
大会コード 16200003 

第５６回長野県陸上競技春季大会 
兼 東日本大震災復興支援第７１回国民体育大会陸上競技長野県予選会 

 
 
 
 
 
 
 

記 録 集 
 
 

期   日： 平成２8年 4月 23日（土）24日（日） 
会   場： 長野市営陸上競技場（競技場コード 201010） 
主   催： 一般財団法人長野陸上競技協会 
共   催： 公益財団法人長野県体育協会 

長野県高等学校体育連盟 
長野県中学校体育連盟 

後   援： 長野県教育委員会 
長野市教育委員会 
信濃毎日新聞社 

主   管： 一般財団法人長野陸上競技協会 
総 務： 内山 了治 
審 判 長： トラック: 玉城 良二・小幡 泰俊 

跳 躍: 鈴木 文雄・有賀 大成 
投 て き: 上原 羊二 
招 集 所: 中條 延太郎 
スタート: 勝野 仁深 

記録・情報主任： 瀧沢 佳生 



 
■この大会で樹立された記録 

月日 男女 種目 予・決 記録 氏名・学年 所属 従来の記録 備考 
4/23 女子 200m 予選 24秒 63 今井 沙緒里 飯田病院 24秒 81 大会新 
4/23 高校男子 円盤投 決勝 40m84 藤原 一斗(3) 穂高商高 39m51 大会新 
4/23 高校男子 円盤投 決勝 40m16 北村 将也(3) 長野吉田高 39m51 大会新 
4/23 男子 4×100m 準決勝 41秒 20 高木 佑希 

岩田 晃 
内堀 直也 
佐藤 賢一 

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ AC 41秒 39 大会新 

4/24 女子 ハンマー投 決勝 54m68 中島 未歩 上田陸協 54m54 大会新 
 
 

■グラウンドコンディション 
4月 23日 4月 24日 
時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 

   (m/s) (°c) (%)    (m/s) (°c) (%) 
10:00 曇 南西 1.3 20.0 55.0 09:30 晴 北北東 2.8 18.0 50.0 
11:00 晴 南南西 1.3 21.0 40.0 10:00 晴 北東 2.9 18.0 47.0 
12:00 晴 南東 1.0 23.0 45.0 11:00 曇 北 3.8 19.0 43.0 
13:00 晴 東 0.7 24.0 39.0 12:00 曇 北東 2.9 19.5 41.0 
14:00 晴 北北東 2.5 24.0 33.0 13:00 曇 北東 2.0 20.0 42.0 
15:00 晴 北東 3.0 23.0 51.0 14:00 曇 北 3.7 19.5 41.0 
16:00 晴 北 3.1 21.5 55.0 15:00 曇 北東 2.5 18.0 45.0 

      16:00 曇 北東 3.5 17.5 46.0 
 



第56回長野県陸上競技春季大会                                                    
兼 東日本大震災復興支援第71回国民体育大会陸上競技長野県予選会                   
　期日：平成28年4月23日(土)-24日(日)                                            
　場所：長野市営陸上競技場                                                      

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】201010  長野市営陸上競技場

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
04/24 男子  +3.1高木 佑希 10.79 長谷川 寛(3) 大学生･東学大 10.83 岩田 晃 10.84 小出 郁弥(2) 10.88 羽尾 拓海(3) 10.92 吉冨 和弥 10.95 斉藤 巧(3) 11.21

100m 一般･ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 内堀 直也 一般･ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 一般･ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 高校生･市立長野高 高校生･須坂東高 一般･ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 高校生･松商学園高
04/23  +2.6樋口 一馬(3) 21.31 川上 真弥 21.38 岩田 晃 21.42 内堀 直也 21.49 長谷川 寛(3) 21.72 浦野 泰希(4) 22.07 松崎 文弥(3) 22.16 斉藤 巧(3) 22.20

200m 高校生･松商学園高 一般･飯田病院 一般･ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 一般･ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 大学生･東学大 大学生･松本大 高校生･佐久長聖高 高校生･松商学園高
04/24 浦野 泰希(4) 49.04 松崎 文弥(3) 50.17 川北 祐輔(4) 50.25 近藤 雅哉(2) 50.33 水島 優(2) 50.72 吉田 開恩(3) 50.97 外川 太一(2) 51.40 宮坂 智史(3) 52.71

400m 大学生･松本大 高校生･佐久長聖高 大学生･信州大 高校生･松川高 大学生･松本大 高校生･飯山高 高校生･諏訪清陵高 高校生･下諏訪向陽高
04/23 大月 海世(3) 1,57.26 中島 大智(2) 1,57.65 北原 崇志 1,58.71 北原 廉(4) 2,00.18 岩崎 一徹(3) 2,00.32 清水 拓斗(2) 2,00.78 中村 祐太(3) 2,01.22 花里 翼(3) 2,24.74

800m 高校生･東海大諏訪高 大学生･信州大 一般･EASTERS 一般･長野高専 高校生･飯田風越高 高校生･長野日大高 高校生･長野日大高 高校生･佐久長聖高
04/24 北原 崇志 4,03.27 白川 友一 4,04.24 松﨑 健悟(2) 4,05.24 清沢 創一 4,05.41 上原 雄大(3) 4,05.57 高橋 勇輝(2) 4,05.62 清水 拓斗(2) 4,06.15 堀部 真広(4) 4,06.87

1500m 一般･EASTERS 一般･須坂陸協 高校生･東海大諏訪高 一般･諏訪市陸協 高校生･上伊那農高 高校生･長野日大高 高校生･長野日大高 大学生･信州大
04/23 村澤 智啓 15,11.50 木田 元春(3) 15,16.10 白川 友一 15,18.12 石倉 大輔(3) 15,20.01 依田 航太郎(2) 15,21.85 河合 蓮(3) 15,22.82 馬場 隆夫(3) 15,23.83 宮田 共也(3) 15,25.71

5000m 一般･長野市陸協 高校生･長野日大高 一般･須坂陸協 高校生･伊那北高 大学生･新潟大 高校生･松川高 高校生･上伊那農高 高校生･長野日大高
04/24 小池 勇飛(4) 32,35.97 西沢 紀元 32,55.64 久保井 廉(4) 32,57.00 油井 宏喜(2) 33,34.96 小平 仁(3) 34,47.05 中村 純和 36,45.33

10000m 一般･長野高専 一般･昭和電工大町 大学生･信州大 高校生･上田西高 高校生･長野吉田高 一般･長野市陸協
04/24  +1.8五十嵐 大樹 14.84 小林 涼(4) 15.32 三宅 浩生(3) 15.60 宮原 翔太(2) 15.74 小林 周平(2) 15.91 渡邊 倭(3) 16.04 西村 慶次(2) 16.53 岡村 宗一郎(3) 16.57

110mH(1.067m) 一般･野沢北ｸﾗﾌﾞ 一般･信大医陸 高校生･松商学園高 高校生･長野日大高 高校生･長野東高 高校生･中野西高 高校生･創造学園高 高校生･長野日大高
04/23 小林 英和 52.98 清水 泰志(4) 54.59 山下 修司(4) 55.62 坂巻 太一(3) 56.91 吉沢 智貴(3) 57.08 中澤 晴起(2) 59.30 小林 涼(4) 59.44 内山 力哉(2) 1,00.14

400mH(0.914m) 一般･法政大 大学生･松本大 大学生･信州大 大学生･信州大 高校生･長野日大高 高校生･小諸高 一般･信大医陸 高校生･長野東高
04/23 山本 嵐(2) 9,13.39 宮入 一海 9,18.72 小池 勇飛(4) 9,41.65 佐藤 聖也(3) 9,45.62 永井 慎也 9,51.99 中島 俊介(3) 9,52.65 大澤 智樹(3) 9,53.02 大池 竜紀(2) 9,58.90

3000mSC(0.914m) 高校生･佐久長聖高 一般･北佐久陸協 一般･長野高専 高校生･飯山高 一般･ｺﾄﾋﾗ 高校生･長野日大高 高校生･佐久長聖高 高校生･長野日大高
04/23 青山 夏樹(3) 23,42.41 北沢 文弥(3) 24,38.48 武田 直樹(3) 24,46.88 甲田 基也(2) 25,24.67 原 悠佑(2) 25,47.26 平澤 太一(3) 25,47.67 竹倉 龍之介(3) 28,07.39 小野 勝汰(2) 28,30.50

5000mW 高校生･岩村田高 高校生･長野工高 高校生･須坂高 高校生･長野工高 高校生･穂高商高 高校生･松川高 高校生･長野日大高 高校生･岩村田高
04/23 芋川 駿(2) 2.13 林 知彦 2.10 小野 寛貴(3) 2.07 片平 大地 2.04 塚田 龍太朗(2) 1.95 大塚 樹也(1) 1.95 井原 彪(2) 高校生･飯田高 1.90

走高跳 大学生･法政大 一般･上伊那陸協 高校生･松商学園高 一般･長野吉田AC 高校生･長野日大高 大学生･新潟医福大 村田 貴大 一般･長野高専AC
04/24 加賀見 一輝(3) 4.70 内山 朋也(3) 4.70 安部 公士郎(3) 4.10 前田 貴滉(3) 4.00 伊藤 大起(3) 3.80 関 知大(2) 3.60 山崎 大地(3) 3.60 荒田 智也(3) 3.60

棒高跳 大学生･東学大 高校生･長野吉田高 中学生･原中 高校生･伊那北高 高校生･下諏訪向陽高 大学生･松本大 高校生･長野工高 高校生･田川高
04/23 内山 朋也(3) 7.40(+2.7) 佐藤 賢一 7.35(+3.5) 横地 彦人(3) 7.09(+3.0) 渡辺 素己(3) 6.97(+3.9) 小野澤達也(2)6.95(+2.9) 窪田 章吾(2) 6.95(+1.4) 太目 祐二(3) 6.95(+5.3) 増子 良平(3) 6.94(+2.4)

走幅跳 高校生･長野吉田高 一般･ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 高校生･須坂東高 高校生･長野吉田高 大学生･松本大 大学生･東学大 高校生･長野吉田高 高校生･松商学園高
04/24 佐藤 賢一 15.19(+3.6) 窪田 章吾(2)14.40(+2.1) 竹内 篤史(3)14.29(+3.3) 小北 大志(3)14.16(+2.6) 増子 良平(3)14.16(+4.8) 小野澤達也(2)14.07(+5.1) 竹井 温巧(2)13.99(+3.4) 須崎 修二(2)13.90(+5.5)

三段跳 一般･ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 大学生･東学大 大学生･松本大 大学生･信州大 高校生･松商学園高 大学生･松本大 高校生･東海大諏訪高 高校生･上田高
04/23 大庭 達也(4) 42.46 上原 隆伸 34.59 丸山 貴由人(2) 30.33 土屋 春生 27.47

円盤投(2.000kg) 大学生･順大 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 大学生･松本大 一般･北佐久郡陸協
04/24 平田 勝也(4) 49.86 神田 郁実 45.48 東井 航平(2) 43.22 上原 隆伸 43.17 山﨑 貴博(4) 34.45 須賀 健太(3) 33.91 野村 源太(3) 33.83 上條 健 24.09

ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg) 大学生･国武大 一般･長野市陸協 大学生･信州大 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･長野高専 大学生･信州大 大学生･信州大 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
04/24 矢ヶ崎 奨(3) 63.32 小川 健太(2) 60.26 丸山 幹稀(1) 58.31 塩川 拓(1) 57.66 長崎 大悟(1) 56.23 小澤 匠(3) 55.05 斉藤元気 53.47 北村 将也(3) 52.98

やり投(0.800kg) 大学生･国武大 大学生･東経大 大学生･松本大 大学生･国武大 大学生･国武大 大学生･松本大 一般･上田陸協 高校生･長野吉田高
04/23 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC       41.46 松商学園高       41.97 松本大       42.20 信州大       43.00 長野日大高       43.10 佐久長聖高       43.29 市立長野高       43.33 松川高       43.74

4×100m 高木 佑希 三宅 浩生(3) 安藤 直哉(4) 川北 祐輔(4) 北澤 大海(3) 坂田 涼輔(3) 伊東 嵩矢(1) 棚田 駿太(3)
岩田 晃 斉藤 巧(3) 浦野 泰希(4) 三澤 駿之介(2) 金井 敦紀(3) 花里 翼(3) 宮下 翼(1) 牛山 一成(3)
内堀 直也 成澤 稜(3) 小野澤 達也(2) 柴田 晃太朗(4) 長谷川 遼亮(3) 牛山 陽太(2) 池田 翔紀(1) 近藤 裕哉(3)
佐藤 賢一 樋口 一馬(3) 水島 優(2) 本多 倖基(2) 吉沢 智貴(3) 松崎 文弥(3) 小出 郁弥(2) 近藤 雅哉(2)

04/24 松本大     3,20.55 信州大     3,22.29 松商学園高     3,25.21 松川高     3,27.25 佐久長聖高     3,27.74 長野高     3,28.10 長野日大高     3,30.93 長野吉田高     3,31.45
4×400m 小林 航(2) 坂巻 太一(3) 樋口 一馬(3) 後沢 大地(2) 松崎 文弥(3) 渡辺 賢志(3) 北澤 大海(3) 岡部 信一郎(3)

水島 優(2) 三澤 駿之介(2) 成澤 稜(3) 近藤 裕哉(3) 牛山 陽太(2) 竹村 友雅(2) 長谷川 遼亮(3) 太目 祐二(3)
清水 泰志(4) 川北 祐輔(4) 三宅 浩生(3) 光沢 佑人(3) 相場 泰彦(3) 鈴木 達也(3) 岡村 宗一郎(3) 久保田 五輝(3)
浦野 泰希(4) 山下 修司(4) 柳沢 直生(1) 近藤 雅哉(2) 花里 翼(3) 高橋 慶(3) 吉沢 智貴(3) 内山 朋也(3)

04/23 男子高校 竹村 地智(3) 13.21 瀧澤 友啓(3) 12.90 和田 啓汰(2) 12.68 スミス 理貴(2) 12.27 藤原 一斗(3) 12.12 幸野 藍斗(2) 11.57 登内 啓一郎(2) 11.32 坂本 敦士(2) 11.31
砲丸投(6.000kg) 高校生･長野日大高 高校生･須坂創成高 高校生･更級農高 高校生･長野西高 高校生･穂高商高 高校生･木曽青峰高 高校生･高遠高 高校生･屋代高

04/23 藤原 一斗(3) 40.84 北村 将也(3) 40.16 名澤 直樹(3) 35.86 奥垣内 崇史(2) 35.48 山本 真光人(3) 33.95 橋澤 昂駿(2) 31.89 酒井 陸(3) 31.83 篠崎 貴郁(3) 30.97
円盤投(1.750kg) 高校生･穂高商高 GR 高校生･長野吉田 GR 高校生･更級農高 高校生･東海大諏訪高 高校生･大町岳陽高 高校生･飯山高 高校生･須坂創成高 高校生･市立長野高

04/24 名澤 直樹(3) 50.10 奥原 聖人(3) 48.63 中村 健之(2) 46.28 石坂 大地(3) 43.70 熊谷 拓真(3) 43.61 奥垣内 崇史(2) 43.11 水島 菖二(3) 41.86 渡邊 拓実(3) 40.23
ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 高校生･更級農高 高校生･梓川高 高校生･梓川高 高校生･更級農高 高校生･松商学園高 高校生･東海大諏訪高 高校生･須坂高 高校生･更級農高



第56回長野県陸上競技春季大会                                                    
兼 東日本大震災復興支援第71回国民体育大会陸上競技長野県予選会                   
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決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】201010  長野市営陸上競技場

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
04/24 男子少年共通  +2.6坂根 遼汰郎(2) 14.63 坂田 涼輔(3) 15.96 山内 一輝(1) 16.08 堀込 碧(3) 16.23 酒井 和馬(1) 16.62 中村 妥偉也(2) 17.07 小林 拓真(3) 19.63

110mJH(0.991m) 高校生･野沢北高 高校生･佐久長聖高 高校生･上伊那農高 中学生･野沢中 高校生･上伊那農高 高校生･長野工高 高校生･上田東高
04/23 男子少年B 松崎 咲人(1) 8,48.46 石川 晃大(3) 9,02.45 木村 暁仁(3) 9,04.22 米山 哲弘(1) 9,04.54 宮内 斗輝(1) 9,06.92 宇津野 篤(3) 9,08.74 伊藤 輝(1) 9,11.83 三島 颯太(1) 9,13.57

3000m 高校生･佐久長聖高 中学生･須坂墨坂中 中学生･女鳥羽中 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 中学生･上田第五中 高校生･東海大諏訪高 高校生･佐久長聖高
04/23 金子 周平(1) 12.36 赤尾 聡良(3) 12.02 西牧 廉(1) 10.83 松田 直也(1) 9.80 塚田 陽樹(3) 9.11 高橋 理人(3) 8.91 飯塚 亮介(3) 8.78

砲丸投(5.000kg) 高校生･松本工高 中学生･上田第五中 高校生･松本工高 高校生･上伊那農高 中学生･浅間中 中学生･須坂東中 中学生･浅間中



予選 4月24日 10:55
準決勝 4月24日 13:35
決勝 4月24日 15:45

[ 1組] 風速 +2.4 [ 2組] 風速 +2.7

 1 羽尾 拓海(3) 高校生     10.88 Q  1 内堀 直也 一般     10.86 Q
ﾊｵ ﾀｸﾐ 須坂東高 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 水出 一也(3) 高校生     11.39 Q  2 本多 倖基(2) 大学生     11.15 Q
ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ 市立長野高 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ 信州大

 3 髙村 拓明(3) 高校生     11.55  3 小川 明喜男(3) 高校生     11.20 q
ﾀｶﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 松本工高 ｵｶﾞﾜ ｱｷｵ 伊那北高

 4 芳川 亮(3) 高校生     11.67  4 成澤 稜(3) 高校生     11.26 
ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ 飯山高 ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松商学園高

 5 芦澤 友和(2) 高校生     11.72  5 種山 翔太(3) 高校生     11.60 
ｱｼｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 長野日大高 ﾀﾈﾔﾏ ｼｮｳﾀ 松本工高

 6 丸岡 精二 一般     11.76  6 林 泰希(3) 中学生     11.68 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 辰野中
岩崎 奬輝(2) 大学生  7 柳沢 貴之 一般     11.92 
ｲﾜｻｷ ｼｮｳｷ 信州大 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
常盤 大智(3) 大学生  8 丸田 弘明(4) 大学生     12.21 
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 松本大 ﾏﾙﾀ ﾋﾛｱｷ 信州大
松井 一陽(2) 大学生 柳澤 啓斗(1) 高校生
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 信州大 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾄ 長野商高

[ 3組] 風速 +3.0 [ 4組] 風速 +3.2

 1 岩田 晃 一般     11.00 Q  1 金井 敦紀(3) 高校生     11.11 Q
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｶﾅｲ ｱﾂｷ 長野日大高

 2 柳沢 直生(1) 高校生     11.08 Q  2 三澤 駿之介(2) 大学生     11.22 Q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 松商学園高 ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大

 3 相川 史弥(2) 大学生     11.16 q  3 松橋 大夢(1) 大学生     11.25 q
ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ 信州大 ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 国士舘大

 4 宮下 翼(1) 高校生     11.36  4 坂中 勇磨(2) 高校生     11.43 
ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 市立長野高 ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘高

 5 増田 凌(3) 高校生     11.39  5 澁谷 郁磨(3) 高校生     11.57 
ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 上田西高 ｼﾌﾞﾔ ｲｸﾏ 大町岳陽高

 6 伊藤 司能(2) 高校生     11.57  6 松島 竜平(1) 大学生     11.86 
ｲﾄｳ ｼﾉ 小諸高 ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 信州大

 7 矢部 晃(2) 高校生     11.59 坂庭 諒(3) 高校生
ﾔﾍﾞ ﾋｶﾙ 松本工高 ｻｶﾆﾜﾘｮｳ 中野立志館高

 8 菅沢 晴樹(1) 高校生     11.60 土屋 優輝(1) 高校生
ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 野沢南高 ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 松代高
桑原 圭都(2) 高校生 清水 陽(3) 高校生
ｸﾜﾊﾞﾗ ｹｲﾄ 篠ノ井高 ｼﾐｽﾞ ﾖｳ 上田高

[ 5組] 風速 +1.8 [ 6組] 風速 +3.5

 1 木村 幸太(3) 高校生     11.33 Q  1 吉冨 和弥 一般     10.98 Q
ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 塩尻志学館高 ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 近藤 裕哉(3) 高校生     11.42 Q  2 山浦 貫人(1) 大学生     11.21 Q
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ 松川高 ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 国武大

 3 小林 祐紀(4) 大学生     11.54  3 清水 隆寛(3) 高校生     11.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 信州大 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 長野西高

 4 池田 翔紀(1) 高校生     11.59  4 清水 隆哉(2) 高校生     11.42 
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ 市立長野高 ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ 小諸高

 5 丸山 玲央(2) 大学生     11.75  5 坂根 遼汰郎(2) 高校生     11.44 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松本大 ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ 野沢北高
松本 光平(3) 高校生  6 小北 大志(3) 大学生     11.57 
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 上田西高 ｺｷﾀ ﾀｲｼ 信州大
川上 真弥 一般  7 山田 大輝(1) 大学生     11.65 
ｶﾜｶﾐ	ｼﾝﾔ 飯田病院 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 松本大
石川 和義 一般  8 山口 諒偲(2) 高校生     11.68 
ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ 長野吉田AC ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 上田東高
小林 佑萬(3) 高校生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 伊那北高
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[ 7組] 風速 +2.4 [ 8組] 風速 +2.8

 1 安藤 直哉(4) 大学生     11.04 Q  1 長谷川 寛(3) 大学生     10.86 Q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本大 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 東学大

 2 斉藤 巧(3) 高校生     11.05 Q  2 西村 陽杜(1) 高校生     11.13 Q
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松商学園高 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 松商学園高

 3 柳澤 祐希(3) 中学生     11.39  3 藤村 知季(3) 中学生     11.38 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｷ 芦原中 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ 芦原中

 4 下田 振全(2) 高校生     11.46  4 萩 亜斗夢(1) 大学生     11.38 
ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ 松代高 ﾊｷﾞ ｱﾄﾑ 松本大

 5 宮澤 悠斗(3) 高校生     11.66  5 小林 陽平(2) 高校生     11.53 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 辰野高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 長野高
横地 彦人(3) 高校生  6 内山 幹雄 一般     11.62 
ﾖｺﾁ ﾋﾛﾄ 須坂東高 ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
小柳 堅一(3) 大学生  7 出村 友裕(3) 大学生     11.62 
ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信州大 ﾃﾞﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 信州大
松岡 龍哉(3) 中学生  8 伊東 嵩矢(1) 高校生     11.82 
ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾔ 長野北部中 ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 市立長野高

[ 9組] 風速 +3.8 [ 10組] 風速 +3.3

 1 高木 佑希 一般     11.03 Q  1 小出 郁弥(2) 高校生     10.97 Q
ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野高

 2 鈴木 達也(3) 高校生     11.19 Q  2 外川 太一(2) 高校生     11.21 Q
ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 長野高 ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 諏訪清陵高

 3 柴田 晃太朗(4) 大学生     11.37  3 市川 拓也(2) 大学生     11.25 q
ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 信州大 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 信州大

 4 井口 将理(3) 高校生     11.52  4 北澤 大海(3) 高校生     11.59 
ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ 松本県ヶ丘高 ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 長野日大高

 5 藤森 秀貴(4) 大学生     11.60  5 吉田 智哉(1) 高校生     11.74 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾃﾞﾀｶ 松本大 ﾖｼﾀﾞ  ﾄﾓﾔ 長野工高
柴本 遼河(3) 高校生 松尾 匠(3) 高校生
ｼﾊﾞﾓﾄﾘｮｳｶﾞ 中野立志館高 ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ 長野吉田高
町田 郁惟(3) 高校生 樋口 一馬(3) 高校生
ﾏﾁﾀﾞ ｲｸﾀﾀﾞ 上田高 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 松商学園高
室賀 駿一(1) 高校生 本多 倖基(2) 大学生
ﾑﾛｶﾞ ｼｭﾝｲﾁ 長野吉田高 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ 信州大

[ 1組] 風速 +3.0 [ 2組] 風速 +4.8

 1 内堀 直也 一般     10.82 Q  1 羽尾 拓海(3) 高校生     10.87 Q
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾊｵ ﾀｸﾐ 須坂東高

 2 吉冨 和弥 一般     10.88 Q  2 小出 郁弥(2) 高校生     10.95 Q
ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野高

 3 斉藤 巧(3) 高校生     11.11 q  3 木村 幸太(3) 高校生     11.12 
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松商学園高 ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 塩尻志学館高

 4 本多 倖基(2) 大学生     11.22  4 小川 明喜男(3) 高校生     11.12 
ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ 信州大 ｵｶﾞﾜ ｱｷｵ 伊那北高

 5 山浦 貫人(1) 大学生     11.25  5 相川 史弥(2) 大学生     11.19 
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 国武大 ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ 信州大

 6 松橋 大夢(1) 大学生     11.50  6 鈴木 達也(3) 高校生     11.33 
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 国士舘大 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 長野高
近藤 裕哉(3) 高校生 金井 敦紀(3) 高校生
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ 松川高 ｶﾅｲ ｱﾂｷ 長野日大高
安藤 直哉(4) 大学生 外川 太一(2) 高校生
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本大 ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 諏訪清陵高

[ 3組] 風速 +2.1

 1 高木 佑希 一般     10.81 Q
ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 長谷川 寛(3) 大学生     10.82 Q
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 東学大

 2 岩田 晃 一般     10.82 Q
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 4 西村 陽杜(1) 高校生     11.13 
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 松商学園高

 5 柳沢 直生(1) 高校生     11.23 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 松商学園高

 6 三澤 駿之介(2) 大学生     11.30 
ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大

 7 市川 拓也(2) 大学生     11.44 
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 信州大

 8 水出 一也(3) 高校生     11.45 
ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ 市立長野高
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風速 +3.1

 1 高木 佑希 一般     10.79 
ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 長谷川 寛(3) 大学生     10.83 
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 東学大

 2 内堀 直也 一般     10.83 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 4 岩田 晃 一般     10.84 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 5 小出 郁弥(2) 高校生     10.88 
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野高

 6 羽尾 拓海(3) 高校生     10.92 
ﾊｵ ﾀｸﾐ 須坂東高

 7 吉冨 和弥 一般     10.95 
ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 8 斉藤 巧(3) 高校生     11.21 
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松商学園高

8  9015

2  2482

3   878

5  3093

7  9018

9  9014

4  9016

6  9155

男子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 4月23日 11:30
決勝 4月23日 15:00

[ 1組] 風速 -1.9 [ 2組] 風速 -2.1

 1 内堀 直也 一般     21.92 Q  1 斉藤 巧(3) 高校生     23.07 Q
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松商学園高

 2 松崎 文弥(3) 高校生     22.42 q  2 小坂 晃大(3) 中学生     23.43 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖高 ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 仁科台中

 3 林 泰希(3) 中学生     23.48  3 近藤 雅哉(2) 高校生     23.44 
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 辰野中 ｺﾝﾄﾞｳ  ﾏｻﾔ 松川高

 4 柳沢 貴之 一般     23.65  4 小川 明喜男(3) 高校生     23.54 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｵｶﾞﾜ ｱｷｵ 伊那北高

 5 山田 大輝(1) 大学生     23.88  5 芳川 亮(3) 高校生     23.80 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 松本大 ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ 飯山高

 6 水出 一也(3) 高校生     24.17  6 北村 昌弘(3) 高校生     24.67 
ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ 市立長野高 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 長野吉田高

 7 遠藤 幹也(3) 高校生     24.68 小林 周平(2) 高校生
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ 大町岳陽高 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 長野東高
松本 光平(3) 高校生 常盤 大智(3) 大学生
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 上田西高 ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 松本大
清水 隆哉(2) 高校生 町田 郁惟(3) 高校生
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ 小諸高 ﾏﾁﾀﾞ ｲｸﾀﾀﾞ 上田高

[ 3組] 風速 +0.2 [ 4組] 風速 -1.0

 1 川上 真弥 一般     21.79 Q  1 樋口 一馬(3) 高校生     22.15 Q
ｶﾜｶﾐ	ｼﾝﾔ 飯田病院 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 松商学園高

 2 柳沢 直生(1) 高校生     22.71  2 小出 郁弥(2) 高校生     22.59 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 松商学園高 ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野高

 3 三澤 駿之介(2) 大学生     22.75  3 木村 幸太(3) 高校生     22.61 
ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大 ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 塩尻志学館高

 4 太目 祐二(3) 高校生     23.39  4 坂庭 諒(3) 高校生     23.18 
ｵｵﾒ ﾕｳｼﾞ 長野吉田高 ｻｶﾆﾜﾘｮｳ 中野立志館高

 5 宮下 翼(1) 高校生     23.63  5 萩 亜斗夢(1) 大学生     23.73 
ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 市立長野高 ﾊｷﾞ ｱﾄﾑ 松本大

 6 小坂 正海(2) 高校生     24.07  6 柳澤 祐希(3) 中学生     23.98 
ｺｻｶ ｾｲｶｲ 木曽青峰高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｷ 芦原中

 7 相場 泰彦(3) 高校生     24.21  7 森村 一真(2) 高校生     24.75 
ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ 佐久長聖高 ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 丸子修学館高
松岡 龍哉(3) 中学生 川北 祐輔(4) 大学生
ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾔ 長野北部中 ｶﾜｷﾞﾀ ﾕｳｽｹ 信州大
塚田 拓巳(3) 大学生 室賀 駿一(1) 高校生
ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 駿河台大 ﾑﾛｶﾞ ｼｭﾝｲﾁ 長野吉田高

[ 5組] 風速 -0.9 [ 6組] 風速 +0.3

 1 岩田 晃 一般     22.35 Q  1 浦野 泰希(4) 大学生     22.37 Q
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｳﾗﾉ ﾀｲｷ 松本大

 2 吉田 開恩(3) 高校生     22.83  2 羽尾 拓海(3) 高校生     22.73 
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 飯山高 ﾊｵ ﾀｸﾐ 須坂東高

 3 牛山 陽太(2) 高校生     23.33  3 鈴木 達也(3) 高校生     23.04 
ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ 佐久長聖高 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 長野高

 4 内山 幹雄 一般     23.50  4 登内 健太(2) 高校生     23.17 
ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 上伊那農高

 5 長谷川 遼亮(3) 高校生     23.58  5 曽根原 賢(2) 高校生     23.21 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 長野日大高 ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ 伊那弥生ヶ丘高

 6 伊藤 司能(2) 高校生     23.80  6 丸岡 精二 一般     23.23 
ｲﾄｳ ｼﾉ 小諸高 ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 7 鳴海 裕斗(2) 高校生     23.81  7 五味 凌介(3) 高校生     23.37 
ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東高 ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ 諏訪清陵高

 8 知沢 和輝(3) 高校生     24.01  8 久保田 五輝(3) 高校生     23.52 
ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 阿南高 ｸﾎﾞﾀ  ｲﾂｷ 長野吉田高
中島 望(2) 高校生 小柳 堅一(3) 大学生
ﾅｶｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 長野高 ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信州大 欠場
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順 ﾚｰﾝ No.
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
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順 ﾚｰﾝ
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4  2807

男子

200m
予選 通過基準  7組  1着 + 1 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



[ 7組] 風速 -1.0

 1 長谷川 寛(3) 大学生     22.13 Q
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 東学大

 2 吉冨 和弥 一般     22.44 
ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 3 金井 敦紀(3) 高校生     22.57 
ｶﾅｲ ｱﾂｷ 長野日大高

 4 池田 翔紀(1) 高校生     23.56 
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ 市立長野高

 5 宮澤 悠斗(3) 高校生     23.59 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 辰野高

 6 宮澤 優仁(4) 一般     23.64 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 長野高専

 7 宮坂 智史(3) 高校生     23.68 
ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 下諏訪向陽高

 8 澁谷 郁磨(3) 高校生     24.14 
ｼﾌﾞﾔ ｲｸﾏ 大町岳陽高

 9 椚谷 健(2) 一般     25.07 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ｹﾝ 信大医陸

風速 +2.6

 1 樋口 一馬(3) 高校生     21.31 
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 松商学園高

 2 川上 真弥 一般     21.38 
ｶﾜｶﾐ	ｼﾝﾔ 飯田病院

 3 岩田 晃 一般     21.42 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 4 内堀 直也 一般     21.49 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 5 長谷川 寛(3) 大学生     21.72 
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 東学大

 6 浦野 泰希(4) 大学生     22.07 
ｳﾗﾉ ﾀｲｷ 松本大

 7 松崎 文弥(3) 高校生     22.16 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖高

 8 斉藤 巧(3) 高校生     22.20 
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松商学園高

2  2807

3  2482

4  9155

8  9042

9  9014

5  9018

7  2481

6  9157

1  9116

決勝

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



予選 4月24日 12:15
決勝 4月24日 15:00

[ 1組] [ 2組]

 1 松崎 文弥(3) 高校生     50.26 Q  1 吉田 開恩(3) 高校生     50.57 Q
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖高 ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 飯山高

 2 外川 太一(2) 高校生     50.40 q  2 花里 翼(3) 高校生     51.79 
ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 諏訪清陵高 ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 佐久長聖高

 3 水島 優(2) 大学生     50.41 q  3 久保川 峻吾 一般     52.44 
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松本大 ｸﾎﾞｶﾜ ｼｭﾝｺﾞ 上田陸協

 4 畑佐 崚介(3) 高校生     51.61  4 児玉 悠作(1) 高校生     52.64 
ﾊﾀｻ ﾘｮｳｽｹ 赤穂高 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 市立長野高

 5 松山 周平(2) 高校生     52.10  5 塚田 拓巳(3) 大学生     52.82 
ﾏﾂﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 北部高 ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 駿河台大

 6 岡部 信一郎(3) 高校生     52.19  6 野村 健成(2) 高校生     52.92 
ｵｶﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 長野吉田高 ﾉﾑﾗ ｹﾝｾｲ 東海大諏訪高

 7 有賀 健(3) 高校生     52.52  7 三井 洪太(2) 高校生     53.50 
ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ 大町岳陽高 ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 諏訪清陵高

 8 三浦 央司(2) 高校生     52.78  8 大森 晃(3) 高校生     53.64 
ﾐｳﾗ ﾋｻｼ 野沢北高 ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ 長野吉田高
大島 直哉(3) 大学生  9 織茂 大地(1) 大学生     54.91 
ｵｵｼﾏ ﾅｵﾔ 信州大 ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 信州大

[ 3組] [ 4組]

 1 浦野 泰希(4) 大学生     50.00 Q  1 宮坂 智史(3) 高校生     52.38 Q
ｳﾗﾉ ﾀｲｷ 松本大 ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 下諏訪向陽高

 2 伊藤 良多 一般     51.38  2 長谷川 遼亮(3) 高校生     52.69 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 松本陸協 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 長野日大高

 3 北原 廉(4) 一般     51.45  3 丸山 玲央(2) 大学生     52.86 
ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ 長野高専 ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松本大

 4 山田 大貴(2) 大学生     53.41  4 平田 宗一郎(3) 高校生     52.94 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 信州大 ﾋﾗﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 上田高

 5 宮坂 秀星(2) 高校生     53.73  5 笹沢 広夢(3) 高校生     53.05 
ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 伊那弥生ヶ丘高 ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 小諸高

 6 村越 友哉(3) 中学生     54.26  5 相場 泰彦(3) 高校生     53.05 
ﾑﾗｺｼ ﾄﾓﾔ 南宮中 ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ 佐久長聖高

 7 荻原 慎二(1) 高校生     54.76  7 唐澤 直人(2) 高校生     54.15 
ｵｷﾞﾜﾗ ｼﾝｼﾞ 佐久長聖高 ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 上伊那農高
小坂 正海(2) 高校生 近藤 惠哉(1) 高校生
ｺｻｶ ｾｲｶｲ 木曽青峰高 ｺﾝﾄﾞｳ  ﾄｼﾔ 松川高
小池 貫太(2) 高校生 小林 英和 一般
ｺｲｹ  ｶﾝﾀ 松川高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 法政大

[ 5組]

 1 川北 祐輔(4) 大学生     50.93 Q
ｶﾜｷﾞﾀ ﾕｳｽｹ 信州大

 2 近藤 雅哉(2) 高校生     51.36 q
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾏｻﾔ 松川高

 3 増田 凌(3) 高校生     52.22 
ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 上田西高

 4 高橋 慶(3) 高校生     52.38 
ﾀｶﾊｼ ｹｲ 長野高

 5 北嶋 竣(2) 高校生     52.76 
ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ 豊科高

 6 登内 健太(2) 高校生     54.32 
ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 上伊那農高

 7 島津 英明 一般     54.49 
ｼﾏﾂﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 8 佐藤 大起(3) 高校生     54.60 
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 大町岳陽高
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予選 通過基準  5組  1着 + 3 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



 1 浦野 泰希(4) 大学生     49.04 
ｳﾗﾉ ﾀｲｷ 松本大

 2 松崎 文弥(3) 高校生     50.17 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖高

 3 川北 祐輔(4) 大学生     50.25 
ｶﾜｷﾞﾀ ﾕｳｽｹ 信州大

 4 近藤 雅哉(2) 高校生     50.33 
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾏｻﾔ 松川高

 5 水島 優(2) 大学生     50.72 
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松本大

 6 吉田 開恩(3) 高校生     50.97 
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 飯山高

 7 外川 太一(2) 高校生     51.40 
ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 諏訪清陵高

 8 宮坂 智史(3) 高校生     52.71 
ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 下諏訪向陽高

8   104

9   158

3  9056

4   832

6  9097

2   553

7  9042

5  2807

男子

400m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 4月23日 13:05
決勝 4月23日 15:35

[ 1組] [ 2組]

 1 中村 祐太(3) 高校生   2,00.58 Q  1 大月 海世(3) 高校生   1,55.92 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 長野日大高 ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 東海大諏訪高

 2 百瀬 大輝(3) 高校生   2,00.59  2 清水 拓斗(2) 高校生   1,57.04 q
ﾓﾓｾ ﾋﾛｷ 大町岳陽高 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ 長野日大高

 3 若林 亮冶(1) 高校生   2,03.54  3 後沢 大地(2) 高校生   1,59.48 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 屋代高 ｺﾞｻﾞﾜ  ﾀﾞｲﾁ 松川高

 4 桑原 太志(3) 高校生   2,03.74  4 萩原 雅久(3) 大学生   2,01.25 
ｸﾜﾊﾗ ﾌﾄｼ 飯山高 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾋｻ 信州大

 5 下井 颯太(3) 高校生   2,04.21  5 小池 康平(3) 高校生   2,01.31 
ｼﾓｲ ｿｳﾀ 赤穂高 ｺｲｹｺｳﾍｲ 諏訪二葉高

 6 小林 諒也(3) 高校生   2,04.96  6 平井 啓吾(3) 高校生   2,04.73 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 佐久長聖高 ﾋﾗｲ ｹｲｺﾞ 下諏訪向陽高

 7 徳原 冬威(2) 高校生   2,05.63  7 杉山 修己(2) 高校生   2,05.59 
ﾄｸﾊﾗ ﾄｳｲ 松本深志高 ｽｷﾞﾔﾏ ｵｻﾐ 赤穂高

 8 大森 晃(3) 高校生   2,08.70  8 前田 諭志(3) 高校生   2,08.32 
ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ 長野吉田高 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 長野高

 9 渋谷 涼太(3) 高校生   2,08.90  9 木村 祐太(3) 高校生   2,08.91 
ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾀ 松本蟻ヶ崎高 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 塩尻志学館高
山田 大貴(2) 大学生 10 池上 優斗(3) 高校生   2,15.01 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 信州大 ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 高遠高

[ 3組] [ 4組]

 1 北原 崇志 一般   1,58.71 Q  1 岩崎 一徹(3) 高校生   1,57.65 Q
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ EASTERS ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 飯田風越高

 2 太田 裕真(3) 高校生   1,59.06  2 眞田 稜生(3) 中学生   1,59.60 
ｵｵﾀ ﾕｳﾏ 松商学園高 ｻﾅﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 上田第四中

 3 村瀬 崚(2) 大学生   2,00.85  3 廣瀬 洸(2) 一般   2,03.02 
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 信州大 ﾋﾛｾ ｺｳ 長野高専

 4 小口 優希(2) 高校生   2,00.96  4 大久保 英(3) 高校生   2,03.44 
ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ 創造学園高 ｵｵｸﾎﾞ ｽｸﾞﾙ 更級農高

 5 小澤 大輝(1) 高校生   2,03.89  5 中山 智顕(3) 高校生   2,04.27 
ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 大町岳陽高 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 佐久長聖高

 6 島﨑 尋睦(3) 高校生   2,06.79  6 小林 祐也 一般   2,04.66 
ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾑ 飯山高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 長野高専AC

 7 倉嶋 優太(2) 高校生   2,07.83  7 吉田 拓未(3) 中学生   2,04.77 
ｸﾗｼﾏ ﾕｳﾀ 長野日大高 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 広徳中

 8 赤羽 恭弥(3) 高校生   2,08.53  8 大石 浩平(3) 高校生   2,07.95 
ｱｶﾊﾈ ｷｮｳﾔ 赤穂高 ｵｵｼ ｺｳﾍｲ 長野西高

 9 寺島 章仁(2) 高校生   2,12.20  9 佐藤 大起(3) 高校生   2,08.61 
ﾃﾗｼﾏ ｱｷﾋﾄ 長野高 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 大町岳陽高

10 佐藤 直樹(1) 高校生   2,13.74 大島 直哉(3) 大学生
ｻﾄｳ ﾅｵｷ 長野西高 ｵｵｼﾏ ﾅｵﾔ 信州大

[ 5組] [ 6組]

 1 北原 廉(4) 一般   1,58.04 Q  1 中島 大智(2) 大学生   1,58.57 Q
ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ 長野高専 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 信州大

 2 花里 翼(3) 高校生   1,58.44 q  2 脇坂 拓馬(2) 大学生   2,00.71 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 佐久長聖高 ﾜｷｻｶ ﾀｸﾏ 上武大

 3 高橋 勇輝(2) 高校生   1,59.86  3 笹沢 広夢(3) 高校生   2,00.73 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 長野日大高 ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 小諸高

 4 畠山 龍大(1) 高校生   2,03.82  4 笠原 渓介(3) 高校生   2,01.59 
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 大町岳陽高 ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ 上田高

 5 北村 駿弥(3) 高校生   2,04.07  5 蟹澤 恭吾 一般   2,01.80 
ｷﾀﾑﾗ ｼｭﾝﾔ 諏訪清陵高 ｶﾆｻﾜ ｷｮｳｺﾞ EASTERS

 6 村瀬 勇哉(2) 高校生   2,07.56  6 中沢 夏輝(2) 高校生   2,02.76 
ﾑﾗｾ ﾕｳﾔ 松本工高 ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 梓川高

 7 竹村 吉晃(3) 高校生   2,09.89  7 岩崎 真哉(3) 一般   2,03.72 
ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ 伊那弥生ヶ丘高 ｲﾜｻｷ ｼﾝﾔ 長野高専
近藤 惠哉(1) 高校生  8 越 陽汰(2) 中学生   2,04.17 
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾄｼﾔ 松川高 ｺｼ ﾊﾙﾀ 川中島中
吉岡 大地(3) 大学生  9 中村 凱(3) 大学生   2,04.18 
ﾖｼｵｶ ﾀﾞｲﾁ 信州大 ﾅｶﾑﾗ ｶﾞｲ 信州大
大西 宏樹(3) 高校生 10 林 智哉(3) 高校生   2,06.64 
ｵｵﾆｼ ﾋﾛｷ 上田千曲高 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾔ 野沢北高

所属名

 2069

男子

800m                
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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

8  1436

7   840

記録／備考
6  1288

5

 1057

4   493

2  2812

9  2393

3  9085

1  2244

10

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    43

6  1290

4   554

8  9109

7   135

1   157

2   498

3  1117

10  1987

9   372

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
5  9002

8  2485

3  9101

2  2529

9  2074

6   805

4  1286

1   492

7  3110

10  1091

氏  名 所属名 記録／備考
6   603

4  4645

2  3542

8  2757

3  2809

7  9145

1  6045

9  1104

10  2065

5  9103
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
5  9144

6  2801

4  1279

7  2080

9   127

2  2419

10   451

1   540
欠場

3  9077
欠場

8  1877
欠場

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  9105

8  9070

5  2828

7  1778

1  9000

3  2155

4  3519

2  5970

10  9104

9  1534



 1 大月 海世(3) 高校生   1,57.26 
ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 東海大諏訪高

 2 中島 大智(2) 大学生   1,57.65 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 信州大

 3 北原 崇志 一般   1,58.71 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ EASTERS

 4 北原 廉(4) 一般   2,00.18 
ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ 長野高専

 5 岩崎 一徹(3) 高校生   2,00.32 
ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 飯田風越高

 6 清水 拓斗(2) 高校生   2,00.78 
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ 長野日大高

 7 中村 祐太(3) 高校生   2,01.22 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 長野日大高

 8 花里 翼(3) 高校生   2,24.74 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 佐久長聖高

男子

800m                
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    43

6  9105

8  9002

4  9144

7   603

3  1290

9  1288

2  2801



予選 4月24日 11:40
決勝 4月24日 16:05

[ 1組] [ 2組]

 1 北原 崇志 一般   4,04.78 Q  1 清水 拓斗(2) 高校生   4,05.12 Q
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ EASTERS ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ 長野日大高

 2 中島 大智(2) 大学生   4,04.80 Q  2 村瀬 崚(2) 大学生   4,05.53 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 信州大 ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 信州大

 3 高橋 勇輝(2) 高校生   4,04.97 Q  3 百瀬 大輝(3) 高校生   4,07.63 Q
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 長野日大高 ﾓﾓｾ ﾋﾛｷ 大町岳陽高

 4 松﨑 健悟(2) 高校生   4,05.04 q  4 村澤 智啓 一般   4,08.29 
ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 東海大諏訪高 ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 長野市陸協

 5 清沢 創一 一般   4,05.06 q  5 樋口 正晃 一般   4,11.63 
ｷﾖｻﾜ ｿｳｲﾁ 諏訪市陸協 ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協

 6 堀部 真広(4) 大学生   4,06.57 q  6 村山 和勇(3) 高校生   4,13.39 
ﾎﾘﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 信州大 ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾄｼ 飯田風越高

 7 宇津野 篤(3) 中学生   4,11.96  7 大峡 翔太 一般   4,13.49 
ｳﾂﾉ ｱﾂｼ 上田第五中 ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 須坂陸協

 8 眞田 稜生(3) 中学生   4,12.12  8 石澤 由祐(3) 高校生   4,15.72 
ｻﾅﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 上田第四中 ｲｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 須坂高

 9 小池 康平(3) 高校生   4,13.74  9 内川 大樹(1) 大学生   4,17.30 
ｺｲｹｺｳﾍｲ 諏訪二葉高 ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 新潟医福大

10 西澤 洋務 一般   4,14.74 10 滝澤 拓輝(2) 高校生   4,18.21 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 茅野市陸協 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 上伊那農高

11 佐藤 聖也(3) 高校生   4,20.19 11 桑原 太志(3) 高校生   4,20.99 
ｻﾄｳ ｾｲﾔ 飯山高 ｸﾜﾊﾗ ﾌﾄｼ 飯山高

12 山岸 雄気 一般   4,25.21 12 萩原 雅久(3) 大学生   4,21.91 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｷ 須坂陸協 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾋｻ 信州大

13 石川 雄馬 一般   4,28.11 13 大石 浩平(3) 高校生   4,27.81 
ｲｼｶﾜ ﾕｳﾏ 中野陸協 ｵｵｼ ｺｳﾍｲ 長野西高

14 石川 晃大(3) 中学生   4,28.63 河合 崇成(3) 大学生
ｲｼｶﾜ ｺｳﾀ 須坂墨坂中 ｶﾜｲ ﾀｶﾅﾘ 信州大
宮澤 留以(4) 大学生 小長谷 祥治 一般
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 信州大 ｺﾅｶﾞﾔ ﾖｼﾊﾙ 中野陸協

[ 3組]

 1 白川 友一 一般   4,07.28 Q
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 須坂陸協

 2 上原 雄大(3) 高校生   4,08.61 Q
ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 上伊那農高

 3 矢﨑 佑喜(3) 大学生   4,09.14 Q
ﾔｻﾞｷ ﾕｳｷ 岡谷陸協

 4 岩崎 一徹(3) 高校生   4,09.61 
ｲﾜｻｷ ｲｯﾃﾂ 飯田風越高

 5 依田 航太郎(2) 大学生   4,09.85 
ﾖﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 新潟大

 6 北原 弘司 一般   4,09.96 
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｼﾞ EASTERS

 7 青木 祥平(2) 高校生   4,10.17 
ｱｵｷ ｼｮｳﾍｲ 長野日大高

 8 前田 倖誠(2) 大学生   4,10.86 
ﾏｴﾀﾞ ｺｳｾｲ 信州大

 9 黒岩 慶大(3) 高校生   4,11.52 
ｸﾛｲﾜ ｹｲﾀ 豊科高

10 河合 蓮(3) 高校生   4,12.32 
ｶﾜｲ  ﾚﾝ 松川高

11 吉田 優希(3) 大学生   4,26.19 
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 松本大

12 笠原 渓介(3) 高校生   4,29.43 
ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ 上田高
那須野 亨(1) 大学生
ﾅｽﾉ ﾄｵﾙ 信州大
下條 源太郎(2) 高校生
ｼﾓｼﾞｮｳ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 松本深志高

男子

1500m
予選 通過基準  3組  3着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  9002

3  9105

6  1279

10    48

12  9123

15  9111

13  4687

5  4645

14   135

9  9023

1  4936

2   835

4  9129

7  9080
欠場

順

11  9136

No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1290

3  9101

10  2069

5  9149

4  9065

12   606

6  9131

13  1009

7  9119

14   355

2   840

1  9109

15  1104

9  9074
欠場

11  9135
欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  9132

6   346

5  9020

11   603

10  9121

8  9001

2  1284

1  9098

4  2534

3   548

14  9048

13  1778

9  9107
欠場

12  2236
欠場



 1 北原 崇志 一般   4,03.27 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ EASTERS

 2 白川 友一 一般   4,04.24 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 須坂陸協

 3 松﨑 健悟(2) 高校生   4,05.24 
ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 東海大諏訪高

 4 清沢 創一 一般   4,05.41 
ｷﾖｻﾜ ｿｳｲﾁ 諏訪市陸協

 5 上原 雄大(3) 高校生   4,05.57 
ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 上伊那農高

 6 高橋 勇輝(2) 高校生   4,05.62 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 長野日大高

 7 清水 拓斗(2) 高校生   4,06.15 
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ 長野日大高

 8 堀部 真広(4) 大学生   4,06.87 
ﾎﾘﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 信州大

 9 村瀬 崚(2) 大学生   4,10.65 
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 信州大

10 百瀬 大輝(3) 高校生   4,17.30 
ﾓﾓｾ ﾋﾛｷ 大町岳陽高
矢﨑 佑喜(3) 大学生
ﾔｻﾞｷ ﾕｳｷ 岡谷陸協
中島 大智(2) 大学生
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 信州大

男子

1500m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  9002

4  9132

9    48

1  9123

5   346

12  1279

3  1290

11  9111

6  9101

10  2069

2  9020
欠場

8  9105
欠場



決勝 4月23日 16:00

 1 村澤 智啓 一般  15,11.50 
ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 長野市陸協

 2 木田 元春(3) 高校生  15,16.10 
ｷﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ 長野日大高

 3 白川 友一 一般  15,18.12 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 須坂陸協

 4 石倉 大輔(3) 高校生  15,20.01 
ｲｼｸﾗ ﾀﾞｲｽｹ 伊那北高

 5 依田 航太郎(2) 大学生  15,21.85 
ﾖﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 新潟大

 6 河合 蓮(3) 高校生  15,22.82 
ｶﾜｲ  ﾚﾝ 松川高

 7 馬場 隆夫(3) 高校生  15,23.83 
ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ 上伊那農高

 8 宮田 共也(3) 高校生  15,25.71 
ﾐﾔﾀ ﾄﾓﾔ 長野日大高

 9 樋口 正晃 一般  15,29.44 
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協

10 金澤 拓則 一般  15,32.23 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 諏訪市陸協

11 小山 颯也(2) 高校生  15,33.35 
ｺﾔﾏ ｿｳﾔ 長野日大高

12 林 優人 一般  15,45.03 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 安曇野陸協

13 石澤 由祐(3) 高校生  15,54.50 
ｲｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 須坂高

14 石川 寛大(2) 高校生  16,09.04 
ｲｼｶﾜ ｶﾝﾀ 長野高

15 古山 雄一郎(2) 大学生  16,09.21 
ｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 信州大

16 大峡 翔太 一般  16,21.33 
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 須坂陸協
河合 崇成(3) 大学生
ｶﾜｲ ﾀｶﾅﾘ 信州大
石川 雄馬 一般
ｲｼｶﾜ ﾕｳﾏ 中野陸協
丸山 航平 一般
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 中野陸協
小長谷 祥治 一般
ｺﾅｶﾞﾔ ﾖｼﾊﾙ 中野陸協
吉川 昇吾(3) 大学生
ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 信州大
本間 敬大(2) 高校生
ﾎﾝﾏ ｹｲﾀ 佐久長聖高
久保井 廉(4) 大学生
ｸﾎﾞｲ ﾚﾝ 信州大
那須野 亨(1) 大学生
ﾅｽﾉ ﾄｵﾙ 信州大

男子

5000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
17  9149

14  1285

9  9132

7   394

19  9121

6   548

10   345

16  1283

15  9065

22  9122

20  1308

18  9019

24  1009

1  3106

5  9081

3  9131

13  9074
途中棄権

2  9136
欠場

4  9134
欠場

8  9135
欠場

11  9078
欠場

12  1659
欠場

21  9079
欠場

23  9107
欠場



決勝 4月24日 14:15

 1 小池 勇飛(4) 一般  32,35.97 
ｺｲｹ ﾕｳﾋ 長野高専

 2 西沢 紀元 一般  32,55.64 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾓﾄ 昭和電工大町

 3 久保井 廉(4) 大学生  32,57.00 
ｸﾎﾞｲ ﾚﾝ 信州大

 4 油井 宏喜(2) 高校生  33,34.96 
ﾕｲ ｺｳｷ 上田西高

 5 小平 仁(3) 高校生  34,47.05 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾞﾝ 長野吉田高

 6 中村 純和 一般  36,45.33 
ﾅｶﾑﾗ ｽﾐｶｽﾞ 長野市陸協
古山 雄一郎(2) 大学生
ｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 信州大
玉井 誠(3) 高校生
ﾀﾏｲ ﾏｺﾄ 長野日大高

男子

10000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  9142

3  9036

6  9079

1  2790

5  1052

8  9150

4  9081
途中棄権

2  1287
欠場



予選 4月24日 13:10
決勝 4月24日 15:30

[ 1組] 風速 +2.5 [ 2組] 風速 +2.3

 1 五十嵐 大樹 一般     14.76 Q  1 三宅 浩生(3) 高校生     15.67 Q
ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｷ 野沢北ｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 松商学園高

 2 小林 涼(4) 一般     15.27 Q  2 小林 周平(2) 高校生     15.95 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 信大医陸 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 長野東高

 3 宮原 翔太(2) 高校生     15.87 Q  3 西村 慶次(2) 高校生     16.50 Q
ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳﾀ 長野日大高 ﾆｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ 創造学園高

 4 渡邊 倭(3) 高校生     16.22 q  4 岡村 宗一郎(3) 高校生     16.56 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾏﾄ 中野西高 ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 長野日大高

 5 玉城 莉吾(2) 高校生     16.69  5 小山 竜司(2) 高校生     16.60 
ﾀﾏｷ ﾗｲｺﾞ 長野吉田高 ｺﾔﾏ ﾘｭｳｯｼﾞ 東海大諏訪高

 6 中村 謙士(2) 高校生     16.75  6 澁谷 拓見(2) 高校生     16.89 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 諏訪二葉高 ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 諏訪実高

 7 伊藤 来夢(3) 高校生     17.04  7 髙村 拓明(3) 高校生     17.56 
ｲﾄｳ ﾗｲﾑ 諏訪実高 ﾀｶﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 松本工高

 8 棚田 駿太(3) 高校生     17.40 小松 太一(3) 高校生
ﾀﾅﾀﾞ  ｼｭﾝﾀ 松川高 ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 松本県ヶ丘高

 9 渡辺 瑞生(3) 高校生     17.83 荻原 勇吹(3) 高校生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 長野高専 ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 諏訪二葉高

風速 +1.8

 1 五十嵐 大樹 一般     14.84 
ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｷ 野沢北ｸﾗﾌﾞ

 2 小林 涼(4) 一般     15.32 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 信大医陸

 3 三宅 浩生(3) 高校生     15.60 
ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 松商学園高

 4 宮原 翔太(2) 高校生     15.74 
ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳﾀ 長野日大高

 5 小林 周平(2) 高校生     15.91 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 長野東高

 6 渡邊 倭(3) 高校生     16.04 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾏﾄ 中野西高

 7 西村 慶次(2) 高校生     16.53 
ﾆｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ 創造学園高

 8 岡村 宗一郎(3) 高校生     16.57 
ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 長野日大高

9  2525

3  1269

7  1193

2   937

6  2480

8  1271

4  9162

5  9115

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  2317
欠場

4   131

2    92

1  2409

7  1269

8    51

5  1193

9  2525

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  2480

2  3544

順 ﾚｰﾝ

1    86

9   547

7  1070

8   138

4  1271

3   937

記録／備考
6  9162

5  9115

男子

110mH(1.067m)
予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 4月23日 12:25
決勝 4月23日 15:20

[ 1組] [ 2組]

 1 清水 泰志(4) 大学生     54.48 Q  1 小林 英和 一般     52.61 Q
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ 松本大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 法政大

 2 内山 力哉(2) 高校生     58.37 q  2 坂巻 太一(3) 大学生     56.51 q
ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ 長野東高 ｻｶﾏｷ ﾀｲﾁ 信州大

 3 花形 駿介(3) 高校生     59.07  3 高野 誠也(3) 一般     58.62 
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 松本工高 ﾀｶﾉ ｾｲﾔ 長野高専

 4 山口 智也(3) 高校生   1,00.01  4 中島 拓朗(2) 高校生     59.86 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 岩村田高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾛｳ 木曽青峰高

 5 澁谷 拓見(2) 高校生   1,00.51  5 渡部 翔太(2) 高校生     59.96 
ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 諏訪実高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 塩尻志学館高

 6 齋藤 春希(3) 高校生   1,00.64  6 小池 輝(2) 高校生   1,00.60 
ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ 伊那弥生ヶ丘高 ｺｲｹ ﾋｶﾙ 長野日大高
遠藤 幹也(3) 高校生  7 武藤 雅哉(3) 高校生   1,01.34 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ 大町岳陽高 ﾑﾄｳ ﾏｻﾔ 野沢北高
光沢 佑人(3) 高校生  8 野原 尚貴(3) 高校生   1,02.23 
ｺｳｻﾞﾜ  ﾕｳﾄ 松川高 ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 上田高
小林 恒平(3) 高校生 小松 太一(3) 高校生
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ 長野日大高 ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 松本県ヶ丘高

[ 3組] [ 4組]

 1 吉沢 智貴(3) 高校生     56.37 Q  1 山下 修司(4) 大学生     54.57 Q
ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 長野日大高 ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｼﾞ 信州大

 2 中澤 晴起(2) 高校生     57.57 q  2 小林 涼(4) 一般     56.93 q
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 小諸高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 信大医陸

 3 伊藤 来夢(3) 高校生   1,00.43  3 渡辺 賢志(3) 高校生     58.58 
ｲﾄｳ ﾗｲﾑ 諏訪実高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ 長野高

 4 久保田 五輝(3) 高校生   1,00.43  4 岡村 宗一郎(3) 高校生     58.83 
ｸﾎﾞﾀ  ｲﾂｷ 長野吉田高 ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 長野日大高

 5 後藤 玄樹(3) 高校生   1,00.99  5 野村 健成(2) 高校生     59.72 
ｺﾞﾄｳ ｹﾞﾝｷ 松商学園高 ﾉﾑﾗ ｹﾝｾｲ 東海大諏訪高

 6 西村 武登(2) 高校生   1,01.25  6 豊田 利彦 一般   1,00.67 
ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 飯田高 ﾄﾖﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 長野市陸協

 7 藤原 渓太(3) 高校生   1,02.32  7 有賀 健(3) 高校生   1,01.60 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾀ 上伊那農高 ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ 大町岳陽高
熊谷 悟(2) 高校生  8 竹村 圭弘(3) 高校生   1,02.25 
ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ 創造学園高 ﾀｹﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 長野吉田高

 1 小林 英和 一般     52.98 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 法政大

 2 清水 泰志(4) 大学生     54.59 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ 松本大

 3 山下 修司(4) 大学生     55.62 
ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｼﾞ 信州大

 4 坂巻 太一(3) 大学生     56.91 
ｻｶﾏｷ ﾀｲﾁ 信州大

 5 吉沢 智貴(3) 高校生     57.08 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 長野日大高

 6 中澤 晴起(2) 高校生     59.30 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 小諸高

 7 小林 涼(4) 一般     59.44 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 信大医陸

 8 内山 力哉(2) 高校生   1,00.14 
ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ 長野東高

9  9115

3  1191

7  1264

2  1714

5  9084

8  9082

6  9159

4  9057

8  1053

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  9151

1  2067

5  1269

7    54

6  9115

3  1112

氏  名 所属名 記録／備考
4  9084

2   350

4  2530
欠場

1  2492

7   570

8    86

3  1051

6  1264

5  1714

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

8  1774

7  2317

2  1254

1  1525
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4  9082

3  3549

No. 氏  名 所属名 記録／備考
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欠場
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欠場

順 ﾚｰﾝ

1  2926
欠場

2   546

8    92

9   449

4  2414

3  1590

記録／備考
5  9057

6  1191

男子

400mH(0.914m)
予選 通過基準  4組  1着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 4月23日 14:15

 1 山本 嵐(2) 高校生   9,13.39 
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾗｼ 佐久長聖高

 2 宮入 一海 一般   9,18.72 
ﾐﾔｲﾘ ﾓﾄﾐ 北佐久陸協

 3 小池 勇飛(4) 一般   9,41.65 
ｺｲｹ ﾕｳﾋ 長野高専

 4 佐藤 聖也(3) 高校生   9,45.62 
ｻﾄｳ ｾｲﾔ 飯山高

 5 永井 慎也 一般   9,51.99 
ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾔ ｺﾄﾋﾗ

 6 中島 俊介(3) 高校生   9,52.65 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ 長野日大高

 7 大澤 智樹(3) 高校生   9,53.02 
ｵｵｻﾜ ﾄﾓｷ 佐久長聖高

 8 大池 竜紀(2) 高校生   9,58.90 
ｵｵｲｹ ﾀﾂﾉﾘ 長野日大高

 9 南郷 勝哉(3) 高校生   9,59.52 
ﾅﾝｺﾞｳ ｶﾂﾔ 上伊那農高

10 笹澤 健司(2) 高校生  10,08.83 
ｻｻｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 上田西高

11 松原 慎也(3) 高校生  10,14.03 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝﾔ 長野高

12 松井 開人(2) 高校生  10,28.68 
ﾏﾂｲ ｶｲﾄ 大町岳陽高

13 小平 仁(3) 高校生  10,30.41 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾞﾝ 長野吉田高

14 塚田 亮太(4) 一般  10,30.81 
ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 長野高専

15 齋藤 亮弥(2) 大学生  10,55.38 
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾔ 信州大
吉川 昇吾(3) 大学生
ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 信州大
宮澤 留以(4) 大学生
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 信州大

11  9080
欠場

1  9114

9  9078
欠場

5  1052

3  9143

15  1125

17  2070

2   349

16  1907

8  1642

14  1307

13  9003

12  1281

7  9142

4   835

6  1661

10  9161

男子

3000mSC(0.914m)
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 4月23日 10:35

 1 青山 夏樹(3) 高校生  23,42.41 
ｱｵﾔﾏ ﾅﾂｷ 岩村田高

 2 北沢 文弥(3) 高校生  24,38.48 
ｷﾀｻﾞﾜ  ﾌﾐﾔ 長野工高

 3 武田 直樹(3) 高校生  24,46.88 
ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ 須坂高

 4 甲田 基也(2) 高校生  25,24.67 
ｺｳﾀﾞ  ﾓﾄﾔ 長野工高

 5 原 悠佑(2) 高校生  25,47.26 
ﾊﾗ ﾕｳｽｹ 穂高商高

 6 平澤 太一(3) 高校生  25,47.67 
ﾋﾗｻﾜ  ﾀｲﾁ 松川高

 7 竹倉 龍之介(3) 高校生  28,07.39 
ﾀｹｸﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 長野日大高

 8 小野 勝汰(2) 高校生  28,30.50 
ｵﾉ ｼｮｳﾀ 岩村田高

 9 西澤 蒼馬(3) 高校生  30,13.08 
ﾆｼｻﾞﾜ ｿｳﾏ 市立長野高

10 松本 侑馬(2) 高校生  30,14.60 
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾏ 長野西高
山口 智也(3) 高校生
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 長野日大高
長原 治玄(2) 高校生
ﾅｶﾞﾊﾗ ｼﾞｹﾞﾝ 長野日大高
山岸 忠相(3) 高校生
ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾀﾞｽｹ 長野高
那須野 寛生(1) 高校生
ﾅｽﾉ ﾋﾛｷ 上伊那農高

男子

5000mW
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1591

4  1177

5   990

12  1155

11  2123

10   537

3  1294

2  1597

14   866

1  1110

7  1299
失格 K3

9  1293
失格 K2

6  1126
欠場

13   363
欠場



決勝 4月23日 12:30

2m13 2m16
芋川 駿(2) 大学生 - - - - - - XO XO XO -
ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ 法政大 XXO XXX
林 知彦 一般 - - - - O - O O XO XXO
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋｺ 上伊那陸協 XXX
小野 寛貴(3) 高校生 - - O O O - XO XO O XXX
ｵﾉ ﾋﾛｷ 松商学園高
片平 大地 一般 - - - - - - XO XXO - XXX
ｶﾀﾋﾗ ﾀﾞｲﾁ 長野吉田AC
塚田 龍太朗(2) 高校生 O O O O XO XXX
ﾂｶﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 長野日大高
大塚 樹也(1) 大学生 - - O O XXO - XXX
ｵｵﾂｶ ﾐｷﾔ 新潟医福大
井原 彪(2) 高校生 O O XXO O XXX
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高
村田 貴大 一般 - O XXO O XXX
ﾑﾗﾀ ﾀｶﾋﾛ 長野高専AC
清水 隆寛(3) 高校生 O O O XXO XXX
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 長野西高
青柳 朋和(3) 高校生 XO O XXO XXO XXX
ｱｵﾔｷﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 松本工高
丸山 拓哉(1) 大学生 - O O XXX
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 松本大
丸山 貴倫(4) 大学生 - O O XXX
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾐﾁ 諏訪東京理科大
松澤 和也(1) 大学生 - XO O XXX
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 松本大
榎本 崚冴(1) 大学生 - O XO XXX
ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳｺﾞ 信州大
北河 大葵(1) 大学生 - O XXX
ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲｷ 信州大
宮入 太優(1) 高校生 XXO O XXX
ﾐﾔｲﾘ ﾀｲﾕｳ 創造学園高
中山 蓮(1) 高校生 O XXX
ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ 高遠高
北村 拓弥(3) 高校生 O XXX
ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 長野日大高
高田 幸之介(3) 中学生 XO XXX
ﾀｶﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ 旭町中
遠山 舜也(1) 高校生 XXX 記録なし
ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 岩村田高
渡邊 琢磨(2) 高校生 XXX 記録なし
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 塩尻志学館高
内村 海斗(2) 高校生 XXX 記録なし
ｳﾁﾑﾗ ｶｲﾄ 上田西高
井出 直哉(1) 高校生 XXX 記録なし
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸高
横井 駿太(2) 高校生 XXX 記録なし
ﾖｺｲ ｼｭﾝﾀ 丸子修学館高
秦 翔(2) 高校生 欠場
ﾊﾀ  ｼｮｳ 松川高
北野 玄仁(2) 高校生 欠場
ｷﾀﾉ ﾊﾙﾋﾄ 松本県ヶ丘高
松島 稜之(1) 高校生 欠場
ﾏﾂｼﾏ  ﾀｶﾕｷ 松川高
宮坂 駿吾(3) 高校生 欠場
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ 諏訪清陵高
尾畑 元佳(3) 大学生 欠場
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾄﾖｼ 東海大
松原 大輝 一般 欠場
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

男子

走高跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m75 1m80 1m95 1m98 2m01 2m04 2m07 2m10

1 29  9158
 2.13

記録
1m85 1m90

2 28  9066
 2.10

3 24  2486
 2.07

4 30  9138
 2.04

5 16  1275
 1.95

6 23  9118
 1.95

7 14   572
 1.90

7 15  9146
 1.90

9 18  1100
 1.90

10 13  2415
 1.90

11 21  9046
 1.85

11 27  9124
 1.85

13 22  9054
 1.85

14 19  9073
 1.85

15 17  9110
 1.80

16 11  2507
 1.80

17 1   379
 1.75

17 10  1268
 1.75

19 2  7065
 1.75

3  1598

4  1993

5  2783

6  1701

7  1764

8   555

 9152

9  2268

12   556

26  9007

20   122

25



決勝 4月24日 11:00

4m60 4m70 4m80
加賀見 一輝(3) 大学生 - - - - - - - - O -
ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ 東学大 O O XXX
内山 朋也(3) 高校生 - - - - - - - - XO -
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 長野吉田高 O O XXX
安部 公士郎(3) 中学生 - - - XO O XXO XXX
ｱﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ 原中
前田 貴滉(3) 高校生 - - - - XO - XXX
ﾏｴﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 伊那北高
伊藤 大起(3) 高校生 - - O O XXX
ｲﾄｳ ﾀｲｷ 下諏訪向陽高
関 知大(2) 大学生 - - O X/
ｾｷ ﾄﾓﾋﾛ 松本大
山崎 大地(3) 高校生 - XO O XXX
ﾔﾏｻﾞｷ  ﾀﾞｲﾁ 長野工高
荒田 智也(3) 高校生 - O XXO XXX
ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ 田川高
石坂 巽海(3) 中学生 XO XXX
ｲｼｻﾞｶ ﾀﾂﾐ 常盤中
恒川 直澄(3) 中学生 XXO XXX
ﾂﾈｶﾜﾅｵﾄ 伊那東部中
中島 啓介(3) 中学生 XXX 記録なし
ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｽｹ 更北中
青柳 亮生(2) 高校生 XXX 記録なし
ｱｵﾔｷﾞ ｱﾂｷ 田川高
小山 吉明 一般 XX- X 記録なし
ｺﾔﾏ ﾖｼｱｷ 須坂陸協
清水 一馬(2) 大学生 - XXX 記録なし
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾏ 信州大
菊池 樹輝(3) 中学生 欠場
ｷｸﾁ ｲﾂｷ 原中

9  9096

4  7897

5  2186

7  9130

10 1  8115
 3.20

2  6021

8 6  2938
 3.60

9 3  4877
 3.20

6 11  9043
 3.60

7 8  1185
 3.60

4 13   423
 4.00

5 10   155
 3.80

2 15  1062
 4.70

3 12  7896
 4.10

1 14  9153
 4.70

記録
3m60 3m80

備考
3m20 3m40 4m00 4m10 4m20 4m30 4m40 4m50

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23日 10:00
決勝 4月23日 15:00

[ 1組]

内山 朋也(3) 高校生   7.03    -    -   7.03 Q
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 長野吉田高   +1.1   +1.1
柴本 遼河(3) 高校生    X   6.34   6.69   6.69 Q
ｼﾊﾞﾓﾄﾘｮｳｶﾞ 中野立志館高   +0.6   +0.3   +0.3
佐藤 賢一 一般   6.67    -    -   6.67 Q
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   +0.9   +0.9
須崎 修二(2) 高校生   6.41   6.61    -   6.61 Q
ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 上田高   +1.7   +0.9   +0.9
渡辺 素己(3) 高校生   6.61    -    -   6.61 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 長野吉田高   +0.6   +0.6
中村 晃大 一般    X   6.56    -   6.56 Q
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 松川村AC   +0.6   +0.6
穗苅 康人(1) 高校生   6.24   6.39   6.41   6.41 
ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 松商学園高   +0.7    0.0   +1.5   +1.5
奥原 大輝(3) 高校生   6.40   6.37   6.25   6.40 
ｵｸﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 松本県ヶ丘高   +1.6   +0.2   +1.2   +1.6
井口 晃輔(2) 高校生   6.18   6.14   6.37   6.37 
ｲｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 下諏訪向陽高   -0.1   -0.7   +1.5   +1.5
松本 陸(1) 高校生    X   6.23   6.35   6.35 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 諏訪二葉高   -1.1   +2.6   +2.6
日向 一機(3) 大学生    X    X   6.35   6.35 
ﾋﾅﾀ ｲｯｷ 信州大   +1.3   +1.3
竹入 聡一郎(3) 高校生   6.24    X   6.31   6.31 
ﾀｹｲﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ 伊那北高   +0.6   +1.9   +1.9
内山 裕智(3) 高校生    X   6.08   6.20   6.20 
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ 長野日大高   +1.4   +0.9   +0.9
倉崎 大城(4) 大学生   6.19   6.00   6.10   6.19 
ｸﾗｻｷ ﾀﾞｲｷ 信州大   +1.4   +0.6   +1.1   +1.4
川上 文也 一般   6.04   5.71   6.17   6.17 
ｶﾜｶﾐ ﾌﾐﾔ 松川村AC   +1.3   +0.5   +0.5   +0.5
土屋 巧(3) 高校生   5.94   5.98   6.15   6.15 
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 野沢北高   -0.1   -1.2   +1.6   +1.6
見並 龍佑(2) 高校生   6.03    X    X   6.03 
ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ 辰野高   +1.6   +1.6
荒井 滉司(2) 高校生   6.01    X    X   6.01 
ｱﾗｲ ｺｳｼﾞ 北部高   +0.4   +0.4
相川 史弥(2) 大学生    X   6.00    X   6.00 
ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ 信州大   -0.8   -0.8
丸山 諒太(2) 高校生   5.82    X    X   5.82 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 松本県ヶ丘高   +1.3   +1.3
原 拓実(2) 高校生   5.76   5.64   5.74   5.76 
ﾊﾗ ﾀｸﾐ 木曽青峰高   +0.2   +0.1   +0.2   +0.2
松原 聖将(1) 高校生   5.54    X    X   5.54 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ 大町岳陽高    0.0    0.0
梅田 隼人(2) 高校生    X    X   4.34   4.34 
ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ 佐久平総合高   +0.6   +0.6
小林 蒼泉(3) 高校生    X    X    X 記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 諏訪実高

20    87

22 8  2075

23 5  1633

20 4  2264

21 3  1948

18 7  1029

19 6  9100

16 12  1539

17 1   283

14 9  9099

15 2  9037

12 13   425

13 19  1266

10 16   141

11 21  9108

8 18  2316

9 11   160

6 10  9038

7 15  2462

4 14  1782

5 17  1059

2 22   911

3 24  9017

氏  名 所属名 -1- 備考
1 23  1062

-2-

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

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ -3- 記録



[ 2組]

小野澤 達也(2) 大学生   6.34   6.45   6.78   6.78 Q
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 松本大    0.0   -0.6   +1.2   +1.2
太目 祐二(3) 高校生   6.67    -    -   6.67 Q
ｵｵﾒ ﾕｳｼﾞ 長野吉田高   +1.0   +1.0
竹井 温巧(2) 高校生   5.23   6.38   6.64   6.64 Q
ﾀｹｲ ﾏｻﾖｼ 東海大諏訪高   +0.9   +0.7   +0.8   +0.8
増子 良平(3) 高校生   6.63    -    -   6.63 Q
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 松商学園高    0.0    0.0
窪田 章吾(2) 大学生   6.59    -    -   6.59 Q
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 東学大    0.0    0.0
横地 彦人(3) 高校生   6.54    -    -   6.54 Q
ﾖｺﾁ ﾋﾛﾄ 須坂東高   +0.5   +0.5
阪 圭央 一般   6.37   6.29   6.53   6.53 Q
ｻｶ ﾖｼﾋｻ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ   -0.4   +2.3   +0.6   +0.6
神田 来夢(1) 高校生    X    X   6.45   6.45 
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 松商学園高   +1.7   +1.7
小林 祐紀(4) 大学生   6.10    X   6.35   6.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 信州大   +0.2   +0.8   +0.8
村瀬 直希(2) 大学生    X   6.17   6.23   6.23 
ﾑﾗｾ ﾅｵｷ 松本大   -0.5    0.0    0.0
長田 佑麻(1) 大学生   6.02   5.89   5.25   6.02 
ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 諏訪東京理科大    0.0   +0.3   +1.5    0.0
小林 亮太(2) 高校生   6.00   5.86   5.95   6.00 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野日大高   -0.6   -0.3   +0.9   -0.6
神田 優人(3) 高校生    X    X   5.96   5.96 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩村田高   +0.6   +0.6
小平 祐貴(3) 高校生    X   5.93    X   5.93 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 下諏訪向陽高   -0.7   -0.7
馬場 将之介(3) 高校生   5.60   5.91    X   5.91 
ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾉｽｹ 諏訪二葉高   +1.1   -1.4   -1.4
草間 拓海(3) 高校生   5.84   5.61   5.65   5.84 
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 松本県ヶ丘高   -0.7   -0.7   +0.5   -0.7
池田 剛(2) 高校生   5.68   5.55   5.64   5.68 
ｲｹﾀﾞ ﾂﾖｼ 長野商高   +1.8   -0.1   +1.1   +1.8
深沢 友昭(3) 高校生    X   5.42    X   5.42 
ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ 松代高    0.0    0.0
名取 大輔(1) 高校生    X    X    X
ﾅﾄﾘ ﾀﾞｲｽｹ 東海大諏訪高
浅原 一熙(2) 大学生    X    X    X
ｱｻﾊﾗ ｲﾂｷ 諏訪東京理科大
坂本 敦士(2) 高校生    X    X    X
ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ 屋代高
小山 竜司(2) 高校生    X    X    X
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｯｼﾞ 東海大諏訪高
種山 翔太(3) 高校生    X    X    X
ﾀﾈﾔﾏ ｼｮｳﾀ 松本工高
青沼 和紀(4) 大学生 欠場
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ 松本大

24  9058

13    51

17  2410

7  9126

10  1437

18 4  1424

6    55

16 3  2304

17 5  1132

14 2   156

15 11   133

12 1  1259

13 8  1589

10 9  9059

11 14  9128

8 15  2497

9 19  9091

6 21  3097

7 20  9004

4 22  2488

5 23  9154

2 18  1055

3 16    52

記録氏  名 所属名 -1- 備考
1 12  9051

-2-

男子

走幅跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ -3-



内山 朋也(3) 高校生    X   7.40    X    X   7.24   7.26    7.40 
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 長野吉田高   +2.7   +1.7   +2.6    +2.7
佐藤 賢一 一般    X   7.03   7.28   7.27    X   7.35    7.35 
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   +2.2   +3.9   +3.3   +3.5    +3.5
横地 彦人(3) 高校生    X   7.00   7.09   6.84   6.52    X    7.09 
ﾖｺﾁ ﾋﾛﾄ 須坂東高   +4.2   +3.0   +1.9   +1.4    +3.0
渡辺 素己(3) 高校生   6.89   6.69    X   6.76   6.97   6.79    6.97 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 長野吉田高   +4.5   +2.1   +2.8   +3.9   +1.9    +3.9
小野澤 達也(2) 大学生   6.88   6.95    X    X   5.26   6.95    6.95 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 松本大   +3.3   +2.9   +2.9   +2.9    +2.9
窪田 章吾(2) 大学生   6.94   6.85   5.88    -   6.95   6.93    6.95 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 東学大   +3.1   +3.4   +4.3   +1.4   +1.9    +1.4
太目 祐二(3) 高校生   6.91    X   6.74   6.80    X   6.95    6.95 
ｵｵﾒ ﾕｳｼﾞ 長野吉田高   +2.1   +2.8   +2.5   +5.3    +5.3
増子 良平(3) 高校生   6.94   6.80   6.63    -    -    -    6.94 
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 松商学園高   +2.4   +4.2   +3.4    +2.4
竹井 温巧(2) 高校生   6.87   6.69    X    6.87 
ﾀｹｲ ﾏｻﾖｼ 東海大諏訪高   +4.1   +3.5    +4.1
須崎 修二(2) 高校生    X    X   6.78    6.78 
ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 上田高   +3.2    +3.2
阪 圭央 一般   6.71    X    X    6.71 
ｻｶ ﾖｼﾋｻ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ   +4.1    +4.1
柴本 遼河(3) 高校生    X   6.43    X    6.43 
ｼﾊﾞﾓﾄﾘｮｳｶﾞ 中野立志館高   +2.6    +2.6
中村 晃大 一般    X    X   6.24    6.24 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 松川村AC   +1.7    +1.7

13 4  9038

11 8  9004

12 5   911

9 1    52

10 7  1782

7 9  1055

8 6  2488

5 10  9051

6 12  9154

3 2  3097

4 11  1059

1 13  1062
-5-

2 3  9017

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

男子

走幅跳
決勝



決勝 4月24日 13:00

佐藤 賢一 一般  14.82    X  14.53  14.97  15.19  14.98   15.19 
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   +2.0   +2.3   +2.6   +3.6   +4.3    +3.6
窪田 章吾(2) 大学生  13.37  14.20  12.28  13.98  14.40  14.08   14.40 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 東学大   +2.7   +3.1   +2.7   +2.6   +2.1   +3.1    +2.1
竹内 篤史(3) 大学生  12.18  13.77  14.17  12.56  14.29    X   14.29 
ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ 松本大   +3.5   +2.5   +5.6   +3.5   +3.3    +3.3
小北 大志(3) 大学生    X  13.27  14.16  13.81  13.72  14.03   14.16 
ｺｷﾀ ﾀｲｼ 信州大   +3.0   +2.6   +3.1   +3.5   +2.9    +2.6
増子 良平(3) 高校生  14.16  13.57    -    -    -    -   14.16 
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 松商学園高   +4.8   +4.0    +4.8
小野澤 達也(2) 大学生  13.98  14.07  13.62  13.95    -    -   14.07 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 松本大   +1.8   +5.1   +3.0   +3.4    +5.1
竹井 温巧(2) 高校生  13.62  13.69  13.34  13.74  13.99  13.54   13.99 
ﾀｹｲ ﾏｻﾖｼ 東海大諏訪高   +3.8   +1.6   +2.4   +3.6   +3.4   +3.6    +3.4
須崎 修二(2) 高校生  13.88  13.69  12.80  13.90    X  13.75   13.90 
ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 上田高   +3.0   +4.9   +1.8   +5.5   +4.5    +5.5
渡辺 素己(3) 高校生  13.37  13.60    X   13.60 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 長野吉田高   +2.4   +2.2    +2.2
中村 晃大 一般  13.13  13.35  13.11   13.35 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 松川村AC   +3.9   +4.0   +3.2    +4.0
丸山 健一 一般  13.23  12.37    X   13.23 
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 長野市陸協   +3.4   +3.0    +3.4
日向 一機(3) 大学生  12.30  12.85  13.07   13.07 
ﾋﾅﾀ ｲｯｷ 信州大   +1.8   +1.8   +4.1    +4.1
深沢 友昭(3) 高校生  13.04  12.63    X   13.04 
ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ 松代高   +4.4   +2.8    +4.4
川上 文也 一般  12.83  12.98  12.91   12.98 
ｶﾜｶﾐ ﾌﾐﾔ 松川村AC   +2.1   +3.1   +5.4    +3.1
竹入 聡一郎(3) 高校生  12.38  12.38  12.81   12.81 
ﾀｹｲﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ 伊那北高   +3.0   +3.1   +3.8    +3.8
清水 一馬(2) 大学生  12.81    X    X   12.81 
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾏ 信州大   +3.5    +3.5
原 拓実(2) 高校生  12.30  12.52  12.74   12.74 
ﾊﾗ ﾀｸﾐ 木曽青峰高   +3.0   +4.3   +3.2    +3.2
井口 晃輔(2) 高校生  12.73  12.65  12.69   12.73 
ｲｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 下諏訪向陽高   +2.7   +2.6   +2.2    +2.7
竹節 真人(3) 高校生    X  12.55  12.73   12.73 
ﾀｹﾌｼﾏｻﾄ 中野立志館高   +3.1   +2.0    +2.0
倉崎 大城(4) 大学生    X  12.47    X   12.47 
ｸﾗｻｷ ﾀﾞｲｷ 信州大   +2.5    +2.5
山口 諒偲(2) 高校生  12.20    X  12.38   12.38 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 上田東高   +6.0   +4.8    +4.8
中村 智(2) 高校生    X    X  12.02   12.02 
ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 塩尻志学館高   +2.3    +2.3
池田 剛(2) 高校生    X    X    X 記録なし
ｲｹﾀﾞ ﾂﾖｼ 長野商高
黒岩 拓人(1) 高校生    X    X    X 記録なし
ｸﾛｲﾜ ﾀｸﾄ 市立長野高
和田 祥吾(3) 高校生    X    /    / 記録なし
ﾜﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 木曽青峰高
清水 健祐(4) 大学生    X    X    X 記録なし
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ 国武大
内堀 岳宏(2) 高校生    X    X    X 記録なし
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ 松代高
浦野 博登(3) 高校生 欠場
ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ 諏訪二葉高
樽沢 紘人(2) 大学生 欠場
ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 松本大
土屋 巧(3) 高校生 欠場
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 野沢北高
牛山 勝大(3) 高校生 欠場
ｳｼﾔﾏ ｼｮｳﾀ 長野吉田高
大島 卓人(3) 大学生 欠場
ｵｵｼﾏ ﾀｸﾄ 信州大

男子

三段跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 32  9017

-5-

2 31  9154

3 26  9061

4 23  9089

5 30  2488

6 29  9051

7 20    52

8 22  1782

9 27  1059

10 16  9038

11 21  9147

12 28  9108

13 14  1424

14 4  9037

15 15   425

16 7  9096

17 5  1948

18 11   160

19 12   912

20 3  9099

21 13  1804

22 6  1999

1  1132

2   860

10  1941

25  9030

8  1435

9   132

17  9060

18  1539

19  1058

24  9102



決勝 4月23日 14:30

細田 歩(1) 大学生 欠場
ﾎｿﾀﾞ ｱﾕﾑ 松本大
米倉 朋輝(1) 大学生 欠場
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 新潟医福大

男子

砲丸投(7.260kg)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1  9049

2  9120



決勝 4月23日 10:00

大庭 達也(4) 大学生
ｵｵﾊﾞ ﾀﾂﾔ 順大
上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
丸山 貴由人(2) 大学生
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾕﾄ 松本大
土屋 春生 一般
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｵ 北佐久郡陸協
細田 歩(1) 大学生 欠場
ﾎｿﾀﾞ ｱﾕﾑ 松本大
米倉 朋輝(1) 大学生 欠場
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 新潟医福大

男子

円盤投(2.000kg)円盤投(2.000kg)
決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 66  9035 9035

41.2641.26 40.7940.79 42.4642.46 41.9741.97 41.8541.85 41.7441.74  42.46  42.46 

22 44  9008 9008
  X  X 32.8832.88 34.3634.36 34.0434.04 34.5934.59 33.2333.23  34.59  34.59 

33 22  9045 9045
30.2230.22 27.6827.68 30.1230.12 30.3330.33   X  X 30.1030.10  30.33  30.33 

44 11  9160 9160
26.0226.02 25.5725.57 26.0226.02 26.7626.76 27.4727.47 25.9125.91  27.47  27.47 

33  9049 9049

55  9120 9120



決勝 4月24日 14:30

平田 勝也(4) 大学生
ﾋﾗﾀ ｶﾂﾔ 国武大
神田 郁実 一般
ｶﾝﾀﾞ ｲｸﾐ 長野市陸協
東井 航平(2) 大学生
ﾄｳｲ ｺｳﾍｲ 信州大
上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
山﨑 貴博(4) 一般
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 長野高専
須賀 健太(3) 大学生
ｽｶﾞ ｹﾝﾀ 信州大
野村 源太(3) 大学生
ﾉﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 信州大
上條 健 一般
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
佐藤 俊生 一般 欠場
ｻﾄｳ ﾄｼｷ 野沢北ｸﾗﾌﾞ

22.36 21.83   X  24.09 

4  9163

  X   X   X  33.83 

8 1  9009
21.30 23.04 24.09

32.27   X 31.64  33.91 

7 2  9113
32.56 33.83   X

34.45   X   X  34.45 

6 5  9095
33.91   X 31.73

43.17 42.37 41.74  43.17 

5 3  9141
  X   X 24.17

43.22 41.97   X  43.22 

4 8  9008
41.02 42.49 40.60

  X   X 45.48  45.48 

3 6  9106
41.59 43.10 41.74

49.47 49.86 48.51  49.86 

2 7  9148
  X 45.15   X

1 9  9032
48.89 47.90 49.28

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

ハンマー投(7.260kg)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 4月24日 11:30

矢ヶ崎 奨(3) 大学生
ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ 国武大
小川 健太(2) 大学生
ｵｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 東経大
丸山 幹稀(1) 大学生
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 松本大
塩川 拓(1) 大学生
ｼｵｶﾜ ﾀｸ 国武大
長崎 大悟(1) 大学生
ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 国武大
小澤 匠(3) 大学生
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 松本大
斉藤元気 一般
ｻｲﾄｳｹﾞﾝｷ 上田陸協
北村 将也(3) 高校生
ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾔ 長野吉田高
岩﨑 まお(1) 大学生
ｲﾜｻｷ ﾏｵ 新潟医福大
小林 竜也(3) 高校生
ｺﾊﾞﾔｼﾘｭｳﾔ 中野立志館高
小林 昇市(3) 高校生
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁ 長野高専
友田 利男 一般
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那郡陸協
上條 俊(2) 高校生
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｶｼ 長野高専
安西 克樹(2) 大学生
ｱﾝｻﾞｲ ｶﾂｷ 信州大
後藤 魁斗(3) 高校生
ｺﾞﾄｳ ｶｲﾄ 阿南高
中村 郁弥(2) 高校生
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 丸子修学館高
細田 隆樹(3) 高校生
ﾎｿﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞｭ 大町岳陽高
百瀬 正広(3) 高校生
ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ 梓川高
牛山 一成(3) 高校生
ｳｼﾔﾏ  ｶｽﾞﾅﾘ 松川高
吉池 真緋呂(2) 高校生
ﾖｼｲｹ  ﾏﾋﾛ 長野工高
高木 翔(2) 高校生
ﾀｶｷﾞ ｼｮｳ 北部高
上原 晟弘(2) 高校生
ｳｴﾊﾗ ｱｷﾋﾛ 松本蟻ヶ崎高
松永 春樹(3) 高校生
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙｷ 飯山高
篠崎 貴郁(3) 高校生
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 市立長野高
河西 広樹(3) 高校生
ｶｻｲ ﾋﾛｷ 諏訪二葉高
奥灘 慎太郎(3) 高校生
ｵｸﾅﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 松本県ヶ丘高
宮澤 優斗(2) 高校生
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 明科高
山本 大道(3) 高校生
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾐﾁ 飯山高
荻原 悠輔(3) 高校生
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸高
山本 健太郎 一般 欠場
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 上田陸協
竹村 地智(3) 高校生 欠場
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野日大高
青木 悠祐(2) 高校生 欠場
ｱｵｷ ﾕｳｽｹ 長野高専
山本 大地 一般 欠場
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 下水内郡陸協

27  9022

18  3532

10  1260

 37.84 

5  9068

 39.46 

29 4  2826
35.17 37.84   X

 43.65 

28 3   839
  X 31.13 39.46

 43.92 

27 7  2557
43.44 40.22 43.65

 44.30 

26 6  2315
36.67 40.50 43.92

 44.54 

25 1   137
44.30 44.02 43.84

 44.97 

24 21   863
43.09 42.30 44.54

 45.11 

23 9   834
44.97   X   X

 45.86 

22 2  2362
  X 45.11 37.39

 46.35 

21 8  1032
42.34 42.86 45.86

 46.46 

20 14  1153
40.51 41.37 46.35

 46.81 

19 17   549
46.46   X   X

 47.31 

18 11  2163
46.81 46.08 44.58

 47.31 

17 20  2923
43.86 43.59 47.31

 48.35 

16 15  1765
45.01 47.31 45.34

 49.02 

15 19   753
48.35   X 46.38

 49.17 

14 22  9071
46.46 46.01 49.02

 50.10 

13 13  3548
43.36 48.55 49.17

 51.81 

12 23  9021
50.10   X   X

 51.89 

11 24  3528
50.40   X 51.81

 52.28 

10 16   907
47.80 48.59 51.89

50.41 48.06 52.98  52.98 

9 31  9117
  X 52.11 52.28

50.21 50.19   X  53.47 

8 12  1060
42.95 46.49 52.42

53.11 53.21 50.01  55.05 

7 25  9069
49.07 53.47 49.28

53.64   X 54.49  56.23 

6 26  9053
55.05 53.20 54.07

57.66 54.43   X  57.66 

5 29  9031
56.23   X 54.49

57.64 58.31 57.91  58.31 

4 28  9026
54.92 56.38 51.87

59.84 58.84   X  60.26 

3 33  9044
55.79 57.85 57.75

57.67 59.57 61.67  63.32 

2 30  9156
57.53 60.18 60.26

1 32  9033
59.18 63.32 56.72

-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-



予選 4月23日 10:00
準決勝 4月23日 13:55
決勝 4月23日 16:30

[ 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   7 佐久長聖高  2813 坂田 涼輔(3)     43.00 Q  1   9 松本大  9041 安藤 直哉(4)     42.38 Q

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ
 2801 花里 翼(3)  9042 浦野 泰希(4)

ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ ｳﾗﾉ ﾀｲｷ
 2802 牛山 陽太(2)  9056 水島 優(2)

ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 2807 松崎 文弥(3)  9051 小野澤 達也(2)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
 2   3 長野日大高  1267 北澤 大海(3)     43.74 Q  2   7 中野立志館高   911 柴本 遼河(3)     43.95 Q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝｺｳ ｼﾊﾞﾓﾄﾘｮｳｶﾞ
 1253 金井 敦紀(3)   908 坂庭 諒(3)

ｶﾅｲ ｱﾂｷ ｻｶﾆﾜﾘｮｳ
 1270 長谷川 遼亮(3)   914 小林 歩暉(2)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ ｺﾊﾞﾔｼｲﾌﾞｷ
 1271 宮原 翔太(2)   909 佐藤 真裕(3)

ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳﾀ ｻﾄｳﾏﾋﾛ
 3   9 国武大  9033 矢ヶ崎 奨(3)     44.30 Q  3   3 木曽青峰高  1952 大橋 昌矢(2)     44.41 Q

ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ ｷｿｾｲﾎｳ ｵｵﾊｼ ｼｮｳﾔ
 9029 松下 優太(1)  1951 小谷 渓太(2)

ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ ｺﾀﾆ ｹｲﾀ
 9027 佐藤 玲緒(1)  1950 小坂 正海(2)

ｻﾄｳ ﾚｵ ｺｻｶ ｾｲｶｲ
 9028 山浦 貫人(1)  1948 原 拓実(2)

ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ ﾊﾗ ﾀｸﾐ
 4   8 芦原中  4317 小林 涼真(3)     44.52 q  4   5 松代高  1435 内堀 岳宏(2)     45.37 

ｱｼﾊﾗﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ ﾏﾂｼﾛｺｳ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ
 4319 柳澤 祐希(3)  1425 下田 振全(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｷ ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ
 4321 原 泰三(3)  1424 深沢 友昭(3)

ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ
 4316 藤村 知季(3)  1431 大久保 真弥(3)

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾔ
 5   6 堀金中  6676 石田 優音(3)     45.91  5   4 浅間中  4139 飯塚 亮介(3)     45.51 

ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ ｱｻﾏﾁｭｳ ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ
 6683 大月 洸典(3)  4154 原 惇也(2)

ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ
 6687 中島 淳公(2)  4146 塚田 陽樹(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｷ
 6682 一志 瑠衣斗(3)  4142 篠澤 蒼平(3)

ｲｯｼ ﾙｲﾄ ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ
 6   2 上田西高  1988 田中 皐裕(1)     46.54  6   2 裾花中  5727 中村 颯人(3)     47.03 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ
 1908 松本 光平(3)  5713 髙島 蒼太(2)

ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ
 1910 宮澤 俊太(2)  5733 鈴木 友麻(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾀ ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ
 2789 内村 海斗(2)  5729 鈴木 竜也(3)

ｳﾁﾑﾗ ｶｲﾄ ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ
 7   5 岩村田高  1593 高見沢 草太(3)     47.03  7   8 長野高  1119 鈴木 達也(3)     56.77 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ ﾅｶﾞﾉｺｳ ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ
 1589 神田 優人(3)  1111 高橋 慶(3)

ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ ﾀｶﾊｼ ｹｲ
 1595 由井 渓友(2)  1129 小林 陽平(2)

ﾕｲ ｹｲﾕｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ
 1596 田中 太玖斗(2)  1121 竹村 友雅(2)

ﾀﾅｶ ﾀｸﾄ ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｶﾞ
  4 伊那弥生ヶ丘高   447 葉桐 文哉(3)   6 松本工高  2411 木下 祐太郎(3)

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ 失格 ﾏﾂﾓﾄｺｳｺｳ ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 欠場
  431 曽根原 賢(2) R1(2-3)  2410 種山 翔太(3)

ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ ﾀﾈﾔﾏ ｼｮｳﾀ
  432 宮坂 秀星(2)  2414 花形 駿介(3)

ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ
  449 齋藤 春希(3)  2423 矢部 晃(2)

ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ ﾔﾍﾞ ﾋｶﾙ

男子

4×100m             
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



[ 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   7 松商学園高  2480 三宅 浩生(3)     42.14 Q  1   2 松川高   547 棚田 駿太(3)     43.62 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾀﾅﾀﾞ  ｼｭﾝﾀ
 2482 斉藤 巧(3)   546 光沢 佑人(3)

ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ ｺｳｻﾞﾜ  ﾕｳﾄ
 2490 成澤 稜(3)   545 近藤 裕哉(3)

ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ
 2481 樋口 一馬(3)   553 近藤 雅哉(2)

ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ ｺﾝﾄﾞｳ  ﾏｻﾔ
 2   4 下諏訪向陽高   160 井口 晃輔(2)     44.94 Q  2   6 信州大  9097 川北 祐輔(4)     43.66 Q

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ｲｸﾞﾁ ｺｳｽｹ ｼﾝﾀﾞｲ ｶﾜｷﾞﾀ ﾕｳｽｹ
  158 宮坂 智史(3)  9083 三澤 駿之介(2)

ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ
  163 宮坂 一冴(2)  9087 柴田 晃太朗(4)

ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ
  155 伊藤 大起(3)  9112 本多 倖基(2)

ｲﾄｳ ﾀｲｷ ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ
 3   8 上田高  1770 寺島 僚(3)     45.13 Q  3   8 諏訪清陵高   105 三井 健太郎(2)     44.90 Q

ｳｴﾀﾞｺｳ ﾃﾗｼﾏ ﾘｮｳ ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾐﾂｲ ｹﾝﾀﾛｳ
 1768 清水 陽(3)   106 三井 洪太(2)

ｼﾐｽﾞ ﾖｳ ﾐﾂｲ ｺｳﾀ
 1785 須藤 謙太(2)   121 五味 凌介(3)

ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾀ ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ
 1783 町田 郁惟(3)   104 外川 太一(2)

ﾏﾁﾀﾞ ｲｸﾀﾀﾞ ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ
 4   3 長野高専  9139 依田 泰輝     45.22 q  4   4 小諸高  2827 中田 凌平(3)     45.27 q

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾖﾀﾞ ﾀｲｷ ｺﾓﾛｺｳ ﾅｶﾀ ﾘｮｳﾍｲ
 3540 赤津 裕文(2)  2829 伊藤 司能(2)

ｱｶﾂ ﾋﾛﾌﾐ ｲﾄｳ ｼﾉ
 3549 高野 誠也(3)  1701 井出 直哉(1)

ﾀｶﾉ ｾｲﾔ ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ
 9140 宮澤 優仁(4)  1714 中澤 晴起(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ
 5   9 野沢北高  1536 池田 航平(3)     45.29  5   9 赤穂高   490 白鳥 照人(3)     45.40 

ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ｲｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ ｱｶﾎｺｳ ｼﾛﾄﾘ ﾃﾙﾄ
 1543 坂根 遼汰郎(2)   491 唐木 大河(3)

ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｶﾗｷ ﾀｲｶﾞ
 1544 三浦 央司(2)   498 杉山 修己(2)

ﾐｳﾗ ﾋｻｼ ｽｷﾞﾔﾏ ｵｻﾐ
 1539 土屋 巧(3)   494 畑佐 崚介(3)

ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ ﾊﾀｻ ﾘｮｳｽｹ
 6   5 長野西高  1106 小林 勇哉(2)     46.93  6   3 篠ノ井高  1391 瀧澤 草太(2)     46.81 

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ ｼﾉﾉｲｺｳ ﾀｷｻﾞﾜ ｿｳﾀ
 1100 清水 隆寛(3)  1393 髙柳 樹(2)

ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀﾂｷ
 1108 谷迫 悠朔(2)  1396 前角 拓人(2)

ﾀﾆｻｺ ﾕｳｻｸ ﾏｴｽﾞﾐ ﾀｸﾄ
 1103 岩﨑 洸介(3)  1388 古岩井 春樹(3)

ｲﾜｻｷ ｺｳｽｹ ｺｲﾜｲ ﾊﾙｷ
 7   6 川中島中  5958 山﨑 叶夢(3)     47.11  7   7 更北中  6015 長谷部 圭悟(3)     47.52 

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳ ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾑ ｺｳﾎｸﾁｭｳ ﾊｾﾍﾞ ｹｲｺﾞ
 5966 渡邊 翔太(3)  6023 桑原 勇輝(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｷ
 5968 徳竹 諒真(3)  6027 西村 凌之涼(2)

ﾄｸﾀｹ ﾘｮｳﾏ ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ
 5963 石山 丈(3)  6016 宮林 祥汰(3)

ｲｼﾔﾏ ｼﾞｮｳ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ
 8   2 若穂中  5908 高野 伊織(2)     49.35   5 諏訪東京理科大

ﾜｶﾎﾁｭｳ ﾀｶﾉ ｲｵﾘ ｽﾜﾄｳｷｮｳﾘｶﾀﾞｲ 欠場
 5899 小森 巧巳(3)

ｺﾓﾘ ﾀｸﾐ
 5900 轟 光(3)

ﾄﾄﾞﾛｷ ﾋｶﾙ
 5906 岸田 悠汰(3)

ｷｼﾀﾞ ﾕｳﾀ

男子

4×100m             



[ 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   9 市立長野高   859 伊東 嵩矢(1)     43.44 Q  1   7 長野吉田高  1055 太目 祐二(3)     44.10 Q

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ｵｵﾒ ﾕｳｼﾞ
  879 宮下 翼(1)  1062 内山 朋也(3)

ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ
  856 池田 翔紀(1)  1057 大森 晃(3)

ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ
  878 小出 郁弥(2)  1074 飯野 圭太

ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ ｲｲﾉ ｹｲﾀ
 2   2 大町岳陽高  2929 勝野 智稀(3)     44.53 Q  2   2 飯山高   838 前澤 練(3)     44.62 Q

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ｶﾂﾉ ﾄﾓｷ ｲｲﾔﾏｺｳ ﾏｴｻﾞﾜ ﾚﾝ
 2067 有賀 健(3)   801 芳川 亮(3)

ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ
 2926 遠藤 幹也(3)   814 藤田 源翔(2)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ ﾌｼﾞﾀ ｹﾞﾝｼｮｳ
 2068 澁谷 郁磨(3)   832 吉田 開恩(3)

ｼﾌﾞﾔ ｲｸﾏ ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ
 3   3 飯田風越高   605 鎌倉 渉(3)     45.27 Q  3   4 塩尻志学館高  1999 中村 智(2)     45.00 Q

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ
  595 唐澤 慶大(2)  1986 木村 幸太(3)

ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ ｷﾑﾗ ｺｳﾀ
  608 竹村 大地(3)  1994 福嶋 竜星(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｾｲ
  607 手塚 貴郁(3)  1997 渡部 翔太(2)

ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ
 4   4 辰野中  7976 吉江 光司(3)     46.25  4   5 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  9005 吉田 幹弘     45.35 

ﾀﾂﾉﾁｭｳ ﾖｼｴ ｺｳｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ﾖｼﾀﾞ ﾐｷﾋﾛ
 7980 有賀 匠吾(2)  9011 内山 幹雄

ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ
 7972 赤羽 健一(3)  9013 柳沢 貴之

ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ
 7977 林 泰希(3)  9006 宮澤 憲二

ﾊﾔｼ ﾀｲｷ ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ
 5   6 佐久平総合高  1633 梅田 隼人(2)     47.12  5   8 須坂創成高  1013 三井 絢斗(3)     45.47 

ｻｸﾀﾞｲﾗｿｳｺﾞｳｺｳ ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ ｽｻﾞｶｿｳｾｲｺｳ ﾐﾂｲ ｹﾝﾄ
 1627 宮崎 未奈三(3)   966 流 勇介(3)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾅﾐ ﾅｶﾞﾚ ﾕｳｽｹ
 1628 髙橋 俊満(3)  1017 米山 恵樹(3)

ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ ﾖﾈﾔﾏ ｹｲｼﾞｭ
 1622 堀内 魁斗(2)  1014 犬飼 裕貴(3)

ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ ｲﾇｶｲ ﾕｳｷ
 6   7 長野商高  1136 鈴木 友也(1)     47.54  6   3 創造学園高  2509 横山 絢大(1)     46.71 

ﾅｶﾞﾉｼｮｳ ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ
 1135 柳澤 啓斗(1)  2502 松永 蓮汰(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾄ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚﾝﾀ
 1132 池田 剛(2)  2508 宮川 蓮(1)

ｲｹﾀﾞ ﾂﾖｼ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝ
 1146 松永 拓実(3)  2503 小林 誠矢(2)

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｸﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ
 7   5 長野東部中  5506 丸山 静也(3)     49.07  7   9 長野工高  1151 中村 妥偉也(2)     47.38 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ｼｽﾞﾔ ﾅｶﾞﾉｺｳｺｳ ﾅｶﾑﾗ  ﾀﾞｲﾔ
 5500 岩瀬 巧巳(3)  1161 松橋 建(1)

ｲﾜｾ ﾀｸﾐ ﾏﾂﾊｼ  ｹﾝ
 5503 高津 直紀(3)  1160 南澤 和輝(1)

ﾀｶﾂ ﾅｵｷ ﾐﾅﾐｻﾜ  ｶｽﾞｷ
 5507 吉原 瑛人(3)  1159 吉田 智哉(1)

ﾖｼﾊﾗ ｴｲﾄ ﾖｼﾀﾞ  ﾄﾓﾔ
  8 伊那北高   6 伊那東部中

ｲﾅｷﾀｺｳ 欠場 ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ 欠場

男子

4×100m             



[ 7組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC  9016 高木 佑希     42.34 Q

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ
 9014 岩田 晃

ｲﾜﾀ ｱｷﾗ
 9015 吉冨 和弥

ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ
 9017 佐藤 賢一

ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ
 2   6 須坂東高   985 坂口 大樹(2)     44.69 Q

ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼｺｳ ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｷ
 3093 羽尾 拓海(3)

ﾊｵ ﾀｸﾐ
 3091 上沢 奈雄(2)

ｶﾐｻﾜ ﾅｵ
 3097 横地 彦人(3)

ﾖｺﾁ ﾋﾛﾄ
 3   7 丸子修学館高  1765 中村 郁弥(2)     46.04 Q

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ
 1746 森村 一真(2)

ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ
 1764 横井 駿太(2)

ﾖｺｲ ｼｭﾝﾀ
 1762 伊豆 裕太(2)

ｲｽﾞ ﾕｳﾀ
 4   2 仁科台中  6919 奥原 健太(2)     46.41 

ﾆｼﾅﾀﾞｲ ｵｸﾊﾗ ｹﾝﾀ
 6913 笠井 敦司(3)

ｶｻｲ ｱﾂｼ
 6916 越山 遥斗(3)

ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ
 6912 小坂 晃大(3)

ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ
 5   5 上田第四中  4651 佐藤 了(3)     48.93 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳ ｻﾄｳ ﾘｮｳ
 4658 細田 夏希(2)

ﾎｿﾀﾞ ﾅﾂｷ
 4653 古平 優生(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ
 4650 藤島 大翔(3)

ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ
  3 長野東高  1195 伊藤 大地(2)

ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼｺｳ ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 欠場
 1191 内山 力哉(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ
 1194 小林 千輝(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ
 1193 小林 周平(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ
  8 諏訪二葉高

ｽﾜﾌﾀﾊﾞ 欠場

男子

4×100m             



[ 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   7 松本大  9041 安藤 直哉(4)     42.01 Q  1   5 松商学園高  2480 三宅 浩生(3)     42.12 Q

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ
 9042 浦野 泰希(4)  2482 斉藤 巧(3)

ｳﾗﾉ ﾀｲｷ ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 9051 小野澤 達也(2)  2490 成澤 稜(3)

ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
 9056 水島 優(2)  2481 樋口 一馬(3)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ
 2   6 長野日大高  1267 北澤 大海(3)     42.98 Q  2   6 松川高   547 棚田 駿太(3)     43.34 Q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾀﾅﾀﾞ  ｼｭﾝﾀ
 1253 金井 敦紀(3)   549 牛山 一成(3)

ｶﾅｲ ｱﾂｷ ｳｼﾔﾏ  ｶｽﾞﾅﾘ
 1270 長谷川 遼亮(3)   545 近藤 裕哉(3)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ
 1271 宮原 翔太(2)   553 近藤 雅哉(2)

ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳﾀ ｺﾝﾄﾞｳ  ﾏｻﾔ
 3   4 佐久長聖高  2813 坂田 涼輔(3)     43.02 q  3   7 長野吉田高  1055 太目 祐二(3)     44.00 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ｵｵﾒ ﾕｳｼﾞ
 2801 花里 翼(3)  1062 内山 朋也(3)

ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ
 2802 牛山 陽太(2)  1057 大森 晃(3)

ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ
 2807 松崎 文弥(3)  1074 飯野 圭太

ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ ｲｲﾉ ｹｲﾀ
 4   5 中野立志館高   911 柴本 遼河(3)     43.68  4   9 須坂東高   985 坂口 大樹(2)     44.46 

ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝｺｳ ｼﾊﾞﾓﾄﾘｮｳｶﾞ ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼｺｳ ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｷ
  908 坂庭 諒(3)  3093 羽尾 拓海(3)

ｻｶﾆﾜﾘｮｳ ﾊｵ ﾀｸﾐ
  914 小林 歩暉(2)  3091 上沢 奈雄(2)

ｺﾊﾞﾔｼｲﾌﾞｷ ｶﾐｻﾜ ﾅｵ
  909 佐藤 真裕(3)  3097 横地 彦人(3)

ｻﾄｳﾏﾋﾛ ﾖｺﾁ ﾋﾛﾄ
 5   8 国武大  9031 長崎 大悟(1)     44.04  5   2 小諸高  2827 中田 凌平(3)     44.82 

ｺｸｻｲﾌﾞﾄﾞｳﾀﾞｲｶﾞｸ ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ ｺﾓﾛｺｳ ﾅｶﾀ ﾘｮｳﾍｲ
 9029 松下 優太(1)  2829 伊藤 司能(2)

ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ ｲﾄｳ ｼﾉ
 9027 佐藤 玲緒(1)  1701 井出 直哉(1)

ｻﾄｳ ﾚｵ ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ
 9028 山浦 貫人(1)  1714 中澤 晴起(2)

ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ
 6   3 芦原中  4317 小林 涼真(3)     44.69  6   3 上田高  1770 寺島 僚(3)     44.89 

ｱｼﾊﾗﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ ｳｴﾀﾞｺｳ ﾃﾗｼﾏ ﾘｮｳ
 4319 柳澤 祐希(3)  1768 清水 陽(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｷ ｼﾐｽﾞ ﾖｳ
 4321 原 泰三(3)  1785 須藤 謙太(2)

ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾀ
 4316 藤村 知季(3)  1775 平田 宗一郎(3)

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ ﾋﾗﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ
 7   2 丸子修学館高  1765 中村 郁弥(2)     46.34  7   4 飯山高   806 佐藤 孝紀(2)     45.16 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ ｲｲﾔﾏｺｳ ｻﾄｳ ｺｳｷ
 1746 森村 一真(2)   838 前澤 練(3)

ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ ﾏｴｻﾞﾜ ﾚﾝ
 1764 横井 駿太(2)   814 藤田 源翔(2)

ﾖｺｲ ｼｭﾝﾀ ﾌｼﾞﾀ ｹﾞﾝｼｮｳ
 1762 伊豆 裕太(2)   832 吉田 開恩(3)

ｲｽﾞ ﾕｳﾀ ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ
  9 木曽青峰高  1952 大橋 昌矢(2)   8 塩尻志学館高  1999 中村 智(2)

ｷｿｾｲﾎｳ ｵｵﾊｼ ｼｮｳﾔ 失格 ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 失格
 1951 小谷 渓太(2) FS  1986 木村 幸太(3) R1(2-3)

ｺﾀﾆ ｹｲﾀ ｷﾑﾗ ｺｳﾀ
 1950 小坂 正海(2)  1994 福嶋 竜星(2)

ｺｻｶ ｾｲｶｲ ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｾｲ
 1948 原 拓実(2)  1997 渡部 翔太(2)

ﾊﾗ ﾀｸﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ

通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

男子

4×100m             
準決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC  9016 高木 佑希     41.20 Q

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ 大会新
 9014 岩田 晃

ｲﾜﾀ ｱｷﾗ
 9018 内堀 直也

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ
 9017 佐藤 賢一

ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ
 2   6 信州大  9097 川北 祐輔(4)     43.18 Q

ｼﾝﾀﾞｲ ｶﾜｷﾞﾀ ﾕｳｽｹ
 9083 三澤 駿之介(2)

ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ
 9087 柴田 晃太朗(4)

ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ
 9112 本多 倖基(2)

ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ
 3   7 市立長野高   859 伊東 嵩矢(1)     43.19 q

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ
  879 宮下 翼(1)

ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ
  856 池田 翔紀(1)

ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ
  878 小出 郁弥(2)

ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ
 4   8 諏訪清陵高   105 三井 健太郎(2)     44.76 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾐﾂｲ ｹﾝﾀﾛｳ
  106 三井 洪太(2)

ﾐﾂｲ ｺｳﾀ
  121 五味 凌介(3)

ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ
  104 外川 太一(2)

ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ
 5   9 下諏訪向陽高   160 井口 晃輔(2)     44.77 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ｲｸﾞﾁ ｺｳｽｹ
  158 宮坂 智史(3)

ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ
  163 宮坂 一冴(2)

ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ
  155 伊藤 大起(3)

ｲﾄｳ ﾀｲｷ
 6   4 大町岳陽高  2929 勝野 智稀(3)     44.88 

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ｶﾂﾉ ﾄﾓｷ
 2067 有賀 健(3)

ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ
 2926 遠藤 幹也(3)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ
 2068 澁谷 郁磨(3)

ｼﾌﾞﾔ ｲｸﾏ
 7   3 長野高専  9139 依田 泰輝     44.98 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾖﾀﾞ ﾀｲｷ
 3540 赤津 裕文(2)

ｱｶﾂ ﾋﾛﾌﾐ
 3549 高野 誠也(3)

ﾀｶﾉ ｾｲﾔ
 9140 宮澤 優仁(4)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
 8   2 飯田風越高   605 鎌倉 渉(3)     45.59 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ
  595 唐澤 慶大(2)

ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ
  608 竹村 大地(3)

ﾀｹﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ
  607 手塚 貴郁(3)

ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ

男子

4×100m             



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC  9016 高木 佑希     41.46 

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ
 9014 岩田 晃

ｲﾜﾀ ｱｷﾗ
 9018 内堀 直也

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ
 9017 佐藤 賢一

ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ
 2   4 松商学園高  2480 三宅 浩生(3)     41.97 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ
 2482 斉藤 巧(3)

ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 2490 成澤 稜(3)

ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
 2481 樋口 一馬(3)

ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ
 3   7 松本大  9041 安藤 直哉(4)     42.20 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ
 9042 浦野 泰希(4)

ｳﾗﾉ ﾀｲｷ
 9051 小野澤 達也(2)

ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
 9056 水島 優(2)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 4   8 信州大  9097 川北 祐輔(4)     43.00 

ｼﾝﾀﾞｲ ｶﾜｷﾞﾀ ﾕｳｽｹ
 9083 三澤 駿之介(2)

ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ
 9087 柴田 晃太朗(4)

ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ
 9112 本多 倖基(2)

ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ
 5   6 長野日大高  1267 北澤 大海(3)     43.10 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ
 1253 金井 敦紀(3)

ｶﾅｲ ｱﾂｷ
 1270 長谷川 遼亮(3)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ
 1264 吉沢 智貴(3)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ
 6   3 佐久長聖高  2813 坂田 涼輔(3)     43.29 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ
 2801 花里 翼(3)

ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ
 2802 牛山 陽太(2)

ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ
 2807 松崎 文弥(3)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
 7   2 市立長野高   859 伊東 嵩矢(1)     43.33 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ
  879 宮下 翼(1)

ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ
  856 池田 翔紀(1)

ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ
  878 小出 郁弥(2)

ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ
 8   9 松川高   547 棚田 駿太(3)     43.74 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾀﾅﾀﾞ  ｼｭﾝﾀ
  549 牛山 一成(3)

ｳｼﾔﾏ  ｶｽﾞﾅﾘ
  545 近藤 裕哉(3)

ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ
  553 近藤 雅哉(2)

ｺﾝﾄﾞｳ  ﾏｻﾔ

男子

4×100m             
決勝



予選 4月24日 10:00
決勝 4月24日 16:25

[ 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 長野吉田高  1050 岡部 信一郎(3)   3,30.90 Q  1   6 佐久長聖高  2807 松崎 文弥(3)   3,27.52 Q

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ｵｶﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
 1057 大森 晃(3)  2802 牛山 陽太(2)

ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ
 1055 太目 祐二(3)  2808 相場 泰彦(3)

ｵｵﾒ ﾕｳｼﾞ ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ
 1062 内山 朋也(3)  2801 花里 翼(3)

ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ
 2   5 赤穂高   491 唐木 大河(3)   3,33.64  2   7 大町岳陽高  2067 有賀 健(3)   3,31.04 

ｱｶﾎｺｳ ｶﾗｷ ﾀｲｶﾞ ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ
  493 下井 颯太(3)  2065 佐藤 大起(3)

ｼﾓｲ ｿｳﾀ ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ
  498 杉山 修己(2)  2925 青田 龍輝(3)

ｽｷﾞﾔﾏ ｵｻﾐ ｱｵﾀ ﾘｭｳｷ
  494 畑佐 崚介(3)  2926 遠藤 幹也(3)

ﾊﾀｻ ﾘｮｳｽｹ ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ
 3   7 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  9005 吉田 幹弘   3,37.93  3   5 篠ノ井高  1393 髙柳 樹(2)   3,41.08 

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ﾖｼﾀﾞ ﾐｷﾋﾛ ｼﾉﾉｲｺｳ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀﾂｷ
 9013 柳沢 貴之  1396 前角 拓人(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ ﾏｴｽﾞﾐ ﾀｸﾄ
 9007 松原 大輝  1395 中村 伊吹(2)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ
 9012 本多 俊平  1388 古岩井 春樹(3)

ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ｺｲﾜｲ ﾊﾙｷ
 4   6 上田西高  2789 内村 海斗(2)   3,38.54  4   3 佐久平総合高  1633 梅田 隼人(2)   3,44.36 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ｳﾁﾑﾗ ｶｲﾄ ｻｸﾀﾞｲﾗｿｳｺﾞｳｺｳ ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ
 1910 宮澤 俊太(2)  1632 岩野 純人(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾀ ｲﾜﾉ ｽﾐﾋﾄ
 1988 田中 皐裕(1)  1622 堀内 魁斗(2)

ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ
 1909 増田 凌(3)  1638 佐藤 諒真(2)

ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ
 5   4 更級農高  2768 松本 聖(2)   3,42.03  5   2 上田染谷丘高  1834 長谷川 直樹(2)   3,46.15 

ｻﾗｼﾅﾉｳｺｳ ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄﾙ ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ
 2757 大久保 英(3)  1835 宮下 輝一(1)

ｵｵｸﾎﾞ ｽｸﾞﾙ ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾋﾄ
 2767 緒方 希一(2)  1836 北村 翼(1)

ｵｶﾞﾀ ｷｲﾁ ｷﾀﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ
 2766 宮沢 康平(2)  1831 有賀 聡一朗(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ ｱﾘｶﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ
 6   2 丸子修学館高  1762 伊豆 裕太(2)   3,46.25   4 諏訪二葉高

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ ｲｽﾞ ﾕｳﾀ ｽﾜﾌﾀﾊﾞ 欠場
 1746 森村 一真(2)

ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ
 1765 中村 郁弥(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ
 1764 横井 駿太(2)

ﾖｺｲ ｼｭﾝﾀ
 7   3 堀金中  6686 西村 遼(3)   3,48.21   8 須坂東高

ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳ ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼｺｳ 欠場
 6676 石田 優音(3)

ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ
 6687 中島 淳公(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ
 6682 一志 瑠衣斗(3)

ｲｯｼ ﾙｲﾄ

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 松商学園高  2496 柳沢 直生(1)   3,25.93 Q  1   2 長野日大高  1254 小池 輝(2)   3,27.83 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ｺｲｹ ﾋｶﾙ
 2490 成澤 稜(3)  1264 吉沢 智貴(3)

ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ
 2480 三宅 浩生(3)  1269 岡村 宗一郎(3)

ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ
 2487 北野 慧(3)  1270 長谷川 遼亮(3)

ｷﾀﾉ ｹｲ ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ
 2   7 長野高  1121 竹村 友雅(2)   3,29.78 q  2   4 諏訪清陵高   121 五味 凌介(3)   3,30.35 

ﾅｶﾞﾉｺｳ ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｶﾞ ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ｺﾞﾐ ﾘｮｳｽｹ
 1112 渡辺 賢志(3)   104 外川 太一(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ
 1119 鈴木 達也(3)   106 三井 洪太(2)

ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ ﾐﾂｲ ｺｳﾀ
 1111 高橋 慶(3)   128 松井 翔吾(2)

ﾀｶﾊｼ ｹｲ ﾏﾂｲ ｼｮｳｺﾞ
 3   3 木曽青峰高  1954 中島 拓朗(2)   3,30.73  3   8 塩尻志学館高  1997 渡部 翔太(2)   3,31.57 

ｷｿｾｲﾎｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾛｳ ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ
 1951 小谷 渓太(2)  1986 木村 幸太(3)

ｺﾀﾆ ｹｲﾀ ｷﾑﾗ ｺｳﾀ
 1943 田口 竜成(3)  1990 小林 隼(2)

ﾀｸﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ
 1950 小坂 正海(2)  1987 木村 祐太(3)

ｺｻｶ ｾｲｶｲ ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ
 4   2 下諏訪向陽高   163 宮坂 一冴(2)   3,32.98  4   7 伊那弥生ヶ丘高   449 齋藤 春希(3)   3,32.44 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｻｲﾄｳ ﾊﾙｷ
  158 宮坂 智史(3)   432 宮坂 秀星(2)

ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ
  160 井口 晃輔(2)   447 葉桐 文哉(3)

ｲｸﾞﾁ ｺｳｽｹ ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ
  157 平井 啓吾(3)   431 曽根原 賢(2)

ﾋﾗｲ ｹｲｺﾞ ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ
 5   5 上田高  1785 須藤 謙太(2)   3,37.57  5   6 上伊那農高   350 藤原 渓太(3)   3,35.91 

ｳｴﾀﾞｺｳ ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾀ ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾀ
 1775 平田 宗一郎(3)   351 登内 健太(2)

ﾋﾗﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ
 1774 野原 尚貴(3)   357 北原 鐘伍(2)

ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ
 1778 笠原 渓介(3)   352 唐澤 直人(2)

ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ
 6   8 浅間中  4144 関口 謙太(3)   3,46.49  6   3 長野西高  1100 清水 隆寛(3)   3,42.26 

ｱｻﾏﾁｭｳ ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ
 4148 松﨑 悠弥(3)  1103 岩﨑 洸介(3)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾔ ｲﾜｻｷ ｺｳｽｹ
 4154 原 惇也(2)  1105 牛山 勝晴(3)

ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ ｳｼﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ
 4142 篠澤 蒼平(3)  1104 大石 浩平(3)

ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ ｵｵｼ ｺｳﾍｲ
  6 松本蟻ヶ崎高  7   5 更北中  6016 宮林 祥汰(3)   4,04.84 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ 欠場 ｺｳﾎｸﾁｭｳ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ
 6018 小林 勇太(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ
 6015 長谷部 圭悟(3)

ﾊｾﾍﾞ ｹｲｺﾞ
 6023 桑原 勇輝(2)

ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｷ

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   3 松本大  9052 小林 航(2)   3,25.42 Q  1   4 信州大  9083 三澤 駿之介(2)   3,26.05 Q

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ ｼﾝﾀﾞｲ ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ
 9057 清水 泰志(4)  9084 山下 修司(4)

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｼﾞ
 9047 丸山 玲央(2)  9082 坂巻 太一(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ ｻｶﾏｷ ﾀｲﾁ
 9056 水島 優(2)  9097 川北 祐輔(4)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ ｶﾜｷﾞﾀ ﾕｳｽｹ
 2   6 長野高専  3549 高野 誠也(3)   3,30.00  2   5 松川高   554 後沢 大地(2)   3,26.84 q

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾀｶﾉ ｾｲﾔ ﾏﾂｶﾜｺｳ ｺﾞｻﾞﾜ  ﾀﾞｲﾁ
 9144 北原 廉(4)   545 近藤 裕哉(3)

ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ
 3542 廣瀬 洸(2)   546 光沢 佑人(3)

ﾋﾛｾ ｺｳ ｺｳｻﾞﾜ  ﾕｳﾄ
 3519 岩崎 真哉(3)   553 近藤 雅哉(2)

ｲﾜｻｷ ｼﾝﾔ ｺﾝﾄﾞｳ  ﾏｻﾔ
 3   5 中野立志館高   909 佐藤 真裕(3)   3,33.27  3   3 小諸高  1701 井出 直哉(1)   3,34.60 

ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝｺｳ ｻﾄｳﾏﾋﾛ ｺﾓﾛｺｳ ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ
  908 坂庭 諒(3)  2828 笹沢 広夢(3)

ｻｶﾆﾜﾘｮｳ ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ
  914 小林 歩暉(2)  2824 土屋 侃太(3)

ｺﾊﾞﾔｼｲﾌﾞｷ ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ
  911 柴本 遼河(3)  1714 中澤 晴起(2)

ｼﾊﾞﾓﾄﾘｮｳｶﾞ ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ
 4   2 飯田風越高   605 鎌倉 渉(3)   3,39.99  4   7 松代高  1431 大久保 真弥(3)   3,39.08 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ ﾏﾂｼﾛｺｳ ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾔ
  607 手塚 貴郁(3)  1435 内堀 岳宏(2)

ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ
  595 唐澤 慶大(2)  1425 下田 振全(2)

ｶﾗｻﾜ ﾖｼﾋﾛ ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ
  608 竹村 大地(3)  1434 田中 大暉(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ
 5   8 須坂創成高  1014 犬飼 裕貴(3)   3,44.48  5   8 創造学園高  2525 西村 慶次(2)   3,40.08 

ｽｻﾞｶｿｳｾｲｺｳ ｲﾇｶｲ ﾕｳｷ ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾆｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ
  966 流 勇介(3)  2529 小口 優希(2)

ﾅｶﾞﾚ ﾕｳｽｹ ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ
 1017 米山 恵樹(3)  2502 松永 蓮汰(2)

ﾖﾈﾔﾏ ｹｲｼﾞｭ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚﾝﾀ
 1016 小山 育友(3)  2509 横山 絢大(1)

ｺﾔﾏ ｲｸﾄﾓ ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ
  4 上田千曲高  6   2 岩村田高  1593 高見沢 草太(3)   3,43.89 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ 欠場 ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ
 1589 神田 優人(3)

ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ
 1595 由井 渓友(2)

ﾕｲ ｹｲﾕｳ
 1596 田中 太玖斗(2)

ﾀﾅｶ ﾀｸﾄ
  7 松本美須々ｹ丘高  7   6 飯山高   805 島﨑 尋睦(3)   3,46.87 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳ 欠場 ｲｲﾔﾏｺｳ ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾑ
  807 川口 大輝(2)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ
  802 奥山 聖也(3)

ｵｸﾔﾏ ｾｲﾔ
  833 月岡 健斗(3)

ﾂｷｵｶ ｹﾝﾄ

男子

4×400m             



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松本大  9052 小林 航(2)   3,20.55 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ
 9056 水島 優(2)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 9057 清水 泰志(4)

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ
 9042 浦野 泰希(4)

ｳﾗﾉ ﾀｲｷ
 2   6 信州大  9082 坂巻 太一(3)   3,22.29 

ｼﾝﾀﾞｲ ｻｶﾏｷ ﾀｲﾁ
 9083 三澤 駿之介(2)

ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ
 9097 川北 祐輔(4)

ｶﾜｷﾞﾀ ﾕｳｽｹ
 9084 山下 修司(4)

ﾔﾏｼﾀ ｼｭｳｼﾞ
 3   5 松商学園高  2481 樋口 一馬(3)   3,25.21 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ
 2490 成澤 稜(3)

ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
 2480 三宅 浩生(3)

ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ
 2496 柳沢 直生(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ
 4   3 松川高   554 後沢 大地(2)   3,27.25 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ｺﾞｻﾞﾜ  ﾀﾞｲﾁ
  545 近藤 裕哉(3)

ｺﾝﾄﾞｳ  ﾕｳﾔ
  546 光沢 佑人(3)

ｺｳｻﾞﾜ  ﾕｳﾄ
  553 近藤 雅哉(2)

ｺﾝﾄﾞｳ  ﾏｻﾔ
 5   7 佐久長聖高  2807 松崎 文弥(3)   3,27.74 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
 2802 牛山 陽太(2)

ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ
 2808 相場 泰彦(3)

ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ
 2801 花里 翼(3)

ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ
 6   2 長野高  1112 渡辺 賢志(3)   3,28.10 

ﾅｶﾞﾉｺｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ
 1121 竹村 友雅(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｶﾞ
 1119 鈴木 達也(3)

ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ
 1111 高橋 慶(3)

ﾀｶﾊｼ ｹｲ
 7   9 長野日大高  1267 北澤 大海(3)   3,30.93 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ
 1270 長谷川 遼亮(3)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ
 1269 岡村 宗一郎(3)

ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ
 1264 吉沢 智貴(3)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ
 8   8 長野吉田高  1050 岡部 信一郎(3)   3,31.45 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ｵｶﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ
 1055 太目 祐二(3)

ｵｵﾒ ﾕｳｼﾞ
 1051 久保田 五輝(3)

ｸﾎﾞﾀ  ｲﾂｷ
 1062 内山 朋也(3)

ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ

決勝

男子

4×400m             



決勝 4月23日 14:30

竹村 地智(3) 高校生
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野日大高
瀧澤 友啓(3) 高校生
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 須坂創成高
和田 啓汰(2) 高校生
ﾜﾀﾞ ｹｲﾀ 更級農高
スミス 理貴(2) 高校生
ｽﾐｽ ﾘｷ 長野西高
藤原 一斗(3) 高校生
ﾌｼﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 穂高商高
幸野 藍斗(2) 高校生
ｺｳ ﾉｱｲﾄ 木曽青峰高
登内 啓一郎(2) 高校生
ﾄﾉｳﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ 高遠高
坂本 敦士(2) 高校生
ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ 屋代高
奥灘 慎太郎(3) 高校生
ｵｸﾅﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 松本県ヶ丘高
唐木 大河(3) 高校生
ｶﾗｷ ﾀｲｶﾞ 赤穂高
坂井 亮太(3) 高校生
ｻｶｲ ﾘｮｳﾀ 大町岳陽高
ｶﾙﾛｽ ｱｳｸﾞｽﾄ(2) 高校生
ｶﾙﾛｽ ｱｳｸﾞｽﾄ 駒ヶ根工高
折山 景柊(2) 高校生
ｵﾘﾔﾏ ｹｲｼｭｳ 飯田風越高
牛山 一成(3) 高校生 欠場
ｳｼﾔﾏ  ｶｽﾞﾅﾘ 松川高

  9.00 

6   549

  9.39 

13 1   593
 8.94  9.00  8.82

  9.65 

12 5   509
 9.39  9.11  9.34

  9.96 

11 2  2930
 9.45  9.65  9.41

 10.84 

10 4   491
 9.30   X  9.96

10.31 11.31  9.97  11.31 

9 7  2315
10.84  9.79 10.15

10.57 10.06 10.80  11.32 

8 3  1437
  X   X 11.16

11.24 10.66 11.17  11.57 

7 9   377
11.32 11.22 11.03

11.58 11.39 11.56  12.12 

6 11  1949
11.47   X 11.57

11.94   X 12.27  12.27 

5 10  2119
11.01 12.12 10.78

11.93 12.68 12.07  12.68 

4 13  1107
11.91 12.14 12.26

12.50 12.29 12.90  12.90 

3 8  2769
12.21 12.35 12.08

12.81 12.20 12.58  13.21 

2 12  1015
12.58   X 12.51

1 14  1260
13.09 13.21 12.71

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子高校

砲丸投(6.000kg)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 4月23日 10:00

藤原 一斗(3) 高校生 大会新
ﾌｼﾞﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 穂高商高
北村 将也(3) 高校生 大会新
ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾔ 長野吉田高
名澤 直樹(3) 高校生
ﾅｻﾞﾜ ﾅｵｷ 更級農高
奥垣内 崇史(2) 高校生
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 東海大諏訪高
山本 真光人(3) 高校生
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ 大町岳陽高
橋澤 昂駿(2) 高校生
ﾊｼｻﾞﾜ ﾀｶﾄｼ 飯山高
酒井 陸(3) 高校生
ｻｶｲ ﾘｸ 須坂創成高
篠崎 貴郁(3) 高校生
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 市立長野高
藤木 幸太(3) 高校生
ﾌｼﾞｷ ｺｳﾀ 飯山高
幸野 藍斗(2) 高校生
ｺｳ ﾉｱｲﾄ 木曽青峰高
中村 郁弥(2) 高校生
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 丸子修学館高
堀ノ内 健人(3) 高校生
ﾎﾘﾉｳﾁ ﾀｹﾄ 明科高
後藤 魁斗(3) 高校生
ｺﾞﾄｳ ｶｲﾄ 阿南高
菊原 崇矢(3) 高校生
ｷｸﾊﾗ ﾀｶﾔ 野沢南高
赤澤 虎太郎(2) 高校生
ｱｶｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 長野高専
渡利 雄太(2) 高校生
ﾜﾀﾘ ﾕｳﾀ 更級農高
先 一彌(2) 高校生
ｻｷ ｶｽﾞﾔ 文化学園長野高
宮崎 未奈三(3) 高校生
ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾅﾐ 佐久平総合高
草間 拓海(3) 高校生
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 松本県ヶ丘高
吉池 真緋呂(2) 高校生 記録なし
ﾖｼｲｹ  ﾏﾋﾛ 長野工高

 23.97 

16  1153
  X   X   X

 24.30 

19 7  2304
22.74 23.97   X

 25.06 

18 4  1627
  - 24.30   X

 25.69 

17 3  2719
25.06 19.52 24.87

 26.15 

16 1  2765
25.69 24.72   X

 27.34 

15 9  3504
  X 24.36 26.15

 27.51 

14 5  1559
25.26 27.34 24.63

 27.71 

13 8   753
27.51 27.33   X

 27.82 

12 2  2551
27.71   X   X

 27.88 

11 6  1765
27.48 27.82 24.48

 29.44 

10 10  1949
23.87   X 27.88

  X   X   X  30.97 

9 13   837
29.44   X 29.05

31.83 30.64 28.16  31.83 

8 14   863
30.97   X   X

31.89 30.62 29.49  31.89 

7 11  1012
28.87 29.39 30.56

  X 33.51 32.63  33.95 

6 15   811
31.05   X 30.61

33.71 34.90 34.12  35.48 

5 12  2924
  X   X 33.95

33.52 35.86 35.22  35.86 

4 18    53
33.25 35.34 35.48

35.16 39.68 38.20  40.16 

3 17  2759
33.04 34.43 35.52

  X 39.30 40.84  40.84 

2 20  1060
40.16 37.30 37.25

1 19  2119
37.06 37.22   X

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子高校

円盤投(1.750kg)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 4月24日 14:30

県高記録(HR)        57.29
大会記録(GR)        52.68

名澤 直樹(3) 高校生
ﾅｻﾞﾜ ﾅｵｷ 更級農高
奥原 聖人(3) 高校生
ｵｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 梓川高
中村 健之(2) 高校生
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 梓川高
石坂 大地(3) 高校生
ｲｼｻﾞｶ ﾀﾞｲﾁ 更級農高
熊谷 拓真(3) 高校生
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ 松商学園高
奥垣内 崇史(2) 高校生
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 東海大諏訪高
水島 菖二(3) 高校生
ﾐｽﾞｼﾏ ｼｮｳｼﾞ 須坂高
渡邊 拓実(3) 高校生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 更級農高
東條 晃太(2) 高校生
ﾄｳｼﾞｮｳ  ｺｳﾀ 長野工高
細田 響(3) 高校生
ﾎｿﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 創造学園高
山本 大道(3) 高校生
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾐﾁ 飯山高
先 一彌(2) 高校生
ｻｷ ｶｽﾞﾔ 文化学園長野高
中嶋 宏太(2) 高校生
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ 阿南高
由井 渓友(2) 高校生
ﾕｲ ｹｲﾕｳ 岩村田高
スミス 理貴(2) 高校生
ｽﾐｽ ﾘｷ 長野西高
ｶﾙﾛｽ ｱｳｸﾞｽﾄ(2) 高校生
ｶﾙﾛｽ ｱｳｸﾞｽﾄ 駒ヶ根工高
坂井 亮太(3) 高校生
ｻｶｲ ﾘｮｳﾀ 大町岳陽高
小林 将人(3) 高校生
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾏｻﾄ 長野工高
藤木 幸太(3) 高校生 欠場
ﾌｼﾞｷ ｺｳﾀ 飯山高

男子高校

ハンマー投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 18  2759

44.50   X 47.50 50.10 49.77 49.91  50.10 

2 19  2161
  X   X 44.17 48.57 46.73 48.63  48.63 

3 17  2156
45.50 46.28   X 45.75 43.12   X  46.28 

4 16  2758
41.09   X 43.70   X 42.40   X  43.70 

5 14  2489
40.16 43.61 42.40 41.41 39.90 39.17  43.61 

6 9    53
36.67   X   X   X 39.39 43.11  43.11 

7 15   987
39.65   X 40.22 35.32 41.86   X  41.86 

8 11  2755
40.23 38.58 39.46 37.57   X 38.75  40.23 

9 10  1154
34.04   X   X  34.04 

10 12  2528
  X 33.32   X  33.32 

11 8   839
32.21 30.52 33.05  33.05 

12 6  2719
29.48 30.47 28.54  30.47 

13 5   754
28.84   X   X  28.84 

14 4  1595
25.17   X 25.08  25.17 

15 2  1107
23.94 23.54 20.04  23.94 

1   509
  X   X   X

3  2930
  X   X   X

13  1168
  X   X   X

7   837



予選 4月24日 12:55
決勝 4月24日 15:25

[ 1組] 風速 +3.8 [ 2組] 風速 +3.2

 1 堀込 碧(3) 中学生     16.03 Q  1 坂根 遼汰郎(2) 高校生     14.83 Q
ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 野沢中 ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ 野沢北高

 2 山内 一輝(1) 高校生     16.51 Q  2 坂田 涼輔(3) 高校生     16.09 Q
ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 上伊那農高 ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 佐久長聖高

 3 中村 妥偉也(2) 高校生     17.46 Q  3 酒井 和馬(1) 高校生     16.81 Q
ﾅｶﾑﾗ  ﾀﾞｲﾔ 長野工高 ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 上伊那農高

 4 小林 拓真(3) 高校生     18.19 q  4 井出 直哉(1) 高校生     18.12 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 上田東高 ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸高
中澤 晴起(2) 高校生  5 荻原 克崇(2) 高校生     20.68 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 小諸高 ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾂﾀｶ 上田東高
茂木 皓太(3) 中学生 鈴木 竜也(3) 中学生
ﾓｷﾞ ｺｳﾀ 裾花中 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 裾花中

風速 +2.6

 1 坂根 遼汰郎(2) 高校生     14.63 
ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ 野沢北高

 2 坂田 涼輔(3) 高校生     15.96 
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 佐久長聖高

 3 山内 一輝(1) 高校生     16.08 
ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 上伊那農高

 4 堀込 碧(3) 中学生     16.23 
ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 野沢中

 5 酒井 和馬(1) 高校生     16.62 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 上伊那農高

 6 中村 妥偉也(2) 高校生     17.07 
ﾅｶﾑﾗ  ﾀﾞｲﾔ 長野工高

 7 小林 拓真(3) 高校生     19.63 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 上田東高
井出 直哉(1) 高校生
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸高

3  1801

欠場
2  1701

9   361

8  1151

6   360

5  4088

7  1543

4  2813

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

6  1803

7  5729

5   361

3  1701

記録／備考
4  1543

2  2813

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  1714
欠場

7  5731

3  1151

6  1801

記録／備考
5  4088

4   360

男子少年共通

110mJH(0.991m)
予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 4月23日 15:45

 1 松崎 咲人(1) 高校生   8,48.46 
ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ 佐久長聖高

 2 石川 晃大(3) 中学生   9,02.45 
ｲｼｶﾜ ｺｳﾀ 須坂墨坂中

 3 木村 暁仁(3) 中学生   9,04.22 
ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾄ 女鳥羽中

 4 米山 哲弘(1) 高校生   9,04.54 
ｺﾒﾔﾏ ﾃﾂﾋﾛ 佐久長聖高

 5 宮内 斗輝(1) 高校生   9,06.92 
ﾐﾔｳﾁ ﾄｷ 佐久長聖高

 6 宇津野 篤(3) 中学生   9,08.74 
ｳﾂﾉ ｱﾂｼ 上田第五中

 7 伊藤 輝(1) 高校生   9,11.83 
ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 東海大諏訪高

 8 三島 颯太(1) 高校生   9,13.57 
ﾐｼﾏ ｿｳﾀ 佐久長聖高

 9 濱野 将基(1) 高校生   9,16.33 
ﾊﾏﾉ ﾏｻｷ 佐久長聖高

10 佐々木 柊馬(1) 高校生   9,22.61 
ｻｻｷ ﾄｳﾏ 佐久長聖高

11 上田 桂悟(1) 高校生   9,24.20 
ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 創造学園高

12 矢野 大和(1) 高校生   9,24.98 
ﾔﾉ ﾔﾏﾄ 上田西高

13 小池 彪(1) 高校生   9,25.00 
ｺｲｹ ｱｷﾗ 佐久長聖高

14 吉田 拓未(3) 中学生   9,27.80 
ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 広徳中

15 小林 竜也(1) 高校生   9,27.96 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 東海大諏訪高

16 三井 航志(3) 中学生   9,29.22 
ﾐﾂｲ ｺｳｼ 川中島中

17 池田 悠司(1) 高校生   9,29.69 
ｲｹﾀﾞ ﾁｶｼ 佐久長聖高

18 三井 悦志(3) 中学生   9,30.47 
ﾐﾂｲ ｴﾂｼ 川中島中

19 片桐 陽和(3) 中学生   9,32.11 
ｶﾀｷﾞﾘﾋﾖﾘ 立科中

20 丸山 拓真(3) 中学生   9,35.03 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ 川中島中

21 櫻井 心路(3) 中学生   9,36.69 
ｻｸﾗｲ ｺｺﾛ 菅野中

22 上条 康太(3) 中学生   9,37.93 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 堀金中

23 小宮山 達也(1) 高校生   9,46.62 
ｺﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 上田西高

24 内堀 太一(1) 高校生   9,49.80 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｲﾁ 佐久長聖高

25 安藤 悠希(3) 中学生   9,51.27 
高森中

26 川島 翔太(1) 高校生   9,52.57 
ｶﾜｼﾏ ｼｮｳﾀ 上田西高

27 寺澤 ｱﾝﾄﾞﾘｭｳﾏｺﾄ(高校生   9,56.95 
ﾃﾗｻﾜ ｱﾝﾄﾞﾘｭｳﾏｺﾄ 上田西高

28 黒岩 優斗(3) 中学生   9,59.21 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ 堀金中
高橋 響希(3) 中学生
ﾀｶﾊｼ ﾋﾋﾞｷ 戸倉上山田中
小林 礼生(1) 高校生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾗｲｷ 上田西高
松﨑 文哉(3) 中学生

高森中

男子少年B

3000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
17  1668

11  4936

14  7291

15  1663

21  1670

27  4687

18    42

25  1669

19  1666

13  1664

29  2504

26  2782

9  1662

3  6045

6    44

20  5956

7  1652

4  5957

8  4331

30  5955

5  7216

12  6678

28  2784

23  1653

1  8396

16  1912

10  1915

2  6685

31  8392
欠場

22  4760
欠場

24  1913
欠場



決勝 4月23日 14:30

県中記録(JR)        13.45

金子 周平(1) 高校生
ｶﾈｺ ｼｭｳﾍｲ 松本工高
赤尾 聡良(3) 中学生
ｱｶｵ ｿﾗ 上田第五中
西牧 廉(1) 高校生
ﾆｼﾏｷ ﾚﾝ 松本工高
松田 直也(1) 高校生
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 上伊那農高
塚田 陽樹(3) 中学生
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 浅間中
高橋 理人(3) 中学生

須坂東中
飯塚 亮介(3) 中学生
ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 浅間中
竹内 恒平(3) 中学生 欠場
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ 堀金中

 7.81  7.92  7.22   8.78 

4  6679

 8.47  8.25  8.39   8.91 

7 1  4139
 8.78  7.90  7.52

 9.11  8.67  8.86   9.11 

6 2  4972
  X  7.36  8.91

 9.12  8.91  8.98   9.80 

5 3  4146
 8.52   X  8.94

10.23 10.83  9.78  10.83 

4 5   362
 8.83  9.80  9.32

11.33 11.96 12.02  12.02 

3 6  2422
10.24 10.70 10.44

11.62 11.43 12.36  12.36 

2 8  4688
 8.78 10.23 11.79

1 7  2424
11.64 11.91 11.70

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子少年B

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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