
第54回県中学校総合体育大会夏季大会中信地区予選会 ﾄﾗｯｸ審判長 川上修
兼　第65回中信地区中学校陸上競技大会 跳躍審判長 田澤稔

投擲審判長 田澤稔
【開催日】 平成27年6月6日 混成審判長 田澤稔
【主催団体】 中信地区中学校体育連盟 決勝記録一覧表 記録主任： 増田喜代志

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
 6/ 6 男子1年  +0.4 白澤 稜馬(1) 12.42 矢口紘人(1) 12.74 泰永 新(1) 12.89 村石 稜(1) 12.94 角崎雅武(1) 13.05 中島 淳公(1) 13.06 内山 陽向(1) 13.23 原田 翼(1) 13.33

100m 豊科北 穂高東 波田 三郷 女鳥羽 堀金 丸ﾉ内 北安松川
 6/ 6 薛 哲平(1) 4:53.42 薛 信之介(1) 4:53.77 安坂 光瑠(1) 4:55.21 小林 史弥(1) 4:55.65 森 拓己(1) 4:59.19 椋野 寛大(1) 5:04.39 片桐 正太郎(1) 5:10.82 百瀬 広宣(1) 5:14.83

1500m 北安松川 北安松川 開成 菅野 信明 信大附属松本 仁科台 塩尻
 6/ 6 山口 大輝(1) 4.72(+0.9) 野本 駿介(1) 4.61(+1.3) 宮島 隆輔(1) 4.43(-2.0) 奥原 健太(1) 4.32(0.0) 下村 一渓(1) 4.13(+0.6) 宮澤 大翔(1) 3.95(-0.3) 赤廣 大翔(1) 3.93(-0.7) 三好 駿平(1) 3.84(-1.9)

走幅跳 塩尻広陵 丸ﾉ内 堀金 仁科台 豊科北 明科 松島 信大附属松本
 6/ 6 男子2年  +1.8 小坂 晃大(2) 12.01 中村 柊真(2) 12.38 粟津原 奨太(2) 12.48 河合 輝(2) 12.53 篠原 翔(2) 12.57 大月 洸典(2) 12.58 小林 鏡己(2) 12.61 丸山 康生(2) 12.63

100m 仁科台 信明 鉢盛 秀峰 豊科北 堀金 穂高西 清水
 6/ 6 男子3年  +1.1 中嶋 謙(3) 11.47 小林 知季(3) 11.71 佐竹 哲寛(3) 11.76 藤澤 武(3) 11.95 権田 将拓(3) 11.96 上條 肇(3) 12.14 戸叶 健司(3) 12.20 笹川 浩輔(3) 12.41

100m 清水 塩尻西部 大町第一 菅野 丸ﾉ内 菅野 波田 木祖
 6/ 6 男子2、3年 三島 颯太(3) 4:23.18 上田 桂悟(3) 4:32.80 小幡 英矢(2) 4:46.24 横矢 明大(2) 4:49.53 野村 拓未(3) 4:50.76 黒岩 優斗(2) 4:51.64 村田 俊(2) 4:52.08 村岡 拓海(2) 4:53.36

1500m 鉢盛 鉢盛 両小野 塩尻広陵 波田 堀金 信大附属松本 波田
 6/ 6 穗苅 康人(3) 6.43(-1.4) 松原 聖将(3) 5.87(0.0) 小町谷 祥司(3)5.82(+2.0) 宮川 蓮(3) 5.56(+2.5) 山本 将裕(3) 5.55(+0.5) 門松 慎吾(3) 5.55(+1.2) 城山 達也(3) 5.47(+0.4) 山本 祐己(2) 5.47(+1.1)

走幅跳 三郷 大町第一 秀峰 筑北 塩尻広陵 仁科台 波田 旭町
 6/ 6 男子共通  +0.1 柳沢 直生(3) 23.15 山口 竜也(3) 24.48 田中 駿祐(3) 24.59 石原 亘(3) 24.85 一志 瑠衣斗(2) 24.99 青木 大知(3) 25.01 本田 翔哉(3) 25.35 山元 俊宏(3) 25.55

200m 塩尻西部 堀金 信大附属松本 筑摩野 堀金 梓川 菅野 仁科台
 6/ 6 福岡 歩武(3) 53.47 栗林 雄大(3) 54.06 田口 翔斗(3) 55.10 石曽根 歩(3) 55.10 横前 洸佑(3) 55.81 横山 絢大(3) 57.22 柳沢 優生(2) 57.29 有賀 光平(2) 58.70

400m 豊科北 仁科台 福島 松島 信大附属松本 堀金 塩尻西部 穂高西
 6/ 6 畠山 龍大(3) 2:10.19 堀田 雅司(3) 2:11.82 天児 幹治(3) 2:12.12 酒井 大輝(3) 2:12.16 細川 大吾(2) 2:13.40 坂槇 健汰(3) 2:15.43 中村 剛(3) 2:17.77 那須 勇紀(3) 2:19.10

800m 大町第一 塩尻広陵 信大附属松本 丘 穂高西 豊科北 鉢盛 高瀬
 6/ 6 松崎 咲人(3) 9:08.94 菅沼 直紘(3) 9:17.53 川島 翔太(3) 9:20.56 川上 烈生(2) 9:36.83 上条 康太(2) 9:42.64 小澤大輝(3) 9:44.41 櫻井 心路(2) 9:58.56 松原 功我(2) 10:05.25

3000m 塩尻広陵 鉢盛 高瀬 鉢盛 堀金 穂高東 菅野 豊科北
 6/ 6  +0.3 矢ヶ崎至門(3) 16.56 齋藤 将紀(3) 16.58 加藤 優馬(3) 16.58 西村 陽杜(3) 16.98 越山 遥斗(2) 18.12 洞澤 光(3) 18.15 村田 瞭(3) 18.28 小池 孝憲(3) 18.64

110mH(0.914m) 塩尻広陵 大野川 穂高西 信明 仁科台 仁科台 信大附属松本 旭町
 6/ 6 宮入 太優(3) 1.68 相澤 翼(3) 1.65 都筑 悠佑(3) 1.65 二村 峻平(3) 1.60 塚原 友都(3) 1.60 笠原 理央(3) 1.60 高田 幸之介(2) 1.60 原田 和摩(3) 1.50

走高跳 丘 丸ﾉ内 旭町 穂高西 筑摩野 信大附属松本 旭町 山辺
 6/ 6 三村 光一朗(3) 2.50

棒高跳 波田
 6/ 6 金子 周平(3) 11.50 加藤 耀央(3) 11.05 下村 亮也(3) 10.80 西牧 廉(3) 10.37 池上 大希(2) 9.97 本山 岳志(3) 9.87 吉澤 佑(3) 9.69 野中 優海(3) 8.77

砲丸投 信明 穂高西 王滝 清水 清水 旭町 筑摩野 波田
 6/ 6 仁科台       46.59 菅野       46.72 堀金       46.93 大町第一       47.37 塩尻広陵       47.95 豊科北       48.11 穂高西       48.26 清水       49.42

4×100m 栗林 雄大(3) 藤澤 武(3) 一志 瑠衣斗(2) 松原 聖将(3) 松崎 咲人(3) 白澤 稜馬(1) 加藤 優馬(3) 栗田 大地(3)
小坂 晃大(2) 中條 開吏(3) 大月 洸典(2) 佐竹 哲寛(3) 矢ヶ崎至門(3) 福岡 歩武(3) 鹿川 和樹(3) 丸山 康生(2)
門松 慎吾(3) 本田 翔哉(3) 横山 絢大(3) 畠山 龍大(3) 堀田 雅司(3) 篠原 翔(2) 二村 峻平(3) 加納 尚弥(3)
山元 俊宏(3) 上條 肇(3) 山口 竜也(3) 高橋 一輝(3) 山本 将裕(3) 箭内 理一(3) 片山 匠瑛(2) 池上 大希(2)

 6/ 6 石田 優音(2) 1566 川原 彰英(3) 1507 松本 直大(2) 1434 中根 颯亮(2) 1260 平野 雄大(3) 1214
四種競技 堀金 仁科台 塩尻広陵 塩尻広陵 山辺

 6/ 6 男子1、2年 堀金       50.89 仁科台       51.19 塩尻広陵       51.29 信明       51.63 豊科北       51.94 鉢盛       51.98 穂高西       53.60 信大附属松本       53.67
4×100m 宮澤 武流(1) 奥原 健太(1) 髙山 拓夢(1) 小倉 颯太(2) 篠原 翼(1) 有村 尋仁(1) 長谷川 渡(2) 伊藤 奨悟(1)

中島 淳公(1) 笠井 敦司(2) 山口 大輝(1) 中村 柊真(2) 丸山 拓海(1) 粟津原 奨太(2) 中村 颯(1) 河上 侃太(2)
北村 剣臣(2) 曽根原 佑紀(1) 山本 ジョン ガブリエル(2太田 夏暉(1) 橋本 涼(1) 中村 太郎(2) 内山 晃輔(1) 椋野 寛大(1)
西村 遼(2) 越山 遥斗(2) 松本 直大(2) 森 拓己(1) 寺島 希羽(2) 山本 海斗(1) 有賀 光平(2) 林 龍之介(2)



長野県中学記録(CR)              10.85 塚原  直貴                   岡谷北部         2000/07/09  
大会記録(GR)                    11.73 

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 +1.8

 1 角崎雅武(1)     12.95 q  1 矢口紘人(1)     12.64 q
ｶｸｻﾞｷ ﾏｻﾑ 女鳥羽 ﾔｸﾞﾁﾋﾛﾄ 穂高東

 2 橋本 涼(1)     13.31  2 村石 稜(1)     12.99 q
ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 豊科北 ﾑﾗｲｼ ﾘｮｳ 三郷

 3 太田 夏暉(1)     13.53  3 原田 翼(1)     13.21 q
ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 信明 ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 北安松川

 4 中村 颯(1)     14.02  4 有村 尋仁(1)     14.04 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾃ 穂高西 ｱﾘﾑﾗ ﾋﾛﾄ 鉢盛

 5 古畑 秀都(1)     14.38  5 曽根原 佑紀(1)     14.19 
ﾌﾙﾊﾀ ｼｭｳﾄ 波田 ｿﾈﾊﾗ ﾕｳｷ 仁科台

 6 高橋 健太(1)     14.93  6 篠原 侑(1)     14.32 
ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ 三郷 ｼﾉﾊﾗ ﾕｳ 松島

 7 平林 和真(1)     15.03  7 モラード駿(1)     15.26 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ  ｶｽﾞﾏ 高瀬 ﾓﾗｰﾄﾞ ｼｭﾝ 白馬

 8 徳原 伊織(1)     15.39  8 横内 理玖(1)     16.23 
ﾄｸﾊﾗ ｲｵﾘ 高綱 ﾖｺｳﾁ ﾘｸ 山辺

[ 3組] 風速 -1.2 [ 4組] 風速 -3.0

 1 内山 陽向(1)     13.21 q  1 泰永 新(1)     13.19 q
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾅﾀ 丸ﾉ内 ﾔｽﾅｶﾞ ｱﾗﾀ 波田

 2 中島 淳公(1)     13.30 q  2 渡辺 丈晴(1)     13.42 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 堀金 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ 筑摩野

 3 齊藤 奏人(1)     14.22  3 伊藤 優斗(1)     13.65 
ｻｲﾄｳ ｶﾅﾄ 鉢盛 ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 山辺

 4 斉藤侑里(1)     14.34  4 佐藤 匠稀(1)     13.87 
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾘ 女鳥羽 ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 大町第一

 5 山田 航也(1)     14.56  5 神田 雅翔(1)     14.38 
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾔ 白馬 ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾄ 大野川

 6 小林 文哉(1)     15.47  6 宇留賀 駿(1)     15.11 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 筑摩野 ｳﾙｶﾞ ｼｭﾝ 北安松川

 7 櫻井 一樹(1)     15.49  7 伊藤 奨悟(1)     15.19 
ｻｸﾗｲ ｲｯｷ 大町第一 ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 信大附属松本

 8 橋本 練(1)     15.63  8 古畑 充稀(1)     15.42 
ﾊｼﾓﾄ ﾚﾝ 塩尻広陵 ﾌﾙﾊﾀ ﾐｽﾞｷ 信明

[ 5組] 風速 -0.6

 1 白澤 稜馬(1)     12.54 q
ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ 豊科北

 2 萩原道斗(1)     13.60 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾁﾄ 清水

 3 宮澤 武流(1)     13.77 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 堀金

 4 滝澤律希(1)     14.23 
ﾀｷｻﾞﾜﾘﾂｷ 穂高東

 4 見田 将梧(1)     14.23 
ｹﾝﾀﾞ  ｼｮｳｺﾞ 高瀬

 6 内山 晃輔(1)     14.75 
ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ 穂高西

 7 丸山 翔平(1)     14.89 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 仁科台

8  6925

3  6752
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2  6577

5  6637

4  6942

9  7014
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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



風速 +0.4

 1 白澤 稜馬(1)     12.42 
ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ 豊科北

 2 矢口紘人(1)     12.74 
ﾔｸﾞﾁﾋﾛﾄ 穂高東

 3 泰永 新(1)     12.89 
ﾔｽﾅｶﾞ ｱﾗﾀ 波田

 4 村石 稜(1)     12.94 
ﾑﾗｲｼ ﾘｮｳ 三郷

 5 角崎雅武(1)     13.05 
ｶｸｻﾞｷ ﾏｻﾑ 女鳥羽

 6 中島 淳公(1)     13.06 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 堀金

 7 内山 陽向(1)     13.23 
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾅﾀ 丸ﾉ内

 8 原田 翼(1)     13.33 
ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 北安松川

9  7032

2  6792
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3  6687

8  7400
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5  6582

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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長野県中学記録(CR)              10.85 塚原  直貴                   岡谷北部         2000/07/09  
大会記録(GR)                    11.36 

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 +1.2

 1 篠原 翔(2)     12.34 q  1 中村 柊真(2)     12.38 q
ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科北 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾏ 信明

 2 河合 輝(2)     12.56 q  2 大月 洸典(2)     12.43 q
ｶﾜｲ ｱｷﾗ 秀峰 ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 堀金

 3 丸山 康生(2)     12.58 q  3 原 大樹(2)     12.66 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 清水 ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ 南木曽

 4 丸山 優(2)     12.75  4 中村 太郎(2)     12.87 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳ 女鳥羽 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ 鉢盛

 5 滝口 優月(2)     12.77  5 塩原 怜史(2)     13.18 
ﾀｷｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ 高綱 ｼｵﾊﾗ ｻﾄｼ 秀峰

 6 蒔田 陽一朗(2)     13.07  6 赤津 光希(2)     13.40 
ﾏｷﾀ ﾚｲｲﾁﾛｳ 開成 ｱｶﾂ ｺｳｷ 両小野

 7 津滝 祥(2)     13.45  7 那須 祐己(2)     13.68 
ﾂﾀｷ ｼｮｳ 菅野 ﾅｽ ﾕｳｷ 塩尻広陵

 8 落合 隼也(2)     13.48  8 古屋 海(2)     13.84 
ｵﾁｱｲ ｼｭﾝﾔ 松島 ﾌﾙﾔ ｶｲ 筑摩野

 9 金森 大晴(2)     14.28  9 二山 大陸(2)     14.12 
ｶﾅﾓﾘ ﾀｲｾｲ 塩尻広陵 ﾌﾀﾔﾏ ﾘｸ 塩尻

[ 3組] 風速 -2.0 [ 4組] 風速 +1.0

 1 粟津原 奨太(2)     12.51 q  1 小坂 晃大(2)     11.81 q
ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 鉢盛 ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 仁科台

 2 越川 慧之(2)     12.82  2 小林 鏡己(2)     12.59 q
ｺｼｶﾜ ｹｲｼ 信大附属松本 ｺﾊﾞﾔｼｶｶﾞﾐ 穂高西

 3 西村 遼(2)     12.92  3 吉山 響(2)     12.88 
ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳ 堀金 ﾖｼﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 松島

 4 今西 康太(2)     13.05  4 横澤 秀飛(2)     12.88 
ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 大野川 ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾄ 菅野

 5 小林 健斗(2)     13.35  5 渋田見 元士(2)     12.92 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ 丸ﾉ内 ｼﾌﾞﾀﾐ ﾓﾄｼ 高瀬

 6 島田 稔也(2)     13.50  6 村越 和也(2)     12.98 
ｼﾏﾀﾞ ﾄｼﾔ 塩尻西部 ﾑﾗｺｼ ｶｽﾞﾔ 小谷

 7 松原 誓哉(2)     13.53  7 逢澤 禅(2)     13.23 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｾｲﾔ 塩尻 ｱｲｻﾞﾜ ｾﾞﾝ 開成

 8 小澤 拓斗(2)     13.84  8 長野 慎(2)     13.31 
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 筑摩野 ﾅｶﾞﾉ ｼﾝ 塩尻西部
倉田 歩夢(2)  9 長崎 亮晴(2)     14.68 
ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 信明 ﾅｶﾞｻｷ ﾖｼﾊﾙ 清水

風速 +1.8

 1 小坂 晃大(2)     12.01 
ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 仁科台

 2 中村 柊真(2)     12.38 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾏ 信明

 3 粟津原 奨太(2)     12.48 
ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 鉢盛

 4 河合 輝(2)     12.53 
ｶﾜｲ ｱｷﾗ 秀峰

 5 篠原 翔(2)     12.57 
ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科北

 6 大月 洸典(2)     12.58 
ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 堀金

 7 小林 鏡己(2)     12.61 
ｺﾊﾞﾔｼｶｶﾞﾐ 穂高西

 8 丸山 康生(2)     12.63 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 清水
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長野県中学記録(CR)              10.85 塚原  直貴                   岡谷北部         2000/07/09  
大会記録(GR)                    11.12 

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +1.3

 1 藤澤 武(3)     11.79 q  1 中嶋 謙(3)     11.44 q
ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｹﾙ 菅野 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 清水

 2 笹川 浩輔(3)     12.36 q  2 上條 肇(3)     12.06 q
ｻｻｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 木祖 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ 菅野

 3 市澤 文太(3)     12.38  3 戸叶 健司(3)     12.23 q
ｲﾁｻﾞﾜ ﾌﾞﾝﾀ 高瀬 ﾄｶﾉ ｹﾝｼﾞ 波田

 4 藤澤 玲王(3)     12.51  4 水上 健吾(3)     12.77 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾚｵ 開成 ﾐｽﾞｶﾐ ｹﾝｺﾞ 梓川

 5 上村 洋介(3)     13.00  5 飯嶋 一紀(3)     13.18 
ｶﾐﾑﾗ ﾖｳｽｹ 福島 ｲｲｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 塩尻

 6 松田 竣太(3)     13.76  6 石腰 昇平(3)     13.26 
ﾏﾂﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 丘 ｲｼｺｼ ｼｮｳﾍｲ 北安松川

 7 勝野 竜太(3)     14.02  7 武田 智之介(3)     13.60 
ｶﾂﾉ ﾘｭｳﾀ 北安松川 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓﾉｽｹ 筑摩野

 8 遠藤 浩一郎(3)     15.12 相馬 巧太郎(3)
ｴﾝﾄﾞｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 信明 ｿｳﾏ ｺｳﾀﾛｳ 福島

[ 3組] 風速 +2.3

 1 佐竹 哲寛(3)     11.64 q
ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ 大町第一

 2 小林 知季(3)     11.64 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 塩尻西部

 3 権田 将拓(3)     11.73 q
ｺﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 丸ﾉ内

 4 竹内 貴史(3)     12.46 
ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 女鳥羽

 5 島津 友祈(3)     13.05 
ｼﾏﾂﾞ ﾕｳｷ 筑摩野

 5 倉又 要輔(3)     13.05 
ｸﾗﾏﾀ ﾖｳｽｹ 開成

 7 中島 翔也(3)     13.84 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾔ 波田

 8 上原 詔(3)     14.18 
ｳｴﾊﾗ ｼｮｳ 梓川

風速 +1.1

 1 中嶋 謙(3)     11.47 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 清水

 2 小林 知季(3)     11.71 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 塩尻西部

 3 佐竹 哲寛(3)     11.76 
ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ 大町第一

 4 藤澤 武(3)     11.95 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｹﾙ 菅野

 5 権田 将拓(3)     11.96 
ｺﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 丸ﾉ内

 6 上條 肇(3)     12.14 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ 菅野

 7 戸叶 健司(3)     12.20 
ﾄｶﾉ ｹﾝｼﾞ 波田

 8 笹川 浩輔(3)     12.41 
ｻｻｶﾞﾜ ｺｳｽｹ 木祖
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長野県中学記録(CR)              21.92 塚原　直貴                   岡谷北部         2000/10/27  
大会記録(GR)                    23.02 

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +2.1

 1 田中 駿祐(3)     24.38 q  1 柳沢 直生(3)     23.10 q
ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 信大附属松本 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 塩尻西部

 2 一志 瑠衣斗(2)     24.61 q  2 片山 匠瑛(2)     25.39 
ｲｯｼ ﾙｲﾄ 堀金 ｶﾀﾔﾅｼｮｳｴｲ 穂高西

 3 青木 大知(3)     24.76 q  3 長瀬 直樹(3)     25.91 
ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ 梓川 ﾅｶﾞｾ ﾅｵｷ 梓川

 4 長尾 和磨(3)     28.31  4 今井 啓(3)     26.16 
ﾅｶﾞｵ ｶｽﾞﾏ 塩尻広陵 ｲﾏｲ ｹｲ 信大附属松本

 5 新村 亮弥(2)     28.38  5 北澤 準也(2)     26.32 
ﾆｲﾑﾗ ﾘｮｳﾔ 筑摩野 ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 高瀬

 6 原 和輝(2)     28.70  6 丸山 拓海(1)     26.75 
ﾊﾗ ｶｽﾞｷ 清水 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ 豊科北

 7 藤本 晴也(2)     28.80  7 持田 拓海(2)     28.24 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙﾔ 女鳥羽 ﾓﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ 三郷

 8 鈴木 愛斗(2)     33.96  8 西原 陸(2)     29.32 
ｽｽﾞｷ ｱｲﾄ 松島 ﾆｼﾊﾗ ﾘｸ 清水
今井 侑志(3)
ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ 波田

[ 3組] 風速 +1.2 [ 4組] 風速 +2.2

 1 石原 亘(3)     24.75 q  1 山口 竜也(3)     24.27 q
ｲｼﾊﾗ ﾜﾀﾙ 筑摩野 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 堀金

 2 山元 俊宏(3)     24.89 q  2 本田 翔哉(3)     25.09 q
ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 仁科台 ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾔ 菅野

 3 野口 陽生(2)     26.01  3 髙山 稜太(3)     25.94 
ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 明科 ﾀｶﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 塩尻広陵

 4 坂井 健留(3)     26.72  4 箭内 理一(3)     26.35 
ｻｶｲ ﾀｹﾙ 高瀬 ﾔﾅｲ ﾘｲﾁ 豊科北

 5 寺島  侃(3)     26.99  5 高山 慧士(2)     27.10 
ﾃﾗｼﾏ ｶﾝ 北安松川 ﾀｶﾔﾏ ｹｲｼ 松島

 6 栁瀬 怜(2)     29.38  6 遠藤 優大(1)     29.51 
ﾔﾅｾ ﾘｮｳ 菅野 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ 波田

 7 塩島 和弥(2)     29.39  7 山本 海斗(1)     29.57 
ｼｵｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 三郷 ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ 鉢盛

 8 小野 悠飛(2)     29.45  8 中嶌 優太(2)     30.79 
ｵﾉ ﾕｳﾋ 開成 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 開成

風速 +0.1

 1 柳沢 直生(3)     23.15 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 塩尻西部

 2 山口 竜也(3)     24.48 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 堀金

 3 田中 駿祐(3)     24.59 
ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 信大附属松本

 4 石原 亘(3)     24.85 
ｲｼﾊﾗ ﾜﾀﾙ 筑摩野

 5 一志 瑠衣斗(2)     24.99 
ｲｯｼ ﾙｲﾄ 堀金

 6 青木 大知(3)     25.01 
ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ 梓川

 7 本田 翔哉(3)     25.35 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾔ 菅野

 8 山元 俊宏(3)     25.55 
ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ 仁科台
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長野県中学記録(CR)              50.35 大野　裕紀                   赤穂             2007/08/23  
大会記録(GR)                    52.08 

[ 1組] [ 2組]

 1 田口 翔斗(3)     55.08 q  1 石曽根 歩(3)     55.39 q
ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ 福島 ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ 松島

 2 柳沢 優生(2)     55.71 q  2 横山 絢大(3)     55.82 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 塩尻西部 ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ 堀金

 3 有賀 光平(2)     56.35 q  3 齊藤 龍志(3)     57.08 
ｱﾙｶﾞｺｳﾍｲ 穂高西 ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 梓川

 4 輪湖 幸太(3)     58.86  4 寺島 希羽(2)     57.88 
ﾜｺ ｺｳﾀ 信大附属松本 ﾃﾗｼﾏ ｷｮｳ 豊科北

 5 山崎 千宏(3)   1:03.28  5 鈴木 涼(3)     59.79 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁﾋﾛ 丘 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳ 塩尻

 6 栁澤 有志(2)   1:08.55  6 福澤 琉稀(2)   1:03.17 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｼﾞ 旭町 ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｭｳｷ 清水

 7 米久保 颯人(3)   1:12.46  7 和田 優真(2)   1:06.51 
ﾖﾈｸﾎﾞ ﾊﾔﾄ 波田 ﾜﾀﾞ ﾕｳﾏ 筑摩野

 8 相沢 僚(2)   1:16.58 
ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳ 松島

[ 3組] [ 4組]

 1 福岡 歩武(3)     54.20 q  1 横前 洸佑(3)     56.08 q
ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ 豊科北 ﾖｺﾏｴ ｺｳｽｹ 信大附属松本

 2 栗林 雄大(3)     54.91 q  2 中西竜歩(3)     56.90 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 仁科台 ﾅｶﾆｼﾘｭｳﾎ 穂高東

 3 木村 暁仁(2)     57.60  3 中條 開吏(3)     57.02 
ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾄ 女鳥羽 ﾅｶｼﾞｮｳ ｶｲﾘ 菅野

 4 大橋 佑斗(3)     58.23  4 塩原 壮彦(3)   1:00.52 
ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ 福島 ｼｵﾊﾗ ﾀｹﾋｺ 塩尻

 5 蜜澤 実哲(2)   1:01.36  5 村上 裕雅(2)   1:04.84 
ﾐﾂｻﾞﾜ ﾐﾉﾘ 高瀬 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶﾞ 鉢盛

 6 中野 岳(2)   1:02.92  6 中村 香月(3)   1:13.62 
ﾅｶﾉ ｶﾞｸ 清水 ﾅｶﾑﾗ ｶﾂﾞｷ 高瀬

 7 矢口 裕仁(2)   1:08.08 西 一樹(3)
ﾔｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 小谷 ﾆｼ ｶｽﾞｷ 波田

 1 福岡 歩武(3)     53.47 
ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ 豊科北

 2 栗林 雄大(3)     54.06 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 仁科台

 3 田口 翔斗(3)     55.10 
ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ 福島

 4 石曽根 歩(3)     55.10 
ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ 松島

 5 横前 洸佑(3)     55.81 
ﾖｺﾏｴ ｺｳｽｹ 信大附属松本

 6 横山 絢大(3)     57.22 
ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ 堀金

 7 柳沢 優生(2)     57.29 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 塩尻西部

 8 有賀 光平(2)     58.70 
ｱﾙｶﾞｺｳﾍｲ 穂高西
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3  7462

9  6675

7  6289

6  7080

記録／備考
5  6641

4  6910

7  7388
欠場

決勝
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順

5  6965

3  6286
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長野県中学記録(CR)            1:53.15 和田　仁志                   赤穂             1983/08/27  
大会記録(GR)                  1:59.03 

[ 1組] [ 2組]

 1 畠山 龍大(3)   2:10.19  1 中村 剛(3)   2:17.77 
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 大町第一 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 鉢盛

 2 堀田 雅司(3)   2:11.82  2 那須 勇紀(3)   2:19.10 
ﾎｯﾀ ﾏｻｼ 塩尻広陵 ﾅｽ ﾕｳｷ 高瀬

 3 天児 幹治(3)   2:12.12  3 勝家 拓巳(3)   2:19.74 
ｱﾏｺ ｶﾝｼﾞ 信大附属松本 ｶﾂｲｴ ﾀｸﾐ 北安松川

 4 酒井 大輝(3)   2:12.16  4 栗田 大地(3)   2:22.75 
ｻｶｲ ﾀﾞｲｷ 丘 ｸﾘﾀ ﾀﾞｲﾁ 清水

 5 細川 大吾(2)   2:13.40  5 大和田  悠太(3)   2:25.70 
ﾎｿｶﾜﾀﾞｲｺﾞ 穂高西 ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳﾀ 北安松川

 6 坂槇 健汰(3)   2:15.43  6 渡邊 駿(3)   2:28.49 
ｻｶﾏｷ ｹﾝﾀ 豊科北 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 波田

 7 森下 真羽(3)   2:39.44  7 北山 虎太郎(2)   2:31.06 
ﾓﾘｼﾀ ﾏｳ 梓川 ｷﾀﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 鉢盛

 8 横川 智哉(2)   2:44.51  8 髙橋 平明(1)   2:58.58 
ﾖｺｶﾜ ﾄﾓﾔ 小谷 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｱ 豊科北

[ 3組]

 1 関﨑 暁武(2)   2:22.53 
ｾｷｻﾞｷ ｱｷﾑ 松島

 2 清水 朋弥(3)   2:27.60 
ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾔ 三郷

 3 牧瀬 智哉(3)   2:27.61 
ﾏｷｾ ﾄﾓﾔ 清水

 4 中川 晴喜(3)   2:31.17 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 筑摩野

 5 北村 梢生(2)   2:32.97 
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳ 信大附属松本

 6 二木 敦也(3)   2:33.44 
ﾌﾀﾂｷﾞ ｱﾂﾔ 波田

 7 矢口 湧己(3)   3:00.47 
ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｷ 高瀬
三浦 伯斗(1)
ﾐｳﾗ ﾊｸﾄ 白馬 欠場

6  6748
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8  7473
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9  6956

5  7249
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3  6714
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5  7435
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800m
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 畠山 龍大(3) 大町第一     2:10.19   1   1
   2 堀田 雅司(3) 塩尻広陵     2:11.82   1   2
   3 天児 幹治(3) 信大附属松本     2:12.12   1   3
   4 酒井 大輝(3) 丘     2:12.16   1   4
   5 細川 大吾(2) 穂高西     2:13.40   1   5
   6 坂槇 健汰(3) 豊科北     2:15.43   1   6
   7 中村 剛(3) 鉢盛     2:17.77   2   1
   8 那須 勇紀(3) 高瀬     2:19.10   2   2
   9 勝家 拓巳(3) 北安松川     2:19.74   2   3
  10 関﨑 暁武(2) 松島     2:22.53   3   1
  11 栗田 大地(3) 清水     2:22.75   2   4
  12 大和田  悠太(3) 北安松川     2:25.70   2   5
  13 清水 朋弥(3) 三郷     2:27.60   3   2
  14 牧瀬 智哉(3) 清水     2:27.61   3   3
  15 渡邊 駿(3) 波田     2:28.49   2   6
  16 北山 虎太郎(2) 鉢盛     2:31.06   2   7
  17 中川 晴喜(3) 筑摩野     2:31.17   3   4
  18 北村 梢生(2) 信大附属松本     2:32.97   3   5
  19 二木 敦也(3) 波田     2:33.44   3   6
  20 森下 真羽(3) 梓川     2:39.44   1   7
  21 横川 智哉(2) 小谷     2:44.51   1   8
  22 髙橋 平明(1) 豊科北     2:58.58   2   8
  23 矢口 湧己(3) 高瀬     3:00.47   3   7
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長野県中学記録(CR)            3:56.2  和田　仁志                   赤穂             1983/09/18  
大会記録(GR)                  4:33.09 

[ 1組] [ 2組]

 1 薛 哲平(1)   4:53.42  1 片桐 正太郎(1)   5:10.82 
ｾﾂ ﾃｯﾍﾟｲ 北安松川 ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 仁科台

 2 薛 信之介(1)   4:53.77  2 伊藤 大輝(1)   5:20.97 
ｾﾂ ｼﾝﾉｽｹ 北安松川 ｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 仁科台

 3 安坂 光瑠(1)   4:55.21  3 中村 航大(1)   5:23.46 
ｱｻﾞｶ ﾋｶﾙ 開成 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 小谷

 4 小林 史弥(1)   4:55.65  4 望月 脩真(1)   5:30.03 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 菅野 ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭｳﾏ 豊科北

 5 森 拓己(1)   4:59.19  5 太田 佳輝(1)   5:41.55 
ﾓﾘ ﾀｸﾐ 信明 ｵｵﾀ ﾖｼｷ 塩尻広陵

 6 椋野 寛大(1)   5:04.39  6 相馬 拓実(1)   5:46.29 
ﾑｸﾉ ｶﾝﾀ 信大附属松本 ｿｳﾏ ﾀｸﾐ 福島

 7 百瀬 広宣(1)   5:14.83  7 倉科 拓実(1)   5:47.93 
ﾓﾓｾ ﾋﾛﾉﾌﾞ 塩尻 ｸﾗｼﾅ ﾀｸﾐ 豊科北

 8 百瀬 陸人(1)   5:20.88  8 松本 柊二(1)   5:49.35 
ﾓﾓｾ ﾘｸﾄ 穂高西 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 白馬

 9 吉田 譲(1)   5:21.23  9 横川 樹(1)   5:49.72 
ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｮｳ 鉢盛 ﾖｺｶﾜ ｲﾂｷ 梓川

10 北野 仁(1)   5:28.73 10 太田 湧介(1)   5:57.35 
ｷﾀﾉ ｼﾞﾝ 開田 ｵｵﾀ  ﾕｳｽｹ 高瀬

11 関戸 翼(1)   5:33.49 11 岸田 樹(1)   5:59.73 
ｾｷﾄﾞ  ﾂﾊﾞｻ 高瀬 ｷｼﾀﾞ ｲﾂｷ 梓川

12 畑中 大翔(1)   5:35.13 12 宮嶋 健(1)   6:08.64 
ﾊﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ 開田 ﾐﾔｼﾞﾏ ｹﾝ 白馬

13 池田 英希(1)   5:43.01 13 森田 崇敬(1)   6:33.79 
ｲｹﾀﾞ ｴｲｷ 塩尻広陵 ﾓﾘﾀ ﾀｶﾕｷ 福島

   1 薛 哲平(1) 北安松川     4:53.42   1   1
   2 薛 信之介(1) 北安松川     4:53.77   1   2
   3 安坂 光瑠(1) 開成     4:55.21   1   3
   4 小林 史弥(1) 菅野     4:55.65   1   4
   5 森 拓己(1) 信明     4:59.19   1   5
   6 椋野 寛大(1) 信大附属松本     5:04.39   1   6
   7 片桐 正太郎(1) 仁科台     5:10.82   2   1
   8 百瀬 広宣(1) 塩尻     5:14.83   1   7
   9 百瀬 陸人(1) 穂高西     5:20.88   1   8
  10 伊藤 大輝(1) 仁科台     5:20.97   2   2
  11 吉田 譲(1) 鉢盛     5:21.23   1   9
  12 中村 航大(1) 小谷     5:23.46   2   3
  13 北野 仁(1) 開田     5:28.73   1  10
  14 望月 脩真(1) 豊科北     5:30.03   2   4
  15 関戸 翼(1) 高瀬     5:33.49   1  11
  16 畑中 大翔(1) 開田     5:35.13   1  12
  17 太田 佳輝(1) 塩尻広陵     5:41.55   2   5
  18 池田 英希(1) 塩尻広陵     5:43.01   1  13
  19 相馬 拓実(1) 福島     5:46.29   2   6
  20 倉科 拓実(1) 豊科北     5:47.93   2   7
  21 松本 柊二(1) 白馬     5:49.35   2   8
  22 横川 樹(1) 梓川     5:49.72   2   9
  23 太田 湧介(1) 高瀬     5:57.35   2  10
  24 岸田 樹(1) 梓川     5:59.73   2  11
  25 宮嶋 健(1) 白馬     6:08.64   2  12
  26 森田 崇敬(1) 福島     6:33.79   2  13
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長野県中学記録(CR)            3:56.2  和田　仁志                   赤穂             1983/09/18  
大会記録(GR)                  4:11.39 

[ 1組] [ 2組]

 1 三島 颯太(3)   4:23.18  1 小幡 英矢(2)   4:46.24 
ﾐｼﾏ ｿｳﾀ 鉢盛 ｵﾊﾞﾀ ｴｲｼ 両小野

 2 上田 桂悟(3)   4:32.80  2 清水 翔(2)   4:58.96 
ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 鉢盛 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳ 松島

 3 横矢 明大(2)   4:49.53  3 倉田 孟(3)   5:00.10 
ﾖｺﾔ ｱｷﾋﾛ 塩尻広陵 ｸﾗﾀ ﾊｼﾞﾒ 梓川

 4 野村 拓未(3)   4:50.76  4 西澤  透哉(2)   5:02.92 
ﾉﾑﾗ ﾀｸﾐ 波田 ﾆｼｻﾞﾜ ﾄｳﾔ 北安松川

 5 黒岩 優斗(2)   4:51.64  5 鈴木 遊大(2)   5:08.89 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ 堀金 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 両小野

 6 村田 俊(2)   4:52.08  6 草間 勇人(3)   5:09.14 
ﾑﾗﾀ ｼｭﾝ 信大附属松本 ｸｻﾏ ﾊﾔﾄ 梓川

 7 村岡 拓海(2)   4:53.36  7 山浦 秀明(2)   5:12.41 
ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾐ 波田 ﾔﾏｳﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 松島

 8 原  昂生(2)   4:53.71  8 淀 龍成(3)   5:12.76 
ﾊﾗ ｺｳｾｲ 北安松川 ﾖﾄﾞ  ﾘｭｳｾｲ 小谷

 9 安部 隼人(3)   4:53.81  9 高砂 瑞樹(2)   5:19.45 
ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ 信大附属松本 ﾀｶｽﾅ ﾐｽﾞｷ 塩尻西部

10 佐藤 悠真(3)   4:56.91 10 西村 浩希(3)   5:24.37 
ｻﾄｳ ﾕｳﾏ 大町第一 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ 筑摩野

11 岩原 信之(3)   4:59.03 11 田中 仁(2)   5:26.52 
ｲﾜﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 開成 ﾀﾅｶ ｼﾞﾝ 塩尻広陵

12 樋口 亜悠斗(2)   5:04.02 12 髙坂 佳佑(2)   5:26.57 
ﾋｸﾞﾁ ｱﾕﾄ 清水 ｺｳｻｶ ｹｲｽｹ 高綱

13 小倉 颯太(2)   5:04.99 13 冨永 雄太郎(2)   5:27.73 
ｵｸﾞﾗ ｿｳﾀ 信明 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 堀金

14 坂口 慧(3)   5:05.01 14 武田 知明(2)   5:27.79 
ｻｶｸﾞﾁ ｹｲ 高瀬 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｱｷ 白馬

15 鈴木 日左香(3)   5:05.11 15 髙山 玲斗(2)   5:29.66 
ｽｽﾞｷ ﾋｻｶ 開田 ﾀｶﾔﾏ ﾚｲﾄ 菅野

16 富田 翔哉(2)   5:06.71 16 淀 峻大(2)   5:35.31 
ﾄﾐﾀ ｼｮｳﾔ 仁科台 ﾖﾄﾞ ﾀｶﾋﾛ 小谷

17 菅  光輝(2)   5:10.31 17 野村 航希(3)   5:36.40 
ｽｶﾞ ｺｳｷ 三郷 ﾉﾑﾗ ｺｳｷ 開成

18 加瀬 裕亮(3)   5:13.46 18 古坂 悠貴(3)   5:38.71 
ｶｾ ﾕｳｽｹ 塩尻 ﾌﾙｻｶ ﾕｳｷ 福島

19 平野 寛大(3)   5:14.28 19 井口 瑛敦(2)   5:50.55 
ﾋﾗﾉ ｶﾝﾀ 高瀬 ｲｸﾞﾁ ｱｷﾉﾌﾞ 菅野

20 愛知 弘一郎(3)   5:19.01 森下 佳祐(2)
ｱｲﾁ ｺｳｲﾁﾛｳ 清水 ﾓﾘｼﾀ ｹｲｽｹ 福島

21 上條 怜(3)   5:20.22 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾚｲ 丘

   1 三島 颯太(3) 鉢盛     4:23.18   1   1
   2 上田 桂悟(3) 鉢盛     4:32.80   1   2
   3 小幡 英矢(2) 両小野     4:46.24   2   1
   4 横矢 明大(2) 塩尻広陵     4:49.53   1   3
   5 野村 拓未(3) 波田     4:50.76   1   4
   6 黒岩 優斗(2) 堀金     4:51.64   1   5
   7 村田 俊(2) 信大附属松本     4:52.08   1   6
   8 村岡 拓海(2) 波田     4:53.36   1   7
   9 原  昂生(2) 北安松川     4:53.71   1   8
  10 安部 隼人(3) 信大附属松本     4:53.81   1   9
  11 佐藤 悠真(3) 大町第一     4:56.91   1  10
  12 清水 翔(2) 松島     4:58.96   2   2
  13 岩原 信之(3) 開成     4:59.03   1  11
  14 倉田 孟(3) 梓川     5:00.10   2   3
  15 西澤  透哉(2) 北安松川     5:02.92   2   4
  16 樋口 亜悠斗(2) 清水     5:04.02   1  12
  17 小倉 颯太(2) 信明     5:04.99   1  13
  18 坂口 慧(3) 高瀬     5:05.01   1  14
  19 鈴木 日左香(3) 開田     5:05.11   1  15
  20 富田 翔哉(2) 仁科台     5:06.71   1  16
  21 鈴木 遊大(2) 両小野     5:08.89   2   5
  22 草間 勇人(3) 梓川     5:09.14   2   6
  23 菅  光輝(2) 三郷     5:10.31   1  17
  24 山浦 秀明(2) 松島     5:12.41   2   7
  25 淀 龍成(3) 小谷     5:12.76   2   8
  26 加瀬 裕亮(3) 塩尻     5:13.46   1  18
  27 平野 寛大(3) 高瀬     5:14.28   1  19
  28 愛知 弘一郎(3) 清水     5:19.01   1  20
  29 高砂 瑞樹(2) 塩尻西部     5:19.45   2   9
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男子2、3年
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決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



  30 上條 怜(3) 丘     5:20.22   1  21
  31 西村 浩希(3) 筑摩野     5:24.37   2  10
  32 田中 仁(2) 塩尻広陵     5:26.52   2  11
  33 髙坂 佳佑(2) 高綱     5:26.57   2  12
  34 冨永 雄太郎(2) 堀金     5:27.73   2  13
  35 武田 知明(2) 白馬     5:27.79   2  14
  36 髙山 玲斗(2) 菅野     5:29.66   2  15
  37 淀 峻大(2) 小谷     5:35.31   2  16
  38 野村 航希(3) 開成     5:36.40   2  17
  39 古坂 悠貴(3) 福島     5:38.71   2  18
  40 井口 瑛敦(2) 菅野     5:50.55   2  19

 6680

 6290
 7215

 6829
 7214
 6846
 7115

 6443
 7251
 6486
 7183



長野県中学記録(CR)            8:31.86 永田　慎介                   鉢盛             2003/10/29  
大会記録(GR)                  9:07.08 

 1 松崎 咲人(3)   9:08.94 
ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ 塩尻広陵

 2 菅沼 直紘(3)   9:17.53 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾅｵﾋﾛ 鉢盛

 3 川島 翔太(3)   9:20.56 
ｶﾜｼﾏ ｼｮｳﾀ 高瀬

 4 川上 烈生(2)   9:36.83 
ｶﾜｶﾐ ﾚｵ 鉢盛

 5 上条 康太(2)   9:42.64 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 堀金

 6 小澤大輝(3)   9:44.41 
ｵｻﾞﾜﾀﾞｲｷ 穂高東

 7 櫻井 心路(2)   9:58.56 
ｻｸﾗｲ ｺｺﾛ 菅野

 8 松原 功我(2)  10:05.25 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｶﾞ 豊科北

 9 高橋 一輝(3)  10:10.83 
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 大町第一

10 西垣 拓弥(2)  10:31.63 
ﾆｼｶﾞｷ ﾀｸﾔ 信大附属松本

11 安保 充樹(3)  10:50.85 
ｱﾎﾞ ﾐﾂｷ 清水

12 大蔵 泰生(2)  10:59.62 
ｵｵｸﾗ ﾀｲｾｲ 南木曽

13 山本 悠斗(3)  11:02.55 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾄ 信大附属松本

14 高田 湧斗(3)  11:03.51 
ﾀｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 開成

15 須藤 友喜(2)  11:04.84 
ｽﾄﾞｳ ﾄﾓｷ 山辺

16 古澤 彰大(2)  11:05.38 
ﾌﾙｻﾜ ｱｷﾋﾛ 高綱

17 斉藤 洸大(2)  11:09.71 
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 大野川

18 櫻井 尚雅(2)  11:23.82 
ｻｸﾗｲ ﾅｵﾏｻ 松島

19 樋口 智也(3)  11:27.22 
ﾋｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 塩尻西部

20 西條 凌太(2)  11:38.91 
ﾆｼｼﾞｮｳ ﾘｮｳﾀ 梓川

21 樋井 悠大(3)  11:38.92 
ﾋﾉｲ ﾕｳﾀﾞｲ 北安松川

22 荒井 佑斗(2)  11:40.80 
ｱﾗｲ ﾕｳﾄ 清水

23 上條 春翔(2)  12:03.67 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊﾙﾄ 菅野

24 林 琉生(2)  12:09.05 
ﾊﾔｼ ﾙｲ 開成
塩原 大智(3)
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 山辺
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男子共通

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



長野県中学記録(CR)              14.19 内川 佳祐                    白馬             2010/08/23  
大会記録(GR)                    14.52 

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 -0.2

 1 加藤 優馬(3)     16.57 q  1 矢ヶ崎至門(3)     16.95 q
ｶﾄｳﾕｳﾏ 穂高西 ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ 塩尻広陵

 2 越山 遥斗(2)     17.78 q  2 洞澤 光(3)     18.27 q
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 仁科台 ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 仁科台

 3 村田 瞭(3)     18.22 q  3 長谷川 渡(2)     18.60 
ﾑﾗﾀ ﾘｮｳ 信大附属松本 ﾊｾｶﾞﾜﾜﾀﾙ 穂高西

 4 山本 ジョン ガブリエル(2)     19.29  4 大西 昇帆(2)     18.84 
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｮﾝ ｶﾞﾌﾞﾘｴ塩尻広陵 ｵｵﾆｼ ｼｮｳﾎ 大町第一

 5 黒瀬 俊介(2)     21.04  5 清沢 舜人(2)     20.69 
ｸﾛｾ ｼｭﾝｽｹ 大町第一 ｷﾖｻﾜ ｼｭﾝﾄ 菅野

 6 板花 諒征(2)     22.10  6 柳澤 孝平(2)     21.43 
ｲﾀﾊﾅ ﾘｮｳｾｲ 堀金 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳﾍｲ 三郷

 7 横川 穣羽(1)     23.02 辻 雄斗(2)
ﾖｺｶﾜ ｼﾞｮｳ 明科 ﾂｼﾞ ﾕｳﾄ 旭町

[ 3組] 風速 +1.3

 1 齋藤 将紀(3)     16.66 q
ｻｲﾄｳ ｼｮｳｷ 大野川

 2 西村 陽杜(3)     16.98 q
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 信明

 3 小池 孝憲(3)     18.30 q
ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ 旭町

 4 河上 侃太(2)     18.37 
ｶﾜｶﾐ ｶﾝﾀ 信大附属松本

 5 長嶺 直(3)     18.44 
ﾅｶﾞﾐﾈ ﾅｵ 梓川

 6 北村 剣臣(2)     19.77 
ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 堀金

風速 +0.3

 1 矢ヶ崎至門(3)     16.56 
ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ 塩尻広陵

 2 齋藤 将紀(3)     16.58 
ｻｲﾄｳ ｼｮｳｷ 大野川

 3 加藤 優馬(3)     16.58 
ｶﾄｳﾕｳﾏ 穂高西

 4 西村 陽杜(3)     16.98 
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 信明

 5 越山 遥斗(2)     18.12 
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 仁科台

 6 洞澤 光(3)     18.15 
ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 仁科台

 7 村田 瞭(3)     18.28 
ﾑﾗﾀ ﾘｮｳ 信大附属松本

 8 小池 孝憲(3)     18.64 
ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ 旭町
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2  7060

9  6916

3  6892

4  6598

6  7007

記録／備考
7  6473

5  7330

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



長野県中学記録(CR)              46.65 戸倉上山田                   戸倉上山田       1984/10/27  
（柳沢・横沢・福井・山本）

大会記録(GR)                    48.00 

[ 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   8 信明  7008 小倉 颯太(2)     51.71 q  1   7 堀金  6693 宮澤 武流(1)     51.47 q

ｼﾝﾒｲ ｵｸﾞﾗ ｿｳﾀ ﾎﾘｶﾞﾈ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ
 7011 中村 柊真(2)  6687 中島 淳公(1)

ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾏ ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ
 7012 太田 夏暉(1)  6684 北村 剣臣(2)

ｵｵﾀ ﾅﾂｷ ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾝ
 7015 森 拓己(1)  6686 西村 遼(2)

ﾓﾘ ﾀｸﾐ ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳ
 2   2 塩尻広陵  6478 髙山 拓夢(1)     51.79 q  2   2 豊科北  6639 丸山 直樹(1)     51.49 q

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳ ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾑ ﾄﾖｼﾅｷﾀ ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｷ
 6477 山口 大輝(1)  6638 丸山 拓海(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ
 6484 山本 ジョン ガブリエル(2)  6634 橋本 涼(1)

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｮﾝ ｶﾞﾌﾞﾘｴ ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ
 6490 松本 直大(2)  6652 寺島 希羽(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ ﾃﾗｼﾏ ｷｮｳ
 3   4 鉢盛  7438 有村 尋仁(1)     52.75 q  3   3 仁科台  6919 奥原 健太(1)     51.75 q

ﾊﾁﾓﾘ ｱﾘﾑﾗ ﾋﾛﾄ ﾆｼﾅﾀﾞｲ ｵｸﾊﾗ ｹﾝﾀ
 7434 粟津原 奨太(2)  6913 笠井 敦司(2)

ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ ｶｻｲ ｱﾂｼ
 7431 中村 太郎(2)  6923 曽根原 佑紀(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ ｿﾈﾊﾗ ﾕｳｷ
 7437 山本 海斗(1)  6916 越山 遥斗(2)

ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ
 4   6 信大附属松本  7453 伊藤 奨悟(1)     53.82 q  4   4 穂高西  6610 長谷川 渡(2)     53.07 q

ｼﾝﾀﾞｲﾏﾂﾓﾄ ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ ﾎﾀｶﾆｼ ﾊｾｶﾞﾜﾜﾀﾙ
 7470 河上 侃太(2)  6592 中村 颯(1)

ｶﾜｶﾐ ｶﾝﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾃ
 7452 椋野 寛大(1)  6593 内山 晃輔(1)

ﾑｸﾉ ｶﾝﾀ ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ
 7472 林 龍之介(2)  6609 有賀 光平(2)

ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾉｳｹ ｱﾙｶﾞｺｳﾍｲ
 5   5 波田  7403 上條 泰斗(1)     53.98  5   5 高瀬  6753 内山 汰星(1)     57.99 

ﾊﾀ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｲﾄ ﾀｶｾ ｳﾁﾔﾏ  ﾀｲｾｲ
 7400 泰永 新(1)  6754 オウティ カイ(1)

ﾔｽﾅｶﾞ ｱﾗﾀ ｵｳﾃｨ  ｶｲ
 7401 古畑 秀都(1)  6752 見田 将梧(1)

ﾌﾙﾊﾀ ｼｭｳﾄ ｹﾝﾀﾞ  ｼｮｳｺﾞ
 7402 遠藤 優大(1)  6751 片瀬 賢斗(1)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ ｶﾀｾ  ｹﾝﾄ
 6   7 筑摩野  7243 渡辺 丈晴(1)     54.02  6   6 梓川  7340 青木 友汰(1)     58.49 

ﾁｸﾏﾉ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ ｱｽﾞｻｶﾞﾜ ｱｵｷ ﾕｳﾀ
 7256 新村 亮弥(2)  7369 塚田 琉生(1)

ﾆｲﾑﾗ ﾘｮｳﾔ ﾂｶﾀﾞ ﾘｭｳｷ
 7253 小林 文哉(1)  7368 吉崎 光起(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ ﾖｼｻﾞｷ ﾐﾂｷ
 7240 古屋 海(2)  7341 白井 唯斗(1)

ﾌﾙﾔ ｶｲ ｼﾗｲ ﾕｲﾄ
 7   3 松島  7085 清水 翔(2)     54.99   8 大町第一  6877 大西 昇帆(2)

ﾏﾂｼﾏ ｼﾐｽﾞ ｼｮｳ ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁ ｵｵﾆｼ ｼｮｳﾎ 失格
 7088 山浦 秀明(2)  6883 佐藤 匠稀(1) R1(3-4)

ﾔﾏｳﾗ ﾋﾃﾞｱｷ ｻﾄｳ ﾀｸﾏ
 7087 赤廣 大翔(1)  6885 櫻井 一樹(1)

ｱｺｳ ﾋﾛﾄ ｻｸﾗｲ ｲｯｷ
 7094 篠原 侑(1)  6875 黒瀬 俊介(2)

ｼﾉﾊﾗ ﾕｳ ｸﾛｾ ｼｭﾝｽｹ
  9 三郷  6718 持田 拓海(2)

ﾐｻﾄ ﾓﾁﾀﾞ ﾀｸﾐ 失格
 6701 村石 稜(1) R1(1-2)

ﾑﾗｲｼ ﾘｮｳ
 6700 高橋 健太(1)

ﾀｶﾊｼ ｹﾝﾀ
 6725 中村 勇太(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ

男子1、2年

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   5 堀金  6693 宮澤 武流(1)     50.89 

ﾎﾘｶﾞﾈ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ
 6687 中島 淳公(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ
 6684 北村 剣臣(2)

ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾝ
 6686 西村 遼(2)

ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳ
 2   6 仁科台  6919 奥原 健太(1)     51.19 

ﾆｼﾅﾀﾞｲ ｵｸﾊﾗ ｹﾝﾀ
 6913 笠井 敦司(2)

ｶｻｲ ｱﾂｼ
 6923 曽根原 佑紀(1)

ｿﾈﾊﾗ ﾕｳｷ
 6916 越山 遥斗(2)

ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ
 3   9 塩尻広陵  6478 髙山 拓夢(1)     51.29 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳ ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾑ
 6477 山口 大輝(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ
 6484 山本 ジョン ガブリエル(2)

ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｮﾝ ｶﾞﾌﾞﾘｴ
 6490 松本 直大(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ
 4   7 信明  7008 小倉 颯太(2)     51.63 

ｼﾝﾒｲ ｵｸﾞﾗ ｿｳﾀ
 7011 中村 柊真(2)

ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾏ
 7012 太田 夏暉(1)

ｵｵﾀ ﾅﾂｷ
 7015 森 拓己(1)

ﾓﾘ ﾀｸﾐ
 5   4 豊科北  6632 篠原 翼(1)     51.94 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ｼﾉﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ
 6638 丸山 拓海(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ
 6634 橋本 涼(1)

ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ
 6652 寺島 希羽(2)

ﾃﾗｼﾏ ｷｮｳ
 6   8 鉢盛  7438 有村 尋仁(1)     51.98 

ﾊﾁﾓﾘ ｱﾘﾑﾗ ﾋﾛﾄ
 7434 粟津原 奨太(2)

ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ
 7431 中村 太郎(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ
 7437 山本 海斗(1)

ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ
 7   3 穂高西  6610 長谷川 渡(2)     53.60 

ﾎﾀｶﾆｼ ﾊｾｶﾞﾜﾜﾀﾙ
 6592 中村 颯(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾃ
 6593 内山 晃輔(1)

ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ
 6609 有賀 光平(2)

ｱﾙｶﾞｺｳﾍｲ
 8   2 信大附属松本  7453 伊藤 奨悟(1)     53.67 

ｼﾝﾀﾞｲﾏﾂﾓﾄ ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ
 7470 河上 侃太(2)

ｶﾜｶﾐ ｶﾝﾀ
 7452 椋野 寛大(1)

ﾑｸﾉ ｶﾝﾀ
 7472 林 龍之介(2)

ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾉｳｹ

男子1、2年

4×100m
決勝



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

大会記録(GR)                    44.97 

[ 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   1 仁科台  6910 栗林 雄大(3)     46.68 q  1   9 穂高西  6598 加藤 優馬(3)     48.41 q

ﾆｼﾅﾀﾞｲ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ ﾎﾀｶﾆｼ ｶﾄｳﾕｳﾏ
 6912 小坂 晃大(2)  6612 小林 鏡己(2)

ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ ｺﾊﾞﾔｼｶｶﾞﾐ
 6890 門松 慎吾(3)  6607 片山 匠瑛(2)

ｶﾄﾞﾏﾂ ｼﾝｺﾞ ｶﾀﾔﾅｼｮｳｴｲ
 6893 山元 俊宏(3)  6611 細川 大吾(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ ﾎｿｶﾜﾀﾞｲｺﾞ
 2   9 塩尻広陵  6474 松崎 咲人(3)     47.84 q  2   8 信大附属松本  7471 越川 慧之(2)     48.47 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳ ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ ｼﾝﾀﾞｲﾏﾂﾓﾄ ｺｼｶﾜ ｹｲｼ
 6473 矢ヶ崎至門(3)  7462 横前 洸佑(3)

ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ ﾖｺﾏｴ ｺｳｽｹ
 6470 堀田 雅司(3)  7465 花岡 拓登(3)

ﾎｯﾀ ﾏｻｼ ﾊﾅｵｶ ﾀｸﾄ
 6475 山本 将裕(3)  7461 田中 駿祐(3)

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ
 3   2 清水  6948 栗田 大地(3)     47.84 q  3   4 波田  7393 城山 達也(3)     48.57 

ｼﾐｽﾞ ｸﾘﾀ ﾀﾞｲﾁ ﾊﾀ ｼﾛﾔﾏ ﾀﾂﾔ
 6962 丸山 康生(2)  7387 戸叶 健司(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ ﾄｶﾉ ｹﾝｼﾞ
 6947 加納 尚弥(3)  7397 三村 光一朗(3)

ｶﾉｳ ﾅｵﾔ ﾐﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ
 6946 中嶋 謙(3)  7394 野中 優海(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ ﾉﾅｶ ﾕｳ
 4   7 豊科北  6637 白澤 稜馬(1)     48.01 q  4   1 筑摩野  7244 島津 友祈(3)     49.30 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ ﾁｸﾏﾉ ｼﾏﾂﾞ ﾕｳｷ
 6641 福岡 歩武(3)  7247 西田 和樹(3)

ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ
 6651 篠原 翔(2)  7246 吉澤 佑(3)

ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｽｸ
 6642 箭内 理一(3)  7252 石原 亘(3)

ﾔﾅｲ ﾘｲﾁ ｲｼﾊﾗ ﾜﾀﾙ
 5   4 北安松川  6783 柳澤 隆真(3)     48.85  5   5 開成  7127 蒔田 陽一朗(2)     50.55 

ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｭｳﾏ ｶｲｾｲ ﾏｷﾀ ﾚｲｲﾁﾛｳ
 6782 寺島  侃(3)  7120 倉又 要輔(3)

ﾃﾗｼﾏ ｶﾝ ｸﾗﾏﾀ ﾖｳｽｹ
 6784 勝家 拓巳(3)  7126 逢澤 禅(2)

ｶﾂｲｴ ﾀｸﾐ ｱｲｻﾞﾜ ｾﾞﾝ
 6779 石腰 昇平(3)  7117 藤澤 玲王(3)

ｲｼｺｼ ｼｮｳﾍｲ ﾌｼﾞｻﾜ ﾚｵ
 6   8 丸ﾉ内  7031 野本 駿介(1)     49.12  6   6 高瀬  6745 坂井 健留(3)     51.68 

ﾏﾙﾉｳﾁ ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ ﾀｶｾ ｻｶｲ ﾀｹﾙ
 7025 相澤 翼(3)  6760 渋田見 元士(2)

ｱｲｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ ｼﾌﾞﾀﾐ ﾓﾄｼ
 7032 内山 陽向(1)  6757 中山 直久(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾋﾅﾀ ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾋｻ
 7024 権田 将拓(3)  6743 市澤 文太(3)

ｺﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ｲﾁｻﾞﾜ ﾌﾞﾝﾀ
 7   5 女鳥羽  7290 角崎雅武(1)     49.86  7   7 福島  6286 大橋 佑斗(3)     52.76 

ﾒﾄﾊﾞ ｶｸｻﾞｷ ﾏｻﾑ ﾌｸｼﾏ ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ
 7289 竹内 貴史(3)  6289 田口 翔斗(3)

ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ
 7291 木村 暁仁(2)  6290 古坂 悠貴(3)

ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾄ ﾌﾙｻｶ ﾕｳｷ
 7298 丸山 優(2)  6287 上村 洋介(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳ ｶﾐﾑﾗ ﾖｳｽｹ
 8   3 開田  6300 梅本 悠希(3)     58.18  8   2 穂高東  6577 滝澤律希(1)     52.86 

ｶｲﾀﾞ ｳﾒﾓﾄ ﾕｳｷ ﾎﾀｶﾋｶﾞｼ ﾀｷｻﾞﾜﾘﾂｷ
 6301 鈴木 日左香(3)  6572 中西竜歩(3)

ｽｽﾞｷ ﾋｻｶ ﾅｶﾆｼﾘｭｳﾎ
 6303 北野 仁(1)  6584 太田貴将(1)

ｷﾀﾉ ｼﾞﾝ ｵｵﾀﾀｶﾏｻ
 6302 下島 翔矢(2)  6582 矢口紘人(1)

ｼﾓｼﾞﾏ ｼｮｳﾔ ﾔｸﾞﾁﾋﾛﾄ
  6 山辺  7158 嘉陽 宗馬(2)   3 塩尻西部  6420 斉藤 優斗(3)

ﾔﾏﾍﾞ ｶﾖｳ ｿｳﾏ 失格 ｼｵｼﾞﾘｾｲﾌﾞ ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ 失格
 7157 須藤 友喜(2) R1(2-3)  6424 小林 知季(3) R1(1-2)

ｽﾄﾞｳ ﾄﾓｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ
 7154 塩原 大智(3)  6427 柳沢 優生(2)

ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ
 7156 平野 雄大(3)  6422 柳沢 直生(3)

ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀﾞｲ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ

男子共通

4×100m

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



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   9 菅野  7210 藤澤 武(3)     46.99 q

ｽｶﾞﾉ ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｹﾙ
 7212 中條 開吏(3)

ﾅｶｼﾞｮｳ ｶｲﾘ
 7209 本田 翔哉(3)

ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾔ
 7211 上條 肇(3)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ
 2   3 堀金  6682 一志 瑠衣斗(2)     47.47 q

ﾎﾘｶﾞﾈ ｲｯｼ ﾙｲﾄ
 6683 大月 洸典(2)

ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ
 6675 横山 絢大(3)

ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ
 6673 山口 竜也(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ
 3   5 大町第一  6871 松原 聖将(3)     47.55 q

ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ
 6870 佐竹 哲寛(3)

ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ
 6874 畠山 龍大(3)

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
 6873 高橋 一輝(3)

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ
 4   8 梓川  7350 齊藤 龍志(3)     48.53 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜ ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ
 7357 長嶺 直(3)

ﾅｶﾞﾐﾈ ﾅｵ
 7352 水上 健吾(3)

ﾐｽﾞｶﾐ ｹﾝｺﾞ
 7349 青木 大知(3)

ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ
 5   4 旭町  7059 都筑 悠佑(3)     48.74 

ｱｻﾋﾏﾁ ﾂﾂﾞｸ ﾕｳｽｹ
 7060 小池 孝憲(3)

ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ
 7061 本山 岳志(3)

ﾓﾄﾔﾏ ﾀｹｼ
 7069 山本 祐己(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ
 6   6 松島  7091 高山 慧士(2)     49.70 

ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾔﾏ ｹｲｼ
 7080 石曽根 歩(3)

ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ
 7089 落合 隼也(2)

ｵﾁｱｲ ｼｭﾝﾔ
 7084 吉山 響(2)

ﾖｼﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ
 7   2 高綱  7182 池田 倭(2)     51.88 

ﾀｶﾂﾅ ｲｹﾀﾞ ﾔﾏﾄ
 7184 宮澤 一真(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
 7185 小林 和磨(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ
 7187 滝口 優月(2)

ﾀｷｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ
 8   7 両小野  6371 青木 陽太郎(2)     53.37 

ﾘｮｳｵﾉ ｱｵｷ ﾖｳﾀﾛｳ
 6372 赤津 光希(2)

ｱｶﾂ ｺｳｷ
 6374 鈴木 遊大(2)

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ
 6373 小幡 英矢(2)

ｵﾊﾞﾀ ｴｲｼ

男子共通

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 仁科台  6910 栗林 雄大(3)     46.59 

ﾆｼﾅﾀﾞｲ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ
 6912 小坂 晃大(2)

ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ
 6890 門松 慎吾(3)

ｶﾄﾞﾏﾂ ｼﾝｺﾞ
 6893 山元 俊宏(3)

ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼﾋﾛ
 2   7 菅野  7210 藤澤 武(3)     46.72 

ｽｶﾞﾉ ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｹﾙ
 7212 中條 開吏(3)

ﾅｶｼﾞｮｳ ｶｲﾘ
 7209 本田 翔哉(3)

ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾔ
 7211 上條 肇(3)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ
 3   5 堀金  6682 一志 瑠衣斗(2)     46.93 

ﾎﾘｶﾞﾈ ｲｯｼ ﾙｲﾄ
 6683 大月 洸典(2)

ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ
 6675 横山 絢大(3)

ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ
 6673 山口 竜也(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ
 4   6 大町第一  6871 松原 聖将(3)     47.37 

ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ
 6870 佐竹 哲寛(3)

ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ
 6874 畠山 龍大(3)

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
 6873 高橋 一輝(3)

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ
 5   9 塩尻広陵  6474 松崎 咲人(3)     47.95 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳ ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ
 6473 矢ヶ崎至門(3)

ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ
 6470 堀田 雅司(3)

ﾎｯﾀ ﾏｻｼ
 6475 山本 将裕(3)

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ
 6   2 豊科北  6637 白澤 稜馬(1)     48.11 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ
 6641 福岡 歩武(3)

ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ
 6651 篠原 翔(2)

ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ
 6642 箭内 理一(3)

ﾔﾅｲ ﾘｲﾁ
 7   3 穂高西  6598 加藤 優馬(3)     48.26 

ﾎﾀｶﾆｼ ｶﾄｳﾕｳﾏ
 6600 鹿川 和樹(3)

ｼｶｶﾞﾜｶｽﾞｷ
 6602 二村 峻平(3)

ﾆﾑﾗｼｭﾝﾍﾟｲ
 6607 片山 匠瑛(2)

ｶﾀﾔﾅｼｮｳｴｲ
 8   8 清水  6948 栗田 大地(3)     49.42 

ｼﾐｽﾞ ｸﾘﾀ ﾀﾞｲﾁ
 6962 丸山 康生(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ
 6947 加納 尚弥(3)

ｶﾉｳ ﾅｵﾔ
 6963 池上 大希(2)

ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾛｷ

決勝

男子共通
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長野県中学記録(CR)               1.97 中野　昌幸                   波田             1981/09/23  
大会記録(GR)                     1.90 

宮入 太優(3)
ﾐﾔｲﾘ ﾀｲﾕｳ 丘
相澤 翼(3)
ｱｲｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 丸ﾉ内
都筑 悠佑(3)
ﾂﾂﾞｸ ﾕｳｽｹ 旭町
二村 峻平(3)
ﾆﾑﾗｼｭﾝﾍﾟｲ 穂高西
塚原 友都(3)
ﾂｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 筑摩野
笠原 理央(3)
ｶｻﾊﾗ ﾘｵ 信大附属松本
高田 幸之介(2)
ﾀｶﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ 旭町
原田 和摩(3)
ﾊﾗﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 山辺
中村 勇太(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 三郷
上嶋 辰輝(3)
ｳｴｼﾏ ﾀﾂｷ 筑摩野
永谷 太一(2)
ﾅｶﾞﾔ ﾀｲﾁ 三郷
石井 ?海(3)
ｲｼｲ ﾀｸﾐ 梓川
須澤 香木(2)
ｽｻﾞﾜ ﾖｼｷ 丸ﾉ内
進藤 拓海(3)
ｼﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾐ 清水
片瀬 賢斗(1)
ｶﾀｾ  ｹﾝﾄ 高瀬
青柳 大夢(2)
ｱｵﾔｷﾞ ﾀﾞｲﾑ 鉢盛
高橋 駿斗(2)
ﾀｶﾊｼｼｭﾝﾄ 穂高西
清澤 歩夢(2) 記録なし
ｷﾖｻﾜ ｱﾕﾑ 菅野
中西 司(2) 記録なし
ﾅｶﾆｼ ﾂｶｻ 菅野
黒田 海斗(1) 記録なし
ｸﾛﾀﾞ ｶｲﾄ 鎌田
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長野県中学記録(CR)               4.75 松澤 勝治                    春富             2011/10/15  
大会記録(GR)                          

三村 光一朗(3)
ﾐﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 波田
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順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



長野県中学記録(CR)               7.04 内川　佳祐                   白馬             2010/09/04  
大会記録(GR)                     6.86 

 ３回の
 最高記録

山口 大輝(1)   4.40   4.64   4.16    4.64    x   4.72   4.50    4.72 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 塩尻広陵   -1.8   +0.6   +2.9    +0.6   +0.9   +0.6    +0.9
野本 駿介(1)    x   4.42   3.97    4.42    x   4.20   4.61    4.61 
ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 丸ﾉ内   -3.6   +0.1    -3.6   -1.2   +1.3    +1.3
宮島 隆輔(1)   3.88   4.10   4.32    4.32   4.28   4.43   4.33    4.43 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｮｳｽｹ 堀金   -0.9   -1.9   +0.6    +0.6   -0.9   -2.0   -2.0    -2.0
奥原 健太(1)   3.79   3.77   3.66    3.79    x    x   4.32    4.32 
ｵｸﾊﾗ ｹﾝﾀ 仁科台   -2.9   -0.8   +3.8    -2.9    0.0     0.0
下村 一渓(1)   3.75   3.63   4.13    4.13   3.91   3.68   3.87    4.13 
ｼﾓﾑﾗ ｲｯｹｲ 豊科北   -1.2   -1.5   +0.6    +0.6   -0.5   -0.2   +1.7    +0.6
宮澤 大翔(1)   3.68   3.95    x    3.95   3.80   3.64    x    3.95 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 明科   +1.2   -0.3    -0.3   -1.8   -1.6    -0.3
赤廣 大翔(1)   3.43   3.50   3.93    3.93   3.45   3.80   3.84    3.93 
ｱｺｳ ﾋﾛﾄ 松島   +1.1   -0.4   -0.7    -0.7   -1.4   -2.0   -0.6    -0.7
三好 駿平(1)   3.84   3.76   3.71    3.84   3.77   3.57    x    3.84 
ﾐﾖｼ ｼｭﾝﾍﾟｲ 信大附属松本   -1.9   +1.6   -0.8    -1.9   +1.1   -1.6    -1.9
高橋 優弥(1)   3.73   3.45   3.64    3.73    3.73 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 堀金   -0.8   +0.2   +1.7    -0.8    -0.8
髙山 拓夢(1)    x   3.41   3.73    3.73    3.73 
ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾑ 塩尻広陵   -1.4   -0.3    -0.3    -0.3
紙浦 明馬(1)   3.49   3.64   3.58    3.64    3.64 
ｶﾐｳﾗ ｱｽﾏ 白馬   -1.8   -2.8   -3.5    -2.8    -2.8
篠原 翼(1)   3.58   3.33   3.55    3.58    3.58 
ｼﾉﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 豊科北   -4.0   +1.4   +2.8    -4.0    -4.0
中沢 一馬(1)   3.57   3.52   3.35    3.57    3.57 
ﾅｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 信明   -1.3   -1.4   +1.5    -1.3    -1.3
矢花 涼平(1)   3.48    x   3.55    3.55    3.55 
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｮｳﾍｲ 穂高西   -1.3   -1.2    -1.2    -1.2
石木田 悠(1)   3.20   3.51   3.49    3.51    3.51 
ｲｼｷﾀﾞ ﾕｳ 小谷   -2.1   -2.9   -0.6    -2.9    -2.9
武田 知樹(1)    x   3.30   3.49    3.49    3.49 
ﾀｹﾀﾞ ｻﾄｷ 白馬   -4.4   +1.3    +1.3    +1.3
中村 啓輔(1)   3.46   3.48    x    3.48    3.48 
ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 高綱   +0.1   -4.0    -4.0    -4.0
山田 準平(1)   3.30   3.32   3.47    3.47    3.47 
ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 旭町   +0.5   -2.5   -1.3    -1.3    -1.3
土川 航志郎(1)   3.45   3.43   3.39    3.45    3.45 
ﾂﾁｶﾜ ｺｳｼﾛｳ 梓川   -1.2   -2.3   +0.6    -1.2    -1.2
大脇 涼平(1)   3.44   3.34   3.13    3.44    3.44 
ｵｵﾜｷ ﾘｮｳﾍｲ 梓川   +3.1   -0.6   +1.4    +3.1    +3.1
千國 翔馬(1)   3.11   3.36   3.38    3.38    3.38 
ﾁｸﾆ ｼｮｳﾏ 大町第一   -1.8   +1.5   +0.9    +0.9    +0.9
杏 朋樹(1)   3.32   3.27    x    3.32    3.32 
ｶﾗﾓﾓ ﾄﾓｷ 旭町   -2.4   +0.4    -2.4    -2.4
太田貴将(1)   2.91   3.03   3.23    3.23    3.23 
ｵｵﾀﾀｶﾏｻ 穂高東   -0.4   +1.9   -0.4    -0.4    -0.4
戸谷 駿介(1)   3.16   3.10   3.16    3.16    3.16 
ﾄﾔ ｼｭﾝｽｹ 小谷   -0.6   -1.0   -0.3    -0.6    -0.6
上條 泰斗(1)   2.90   2.47    x    2.90    2.90 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｲﾄ 波田   +0.2   -4.0    +0.2    +0.2
高村 紘汰(1)   2.78   2.69   2.89    2.89    2.89 
ﾀｶﾑﾗ ｺｳﾀ 波田   +0.7   -3.3   -0.4    -0.4    -0.4
大宮司 葵生(1)    x   2.55   2.76    2.76    2.76 
ﾀﾞｲｸﾞｳｼﾞ ｱｵｲ 高綱   -4.4   -1.0    -1.0    -1.0
渡邉 剛(1) 欠場
ﾜﾀﾅﾍ ﾞﾂﾖｼ 鎌田
富田 雅也(1) 欠場
ﾄﾐﾀ ﾏｻﾔ 山辺
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長野県中学記録(CR)               7.04 内川　佳祐                   白馬             2010/09/04  
大会記録(GR)                     6.86 

 ３回の
 最高記録

穗苅 康人(3)    x   5.98   6.13    6.13   6.43    x    x    6.43 
ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 三郷   +1.1   -1.2    -1.2   -1.4    -1.4
松原 聖将(3)   5.74   5.34   5.54    5.74   5.65   5.87   5.73    5.87 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ 大町第一   -0.2   -0.8   +1.5    -0.2   -0.2    0.0   +0.8     0.0
小町谷 祥司(3)   5.01   5.71   5.37    5.71   5.54   5.36   5.82    5.82 
ｺﾏﾁﾔ ｼｮｳｼﾞ 秀峰   -0.2   +1.4   -2.2    +1.4   -0.8   -1.2   +2.0    +2.0
宮川 蓮(3)    x    x   5.56    5.56   5.52    x    x    5.56 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝ 筑北   +2.5    +2.5   -1.0    +2.5
山本 将裕(3)   5.47   5.55   5.50    5.55    x   5.35   5.09    5.55 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 塩尻広陵   -1.2   +0.5   +0.7    +0.5   -0.4   -0.1    +0.5
門松 慎吾(3)   5.32   5.31   5.38    5.38   5.55   4.02   5.29    5.55 
ｶﾄﾞﾏﾂ ｼﾝｺﾞ 仁科台   +1.3   +1.6   +1.8    +1.8   +1.2   +0.3   -0.8    +1.2
城山 達也(3)   5.34   5.43   5.34    5.43   5.37   5.47    x    5.47 
ｼﾛﾔﾏ ﾀﾂﾔ 波田   +0.6   +0.8   -0.9    +0.8   -0.4   +0.4    +0.4
山本 祐己(2)   5.37   4.98    x    5.37   5.10   5.47    x    5.47 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 旭町   +1.0   +0.8    +1.0   -2.2   +1.1    +1.1
斉藤 優斗(3)   5.23   5.14   5.36    5.36    5.36 
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ 塩尻西部   -0.4   -0.6   +2.2    +2.2    +2.2
嘉陽 宗馬(2)   4.82   5.07   4.93    5.07    5.07 
ｶﾖｳ ｿｳﾏ 山辺   +1.4   +1.0   -1.7    +1.0    +1.0
鈴木 翔大(2)   4.98    x   4.69    4.98    4.98 
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 筑摩野   -1.4   +1.5    -1.4    -1.4
中上 在(2)   4.54   4.96   4.89    4.96    4.96 
ﾅｶｶﾞﾐ ｱﾙ 梓川   +0.1   -1.0   -1.8    -1.0    -1.0
筒井 幸輝(2)   4.62   4.62   4.96    4.96    4.96 
ﾂﾂｲ ｺｳｷ 菅野   -1.8   +1.0   +2.2    +2.2    +2.2
花岡 拓登(3)   4.87    x   4.84    4.87    4.87 
ﾊﾅｵｶ ﾀｸﾄ 信大附属松本    0.0   +0.7     0.0     0.0
加納 尚弥(3)   4.87   4.75    x    4.87    4.87 
ｶﾉｳ ﾅｵﾔ 清水   -0.9   -0.5    -0.9    -0.9
土田 魁(3)   4.84   4.68   4.69    4.84    4.84 
ﾂﾁﾀﾞ ｶｲ 波田   -0.5   +1.2   +0.6    -0.5    -0.5
篠原 洸樹(2)   4.72   4.67   4.48    4.72    4.72 
ｼﾉﾊﾗ ｺｳｷ 筑摩野   +1.3   +1.3   -0.9    +1.3    +1.3
唐澤 隆矢(3)   4.35   4.68   4.59    4.68    4.68 
ｶﾗｻﾜ ﾘｭｳﾔ 堀金   -0.2   -0.2   +1.8    -0.2    -0.2
梅本 悠希(3)   4.16   4.43   4.63    4.63    4.63 
ｳﾒﾓﾄ ﾕｳｷ 開田   -1.1   +0.4   -0.4    -0.4    -0.4
高籏 雅紘(2)   3.32   4.53   3.35    4.53    4.53 
ﾀｶﾊﾀ ﾏｻﾋﾛ 丘   -1.5   +0.9   +1.1    +0.9    +0.9
塩原 崇史(3)   4.50    x    x    4.50    4.50 
ｼｵﾊﾗ ﾀｶﾌﾐ 塩尻西部   -0.4    -0.4    -0.4
松澤 祐介(3)   4.49   4.47    x    4.49    4.49 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 塩尻   -0.6   -0.2    -0.6    -0.6
宮澤 一真(2)   4.48   4.26   4.19    4.48    4.48 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 高綱   +1.6   +1.8   -0.8    +1.6    +1.6
林 龍之介(2)   4.44   4.36   4.47    4.47    4.47 
ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾉｳｹ 信大附属松本   -1.2   +1.2   +0.6    +0.6    +0.6
小林 祐貴(2)   4.21   4.46   4.31    4.46    4.46 
ｺﾊﾞﾔｼﾕｳｷ 穂高西   -1.0   +1.7   -0.5    +1.7    +1.7
笠井 敦司(2)   4.40   4.45   3.80    4.45    4.45 
ｶｻｲ ｱﾂｼ 仁科台   -0.7   +1.0   -0.4    +1.0    +1.0
黒田 昭太(3)   4.44    x    x    4.44    4.44 
ｸﾛﾀﾞ ｼｮｳﾀ 旭町   -0.9    -0.9    -0.9
宮澤 優太(2)    x   4.43    x    4.43    4.43 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 堀金   +1.5    +1.5    +1.5
伊藤 敬紋(3)   4.39   2.47   4.19    4.39    4.39 
ｲﾄｳ ﾀﾓﾝ 北安松川   +0.5   -0.4   +1.3    +0.5    +0.5
室谷 高道(2)   4.18   4.38   4.37    4.38    4.38 
ﾑﾛﾀﾆ ﾀｶﾐﾁ 小谷   +0.8   +0.9   +1.1    +0.9    +0.9
小林 和磨(2)   4.19   4.31   4.16    4.31    4.31 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 高綱   +1.1    0.0   +1.8     0.0     0.0
下島 翔矢(2)   4.07   4.30    x    4.30    4.30 
ｼﾓｼﾞﾏ ｼｮｳﾔ 開田   -0.9   +0.2    +0.2    +0.2
横山 勇太(3)   3.55   3.49   4.17    4.17    4.17 
ﾖｺﾔﾏ ﾕｳﾀ 梓川   +1.9   +0.5   +2.5    +2.5    +2.5
鹿川 和樹(3)    x   3.96    x    3.96    3.96 
ｼｶｶﾞﾜｶｽﾞｷ 穂高西   +1.5    +1.5    +1.5
青木 陽太郎(2)   3.86   3.50   3.64    3.86    3.86 
ｱｵｷ ﾖｳﾀﾛｳ 両小野   +0.9   -1.2   +1.6    +0.9    +0.9
小宮山 真矢(2)   3.56   3.60   3.45    3.60    3.60 
ｺﾐﾔﾏ ﾏｻﾔ 北安松川   +0.5   -0.4   +0.7    -0.4    -0.4
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 ３回の
 最高記録

中山 直久(2)    x   2.57    x    2.57    2.57 
ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾋｻ 高瀬   -0.6    -0.6    -0.6
平田 恵都(2)    x    x    x     x 記録なし
ﾋﾗﾀ ｹｲﾄ 小谷
飯嶋 陸将(2)    x    x    x     x 記録なし
ｲｲｼﾞﾏ ｱﾂﾏｻ 丸ﾉ内
佐々木 章人(3)    x    x    x     x 記録なし
ｻｻｷ ｱｷﾋﾄ 高瀬
鈴木 蓮(3)    x    x    x     x 記録なし
ｽｽﾞｷ ﾚﾝ 塩尻
下坂 祐弥(3) 欠場
ｼﾓｻｶ ﾕｳﾔ 清水
三尾 ひかる(2) 欠場
ﾐｵ ﾋｶﾙ 丸ﾉ内
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長野県中学記録(CR)              13.45 竹村　地智                   東北             2013/10/05  
大会記録(GR)                    11.97 

 ３回の
 最高記録

金子 周平(3)
ｶﾈｺ ｼｭｳﾍｲ 信明
加藤 耀央(3)
ｶﾄｳﾈｵ 穂高西
下村 亮也(3)
ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳﾔ 王滝
西牧 廉(3)
ﾆｼﾏｷ ﾚﾝ 清水
池上 大希(2)
ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾛｷ 清水
本山 岳志(3)
ﾓﾄﾔﾏ ﾀｹｼ 旭町
吉澤 佑(3)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｽｸ 筑摩野
野中 優海(3)
ﾉﾅｶ ﾕｳ 波田
西田 和樹(3)
ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 筑摩野
堺 信幸(3)
ｻｶｲ ﾉﾌﾞﾕｷ 波田
竹内 恒平(2)
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ 堀金
柳澤 隆真(3)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｭｳﾏ 北安松川
丸山 隆一(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ 梓川
牛山 裕也(3)
ｳｼﾔﾏ ﾕｳﾔ 塩尻西部
村瀬 陽紀(3)
ﾑﾗｾ ﾊﾙｷ 梓川
奈良部 光作(2)
ﾅﾗﾌﾞｺｳｻｸ 穂高西
平林 勇人(2)
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 高瀬
池田 倭(2)
ｲｹﾀﾞ ﾔﾏﾄ 高綱
小林  錬(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 三郷
熊井 進之佑(3)
ｸﾏｲ ｼﾝﾉｽｹ 旭町
北澤  慶悟(2)
ｷﾀｻﾞﾜ ｹｲｺﾞ 北安松川
倉澤 一熙(2)
ｸﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ 塩尻広陵
平林 竜弥(2)
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ 三郷
小笠原 一真(3)
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｶｽﾞﾏ 高綱

  4.50    4.55   4.55 

   4.65   4.65 

24 2  7181
  4.55   3.99

23 1  6728
  3.52    x   4.65

  4.75    4.75   4.75 

   5.89   5.89 

22 6  6488
  4.31   4.46

21 3  6789
  5.41   5.89   5.81

  5.67    6.20   6.20 

   6.76   6.76 

20 5  7062
  6.20   5.88

19 4  6722
  5.60   6.12   6.76

  6.62    7.05   7.05 

   7.33   7.33 

18 9  7182
  6.45   7.05

17 10  6762
  7.10   6.81   7.33

  7.54    7.54   7.54 

   7.87   7.87 

16 13  6613
  6.90    x

15 8  7348
  7.87    x   7.50

  7.41    7.88   7.88 

   7.90   7.90 

14 14  6425
  7.88   7.69

13 7  7355
  7.57   7.90   7.83

  7.72    7.93   7.93 

   8.00   8.00 

12 17  6783
  7.58   7.93

11 12  6679
  7.91   7.66   8.00

  7.53    8.40   8.40 

   8.51   8.51 

10 11  7385
  6.37   8.40

9 22  7247
   x   8.51   7.99

  8.77    8.77   8.61   8.34   8.54   8.77 

   9.69    x   9.30   9.54   9.69 

8 16  7394
  8.73   8.49

7 18  7246
   x   8.96   9.69

  9.32    9.87    x   9.81   9.72   9.87 

   9.74    x   8.54   9.97   9.97 

6 20  7061
  9.87   9.85

5 15  6963
  9.02   8.65   9.74

 10.26   10.26    x  10.12  10.37  10.37 

  10.42  10.80  10.49    x  10.80 

4 21  6952
   x   8.44

3 19  6334
  9.65    x  10.42

  9.63   10.89  10.10  11.05    /  11.05 

  10.85  11.50  11.25  11.36  11.50 

2 23  6597
 10.49  10.89

1 24  7006
 10.85  10.49  10.82

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子共通

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



長野県中学記録(CR)               2755 荻原　勇吹                   岡谷東部         2013/06/30  
大会記録(GR)                     2114 

石田 優音(2) 18.81(-1.7)        8.48        1.45     1:01.31   1566
ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 堀金     449     395     352     370      1
川原 彰英(3) 19.35(-1.7)        6.30        1.50       58.93   1507
ｶﾜﾊﾗ ｼｮｳｴｲ 仁科台     402     266     389     450      2
松本 直大(2) 20.10(-1.7)        7.78        1.40       59.71   1434
ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 塩尻広陵     341     353     317     423      3
中根 颯亮(2) 18.95(-1.7)        6.18        1.30     1:03.08   1260
ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ 塩尻広陵     437     259     250     314      4
平野 雄大(3) 21.14(-1.7)        7.02        1.45     1:03.94   1214
ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 山辺     265     308     352     289      5

400m
総合得点

順位

 7156

 6676

 6894

 6490

 6485

男子共通

四種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 110mH SP HJ
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