人(2)  1272 峯村 祐貴(3)

ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ
  536 松下 優太(3)  1251 曽根原 豪士(3)

ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ
 2   7 長野高  1119 鈴木 達也(2)     43.95  2   4 長野東高  1210 庄司 輝男(3)     43.81 

ﾅｶﾞﾉｺｳ ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼｺｳ ｼｮｳｼﾞ ﾃﾙｵ
 1111 高橋 慶(2)  1217 丸山 智輝(3)

ﾀｶﾊｼ ｹｲ ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ
 1124 安塚 大輝(3)  1218 市川 凛太朗(3)

ﾔｽﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ ｲﾁｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ
 1123 畑 圭一(3)  1215 原山 開都(3)

ﾊﾀ ｹｲｲﾁ ﾊﾗﾔﾏ ｶｲﾄ
 3   2 ﾁｰﾑJIAN  9027 前田 貴滉     44.02  3   6 市立長野高   861 隼田 晃希(3)     44.17 

ﾁｰﾑｼﾞｱﾝ ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾊﾔﾀ ｺｳｷ
 9026 松澤 勝治   856 内田 光一(3)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂｼﾞ ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ
 9023 浦野 亜嵐   860 白鳥 魁人(3)

ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ
 9024 加賀見 一輝   862 萩 亜斗夢(3)

ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ ﾊｷﾞ ｱﾄﾑ
 4   5 田川高  2937 赤堀 拓夢(2)     45.47  4   7 長野高専  9144 徳永 淳史(4)     45.70 

ﾀｶﾞﾜｺｳ ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾂｼ
 2932 大野  智裕(3)  3549 高野 誠也(2)

ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ ﾀｶﾉ ｾｲﾔ
 2935 青山  広夢(3)  9143 塩崎 児汰朗(4)

ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾑ ｼｵｻﾞｷ ｺﾀﾛｳ
 2190 矢ヶ崎 祐介(3)  3507 宮澤 優仁(3)

ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
 5   3 塩尻西部中  6420 斉藤 優斗(3)     45.58  5   3 佐久平総合高  1628 髙橋 俊満(2)     46.08 

ｼｵｼﾞﾘｾｲﾌﾞﾁｭｳ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ ｻｸﾀﾞｲﾗｿｳｺﾞｳｺｳ ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ
 6424 小林 知季(3)  1631 栁澤 匠(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾐ
 6427 柳沢 優生(2)  1625 小林 達哉(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ
 6422 柳沢 直生(3)  1623 内堀 連(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾚﾝ
 6   4 小諸高  2822 原田 健太(3)     46.05  6   2 辰野中  7963 春宮 省汰(3)     47.58 

ｺﾓﾛｺｳ ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾊﾙﾐﾔ ｼｮｳﾀ
 2826 荻原 悠輔(2)  7971 山内 一輝(3)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ
 2827 中田 凌平(2)  7961 小池 潤優(3)

ﾅｶﾀ ﾘｮｳﾍｲ ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ
 1714 中沢 晴起(1)  7977 林 泰希(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ ﾊﾔｼ ﾀｲｷ
 7   9 上田千曲高  1875 北村 悠和(2)     46.90  7   8 大町第一中  6871 松原 聖将(3)     47.94 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｷﾀﾑﾗ  ﾋﾛｶｽﾞ ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ
 1874 龍野 准(2)  6870 佐竹 哲寛(3)

ﾀﾂﾉ ｶｲ ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ
 1872 須崎 大地(3)  6874 畠山 龍大(3)

ｽｻﾞｷ  ﾀﾞｲﾁ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
 1876 坂口 友輝人(2)  6873 高橋 一輝(3)

ｻｶｸﾞﾁ  ﾕｷﾄ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ
 8   8 上田第四中  4651 佐藤 了(2)     46.97  8   9 堀金中  6686 西村 遼(2)     48.26 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳ ｻﾄｳ ﾘｮｳ ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳ
 4643 山下 幹生(3)  6682 一志 瑠衣斗(2)

ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ ｲｯｼ ﾙｲﾄ
 4642 若林 亮冶(3)  6683 大月 洸典(2)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ
 4650 藤島 大翔(2)  6675 横山 絢大(3)

ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ

4×100m
男子



[ 5組] [ 6組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 佐久長聖高  2813 坂田 涼輔(2)     43.22 q  1   5 松商学園高  2480 三宅 浩生(2)     42.55 q

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ
 2801 花里 翼(2)  2482 斉藤 巧(2)

ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 2807 松崎 文弥(2)  2490 成澤 稜(2)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
 2811 荻原 京介(3)  2481 樋口 一馬(2)

ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ
 2   7 松本蟻ヶ崎高  2400 佐藤 高史(2)     44.42  2   4 長野吉田高  1055 太目 祐二(2)     43.94 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ｻﾄｳﾀｶﾌﾐ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ｵｵﾒ ﾕｳｼﾞ
 2397 望月 春希(2)  1057 大森 晃(2)

ﾓﾁﾂﾞｷﾊﾙｷ ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ
 2398 髙木 涼太(2)  1063 松尾 匠(2)

ﾀｶｷﾞﾘｮｳﾀ ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ
 2391 宮原 史樹(3)  1044 矢野 颯(3)

ﾐﾔﾊﾗﾌﾐｷ ﾔﾉ ﾊﾔﾃ
 3   6 大町北高  2929 勝野 智稀(2)     45.33  3   6 下諏訪向陽高   151 金子 司(3)     45.15 

ｵｵﾏﾁｷﾀｺｳ ｶﾂﾉ ﾄﾓｷ ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ｶﾈｺ ﾂｶｻ
 2926 遠藤 幹也(2)   158 宮坂 智史(2)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ
 2925 青田 龍輝(2)   154 深澤 駿也(3)

ｱｵﾀ ﾘｭｳｷ ﾌｶｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ
 2045 下川 一樹(3)   155 伊藤 大起(2)

ｼﾓｶﾜ ｶｽﾞｷ ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ
 4   3 DreamAC  9000 山本純也     47.07  4   9 附属松本中  7471 越川 彗之(2)     48.50 

ﾄﾞﾘｰﾑAC ﾔﾏﾓﾄｼﾞｭﾝﾔ ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ｺｼｶﾜ ｹｲｼ
 9003 池田圭吾  7462 横前 洸佑(3)

ｲｹﾀﾞｹｲｺﾞ ﾖｺﾏｴ ｹｲｽｹ
 9004 竹内一弘  7465 花岡 拓登(3)

ﾀｹｳﾁｶｽﾞﾋﾛ ﾊﾅｵｶ ﾀｸﾄ
 9005 中嶋康晴  7461 田中 駿祐(3)

ﾅｶｼﾏﾔｽﾊﾙ ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ
 5   2 上田高  1767 吉永 雄大(2)     47.26  5   2 小諸東中  4289 岡村 州紘(3)     49.94 

ｳｴﾀﾞｺｳ ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ
 1782 須崎 修二(1)  4304 柏木 優(2)

ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ
 1775 平田 宗一郎(2)  4292 柏木 佑太(3)

ﾋﾗﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ
 1774 野原 尚貴(2)  4293 茂木 達哉(3)

ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ
 6   8 豊科北中  6652 寺島 希羽(2)     48.64  6   7 上田西高  1908 松本 光平(2)     51.01 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾃﾗｼﾏ ｷｮｳ ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ﾏﾂﾓﾄ  ｺｳﾍｲ
 6641 福岡 歩武(3)  2784 藤澤 玄(3)

ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ ﾌｼﾞｻﾜ  ｹﾞﾝ
 6651 篠原 翔(2)  2782 丸山 佑太(3)

ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ ﾏﾙﾔﾏ  ﾕｳﾀ
 6642 箭内 理一(3)  2783 内村 海斗(1)

ﾔﾅｲ ﾘｲﾁ ｳﾁﾑﾗ  ｶｲﾄ
 7   9 明科高  2555 天野 葉紅(1)     49.11   3 伊那弥生ヶ丘高   444 伊藤 拓也(3)

ｱｶｼﾅｺｳ ｱﾏﾉ ﾊｯｸ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 失格
 2563 安部 和裕(3)   445 春日 明日実(3) R1(1-2)

ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ
 2557 宮澤 優斗(1)   447 葉桐 文哉(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ
 2551 堀ﾉ内 健人(2)   449 齋藤 春希(2)

ﾎﾘﾉｳﾁ ﾀｹﾄ ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ
 8   4 須坂東高  3086 黒崎 秀樹(2)     53.68   8 信明中

ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼｺｳ ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ ｼﾝﾒｲﾁｭｳ 欠場
 3093 羽尾 拓海(2)

ﾊｵ ﾀｸﾐ
  980 中嶋 多聞(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ
 3097 横地 彦人(2)

ﾖｺﾁ ﾋﾛﾄ

男子

4×100m



[ 7組] [ 8組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 信大  9099 黒野 憲亮(4)     43.13 q  1   6 諏訪二葉高   131 荻原 勇吹(2)     44.89 

ｼﾝﾀﾞｲ ｸﾛﾉ ｹﾝｽｹ ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ｵｷﾞﾊﾗｲﾌﾞｷ
 9120 都築 和正(3)   147 阿部 佳介(3)

ﾂﾂﾞｷ ｶﾂﾞﾏｻ ｱﾍﾞｹｲｽｹ
 9106 小北 大志(4)   142 清水 海斗(3)

ｺｷﾀ ﾀｲｼ ｼﾐｽﾞ ｶｲﾄ
 9122 藤森 未知也(2)   134 岩本 雄大(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ
 2   4 大町高  2061 田中 大聖(3)     44.91  2   4 飯田高   565 椚谷 和久(2)     45.06 

ｵｵﾏﾁｺｳ ﾀﾅｶ ﾀｲｾｲ ｲｲﾀﾞｺｳ ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾜｸ
 2060 因幡 将吾(3)   579 松村 慶大(3)

ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾀﾞｲ
 2067 有賀 健(2)   567 熊谷 太生(2)

ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ ｸﾏｶﾞｲ ﾀｲｾｲ
 2068 澁谷 郁磨(2)   588 松島 竜平(3)

ｼﾌﾞﾔ ｲｸﾏ ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ
 3   5 松本深志高  2227 山口 直也(2)     44.93  3   5 岩村田高  1589 神田 優人(2)     45.39 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ
 2228 村田 淳(2)  1581 山浦 貫人(3)

ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝ ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ
 2229 長野 翔(2)  1583 須藤 稜太(3)

ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳ ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ
 2235 飯嶋 拓海(2)  1592 佐塚 一馬(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ
 4   8 信濃中  5247 原山 泰成(2)     48.01  4   7 望月AC  9161 高橋 空良(3)     46.68 

ｼﾅﾉﾁｭｳ ﾊﾗﾔﾏ ﾀｲｾｲ ﾓﾁﾂﾞｷAC ﾀｶﾊｼ ｿﾗ
 5234 竹田 昌史(3)  9166 菅沢 晴樹(3)

ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｼ ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ
 5231 佐藤 光(3)  9162 山浦 渓斗(3)

ｻﾄｳ ﾋｶﾙ ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ
 5235 柳澤 啓斗(3)  9165 神田 来夢(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾄ ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ
 5   9 清水中  6953 愛知 弘一朗(3)     48.76  5   2 創造学園高  2528 細田 響(2)     48.58 

ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ｱｲﾁ ｺｳｲﾁﾛｳ ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾎｿﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ
 6948 栗田 大地(3)  2504 宮田 拓実(3)

ｸﾘﾀ ﾀﾞｲﾁ ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ
 6947 加納 尚弥(3)  2527 山浦 聡士(2)

ｶﾉｳ ﾅｵﾔ ﾔﾏｳﾗ ｻﾄｼ
 6946 中嶋 謙(3)  2502 松永 蓮汰(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚﾝﾀ
 6   3 更北中  6007 北原 諒人(3)     49.36  6   3 波田中  7396 今井 侑志(3)     50.51 

ｺｳﾎｸﾁｭｳ ｷﾀﾊﾗ ﾘｮｳﾄ ﾊﾀﾁｭｳ ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ
 6016 宮林 祥汰(2)  7392 渡邊 駿(3)

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ
 6001 西澤 和輝(3)  7397 三村 光一朗(3)

ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ ﾐﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ
 6010 竹内 優(3)  7394 野中 優海(3)

ﾀｹｳﾁ ﾕｳ ﾉﾅｶ ﾕｳ
 7   2 旭町中  7059 都筑 悠佑(3)     49.39   8 赤穂中  8229 中平 明辰(3)

ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾂﾂﾞｸ ﾕｳｽｹ ｱｶﾎﾁｭｳ ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｱｷﾖｼ 失格
 7060 小池 孝憲(3)  8228 酒井 和馬(3) R1(1-2)

ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ
 7069 山本 祐己(2)  8234 小平 温大(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ ｺﾀﾞｲﾗ ﾕﾀｶ
 7061 本山 岳志(3)  8232 関 雄飛(2)

ﾓﾄﾔﾏ ﾀｹｼ ｾｷ ﾕｳﾋ
  6 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  9012 伊藤 将希   9 塩尻志学館高  1999 中村  智(1)

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ｲﾄｳ ﾏｻｷ 失格 ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 失格
 9022 柳沢 貴之 R1(2-3)  1989 古林 泰紀(3) R1(3-4)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ
 9014 吉田 幹弘  1997 渡部 翔太(1)

ﾖｼﾀﾞ ﾐｷﾋﾛ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ
 9020 内山 幹雄  1986 木村 幸太(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ｷﾑﾗ ｺｳﾀ

男子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC  9031 高木 佑希     42.28 

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ
 9032 佐藤 賢一

ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ
 9028 岩田 晃

ｲﾜﾀ ｱｷﾗ
 9030 宮澤 裕輝

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
 2   9 佐久長聖高  2813 坂田 涼輔(2)     43.27 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ
 2801 花里 翼(2)

ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ
 2807 松崎 文弥(2)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
 2811 荻原 京介(3)

ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ
 3   8 信大  9099 黒野 憲亮(4)     43.49 

ｼﾝﾀﾞｲ ｸﾛﾉ ｹﾝｽｹ
 9120 都築 和正(3)

ﾂﾂﾞｷ ｶﾂﾞﾏｻ
 9106 小北 大志(4)

ｺｷﾀ ﾀｲｼ
 9122 藤森 未知也(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ
 4   5 長野日大高  1264 吉沢 智貴(2)     43.72 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ
 1261 松橋 大夢(3)

ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ
 1272 峯村 祐貴(3)

ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ
 1251 曽根原 豪士(3)

ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ
 5   3 松川高   559 小池 寛太(1)     44.21 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ｺｲｹ  ｶﾝﾀ
  545 近藤 裕哉(2)

ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ
  546 光沢 佑人(2)

ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
  536 松下 優太(3)

ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ
 6   2 諏訪清陵高   117 守住  望(3)     44.34 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ｵﾘｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ
  111 中村 龍士(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ
  116 小池 大勝(3)

ｺｲｹ ﾋﾛｶﾂ
  112 巻渕 優也(3)

ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ
 7   6 松本大  9060 塩野入 信栄(4)     52.59 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｼｵﾉｲﾘ ｼﾝｴｲ
 9058 安藤 直哉(3)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ
 9059 浦野 泰希(3)

ｳﾗﾉ ﾀｲｷ
 9068 常盤 大智(2)

ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ
  4 松商学園高  2480 三宅 浩生(2)

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 棄権
 2482 斉藤 巧(2)

ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 2490 成澤 稜(2)

ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
 2481 樋口 一馬(2)

ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ

決勝

男子

4×100m



予選 4月26日  9:15
決勝 4月26日 15:50

大会記録(GR)                  3:17.4  県選抜                       長野県           2009        

[ 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 市立長野高   862 萩 亜斗夢(3)   3:25.06 Q  1   7 長野高  1112 渡辺 賢志(2)   3:25.70 Q

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾊｷﾞ ｱﾄﾑ ﾅｶﾞﾉｺｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ
  860 白鳥 魁人(3)  1124 安塚 大輝(3)

ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ ﾔｽﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ
  861 隼田 晃希(3)  1123 畑 圭一(3)

ﾊﾔﾀ ｺｳｷ ﾊﾀ ｹｲｲﾁ
  856 内田 光一(3)  1111 高橋 慶(2)

ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ ﾀｶﾊｼ ｹｲ
 2   5 松川高   559 小池 貫太(1)   3:25.65 q  2   5 岩村田高  1582 小林 大峰(3)   3:29.41 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ｺｲｹ  ｶﾝﾀ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾀｶ
  545 近藤 裕哉(2)  1583 須藤 稜太(3)

ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ
  546 光沢 佑人(2)  1592 佐塚 一馬(2)

ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ
  536 松下 優太(3)  1581 山浦 貫人(3)

ﾏﾂｼﾀ  ﾕｳﾀ ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ
 3   7 赤穂高   456 浦野 亜嵐(3)   3:29.06  3   3 佐久平総合高  1631 栁澤 匠(3)   3:33.51 

ｱｶﾎｺｳ ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ ｻｸﾀﾞｲﾗｿｳｺﾞｳｺｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾐ
  457 木下 悠也(3)  1623 内堀 連(3)

ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾔ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾚﾝ
  494 畑佐 崚介(2)  1625 小林 達哉(3)

ﾊﾀｻ ﾘｮｳｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ
  458 平沢 大地(3)  1632 岩野 純人(2)

ﾋﾗｻﾜ ﾀﾞｲﾁ ｲﾜﾉ ｽﾐﾋﾄ
 4   3 大町北高  2929 勝野 智稀(2)   3:34.43  4   9 大町高  2067 有賀 健(2)   3:34.44 

ｵｵﾏﾁｷﾀｺｳ ｶﾂﾉ ﾄﾓｷ ｵｵﾏﾁｺｳ ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ
 2925 青田 龍輝(2)  2064 真島 雅季(2)

ｱｵﾀ ﾘｭｳｷ ﾏｼﾏ ﾏｻｷ
 2923 細田 隆樹(2)  2065 佐藤 大紀(2)

ﾎｿﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞｭ ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ
 2926 遠藤 幹也(2)  2060 因幡 将吾(3)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ
 5   6 豊科高  2532 藤原 利章(3)   3:35.77  5   4 田川高  2190 矢ヶ崎 祐介(3)   3:37.14 

ﾄﾖｼﾅｺｳ ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ ﾀｶﾞﾜｺｳ ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ
 2534 黒岩 慶大(2)  2937 赤堀 拓夢(2)

ｸﾛｲﾜ ｹｲﾀ ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ
 2535 北嶋 竣(1)  2932 大野  智裕(3)

ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ
 2533 飯島 伸広(3)  2938 荒田 智也(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ
 6   9 篠ﾉ井高  1384 樋口 達也(3)   3:40.18  6   6 下諏訪向陽高   151 金子 司(3)   3:39.97 

ｼﾉﾉｲｺｳ ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ｶﾈｺ ﾂｶｻ
 1388 古岩井 春樹(2)   158 宮坂 智史(2)

ｺｲﾜｲ ﾊﾙｷ ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ
 1387 鹿野 拓臣(2)   156 小平 祐貴(2)

ｶﾉ ﾀｸﾐ ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ
 1386 古畑 央也(3)   159 吉田 渓悟(2)

ﾌﾙﾊﾀ ﾅｶﾔ ﾖｼﾀﾞ ｹｲｺﾞ
 7   8 DreamAC  9003 池田圭吾   3:47.04  7   2 更級農高  2754 小林 龍也(3)   3:44.93 

ﾄﾞﾘｰﾑAC ｲｹﾀﾞｹｲｺﾞ ｻﾗｼﾅﾉｳｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ
 9005 中嶋康晴  2757 大久保 英(2)

ﾅｶｼﾏﾔｽﾊﾙ ｵｵｸﾎﾞ ｽｸﾞﾙ
 9000 山本純也  2755 渡邊 拓実(2)

ﾔﾏﾓﾄｼﾞｭﾝﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ
 9002 浅野大輔  2760 渡邉 崇寛(2)

ｱｻﾉﾀﾞｲｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ
 8   2 長野西高  1103 岩﨑 洸介(2)   3:48.19   8 上田染谷丘高

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ｲﾜｻｷ ｺｳｽｹ ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ 欠場
 1100 清水 隆寛(2)

ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ
 1099 今井 雅太(3)

ｲﾏｲ ﾏｻﾀ
 1104 大石 浩平(2)

ｵｵｲｼ ｺｳﾍｲ

男子

4×400m

予選 通過基準  6組  1着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 信大  9112 川北 祐輔(3)   3:23.09 Q  1   7 佐久長聖高  2807 松崎 文弥(2)   3:24.65 Q

ｼﾝﾀﾞｲ ｶﾜｷﾞﾀ ﾕｳｽｹ ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
 9128 米嶋 航一(4)  2808 相場 泰彦(2)

ﾖﾈｼﾏ ｺｳｲﾁ ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ
 9104 山下 修司(3)  2801 花里 翼(2)

ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｼﾞ ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ
 9106 小北 大志(4)  2811 荻原 京介(3)

ｺｷﾀ ﾀｲｼ ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ
 2   6 長野吉田高  1055 太目 祐二(2)   3:25.87  2   6 松本蟻ヶ崎高  2398 髙木 涼太(2)   3:24.98 q

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ｵｵﾒ ﾕｳｼﾞ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ﾀｶｷﾞﾘｮｳﾀ
 1062 内山 朋也(2)  2399 鷲沢 拓海(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ ﾜｼｻﾞﾜﾀｸﾐ
 1057 大森 晃(2)  2390 織茂 大地(3)

ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ ｵﾘﾓﾀﾞｲﾁ
 1044 矢野 颯(3)  2397 望月 春希(2)

ﾔﾉ ﾊﾔﾃ ﾓﾁﾂﾞｷﾊﾙｷ
 3   2 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  9014 吉田 幹弘   3:26.43  3   8 伊那北高   430 小川 明喜男(2)   3:33.18 

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ﾖｼﾀﾞ ﾐｷﾋﾛ ｲﾅｷﾀｺｳ ｵｶﾞﾜ ｱｷｵ
 9020 内山 幹雄   413 安藤 純也(3)

ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ｱﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾔ
 9012 伊藤 将希   415 戸田 和輝(3)

ｲﾄｳ ﾏｻｷ ﾄﾀﾞ ｶｽﾞｷ
 9019 島津 英明   409 宮澤 研人(3)

ｼﾏﾂﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ
 4   7 屋代高  1448 宮川 恵向(3)   3:34.77  4   4 須坂東高  3093 羽尾 拓海(2)   3:35.77 

ﾔｼﾛ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾑ ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼｺｳ ﾊｵ ﾀｸﾐ
 1449 藤井 大(3)   980 中嶋 多聞(3)

ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲ ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ
 1451 田中 悠(3)   983 藤澤 将大(3)

ﾀﾅｶ ﾕｳ ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ
 1452 山田 貴大(3)   984 小林 翔(3)

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ
 5   5 上田西高  1908 松本 光平(2)   3:44.52  5   2 小諸高  2822 原田 健太(3)   3:36.25 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ﾏﾂﾓﾄ  ｺｳﾍｲ ｺﾓﾛｺｳ ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ
 2784 藤澤 玄(3)  2828 笹沢 広夢(2)

ﾌｼﾞｻﾜ  ｹﾞﾝ ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ
 1915 内海 常規(3)  1714 中沢 晴起(1)

ｳﾂﾐ  ﾂﾈﾉﾘ ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ
 2782 丸山 佑太(3)  1701 内川 大樹(3)

ﾏﾙﾔﾏ  ﾕｳﾀ ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ
  3 松代高  1429 関口 悠也(3)  6   3 木曽青峰高  1942 池口 大翔(2)   3:42.47 

ﾏﾂｼﾛｺｳ ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 失格 ｷｿｾｲﾎｳ ｲｹｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ
 1427 下田 佳輝(3)  1950 小坂 正海(1)

ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ ｺｻｶ ｾｲｶｲ
 1424 深沢 友昭(2)  1941 和田 祥吾(2)

ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ ﾜﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ
 1413 矢嶋 辰也(2)  1939 奥谷 瑞貴(3)

ﾔｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ ｵｸﾀﾆ ﾐｽﾞｷ
  8 上田千曲高  1872 須崎 大地(3)  7   9 創造学園高  2529 小口 優希(1)   3:55.20 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｽｻﾞｷ  ﾀﾞｲﾁ 失格 ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ
 1874 龍野 准(2)  2522 熊崎 友哉(3)

ﾀﾂﾉ ｶｲ ｸﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ
 1876 坂口 友輝人(2)  2504 宮田 拓実(3)

ｻｶｸﾞﾁ  ﾕｷﾄ ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ
 1877 大西 宏樹(2)  2526 小松 晃人(2)

ｵｵﾆｼ  ﾋﾛｷ ｺﾏﾂ ｱｷﾄ
  9 上田高  1775 平田 宗一郎(2)   5 松本深志高

ｳｴﾀﾞｺｳ ﾋﾗﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 失格 ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ 欠場
 1773 箕輪 朋晃(3)

ﾐﾉﾜ ﾄﾓｱｷ
 1774 野原 尚貴(2)

ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ
 1778 笠原 渓介(2)

ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ

男子

4×400m



[ 5組] [ 6組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 長野日大高  1270 長谷川 遼亮(2)   3:25.54 Q  1   4 松本大  9072 川西 翔太(4)   3:22.57 Q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ
 1265 長田 佑麻(3)  9070 清水 泰志(3)

ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ
 1262 雲崎 凌(3)  9062 丸山 玲央(1)

ｸﾓｵｻﾞｷ ﾘｮｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ
 1264 吉沢 智貴(2)  9059 浦野 泰希(3)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ ｳﾗﾉ ﾀｲｷ
 2   6 諏訪清陵高   117 守住  望(3)   3:29.36  2   5 松商学園高  2482 斉藤 巧(2)   3:27.50 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ｵﾘｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ
  116 小池 大勝(3)  2493 百瀬 裕也(2)

ｺｲｹ ﾋﾛｶﾂ ﾓﾓｾ ﾕｳﾔ
  113 小池 竜熙(3)  2485 太田 裕真(2)

ｺｲｹ ﾀﾂｷ ｵｵﾀ ﾕｳﾏ
  112 巻渕 優也(3)  2481 樋口 一馬(2)

ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ
 3   5 上伊那農高   342 菊地 康亮(3)   3:33.55  3   6 長野東高  1218 市川 凛太朗(3)   3:28.38 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ ｷｸﾁ ｺｳｽｹ ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼｺｳ ｲﾁｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ
  343 唐澤 翔馬(3)  1217 丸山 智輝(3)

ｶﾗｻﾜ ｼｮｳﾏ ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ
  344 宮澤 崇(2)  1216 西澤 浩平(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ
  341 山崎 久樹(3)  1215 原山 開都(3)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ ﾊﾗﾔﾏ ｶｲﾄ
 4   8 伊那弥生ヶ丘高   447 葉桐 文哉(2)   3:34.14  4   7 諏訪二葉高   131 荻原 勇吹(2)   3:33.44 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ｵｷﾞﾊﾗｲﾌﾞｷ
  445 春日 明日実(3)   142 清水 海斗(3)

ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ ｼﾐｽﾞ ｶｲﾄ
  449 齋藤 春希(2)   133 馬場 将之介(2)

ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾉｽｹ
  448 有賀 正和(2)   147 阿部 佳介(3)

ｱﾙｶﾞ ﾏｻｶｽﾞ ｱﾍﾞｹｲｽｹ
 5   4 長野高専  3507 宮澤 優仁(3)   3:34.78  5   8 塩尻志学館高  1997 渡部 翔太(1)   3:34.70 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ
 3505 北原 廉(3)  1987 木村 祐太(2)

ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ
 3519 岩崎 真哉(2)  1986 木村 幸太(2)

ｲﾜｻｷ ｼﾝﾔ ｷﾑﾗ ｺｳﾀ
 3549 高野 誠也(2)  1989 古林 泰紀(3)

ﾀｶﾉ ｾｲﾔ ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ
 6   2 松本県ヶ丘高  2318 中島 嘉活(2)   3:40.51  6   2 飯田風越高   614 中島 瑶樹(3)   3:35.17 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｶﾂ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ
 2309 齊藤 駿太(3)   605 鎌倉 渉(2)

ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ
 2316 奥原 大輝(3)   615 原田 巧己(3)

ｵｸﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ
 2310 塚原 大知(3)   607 手塚 貴郁(2)

ﾂｶﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ
 7   3 丸子修学館高  1758 長崎 大悟   3:48.65  7   3 野沢北高  1543 坂根 遼汰郎(1)   3:35.47 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ
 1757 清水 泰地  1534 林 智哉(2)

ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ ﾊﾔｼ ﾄﾓﾔ
 1756 永井 慎也  1542 小林 侃矢(3)

ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ
 1765 中村 郁弥  1544 三浦 央司(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ ﾐｳﾗ ﾋｻｼ
 8   9 豊科北中  6641 福岡 歩武(3)   3:55.51 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ
 6640 坂槇 健汰(3)

ｻｶﾏｷ ｹﾝﾀ
 6652 寺島 希羽(2)

ﾃﾗｼﾏ ｷｮｳ
 6651 篠原 翔(2)

ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ

男子

4×400m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 信大  9112 川北 祐輔(3)   3:19.34 

ｼﾝﾀﾞｲ ｶﾜｷﾞﾀ ﾕｳｽｹ
 9120 都築 和正(3)

ﾂﾂﾞｷ ｶﾂﾞﾏｻ
 9121 東 征宏(4)

ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾋﾛ
 9128 米嶋 航一(4)

ﾖﾈｼﾏ ｺｳｲﾁ
 2   7 松本大  9072 川西 翔太(4)   3:21.22 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ
 9059 浦野 泰希(3)

ｳﾗﾉ ﾀｲｷ
 9062 丸山 玲央(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ
 9070 清水 泰志(3)

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ
 3   5 佐久長聖高  2807 松崎 文弥(2)   3:23.93 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
 2808 相場 泰彦(2)

ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ
 2801 花里 翼(2)

ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ
 2811 荻原 京介(3)

ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ
 4   9 長野高  1112 渡辺 賢志(2)   3:24.94 

ﾅｶﾞﾉｺｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ
 1124 安塚 大輝(3)

ﾔｽﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ
 1123 畑 圭一(3)

ﾊﾀ ｹｲｲﾁ
 1111 高橋 慶(2)

ﾀｶﾊｼ ｹｲ
 5   2 松本蟻ヶ崎高  2398 髙木 涼太(2)   3:25.51 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ﾀｶｷﾞﾘｮｳﾀ
 2399 鷲沢 拓海(2)

ﾜｼｻﾞﾜﾀｸﾐ
 2390 織茂 大地(3)

ｵﾘﾓﾀﾞｲﾁ
 2397 望月 春希(2)

ﾓﾁﾂﾞｷﾊﾙｷ
 6   8 長野日大高  1270 長谷川 遼亮(2)   3:25.53 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ
 1272 峯村 祐貴(3)

ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ
 1262 雲崎 凌(3)

ｸﾓｵｻﾞｷ ﾘｮｳ
 1264 吉沢 智貴(2)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ
 7   4 市立長野高   862 萩 亜斗夢(3)   3:26.19 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾊｷﾞ ｱﾄﾑ
  860 白鳥 魁人(3)

ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ
  861 隼田 晃希(3)

ﾊﾔﾀ ｺｳｷ
  856 内田 光一(3)

ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ
 8   3 松川高   559 小池 貫太(1)   3:36.86 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ｺｲｹ  ｶﾝﾀ
  543 塩沢 大樹(3)

ｼｵｻﾞﾜ  ﾋﾛｷ
  546 光沢 佑人(2)

ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
  545 近藤 裕哉(2)

ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ

男子

4×400m
決勝



決勝 4月25日 10:00

大会記録(GR)                     2.15 関　　泰一                   長野スズキ       1980        

丸山 貴倫(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾐﾁ 諏訪東京理科大
倉石 大樹(3)
ｸﾗｲｼ ﾀﾞｲｷ 長野日大高
尾畑 元佳(2)
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾄﾖｼ 東海大
大塚 樹也(3)
ｵｵﾂｶ ﾐｷﾔ 文化学園長野高
松原 大輝
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
小野 寛貴(2)
ｵﾉ ﾋﾛｷ 松商学園高
宮坂 駿吾(2)
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ 諏訪清陵高
松澤 和也(3)
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 諏訪実業高
赤羽 達也(2)
ｱｶﾊﾈ ﾀﾂﾔ 伊那北高
清水 隆寛(2)
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 長野西高
丸山 拓哉(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 松商学園高
青柳 朋和(2)
ｱｵﾔｷﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 松本工業高
竹村 地智(2)
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野日大高
想田 賢太朗(3)
ｿｳﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 長野日大高
秦  翔(1)
ﾊﾀ  ｼｮｳ 松川高
矢島 竜成(3) 記録なし
ﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ 箕輪中
細田 隆樹(2) 記録なし
ﾎｿﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞｭ 大町北高
吉田 開恩(2) 記録なし
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 飯山北･飯山高
二木 和輝(1) 記録なし
ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ 松本大
北村 拓弥(2) 欠場
ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 長野日大高
西村 慶次(1) 欠場
ﾆｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ 創造学園高
林 知彦 欠場
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋｺ 大北陸協
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13 3  1260
o xxx

12 6  2415
xo xo xxx

 1.80

 1.80

10 14  2461
o o xxx

10 13  1100
o o xxx

 1.85

 1.85

9 12   391
o xo xo xxx

xxx
7 20    82

- xo o

 1.85

 1.85

7 17   122
o xo o xxx

xxx
6 16  2486

o o o

 1.90

 1.90

5 15  9015
- - xo xxo xxx

o xxx
4 19  2716

- - o

- xxx  1.95

x  1.95

3 18  9150
- - - o xo

xo o xxx - x x
2 7  1263

o o o

- xxx x x o  1.95

1m96 1m94
1 22  9131

- o xo o o

記録 備考1m75 1m80 1m85 1m90 1m95 1m98 2m01 1m98

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 4月26日 12:00

大会記録(GR)                     5.00 小山　範晃                   中京大           2013        

4m60 4m70 4m80 4m90 5m00 5m10 5m20
小山 範晃 - - - - - - - - - - 大会新
ｺﾔﾏ ﾉﾘｱｷ 中京大 - - o - o xxo xxx
松澤 勝治 - - - - - - - - - o
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂｼﾞ 上伊那郡陸協 - xxo - xxx
内山 朋也(2) - - - - - - xxo o xxo xxx
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 長野吉田高
加賀見 一輝(2) - - - - - - o - xxx
ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ 東学大
前田 貴滉(2) - - - - - - xo xxx
ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 伊那北高
木村 浩樹(3) - - - o xo - xxx
ｷﾑﾗ ｺｳｷ 下諏訪向陽高
伊藤 拓也(3) - - xo xo xxx
ｲﾄｳ ﾀｸﾔ 伊那弥生ヶ丘高
関 知大(1) o xo o xxx
ｾｷ ﾄﾓﾋﾛ 松本大
伊藤 大起(2) xo o xo xxx
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 下諏訪向陽高
小山 吉明 - o xxo x/
ｺﾔﾏ ﾖｼｱｷ 須坂陸協
池田圭吾 - xxo xxx
ｲｹﾀﾞｹｲｺﾞ DreamAC
安部 公士郎(2) o xxx
ｱﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ 原中
伊東 馨(3) xxx 記録なし
ｲﾄｳ ｶｵﾙ 原中
鎌倉 慎太郎(3) xxx 記録なし
ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 原中
藤澤 将大(3) xxx 記録なし
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 須坂東高
青山  広夢(3) xxx 記録なし
ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾑ 田川高
富田 勇大(4) - - xxx 記録なし
ﾄﾐﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 信大
山際 創平(3) xxx 記録なし
ﾔﾏｷﾞﾜ ｿｳﾍｲ 常盤中
竹内 優(3) xxx 記録なし
ﾀｹｳﾁ ﾕｳ 更北中
荒田 智也(2) xxx 記録なし
ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ 田川高
矢野 眞嵩(3) 欠場
ﾔﾉ ﾏｻﾀｶ 柳町中
山崎 大地(2) 欠場
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 長野工高
池田 孝司(1) 欠場
ｲｹﾀﾞ ｺｳｼﾞ 高遠高

4  1185

13   375

11  2938

2  5394

9  4870

10  6010

7  2935

8  9126

3  7891

6   983

12 12  7896
 3.20

1  7890

10 14  9133
 3.60

11 15  9003
 3.40

8 5  9061
 3.60

9 16   155
 3.60

6 18   152
 4.00

7 17   444
 3.80

4 21  9151
 4.20

5 19   423
 4.20

2 22  9083
 4.70

3 20  1062
 4.40

4m50

1 23  9140
 5.10

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

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



予選 (1,2組) 4月25日 10:00
決勝 4月25日 14:30

大会記録(GR)                     7.53 太田 朗                      松本大           2012        

[ 1組]

深沢 宏之(4)   6.85    -    -   6.85 Q
ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 日大   +1.4   +1.4
増子 良平(2)   5.99   6.60    -   6.60 Q
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 松商学園高   -1.0   -0.3   -0.3
樽沢 祐弥(4)   6.48   6.59    -   6.59 Q
ﾀﾙｻﾜ ﾕｳﾔ 松本大   -0.8   -0.2   -0.2
内山 裕智(2)    x   6.51    -   6.51 Q
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ 長野日大高   -0.6   -0.6
中野 涼介(1)   6.49   6.50    -   6.50 Q
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 筑波大   +0.6   -0.4   -0.4
上條 智之(4)    x   6.42   6.44   6.44 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄﾓﾕｷ 明治大   -0.2   -0.7   -0.7
松岡 雄斗(3)   6.43    x   6.14   6.43 q
ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 松本深志高   +0.4   -0.5   +0.4
小野澤 達也(1)   6.28   6.14   6.38   6.38 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 松本大    0.0   -2.4    0.0    0.0
奥原 大輝(3)    x   6.12   6.30   6.30 
ｵｸﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 松本県ヶ丘高   -0.9   +0.6   +0.6
小池 大勝(3)    x    x   6.15   6.15 
ｺｲｹ ﾋﾛｶﾂ 諏訪清陵高   -0.9   -0.9
山崎 綾将(3)   6.06   4.74   6.11   6.11 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 東農大   +0.7   -0.9   -0.9   -0.9
小林 拓未(3)   6.09   5.99   5.95   6.09 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 松商学園高   -0.3   +0.4   -2.1   -0.3
小山 竜司(1)   5.56   6.03   6.07   6.07 
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 東海大三高   -0.4   -1.6   -1.3   -1.3
穂苅康人(3)    x   5.99   5.95   5.99 
ﾎｶﾘﾔｽﾄ 三郷中   -1.0   -1.2   -1.0
土屋 巧(2)   5.95   5.95   5.77   5.95 
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 野沢北高   +1.5   +0.9   +2.0   +0.9
宮田 拓実(3)   5.90   5.76   5.94   5.94 
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 創造学園高   -0.8   +0.5   +1.4   +1.4
種山 翔太(2)    x   5.82    x   5.82 
ﾀﾈﾔﾏ ｼｮｳﾀ 松本工業高   -1.0   -1.0
切岩 達斗(1)   5.69   5.81   5.69   5.81 
ｷﾘｲﾜ ﾀﾂﾄ 信大   +0.9   -0.3   -0.3   -0.3
松村 富穂    x   5.75   4.34   5.75 
ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾐﾎ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +1.4   +1.3   +1.4
神田 優人(2)   5.72   5.70   5.70   5.72 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩村田高   -0.3   -0.7   -2.8   -0.3
長野 翔(2)   5.40   5.48    x   5.48 
ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳ 松本深志高   -0.5   +0.1   +0.1
樽沢 紘人(1)    x   5.32    x   5.32 
ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 松本大   -0.4   -0.4
萩 亜斗夢(3)    x   2.22    x   2.22 
ﾊｷﾞ ｱﾄﾑ 市立長野高   +1.4   +1.4
松本 陸(3)    x    x    x 記録なし
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 上諏訪中
浦野謙太郎(3) 欠場
ｳﾗﾉｹﾝﾀﾛｳ 国武大

記録 備考

男子

走幅跳

予選 標準記録    6.50m Q:標準記録突破者  q：その他の通過者

-1- -2- -3-

1 25  9159

所属名試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位

2 20  2488

3 22  9076

4 18  1266

5 23  9138

6 21  9169

7 16  2222

8 13  9064

9 8  2316

10 17   116

11 14  9157

12 11  2474

13 19    50

14 9  6713

15 2  1539

16 4  2504

17 3  2410

18 12  9111

19 6  9016

20 10  1589

21 1  2229

 9045

22 15  9074

23 7   862

5  7712

24



[ 2組]

小林 祐紀(3)   6.53    -    -   6.53 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 信大   +0.4   +0.4
岡田英希(2)   6.48   6.39   6.44   6.48 q
ｵｶﾀﾞﾋﾃﾞｷ 国武大   -0.7   +0.2   -1.5   -0.7
清水 泰地(3)    x   6.44   5.97   6.44 q
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 丸子修学館高   +1.4   -0.5   +1.4
柴本遼河(2)   6.42    x   6.28   6.42 q
ｼﾊﾞﾓﾄﾘｮｳｶﾞ 中野立志館高   -1.8   -0.5   -1.8
内山 朋也(2)    x   6.40   6.22   6.40 q
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 長野吉田高   +0.4   -1.7   +0.4
太目 祐二(2)   6.38   6.37    x   6.38 
ｵｵﾒ ﾕｳｼﾞ 長野吉田高   +0.8   -1.8   +0.8
下川 一樹(3)   6.08   6.31   6.12   6.31 
ｼﾓｶﾜ ｶｽﾞｷ 大町北高   -0.3   -1.2   -2.1   -1.2
阪 圭央    x   6.18   6.29   6.29 
ｻｶ ﾖｼﾋｻ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ   -0.3   +0.9   +0.9
中村 龍士(3)    x    x   6.24   6.24 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 諏訪清陵高   -0.6   -0.6
倉崎 大城(3)   6.22   4.37   5.80   6.22 
ｸﾗｻｷ ﾀﾞｲｷ 信大   -0.3   +0.4   +0.2   -0.3
渡辺 素己(2)   6.22    x    x   6.22 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 長野吉田高   -1.3   -1.3
竹井 温巧(1)   6.06   5.68   5.26   6.06 
ﾀｹｲ ﾏｻﾖｼ 東海大三高   +0.8   -0.2   -1.9   +0.8
竹入 聡一郎(2)   6.05   5.98   6.05   6.05 
ﾀｹｲﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ 伊那北高   +1.0   -1.5   +0.5   +0.5
山口 智也(2)   5.92   5.95   5.95   5.95 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 岩村田高   +1.0   +0.8   -0.6   -0.6
塚原 大知(3)    x   5.77   5.86   5.86 
ﾂｶﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 松本県ヶ丘高   -0.1   -1.0   -1.0
庄司 輝男(3)    x   5.84    x   5.84 
ｼｮｳｼﾞ ﾃﾙｵ 長野東高   +1.7   +1.7
丸山 廉人(3)   5.57   5.58   5.74   5.74 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚﾝﾄ 飯山北･飯山高   -0.4   +0.8   +1.0   +1.0
須崎 修二(1)    x    x   5.74   5.74 
ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 上田高   +2.7   +2.7
山浦 貫人(3)   5.17   5.35   5.62   5.62 
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田高    0.0   +1.5   +1.7   +1.7
藤澤 玄(3)    x   5.59    x   5.59 
ﾌｼﾞｻﾜ  ｹﾞﾝ 上田西高   +0.2   +0.2
浦野 博登(2)   5.07    x   5.57   5.57 
ｳﾗﾉﾋﾛﾄ 諏訪二葉高   +0.5   +0.8   +0.8
小林 蒼泉(2) 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 諏訪実業高
荒井 聡 欠場
ｱﾗｲ ｻﾄｼ 長野市陸協
宮崎 琢也 欠場
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ 中京大
青沼 和紀(3) 欠場
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ 松本大

氏  名 所属名 -1- -2- -3- 記録 備考

1 20  9108

男子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

2 23  9046

3 22  1757

4 21   911

5 19  1062

6 12  1055

7 18  2045

8 15  9010

9 16   111

10 3  9114

11 14  1059

12 17    51

13 6   425

14 2  1590

15 1  2310

16 4  1210

17 5   829

18 8  1782

19 10  1581

20 11  2784

21 7   132

9    87

13  9145

24  9139

25  9071



 ３回の
 最高記録

深沢 宏之(4)    x   7.75    x    7.75    x   7.44    x    7.75 大会新
ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 日大   +1.8    +1.8   -0.9   -1.2    +1.8
中野 涼介(1)   6.99    -    -    6.99    -    -    -    6.99 
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 筑波大   +2.0    +2.0    +2.0
上條 智之(4)   6.48   6.74    x    6.74    x   6.60   6.78    6.78 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄﾓﾕｷ 明治大   -0.7   +2.2    +2.2   +0.8   +2.1    +2.1
小林 祐紀(3)   6.76    x    x    6.76    x   6.62    x    6.76 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 信大   +1.6    +1.6   +0.2    +1.6
清水 泰地(3)    x    x   6.56    6.56   6.42   6.01   6.68    6.68 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 丸子修学館高   +1.5    +1.5   +3.4   -1.1   -0.6    -0.6
内山 裕智(2)    x    x   5.86    5.86    x   6.65   6.57    6.65 
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ 長野日大高   +0.8    +0.8   +1.5   +0.1    +1.5
松岡 雄斗(3)    x   6.47    x    6.47    x   6.58   5.84    6.58 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 松本深志高   +1.5    +1.5   +0.7   +2.0    +0.7
増子 良平(2)    x   6.03    x    6.03    x    x   6.55    6.55 
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 松商学園高   +2.5    +2.5   +1.3    +1.3
樽沢 祐弥(4)    x    x    x     x 記録なし
ﾀﾙｻﾜ ﾕｳﾔ 松本大
柴本遼河(2)    x    x    x     x 記録なし
ｼﾊﾞﾓﾄﾘｮｳｶﾞ 中野立志館高
岡田英希(2)    x    x    x     x 記録なし
ｵｶﾀﾞﾋﾃﾞｷ 国武大
内山 朋也(2)    x    x    x     x 記録なし
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 長野吉田高

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 3  9159

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

2 8  9138

3 1  9169

4 6  9108

5 10  1757

6 2  1266

7 12  2222

8 11  2488

4  9076

9  1062

5   911

7  9046



決勝 4月26日 12:00

大会記録(GR)                    15.86 佐藤　賢一                   信大こまくさAC   2010.4.25   

 ３回の
 最高記録

石川 和義  15.75  16.05    -   16.05    -    -    -   16.05 大会新
ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ 長野吉田AC   +0.7   +0.9    +0.9    +0.9
佐藤 賢一  14.59    x  15.40   15.40  15.16  12.80  15.19   15.40 
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   +0.5   +3.9    +3.9   +4.1   +1.5   +1.0    +3.9
深沢 宏之(4)  14.36    x  15.33   15.33    x    x  15.31   15.33 
ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 日大   -0.3   +1.9    +1.9   +1.0    +1.9
櫻井 大幹(M)  14.77  14.86  13.83   14.86  14.83    x  15.14   15.14 
ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾓﾄ 上越教大   +1.6   +1.4   +1.9    +1.4   +2.8   +1.6    +1.6
小野澤 達也(1)  13.92  14.52  14.21   14.52  14.38    x  14.10   14.52 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 松本大   +2.4   +1.8   +2.4    +1.8   +2.4   +3.2    +1.8
清水 駿(4)  14.14    x    x   14.14  14.02    x  14.23   14.23 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾔｵ 順大   +3.1    +3.1   +1.3   +2.3    +2.3
日向 一機(2)  13.71  13.73  14.03   14.03  12.45    x    x   14.03 
ﾋﾅﾀ ｲｯｷ 信大   +2.9   +1.2   +1.7    +1.7   +2.4    +1.7
大島 卓仁(2)  13.89  14.00  13.35   14.00  13.47    x    x   14.00 
ｵｵｼﾏ ﾀｸﾄ 信大   +2.2   +2.2   +0.3    +2.2   +1.6    +2.2
竹内 篤史(2)  13.91  13.78    x   13.91   13.91 
ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ 松本大   +2.6   +1.4    +2.6    +2.6
増子 良平(2)  13.24  13.83    x   13.83   13.83 
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 松商学園高   +2.2   +1.2    +1.2    +1.2
中村 龍士(3)  13.57    x  13.76   13.76   13.76 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 諏訪清陵高   -0.8   +2.4    +2.4    +2.4
荒井 聡    x    x  13.61   13.61   13.61 
ｱﾗｲ ｻﾄｼ 長野市陸協   +2.5    +2.5    +2.5
渡辺 素己(2)    x    x  13.42   13.42   13.42 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 長野吉田高   +1.8    +1.8    +1.8
金子 司(3)  13.32  13.29  12.33   13.32   13.32 
ｶﾈｺ ﾂｶｻ 下諏訪向陽高   +2.7   +1.9   -1.0    +2.7    +2.7
長田 佑麻(3)  12.74  13.28    x   13.28   13.28 
ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 長野日大高   +2.2   +1.4    +1.4    +1.4
松澤 詠太  12.14  13.07  11.45   13.07   13.07 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲﾀ 松本市陸協   +1.3   +1.8   +3.6    +1.8    +1.8
内山 裕智(2)  12.97  12.88  12.73   12.97   12.97 
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ 長野日大高   +0.9   +0.7   +1.9    +0.9    +0.9
尾畑 元佳(2)  12.96    x    x   12.96   12.96 
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾄﾖｼ 東海大   +1.5    +1.5    +1.5
竹入 聡一郎(2)  12.72    x    x   12.72   12.72 
ﾀｹｲﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ 伊那北高   +2.8    +2.8    +2.8
下田 佳輝(3)    x  12.65  12.26   12.65   12.65 
ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ 松代高   -1.0   +2.2    -1.0    -1.0
牛山 勝大(2)    x  11.76  12.33   12.33   12.33 
ｳｼﾔﾏ ｼｮｳﾀ 長野吉田高   +2.1   +2.6    +2.6    +2.6
倉崎 大城(3)    x  12.22    x   12.22   12.22 
ｸﾗｻｷ ﾀﾞｲｷ 信大   -0.1   -0.2    -0.2    -0.2
清水 泰地(3)  12.20    x    x   12.20   12.20 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 丸子修学館高   +2.1    +2.1    +2.1
深沢 友昭(2)    x  12.15    x   12.15   12.15 
ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ 松代高   +1.5    +1.5    +1.5
想田 賢太朗(3)    x  11.88  11.84   11.88   11.88 
ｿｳﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 長野日大高   +0.6   +2.6    +0.6    +0.6
赤羽 達也(2)  11.33  11.20  11.40   11.40   11.40 
ｱｶﾊﾈ ﾀﾂﾔ 伊那北高   +1.8   +0.4   +1.1    +1.1    +1.1
手塚 貴郁(2)    x    x    x     x 記録なし
ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ 飯田風越高
下川 一樹(3) 欠場
ｼﾓｶﾜ ｶｽﾞｷ 大町北高
松澤 和也(3) 欠場
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 諏訪実業高
清水健佑(3) 欠場
ｼﾐｽﾞｹﾝｽｹ 国武大
成田 正崇(M) 欠場
ﾅﾘﾀ ﾏｻﾀｶ 至学館大

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 31  9142

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

2 29  9032

3 30  9159

4 28  9086

5 23  9064

6 26  9051

7 24  9124

8 25  9115

9 22  9077

10 18  2488

11 13   111

12 19  9145

13 15  1059

14 8   151

15 16  1265

16 21  9057

17 11  1266

18 10  9150

19 4   425

20 14  1427

21 3  1058

22 1  9114

23 17  1757

24 12  1424

25 6  1258

26 7   391

2   607

5  2045

9    82

20  9047

27  9050



決勝 4月25日 12:00

大会記録(GR)                    13.86 三浦　均                     梓川高教         1983        

 ３回の
 最高記録

米倉 朋輝(3)
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 長野工高
上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
神田 郁実(3)
ｶﾝﾀﾞ ｲｸﾐ 長野商高
中島 公徳
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
北村 将也(2)
ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾔ 長野吉田高
瀧澤 友啓(2)
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 須坂創成高
細田  歩(3)
ﾎｿﾀﾞ ｱﾕﾑ 塩尻志学館高
齋藤 進次郎(3)
ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ 松川高

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  11.49

記録 備考

1 8  1160
 12.11    x    x   12.11

2 7  9017
 11.26    x  11.49  11.57  11.30    x  11.57 

   x    x  12.11    x

   x  11.18   11.18  11.06
3 4  1142

 10.90

 10.42  10.44 

 10.57    x  11.18 

3  9011
  9.97    x   9.81

5 6  1060
 10.06

6

 10.44  9.90   9.97
4

  9.43   9.73   9.25   9.73

  9.92   8.87   10.06   9.04

8

  9.93   9.84   9.93 

  9.99   9.58  10.06 

1  1015
  8.86

  9.76    x    9.76   7.65
7 2  1988

  9.49

5   538
  8.77   8.73   8.39   8.50   8.77   8.26   8.66   8.77 

  9.82    x   9.82 



決勝 4月25日 10:00

大会記録(GR)                    50.52 北林　栄峰                   順天堂大         1980        

 ３回の
 最高記録

大庭 達也(3)
ｵｵﾊﾞ ﾀﾂﾔ 順大
岩﨑 まお(3)
ｲﾜｻｷ ﾏｵ 長野東高
米倉 朋輝(3)
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 長野工高
塩川 拓(3)
ｼｵｶﾜ ﾀｸ 文化学園長野高
尾崎 雄介(4)
ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 松本大
藤原 一斗(2)
ﾌｼﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 穂高商高
上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
北村 将也(2)
ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾔ 長野吉田高
長崎 大悟(3)
ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 丸子修学館高
宮島 真吾(3)
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ 阿南高
小松 央(3)
ｺﾏﾂ ﾋｻｼ 赤穂高
細田  歩(3)
ﾎｿﾀﾞ ｱﾕﾑ 塩尻志学館高
土屋 春生
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｵ 北佐久郡陸協
中島 公徳
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

男子

円盤投(2.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  33.84

記録 備考

1 14  9052
 39.07  39.95  40.35   40.35

2 10  1214
 33.26  33.84  33.48  34.49  31.01  31.93  34.49 

 40.32  40.18  40.53  40.53

   x  34.10   34.10    x
3 9  1160

   x

 29.56  33.60 

 34.39    x  34.39 

13  2718
 33.60    x    x

5 3  9080
   x

6

 32.32   x  33.60
4

 33.15  33.39  32.37  33.39

 31.76  33.48   33.48    x

8

 31.53  32.39  33.39 

   x    x  33.48 

4  2119
 31.87

 33.10    x   33.10    x
7 11  9017

 32.70

12  1060
   x  31.47  32.22    x  32.22  31.53  30.99  32.22 

   x    x  33.10 

 31.53  32.05   32.05
9 5  1758

 30.95

 31.92 

 32.05 

7   751
 31.92  31.42  31.78

11 6   459
 30.76

12

  31.92
10

 27.95    x   29.35

   x    x   30.76

14

 29.35 

 30.76 

8  1988
 29.35

 25.54  27.03   27.03
13 2  9167

 25.08

1  9011
 23.11    x    x   23.11  23.11 

 27.03 



決勝 4月26日 14:00

大会記録(GR)                    57.58 丑沢　和彦                                    1989        

 ３回の
 最高記録

平田勝也(3)
ﾋﾗﾀｶﾂﾔ 国武大
濱  直輝(3)
ﾊﾏ   ﾅｵｷ 梓川高
神田 郁実(3)
ｶﾝﾀﾞ ｲｸﾐ 長野商高
上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
小林 生歩稀(3)
ｺﾊﾞﾔｼ  ｲﾌﾞｷ 梓川高
瀧本 高博(1)
ﾀｷﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 松本大
名澤 直樹(2)
ﾅｻﾞﾜ ﾅｵｷ 更級農高
佐藤 俊生
ｻﾄｳ ﾄｼｷ 野沢北ｸﾗﾌﾞ
塩川 拓(3)
ｼｵｶﾜ ﾀｸ 文化学園長野高
黒岩 雅弘(3)
ｸﾛｲﾜ ﾏｻﾋﾛ 須坂創成高
石坂 大地(2)
ｲｼｻﾞｶ ﾀﾞｲﾁ 更級農高

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

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

  43.17

記録 備考

1 11  9048
   x  48.83  50.10   50.10

2 10  2152
 41.78  43.17  43.07  41.71  43.08  41.52  43.17 

 49.57    x  50.10  49.40

 39.97  42.23   42.23  42.76
3 7  1142

 41.82

 41.31  42.30 

 42.85    x  42.85 

9  9017
   x    x  42.30

5 5  2151
 36.90

6

 41.07 41.95  42.30
4

 38.29  40.42  40.33  40.42

 37.62  39.31   39.31    x

8

   x    x  40.42 

 38.49  41.71  41.71 

4  9073
 35.34

   x  32.38   38.04    x
7 8  2759

 38.04

2  9171
 34.69    x  32.17  32.52  34.69  33.42  33.66  34.69 

   x    x  38.04 

 34.65    x   34.65
9 6  2718

 31.15

 33.51 

 34.65 

10 1  3073
   x  33.51

11 3  2758
 30.21

   x   33.51

 33.49  33.49  30.15   33.49



決勝 4月26日 11:30

大会記録(GR)                    67.34 田中　完次                   大北陸協         2009        

 ３回の
 最高記録

丸山 幹稀(3)
ﾏﾙﾔﾏ  ﾄﾓｷ 梓川高
小川 健太(1)
ｵｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 東経大
岩﨑 まお(3)
ｲﾜｻｷ ﾏｵ 長野東高
矢ヶ崎奨(2)
ﾔｶﾞｻｷｼｮｳ 国武大
原 健人(3)
ﾊﾗ ｹﾝﾄ 飯田高
千國 達哉(3)
ﾁｸﾆ ﾀﾂﾔ 大町北高
宮島 真吾(3)
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ 阿南高
小澤 匠(2)
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 松本大
長崎 大悟(3)
ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 丸子修学館高
宮澤 研人(3)
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
若林 隆大(3)
ﾜｶﾊﾞﾔｼﾘｭｳﾀﾞｲ 上田染谷丘高
小森 啓裕(3)
ｺﾓﾘ ｱｷﾋﾛ 長野高専
高山 雄司(3)
ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 松商学園高
牛山 一成(2)
ｳｼﾔﾏ  ｶｽﾞﾅﾘ 松川高
篠崎 貴郁(2)
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 市立長野高
細田 雄飛(2)
ﾎｿﾀﾞ ﾕｳﾋ 信大
古林 泰紀(3)
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 塩尻志学館高
諏訪戸 駿(3)
ｽﾜﾄﾞ ｼｭﾝ 長野商高
村松 卓哉(4) 欠場
ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾔ 東学大

  42.57  42.57 

20  9153

19 2  1143
 39.44  42.57  42.04

 38.67   43.44  43.44 

  45.25  45.25 

18 3  1989
 43.44  42.49

17 5  9101
 41.61  45.25  44.49

 44.52   46.15  46.15 

  47.14  47.14 

16 1   863
 42.78  46.15

15 4   549
   x  47.13  47.14

 42.91   47.26  47.26 

  47.61  47.61 

14 7  2476
 46.85  47.26

13 6  3514
 47.61  44.51  46.32

   x   47.83  47.83 

  49.47  49.47 

12 8  1858
 47.83    x

11 13  9038
 49.45  49.47    x

   x   49.64  49.64 

  50.77  50.77 

10 18   409
 49.64  29.86

9 12  1758
   x  50.77  50.57

 51.16   51.16  50.88  52.07  50.41  52.07 

  52.10  49.02  53.08  51.72  53.08 

8 9  9067
 48.33  50.64

7 15   751
 48.13  46.59  52.10

 53.73   53.73  48.86  53.48  52.68  53.73 

  53.85  50.05  51.22  49.39  53.85 

6 11  2037
 49.23  52.36

5 10   585
   x  49.05  53.85

 51.02   52.41  52.24  55.56  55.64  55.64 

  56.63    x    x  56.49  56.63 

4 17  9049
 52.41    x

3 14  1214
 49.60  56.63    x

 57.21   58.50  59.68  58.14  57.98  59.68 

  57.57  60.24  56.20  54.05  60.24 

2 16  9155
   x  58.50

1 19  2154
   x  57.57  56.37

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-
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