
⼤会コード 16200004 

第 33 回⻑野県⼩学⽣陸上競技⼤会 
兼 第３３回東海⼩学⽣リレー競技⼤会予選会 

兼 第２回東海⼩学⽣陸上競技⼤会予選会 

⽇清⾷品カップ 第３２回全国⼩学⽣陸上競技交流⼤会⻑野県代表選⼿選考会 

記 録 集 
期 ⽇︓ 平成２８年６⽉２６⽇（⽇） 
会 場︓ 県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 201020） 
主 催︓ ⼀般財団法⼈⻑野陸上競技協会 
後 援︓ ⽇本陸上競技連盟 公益財団法⼈安藤スポーツ･⾷⽂化振興財団 

⻑野県教育委員会 信濃毎⽇新聞社 
協 賛︓ ⽇清⾷品ホールディングス株式会社 
主 管︓ ⼀般財団法⼈⻑野陸上競技協会 
総 務︓ 葛城 光⼀ 
審 判 ⻑︓  細⽥ 完⼆（トラック） 鈴⽊ ⽂雄（跳躍） 

伊藤 利博（投てき） ⼩林 初美（招集所） 
記録・情報主任︓ 丸⼭ 新吉 

■この⼤会で樹⽴された記録
男女 種目 予・決 記録 氏名・学年 所属 従来の記録 備考 
男⼦ ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 決勝 61m92 久保⽥莉⽣(6) 下條 55m29 県⼩学新
〃 〃 〃 55m73 磯⾙ 颯太(6) 中込 〃 〃

⼥⼦ 〃 〃 54m86 倉⽥紗優加(6) 南箕輪 44m98 〃
〃 ⾛⾼跳 〃 1m35 平⾕ 紗菜(6) 朝⽇ SUN 1m33 ⼤会新
〃 4×100mR 〃 53"24 富⼭・宮原

宮下・牧内 坂城 JAC 53"27 県⼩・⼤会新

〃 〃 〃 53"70 宮下・関島
吉澤・⼭城 松川陸上ｸ 53"88 ⼤会新 

■グラウンドコンディション
時刻 天候 ⾵向 ⾵速 気温 湿度

 9:30 晴 南東 1.8m 23℃ 59%
10:00 晴 南⻄ 2.1 25 47
11:00 晴 南 1.7 25 47
12:00 晴 南⻄ 2.4 25.5 42
13:00 曇 ⻄ 2.5 25.5 41
14:00 晴 ⻄ 2.8 26.5 40
15:00 晴 南 1.4 25.5 39



第３３回長野県小学生陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 細田 完二
兼 第３３回東海小学生リレー競技大会兼第２回東海小学生陸上競技大会予選会 跳躍審判長 鈴木 文雄
日清食品カップ第３２回全国小学生陸上競技交流大会長野県代表選手選考会 投擲審判長 伊藤 利博
【開催日】 平成２８年６月２６日(日) 記録主任： 丸山 新吉

【主催団体】 (一財)長野陸上競技協会 決勝記録一覧表
(ER:県小学新) 男  子 【競技場】県松本平広域公園

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 6/26 共通男子 小坂 悠太(6) 2:57.39 浦野 太平(6) 3:04.97 大塚 悠剛(6) 3:07.92 永原 颯磨(5) 3:07.99 大塚 壮剛(6) 3:08.63 松尾 悠登(6) 3:09.09 成澤 爽(6) 3:10.49 矢澤 蓮太郎(6) 3:10.52

1000m 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ 中野 穂高西AC-A 川中島JRC 穂高西AC-A 下諏訪北 腰越JSC 赤穂南
 6/26  +3.0古村 拓海(6) 12.58 安藤 海琴(6) 13.86 壬生 新(6) 13.93 赤羽 康太郎(6) 13.95 大森 光稀(6) 14.02 古川 息吹(6) 14.28 篠原 令磨(6) 15.42 戸谷 颯真(6) 15.97

80mH 軽井沢A&AC 軽井沢A&AC 小井川 島立A 伊那北 長野市陸上教 軽井沢A&AC 穂高西AC-A
 6/26 工藤 航介(6) 1.25 佐藤 一成(6) 1.25 堀越 隆徳(6) 1.25 鷲見 紘翔(6) 1.25 宇治 凛平(6) 両小野 1.20 小林 亮太(6) 1.20 小牧 優我(5) 1.20

走高跳 伊那北 高森北 飯島 伊那北 田中 隆斗(6) 阿智第二 小山 富県
 6/26 南澤 爽太(6) 4.81(+0.9) 百瀬 景哉(6) 4.79(+3.6) 関 太陽(6) 4.54(-0.3) 堀米 岳斗(6) 4.45(+1.8) 岡田 陸(6) 4.43(+2.5) 桃澤 翼(6) 4.41(+1.8) 北澤 凛太朗(6)4.28(+4.0) 伊藤 新(6) 4.24(+2.4)

走幅跳 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 宗賀A 湖東 伊那 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 中川東 伊那東 千栄
 6/26 久保田 莉生(6) 61.92 磯貝 颯太(6) 55.73 佐藤  舜斗(6) 52.57 古瀬 建太(5) 52.26 石原 虹貴(6) 51.55 山部 甲樹(6) 50.63 手塚 嵐太(6) 49.77 黒澤 佑樹(5) 49.03

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 下條 ER 中込 ER 大町北 上松 真田ﾏﾗｿﾝ教室 さなだSC 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 御代田南
 6/26 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ       53.76 大町東       55.47 明南       55.97 T&F佐久平(A)      56.47 西春近北       56.62 松川陸上ｸﾗﾌ  ゙     56.73 玉川       56.77 箕輪中部       57.37

4×100m 窪田 翔真(6) 松井 和音(6) 加々美 颯汰(6) 足立 晃悠(6) 荻原 諒太(6) 安藤 陽人(5) 宮下 龍之介(6) 河野 翔平(6)
漆戸 柊哉(6) 原 駿太(6) 山口 愛斗(6) 木村 伊吹(6) 橋爪 悠真(6) 近藤 皓哉(6) 岩波 健太(6) 山岡 楓生(6)
矢島 壮野(6) 髙橋 慎平(6) 矢花 尚輝(6) 酒井 瞬(6) 久保村 泰尊(6) 山崎 拓夢(6) 矢島 武流(6) 唐澤 悠斗(6)
安部 桂史郎(6) 曽根原 健大(6) 村元 虹星(6) 大工原 光成(6) 河村 大和(6) 下平 侑輝(6) 水嶋 叶翔(6) 古賀 涼輔(6)

 6/26 6年男子  -1.2柳沢 隼士(6) 13.09 久保田 凱士(6) 13.21 安坂 丈瑠(6) 13.48 丸山 祥太(6) 13.67 中村 允信(6) 13.74 竹前 克哉(6) 13.84 水野 大地(6) 13.88 宮下 悠介(6) 13.95
100m 中込 飯島 筑摩 松川 伊那 長野市陸上教 長野市陸上教 下諏訪北

 6/26 5年男子  -2.5小澤 侑吾(5) 14.30 千葉 大輝(5) 14.47 鈴木 慎吾(5) 14.52 山岡 陸兎(5) 14.76 諏訪 京太郎(5) 14.96 大塚 穏水(5) 14.96 田中 豪(5) 15.00 片桐 拓真(5) 15.21
100m 辰野西 上田JSC 松川 岡谷田中 長野市陸上教 北御牧 仁礼 菅野

 6/26 ｵｰﾌﾟﾝ男子 大塚 琉翔(6) 14.70 新井 幸志(6) 14.91 杉井 瑛澄(4) 14.96 長谷部 直大(6) 14.98 宮下 飛雅(5) 15.02 春日 和(6) 15.03 田中 秀昇(6) 15.08 武井 海斗(5) 15.21
100m 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 大町北 箕輪中部 赤穂 伊那北 高遠 宮田 南箕輪



決勝 6月26日 14:30

[ 1組] [ 2組]

 1 荻野 陸(6)   3:17.81  1 宮﨑 蒼也(6)   3:15.49 
ｵｷﾞﾉ ﾘｸ 北御牧 ﾐﾔｻﾞｷ ｿｳﾔ 東

 2 鵜飼 元樹(6)   3:19.88  2 菅沼 心太(6)   3:17.26 
ｳｶﾞｲ ﾓﾄｷ 広丘 ｽｶﾞﾇﾏ ｼﾝﾀ 豊丘南

 3 小林 隼人(6)   3:21.23  3 小林 亮太(5)   3:17.77 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 箕輪中部 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 梓川

 4 宮川 康介(6)   3:25.17  4 狩戸 煌太(6)   3:18.09 
ﾐﾔｶﾞﾜ  ｺｳｽｹ 栄 ｶﾘﾄ ｺｳﾀ 桔梗

 5 濱谷 天冴(6)   3:25.79  5 米倉 司真(6)   3:19.28 
ﾊﾏﾀﾆ ﾃﾝｺﾞ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ ﾖﾈｸﾗ ｶｽﾞﾏ 三郷

 6 中村 春希(6)   3:28.50  6 瀬戸 雅史(6)   3:19.59 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ 上田市立西 ｾﾄ ﾏｻｼ 辰野東

 7 加藤 大雅(5)   3:28.93  7 山田 隼輔(5)   3:21.20 
ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 軽井沢A&AC ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 8 仲田 初志(5)   3:29.47  8 伊藤 龍生(5)   3:21.46 
ﾅｶﾀ ﾊﾂｼ ISｼﾞｭﾆｱ ｲﾄｳ ﾘｭｳｾｲ 菅野

 9 土屋 瑠獅亜(5)   3:29.87  9 蓮井 涼太(6)   3:22.00 
ﾂﾁﾔ ﾙｼｱ あさまねSC ﾊｽｲ ﾘｮｳﾀ 穂高西AC-A

10 井澤 生吾(6)   3:29.88 10 塩川 晴也(5)   3:22.48 
ｲｻﾞﾜ ｾｲｺﾞ 牟礼陸上ｽﾎﾟ少 ｼｵｶﾜ ｾｲﾔ あさまねSC

11 吉岡 大成(5)   3:30.45 11 岡田 滉樹(5)   3:22.94 
ﾖｼｵｶ ﾀｲｾｲ 通明 ｵｶﾀﾞ ｺｳｷ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ

12 三石 勇太(6)   3:30.80 12 柳田 蒼悟(6)   3:23.37 
ﾐﾂｲｼ ﾕｳﾀ 軽井沢A&AC ﾔﾅｲﾀﾞ ｿｳｺﾞ 田中

13 高野 耕太郎(5)   3:31.26 13 中山 侑哉(6)   3:23.66 
ﾀｶﾉ ｺｳﾀﾛｳ 牟礼陸上ｽﾎﾟ少 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾔ 長谷

14 山岸 亮太(5)   3:31.29 14 原 阿天夢(6)   3:24.21 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾀ ISｼﾞｭﾆｱ ﾊﾗ ｱﾃﾑ ISｼﾞｭﾆｱ

15 山田 梨人(5)   3:32.06 15 岡戸 優虎(5)   3:25.18 
ﾔﾏﾀﾞ ﾘﾋﾄ 木島平 ｵｶﾄ ﾏｻﾄﾗ 原

16 福島 翔太(6)   3:36.36 16 友崎 稜和(6)   3:26.70 
ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾄﾓｻｷ ﾘｮｳﾜ 高甫

17 伊香賀 遥土(5)   3:41.21 17 高見澤  祐生(5)   3:28.40 
ｲｶｶﾞ ﾊﾙﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ ﾀｶﾐｻﾜ  ﾕｳ 南牧北
中澤 光星(6) 18 堀米 結丸(6)   3:28.68 
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｾｲ あさまねSC ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳﾏﾙ 山ﾉ内西
高坂 真央(6) 19 鷲野 彪雅(6)   3:33.14 
ｺｳｻｶ ﾏｵ 芝沢 ﾜｼﾉ ﾋｮｳｶﾞ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ
大和田 颯(6) 横沢 真士(6)
ｵｵﾜﾀﾞ ﾊﾔﾃ 西部 ﾖｺｻﾜ ﾏｻｼ 真田ﾏﾗｿﾝ教室
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[ 3組]

 1 小坂 悠太(6)   2:57.39 
ｺｻｶ ﾕｳﾀ 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

 2 浦野 太平(6)   3:04.97 
ｳﾗﾉ ﾀｲﾍｲ 中野

 3 大塚 悠剛(6)   3:07.92 
ｵｵﾂｶ ﾕｳｺﾞｳ 穂高西AC-A

 4 永原 颯磨(5)   3:07.99 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｿｳﾏ 川中島JRC

 5 大塚 壮剛(6)   3:08.63 
ｵｵﾂｶ ｿｳｺﾞｳ 穂高西AC-A

 6 松尾 悠登(6)   3:09.09 
ﾏﾂｵ ﾊﾙﾄ 下諏訪北

 7 成澤 爽(6)   3:10.49 
ﾅﾙｻﾜ ｱｷﾗ 腰越JSC

 8 矢澤 蓮太郎(6)   3:10.52 
ﾔｻﾞﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ 赤穂南

 9 杉原 立樹(6)   3:15.10 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ 筑摩

10 春日 洸輝(6)   3:15.87 
ｶｽｶﾞ ｺｳｷ 屋代

11 和田 瑛登(6)   3:16.28 
ﾜﾀﾞ ｱｷﾄ 更級

12 薛 草吉(6)   3:16.45 
ｾﾂ ｿｳｷﾁ 松川

13 冨永 大輔(6)   3:16.87 
ﾄﾐﾅｶﾞﾀﾞｲｽｹ 山辺

14 田所 夢太郎(6)   3:18.29 
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ 富士見本郷

15 宮嵜 和真(6)   3:18.36 
ﾐﾔｻﾞｷ ｶｽﾞﾏ 城南

16 井出 雅人(6)   3:18.44 
ｲﾃﾞ ﾏｻﾄ 城南

17 竹花 翔太(6)   3:19.59 
ﾀｹﾊﾅ ｼｮｳﾀ 腰越JSC

18 山崎 優葵(6)   3:21.26 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ 戸上ｼﾞｭﾆｱ

19 田中 敬之輔(6)   3:26.03 
ﾀﾅｶ ｹｲﾉｽｹ 明南

20 森村 徳一(6)   3:31.48 
ﾓﾘﾑﾗ ﾉﾘｶｽﾞ 赤穂東
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9  1280
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18  1594

1  1242

共通男子

1000m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



   1 小坂 悠太(6) 大町ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ     2:57.39   3   1
   2 浦野 太平(6) 中野     3:04.97   3   2
   3 大塚 悠剛(6) 穂高西AC-A     3:07.92   3   3
   4 永原 颯磨(5) 川中島JRC     3:07.99   3   4
   5 大塚 壮剛(6) 穂高西AC-A     3:08.63   3   5
   6 松尾 悠登(6) 下諏訪北     3:09.09   3   6
   7 成澤 爽(6) 腰越JSC     3:10.49   3   7
   8 矢澤 蓮太郎(6) 赤穂南     3:10.52   3   8
   9 杉原 立樹(6) 筑摩     3:15.10   3   9
  10 宮﨑 蒼也(6) 東     3:15.49   2   1
  11 春日 洸輝(6) 屋代     3:15.87   3  10
  12 和田 瑛登(6) 更級     3:16.28   3  11
  13 薛 草吉(6) 松川     3:16.45   3  12
  14 冨永 大輔(6) 山辺     3:16.87   3  13
  15 菅沼 心太(6) 豊丘南     3:17.26   2   2
  16 小林 亮太(5) 梓川     3:17.77   2   3
  17 荻野 陸(6) 北御牧     3:17.81   1   1
  18 狩戸 煌太(6) 桔梗     3:18.09   2   4
  19 田所 夢太郎(6) 富士見本郷     3:18.29   3  14
  20 宮嵜 和真(6) 城南     3:18.36   3  15
  21 井出 雅人(6) 城南     3:18.44   3  16
  22 米倉 司真(6) 三郷     3:19.28   2   5
  23 瀬戸 雅史(6) 辰野東     3:19.59   2   6
  23 竹花 翔太(6) 腰越JSC     3:19.59   3  17
  25 鵜飼 元樹(6) 広丘     3:19.88   1   2
  26 山田 隼輔(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     3:21.20   2   7
  27 小林 隼人(6) 箕輪中部     3:21.23   1   3
  28 山崎 優葵(6) 戸上ｼﾞｭﾆｱ     3:21.26   3  18
  29 伊藤 龍生(5) 菅野     3:21.46   2   8
  30 蓮井 涼太(6) 穂高西AC-A     3:22.00   2   9
  31 塩川 晴也(5) あさまねSC     3:22.48   2  10
  32 岡田 滉樹(5) 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ     3:22.94   2  11
  33 柳田 蒼悟(6) 田中     3:23.37   2  12
  34 中山 侑哉(6) 長谷     3:23.66   2  13
  35 原 阿天夢(6) ISｼﾞｭﾆｱ     3:24.21   2  14
  36 宮川 康介(6) 栄     3:25.17   1   4
  37 岡戸 優虎(5) 原     3:25.18   2  15
  38 濱谷 天冴(6) 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ     3:25.79   1   5
  39 田中 敬之輔(6) 明南     3:26.03   3  19
  40 友崎 稜和(6) 高甫     3:26.70   2  16
  41 高見澤  祐生(5) 南牧北     3:28.40   2  17
  42 中村 春希(6) 上田市立西     3:28.50   1   6
  43 堀米 結丸(6) 山ﾉ内西     3:28.68   2  18
  44 加藤 大雅(5) 軽井沢A&AC     3:28.93   1   7
  45 仲田 初志(5) ISｼﾞｭﾆｱ     3:29.47   1   8
  46 土屋 瑠獅亜(5) あさまねSC     3:29.87   1   9
  47 井澤 生吾(6) 牟礼陸上ｽﾎﾟ少     3:29.88   1  10
  48 吉岡 大成(5) 通明     3:30.45   1  11
  49 三石 勇太(6) 軽井沢A&AC     3:30.80   1  12
  50 高野 耕太郎(5) 牟礼陸上ｽﾎﾟ少     3:31.26   1  13
  51 山岸 亮太(5) ISｼﾞｭﾆｱ     3:31.29   1  14
  52 森村 徳一(6) 赤穂東     3:31.48   3  20
  53 山田 梨人(5) 木島平     3:32.06   1  15
  54 鷲野 彪雅(6) 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ     3:33.14   2  19
  55 福島 翔太(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3:36.36   1  16
  56 伊香賀 遥土(5) 真田ｸﾗﾌﾞ     3:41.21   1  17 1136
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予選 6月26日  9:50
決勝 6月26日 15:00

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -2.2

 1 古村 拓海(6)     13.20 q  1 大森 光稀(6)     14.62 q
ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ 軽井沢A&AC ｵｵﾓﾘ ｺｳｷ 伊那北

 2 三池 鹿友(6)     15.53  2 篠原 令磨(6)     14.63 q
ﾐｲｹ ｶﾕｳ 七久保 ｼﾉﾊﾗ ﾘｮｳﾏ 軽井沢A&AC

 3 大木 咲翔(5)     16.63  3 仲田 蓮(6)     16.51 
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 軽井沢A&AC ﾅｶﾀﾞ ﾚﾝ 広丘

 4 中村 優作(5)     16.72  4 菅沼 瑛太(6)     16.59 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｻｸ 芝沢 ｽｶﾞﾇﾏ ｴｲﾀ 中沢

 5 菅沼 和成(6)     16.98  5 土屋 希望(5)     17.54 
ｽｶﾞﾇﾏ ｶｽﾞﾅﾘ 諏訪FA ﾂﾁﾔ  ﾉｿﾞﾐ 小山

 6 深沼 貴人(6)     17.55  6 新津 青楓(5)     18.17 
ﾌｶﾇﾏ  ﾀｶﾄ 切原 ﾆｲﾂ ﾊﾙｶ 小海

 7 小口 裕大(6)     18.12  7 今井 倫太郎(6)     19.21 
ｵｸﾞﾁ  ﾕｳﾀﾞｲ 篠ﾉ井東 ｲﾏｲ ﾘﾝﾀﾛｳ 長野市陸上教

 8 山本 翔太(5)     25.06  8 輿水 遥人(5)     19.55 
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 田口 ｺｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 南牧南

[ 3組] 風速 -1.6 [ 4組] 風速 -2.3

 1 赤羽 康太郎(6)     14.19 q  1 戸谷 颯真(6)     14.97 q
ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀﾛｳ 島立A ﾄﾔ ｿｳﾏ 穂高西AC-A

 2 古川 息吹(6)     14.92 q  2 山崎 聡一朗(5)     15.04 
ﾌﾙｶﾜ ｲﾌﾞｷ 長野市陸上教 ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 中野ｽﾏｲﾙ

 3 豊田 勇斗(6)     15.83  3 林 唯心(6)     15.36 
ﾄﾖﾀﾞ ﾕｳﾄ 伊那北 ﾊﾔｼ ﾕｲｼﾝ 飯島

 4 岡村 吏紗(6)     17.06  4 井出 寛人(6)     16.35 
ｵｶﾑﾗ ﾂｶｻ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｲﾃﾞ  ｶﾝﾄ 南牧北

 5 友野 海里(6)     17.87  5 小泉 陽貴(6)     18.00 
ﾄﾓﾉ ｶｲﾘ 岸野 ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ 豊田

 6 宮崎 夏祈(5)     18.92  6 高橋 里巧(6)     18.05 
ﾐﾔｻﾞｷ  ｶｲ 小山 ﾀｶﾊｼ ﾘｸ 附属長野

 7 山杢 春真(5)     22.42  7 村上 鷹翔(6)     18.23 
ﾔﾏﾓｸ ﾊﾙﾏ 小井川 ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾄ 軽井沢中部
青柳 陽大(5)  8 遠藤 大祐(5)     19.29 
ｱｵﾔｷﾞ ﾖｳﾀｲ 塩尻西 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 池田

[ 5組] 風速 -0.6

 1 安藤 海琴(6)     14.34 q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｺﾄ 軽井沢A&AC

 2 壬生 新(6)     14.73 q
ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ 小井川

 3 坂田 涼真(5)     16.14 
ｻｶﾀ ﾘｮｳﾏﾘｮｳ 軽井沢A&AC

 4 関川 卓磨(6)     16.42 
ｾｷｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 筑北

 5 川原 紫音(6)     17.75 
ｶﾜﾊﾗ ｼｵﾝ 附属長野

 6 広瀬 達一(6)     18.49 
ﾋﾛｾ ﾀﾂﾋﾄ 長野市陸上教

 7 林 幸史郎(6)     19.22 
ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ 城南

 8 小林 怜太(5)     19.58 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾚｲﾀ 切原

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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風速 +3.0

 1 古村 拓海(6)     12.58 
ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ 軽井沢A&AC

 2 安藤 海琴(6)     13.86 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｺﾄ 軽井沢A&AC

 3 壬生 新(6)     13.93 
ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ 小井川

 4 赤羽 康太郎(6)     13.95 
ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀﾛｳ 島立A

 5 大森 光稀(6)     14.02 
ｵｵﾓﾘ ｺｳｷ 伊那北

 6 古川 息吹(6)     14.28 
ﾌﾙｶﾜ ｲﾌﾞｷ 長野市陸上教

 7 篠原 令磨(6)     15.42 
ｼﾉﾊﾗ ﾘｮｳﾏ 軽井沢A&AC

 8 戸谷 颯真(6)     15.97 
ﾄﾔ ｿｳﾏ 穂高西AC-A

共通男子

80mH
決勝
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決勝 6月26日  9:30

工藤 航介(6)
ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ 伊那北
佐藤 一成(6)
ｻﾄｳ  ｶｽﾞﾅﾘ 高森北
堀越 隆徳(6)
ﾎﾘｺｼ ﾀｶﾉﾘ 飯島
鷲見 紘翔(6)
ｽﾐ ﾋﾛﾄ 伊那北
宇治 凛平(6)
ｳｼﾞ ﾘﾝﾍﾟｲ 両小野
田中 隆斗(6)
ﾀﾅｶﾘｭｳﾄ 阿智第二
小林 亮太(6)
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｮｳﾀ 小山
小牧 優我(5)
ｺﾏｷ ﾕｳｶﾞ 富県
髙橋 旺我(6)
ﾀｶﾊｼ ｵｳｶﾞ 屋代
平澤 朔夜(6)
ﾋﾗｻﾜ ｻｸﾔ 泉野
宮腰 千輝(6)
ﾐﾔｺｼ  ｶｽﾞｷ 小山
中澤 知士(5)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 下諏訪北
黒田 隼矢(5)
ｸﾛﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 筑摩
那須 健章(5)
ﾅｽ ｹﾝｼｮｳ 会染
近藤 陽斗(6)
ｺﾝﾄﾞｳ  ﾊﾙﾄ 小山
田元 琉士(6)
ﾀﾓﾄ   ﾘｭｳｼ 下條
深澤 駿太(6)
ﾌｶｻﾜ ｼｭﾝﾀ 小谷
矢嶋 虹太(6)
ﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀ 望月AC
ｱﾙﾍﾞｽﾀﾞﾆｴﾙ(5)
ｱﾙﾍﾞｽ ﾀﾞﾆｴﾙ 浜井場
由井 勝生(5)
ﾕｲ ｼｮｳｾｲ 田口
赤坂 仁士(5) 記録なし
ｱｶｻｶ ﾋﾄｼ 広丘
宮下 翔伍(5) 記録なし
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳｺﾞ 小川
福井 祥太(6) 記録なし
ﾌｸｲ ｼｮｳﾀ 広丘
髙見澤 秀斗(5) 記録なし
ﾀｶﾐｻﾜ  ｼｭｳﾄ 南牧北
矢口 歩武(5) 欠場
ﾔｸﾞﾁ ｱﾕﾑ 会染

共通男子
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決勝 (1組) 6月26日  9:30
(2組) 6月26日 11:15

[ 1組]

南澤 爽太(6)   4.81   4.42   4.69    4.81 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +0.9   +0.9   +2.6    +0.9
関 太陽(6)   4.50    x   4.54    4.54 
ｾｷ ﾀｲﾖｳ 湖東   +0.7   -0.3    -0.3
桃澤 翼(6)    x   3.95   4.41    4.41 
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 中川東   +2.0   +1.8    +1.8
北澤 凛太朗(6)   4.28   4.21   4.03    4.28 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 伊那東   +4.0   +0.7   +2.7    +4.0
寺島 恒輔(6)    x   4.22    x    4.22 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 望月AC   +3.2    +3.2
上島 瑞生(6)   4.16   3.78   3.62    4.16 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 伊那北   +1.8   +3.9   +3.8    +1.8
松村 喜道(6)   4.11    x   3.94    4.11 
ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ   +3.8   +2.6    +3.8
宗村  和平(6)   3.86   4.00   3.84    4.00 
ﾑﾈﾑﾗ ﾜﾍｲ 堀金   +1.3   +1.0   +2.0    +1.0
小林 蓮太郎(6)   3.98   3.77   3.96    3.98 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝﾀﾛｳ 長野市陸上教   +2.9   +1.5   +2.7    +2.9
百瀬 洋夢(6)   3.92   3.82   3.56    3.92 
ﾓﾓｾ ﾋﾛﾑ 穂高北   +2.1   +2.6   -0.1    +2.1
木村 柊都(6)    x    x   3.87    3.87 
ｷﾑﾗ ｼｭｰﾄ 南木曽   +2.1    +2.1
中村 陸人(6)   3.66    x   3.73    3.73 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｸﾄ 桔梗   +2.9   +1.5    +1.5
小林  樹希哉(6)   3.55   3.54    x    3.55 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭｷﾔ 堀金   +0.4   +1.5    +0.4
古旗  祐人(6)   3.47   3.35   3.46    3.47 
ﾌﾙﾊﾀ ﾋﾛﾄ 堀金   +2.5   +2.8   +1.3    +2.5
松崎 亮吾(5)   3.43   3.25   3.40    3.43 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳｺﾞ 湖南   +0.9   +2.4   +1.4    +0.9
尾高 健介(5)   3.37   3.27   3.22    3.37 
ｵﾀﾞｶ ｹﾝｽｹ 中込   +1.5   +2.0   +1.7    +1.5
田中 颯(6)   3.24   3.36   3.15    3.36 
ﾀﾅｶ ﾊﾔﾃ 下久堅   -0.2   +3.1   +2.0    +3.1
森泉 大和(5)   3.14   3.30   3.35    3.35 
ﾓﾘｲｽﾞﾐ ﾔﾏﾄ 中込    0.0   +2.7   +2.6    +2.6
中村 優来(6)   3.19   3.34   3.24    3.34 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 日義   +1.1   -0.2   +1.1    -0.2
市川 海輝(6)    x   3.33   3.09    3.33 
ｲﾁｶﾜ ｱｻｷ 宗賀A   +1.6   +2.9    +1.6
一之瀬 大翔(6)   3.29    x   3.22    3.29 
ｲﾁﾉｾ ﾔﾏﾄ 真田ﾏﾗｿﾝ教室   +0.5   +1.8    +0.5
由井 翔貴(6)   2.29   2.78    x    2.78 
ﾕｲ ｼｮｳｷ 青沼   +1.7   +2.1    +2.1
井出 幸大(6)   2.65   2.02   2.75    2.75 
ｲﾃﾞ  ｺｳﾀﾞｲ 南牧北   +2.8   +2.3   +2.3    +2.3

共通男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考
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10 16  1488

11 18  1619

12 3  1519

13 12  1500

14 7  1501

15 11  1698

16 6  1039

17 13  1868

18 10  1040

19 9  1622

20 5  1540

21 4  1143

22 1  1021

23 2  1004



[ 2組]

百瀬 景哉(6)    x   4.79    x    4.79 
ﾓﾓｾ ｹｲﾔ 宗賀A   +3.6    +3.6
堀米 岳斗(6)   4.45   4.06   3.46    4.45 
ﾎﾘｺﾞﾒ ﾀｹﾄ 伊那   +1.8   +3.7   +4.0    +1.8
岡田 陸(6)   4.43   4.23   4.20    4.43 
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +2.5   +2.3   +3.0    +2.5
伊藤 新(6)   4.24   3.39    x    4.24 
ｲﾄｳ ｱﾗﾀ 千栄   +2.4   +3.3    +2.4
菱沼 馨斗(6)    x   3.86   4.10    4.10 
ﾋｼﾇﾏ ｹｲﾄ 開智   +3.1   +5.0    +5.0
ﾄﾞﾘﾁｭﾗｰ城(6)   3.98   4.08   4.03    4.08 
ﾄﾞﾘﾁｭﾗｰ ｼﾞｮｳ 飯島   +3.1   +2.5   +3.9    +2.5
山口 廉(6)    x    x   4.02    4.02 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚﾝ 長野市陸上教   +3.8    +3.8
町田 裕亮(6)   3.90   3.85   3.95    3.95 
ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高甫   +2.5   +3.0   +4.4    +4.4
松澤 尚弥(6)   3.95   3.75   3.55    3.95 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 白馬南   +4.5   +3.8   +5.1    +4.5
塙 芳征(6)   3.55   3.79   3.88    3.88 
ﾊﾅﾜ ﾕｼﾕｷ 朝日SUN   +2.4   +3.4   +4.6    +4.6
清水 康成(6)   3.66   3.75   3.81    3.81 
ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ 高甫   +1.6   +3.0   +3.2    +3.2
金子 温貴(6)   3.46   3.81   3.61    3.81 
ｶﾈｺ ｱﾂｷ 中洲   +1.8   +3.4   +5.2    +3.4
新井 翔太(6)   3.78    x   3.74    3.78 
ｱﾗｲ ｼｮｳﾀ 上田JSC   +2.8   +4.3    +2.8
佐原 清史郎(6)   3.52   3.76   3.48    3.76 
ｻﾊﾗ ｾｲｼﾛｳ 宗賀A   +2.5   +3.2   +4.5    +3.2
佐藤 颯真(6)   3.43   3.70   3.33    3.70 
ｻﾄｳ ｿｳﾏ 岸野   +2.9   +1.8   +2.1    +1.8
山﨑 天馬(6)    x   3.48   3.62    3.62 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾃﾝﾏ 下諏訪南   +0.8   +4.8    +4.8
中川 大和(6)   3.30   3.07   3.62    3.62 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾔﾏﾄ 大鹿   +1.5   +2.9   +4.8    +4.8
金川 健登(6)   3.22    x   3.54    3.54 
ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝﾄ 玉川   +1.3   +2.8    +2.8
竹花  亮哉(6)   3.32    x   2.52    3.32 
ﾀｹﾊﾅ  ｱｷﾔ 望月   +3.3   +3.4    +3.3
小林 匠(6)   3.17   3.26    x    3.26 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 岸野   +1.3   +3.1    +3.1
牧野 大河(5)    x   3.10   3.25    3.25 
ﾏｷﾉ ﾀｲｶﾞ 南木曽   +2.4   +4.4    +4.4
戸谷 伊吹(5)   3.24    x   3.10    3.24 
ﾄﾔ ｲﾌﾞｷ 附属長野   +2.0   +2.7    +2.0

共通男子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 備考

1 21  1539

記録

2 20  1768

3 19  1109

4 22  1875

5 9  1556

6 17  1812

7 18  1289

8 16  1253

9 13  1616

10 11  1543

11 14  1252

12 10  1743

13 12  1133

14 15  1538

15 3  1034

16 6  1711

 1033

21

17 8  1888

18 4  1730

7  1620

19 1  1071

22 2  1297

20 5



P. 10

_______________________________________________________________________________________________________________________
平成２８年６月２６日(日)
会場：県松本平広域公園陸上競技場（201020）

南澤 爽太(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ
百瀬 景哉(6) 宗賀A
ﾓﾓｾ ｹｲﾔ ｿｳｶﾞA
関 太陽(6) 湖東
ｾｷ ﾀｲﾖｳ ｺﾋｶﾞｼｼｮｳ
堀米 岳斗(6) 伊那
ﾎﾘｺﾞﾒ ﾀｹﾄ ｲﾅ
岡田 陸(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ
桃澤 翼(6) 中川東
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ ﾅｶｶﾞﾜﾋｶﾞｼ
北澤 凛太朗(6) 伊那東
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ ｲﾅﾋｶﾞｼ
伊藤 新(6) 千栄
ｲﾄｳ ｱﾗﾀ ﾁﾊｴｼｮｳ
寺島 恒輔(6) 望月AC
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ
上島 瑞生(6) 伊那北
ｶﾐｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ ｲﾅｷﾀ
松村 喜道(6) ｲｲﾀﾞｯｼｭｸﾗﾌﾞ
ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ ｲｲﾀﾞｯｼｭｯｸﾗﾌﾞ
菱沼 馨斗(6) 開智
ﾋｼﾇﾏ ｹｲﾄ ｶｲﾁ
ﾄﾞﾘﾁｭﾗｰ城(6) 飯島
ﾄﾞﾘﾁｭﾗｰ ｼﾞｮｳ ｲｲｼﾞﾏ
山口 廉(6) 長野市陸上教
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚﾝ ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳ
宗村  和平(6) 堀金
ﾑﾈﾑﾗ ﾜﾍｲ ﾎﾘｶﾞﾈ
小林 蓮太郎(6) 長野市陸上教
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝﾀﾛｳ ﾅｶﾞﾉｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳ
町田 裕亮(6) 高甫
ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ ﾀｶﾎ
松澤 尚弥(6) 白馬南
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ ﾊｸﾊﾞﾐﾅﾐ
百瀬 洋夢(6) 穂高北
ﾓﾓｾ ﾋﾛﾑ ﾎﾀｶｷﾀ
塙 芳征(6) 朝日SUN
ﾊﾅﾜ ﾕｼﾕｷ ｱｻﾋｻﾝ
木村 柊都(6) 南木曽
ｷﾑﾗ ｼｭｰﾄ ﾅｷﾞｿ
清水 康成(6) 高甫
ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ ﾀｶﾎ
金子 温貴(6) 中洲
ｶﾈｺ ｱﾂｷ ﾅｶｽｼｮｳ
新井 翔太(6) 上田JSC
ｱﾗｲ ｼｮｳﾀ ｳｴﾀﾞｼﾞｪｲｴｽｼｰ
佐原 清史郎(6) 宗賀A
ｻﾊﾗ ｾｲｼﾛｳ ｿｳｶﾞA
中村 陸人(6) 桔梗
ﾅｶﾑﾗ ﾘｸﾄ ｷｷｮｳ
佐藤 颯真(6) 岸野
ｻﾄｳ ｿｳﾏ ｷｼﾉｼｮｳ
山﨑 天馬(6) 下諏訪南
ﾔﾏｻﾞｷ ﾃﾝﾏ ｼﾓｽﾜﾐﾅﾐｼｮｳ
中川 大和(6) 大鹿
ﾅｶｶﾞﾜ ﾔﾏﾄ ｵｵｼｶｼｮｳ
小林  樹希哉(6) 堀金
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭｷﾔ ﾎﾘｶﾞﾈ
金川 健登(6) 玉川
ｶﾅｶﾞﾜ ｹﾝﾄ ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳ
古旗  祐人(6) 堀金
ﾌﾙﾊﾀ ﾋﾛﾄ ﾎﾘｶﾞﾈ
松崎 亮吾(5) 湖南
ﾏﾂｻﾞｷ ﾘｮｳｺﾞ ｺﾅﾐｼｮｳ
尾高 健介(5) 中込
ｵﾀﾞｶ ｹﾝｽｹ ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳ
田中 颯(6) 下久堅
ﾀﾅｶ ﾊﾔﾃ ｼﾓﾋｻｶﾀｼｮｳ
森泉 大和(5) 中込
ﾓﾘｲｽﾞﾐ ﾔﾏﾄ ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳ
中村 優来(6) 日義
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ ﾋﾖｼ
市川 海輝(6) 宗賀A
ｲﾁｶﾜ ｱｻｷ ｿｳｶﾞA
竹花  亮哉(6) 望月
ﾀｹﾊﾅ  ｱｷﾔ ﾓﾁﾂﾞｷｼｮｳ
一之瀬 大翔(6) 真田ﾏﾗｿﾝ教室
ｲﾁﾉｾ ﾔﾏﾄ ｻﾅﾀﾞﾏﾗｿﾝｷｮｳｼﾂ
小林 匠(6) 岸野
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ ｷｼﾉｼｮｳ
牧野 大河(5) 南木曽
ﾏｷﾉ ﾀｲｶﾞ ﾅｷﾞｿ
戸谷 伊吹(5) 附属長野
ﾄﾔ ｲﾌﾞｷ ﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉ
由井 翔貴(6) 青沼
ﾕｲ ｼｮｳｷ ｱｵﾇﾏｼｮｳ
井出 幸大(6) 南牧北
ｲﾃﾞ  ｺｳﾀﾞｲ ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀｼｮｳ

競技結果        共通男子        走幅跳          決勝      

備考記録 組順順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名

  4.81

-１- -２- -３-

  4.69
  +2.6  +0.9

  4.42
  +0.9

1 1106   4.81
  +0.9

1- 1

2 1539    x   4.79
  +3.6

2- 1

3 1700   4.50   4.54

  4.79
  +3.6

   x

  +0.7
   x   4.54

  -0.3
4 1768   4.45

  -0.3
1- 2

  +3.0

  +1.8
2- 2

2- 3
  +2.5

  4.43   4.43
  +1.8

  4.06
  +3.7

  4.45  3.46

  +2.5
  4.23
  +2.3

  4.20
  +4.0

6 1807    x

5 1109

  4.41  3.95
  +2.0

  4.41
  +1.8

7 1770   4.28   4.28  4.03
  +1.8

  4.21

1- 3

  +4.0
1- 4

2- 48 1875   4.24   4.24
  +4.0   +0.7

  +2.4  +2.4
  3.39
  +3.3

   x
  +2.7

9 1111    x   4.22  4.22
  +3.2

   x

10 1776   4.16   4.16  3.62
  +3.2

  3.78

1- 5

  +2.6

  +1.8
1- 6

1- 711 1849   4.11   4.11
  +1.8   +3.9

  +3.8  +3.8
   x   3.94

  +3.8

12 1556    x   4.10  3.86
  +3.1

  4.10
  +5.0

13 1812   3.98   4.08  4.03
  +5.0

  4.08

2- 5

  +3.8

  +2.5
2- 6

2- 714 1289    x   4.02
  +3.1   +2.5

  +3.8
   x   4.02

  +3.9

15 1499   3.86   4.00
  +1.3

  4.00
  +1.0

  3.84
  +2.0

16 1290   3.98   3.98  3.96
  +1.0

  3.77

1- 8

  +4.4

  +2.9
1- 9

2- 817 1253   3.90   3.95
  +2.9   +1.5

  +4.4  +2.5
  3.85
  +3.0

  3.95
  +2.7

18 1616   3.95   3.95
  +4.5

  3.75
  +3.8

  3.55
  +5.1

19 1488   3.92   3.92  3.56
  +4.5

  3.82

2- 9

  +4.6

  +2.1
1-10

2-1020 1543   3.55   3.88
  +2.1   +2.6

  +4.6  +2.4
  3.79
  +3.4

  3.88
  -0.1

21 1619    x   3.87   x   3.87
  +2.1

22 1252   3.66   3.81  3.81
  +2.1

  3.75

1-11

  +5.2

  +3.2
2-11

2-1223 1743   3.46   3.81
  +1.6   +3.0

  +3.4  +1.8
  3.81
  +3.4

  3.61
  +3.2

24 1133   3.78   3.78
  +2.8

   x   3.74
  +4.3

25 1538   3.52   3.76  3.48
  +2.8

  3.76

2-13

  +1.5

  +3.2
2-14

1-1226 1519   3.66   3.73
  +2.5   +3.2

  +1.5  +2.9
   x   3.73

  +4.5

27 1034   3.43   3.70
  +2.9

  3.70
  +1.8

  3.33
  +2.1

28 1711    x   3.62  3.62
  +1.8

  3.48

2-15

  +4.8

  +4.8
2-16

2-1729 1888   3.30   3.62
  +0.8

  +4.8  +1.5
  3.07
  +2.9

  3.62
  +4.8

30 1500   3.55   3.55
  +0.4

  3.54
  +1.5

   x

31 1730   3.22   3.54  3.54
  +0.4

   x

1-13

  +1.3

  +2.8
2-18

1-1432 1501   3.47   3.47
  +1.3

  +2.5  +2.5
  3.35
  +2.8

  3.46
  +2.8

33 1698   3.43   3.43
  +0.9

  3.25
  +2.4

  3.40
  +1.4

34 1039   3.37   3.37  3.22
  +0.9

  3.27

1-15

  +2.0

  +1.5
1-16

1-1735 1868   3.24   3.36
  +1.5   +2.0

  +3.1  -0.2
  3.36
  +3.1

  3.15
  +1.7

36 1040   3.14   3.35
   0.0

  3.30
  +2.7

  3.35
  +2.6

37 1622   3.19   3.34  3.24
  +2.6

  3.34

1-18

  +2.9

  -0.2
1-19

1-2038 1540    x   3.33
  +1.1   -0.2

  +1.6
  3.33
  +1.6

  3.09
  +1.1

39 1071   3.32   3.32
  +3.3

   x   2.52
  +3.4

40 1143   3.29   3.29  3.22
  +3.3

   x

2-19

  +0.5
1-21

2-2041 1033   3.17   3.26
  +0.5

  +3.1  +1.3
  3.26
  +3.1

   x
  +1.8

   x

42 1620    x   3.25  3.10
  +2.4

  3.25
  +4.4

44 1021   2.29   2.78
  +2.0

43 1297   3.24   3.24  3.10

   x
  +2.7

2-21

  +2.0
2-22

1-22

  +4.4

1-23
  +2.8

  2.02
  +2.3

  2.75
  +2.1  +1.7

  2.78
  +2.1

  +2.3
45 1004   2.65   2.75

  +2.3



決勝 (1組) 6月26日  9:30
(2組) 6月26日 11:30

[ 1組]

佐藤  舜斗(6)
ｻﾄｳ ﾏﾅﾄ 大町北
石原 虹貴(6)
ｲｼﾊﾗ ｺｳｷ 真田ﾏﾗｿﾝ教室
山部 甲樹(6)
ﾔﾏﾍﾞ ｺｳｷ さなだSC
手塚 嵐太(6)
ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
大槻 剛渡(6)
ｵｵﾂｷ ﾀｹﾄ 今井
長谷部ｴﾌﾗｲﾝﾀｹﾖｼ(6)
ﾊｾﾍﾞｴﾌﾗｲﾝﾀｹﾖｼ 伊那北
池田 温人(6)
ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾄ 岩村田
山辺 拓人(6)
ﾔﾏﾍﾞ ﾀｸﾄ 塩尻西
清水 周斗(5)
ｼﾐｽﾞ ｼｭｳﾄ 坂の上
細川 了(6)
ﾎｿｶﾜ ｻﾄﾙ 城北
小林 康生(5)
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ 宗賀A
島崎 真紘(5)
ｼﾏｻﾞｷ ﾏﾋﾛ 中込
齋藤 慎之介(6)
ｻｲﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ 屋代
油井 奏音(5)
ﾕｲ ｶﾅﾄ 佐久穂
渡邉 海人(5)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 浜井場
榊 夏惟(5)
ｻｶｷ ｶｲ 南相木
羽場 太陽(6)
ﾊﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 立科
北原 瀬希(6)
ｷﾀﾊﾗ ﾗｲｷ 広丘
小林 麗生(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ 永田
矢﨑 春翔(6)
ﾔｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 四賀
吉里 叶太(5)
ﾖｼｻﾞﾄ ｶﾅﾀ 屋代
小林 謡生(6)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳ 広丘
木内 柊也(5)
ｷｳﾁ ｼｭｳﾔ 南相木
池田 泰聖(5)
ｲｹﾀﾞ ﾀｲｾｲ 穂高北
田島 勇輝(5) 欠場
ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｷ 日義

共通男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 備考

1 24  1612
 52.57   -  -  52.57 

 1145
 51.55   -  -

-3- 記録

 51.55 

3 19  1138
 50.63   -  -  50.63 

2 23

  -  47.08 

4 25  1105
 x  o  49.77

 1773
 o  46.60   o

 49.77 

5 10  1559
 o  47.08

 46.60 

7 21  1055
 o  x  46.41  46.41 

6 13

 -  43.91 

8 22  1513
 o  o  44.39

 1718
 o  41.21   -

 44.39 

9 7  1074
 43.91   -

 41.21 

11 20  1537
 o  40.80   -  40.80 

10 11

 39.92  39.92 

12 1  1041
 o  40.14   -

 1019
 o  39.81   -

 40.14 

13 12  1304
 o  -

 39.81 

15 15  1894
 o  o  39.26  39.26 

14 17

  x  37.85 

16 9  1017
 38.84   -  -

 1527
 37.15   -  -

 38.84 

17 5  1086
 x  37.85

 37.15 

19 6  1239
 36.23   -  -  36.23 

18 14

 35.87  35.87 

21 4  1305
 o  33.98   -  33.98 

20

 1528
 o

 o
2  1704

 o

 o  33.61  33.61 

23 3  1016
 31.65   -  -

22 8

24 16  1487
 x  31.14 

 31.65 

 1621

 o  31.14

18



[ 2組]

久保田 莉生(6) 県小学新
ｸﾎﾞﾀ  ﾘｵ 下條
磯貝 颯太(6) 県小学新
ｲｿｶﾞｲ ﾊﾔﾀ 中込
古瀬 建太(5)
ﾌﾙｾ ｹﾝﾀ 上松
黒澤 佑樹(5)
ｸﾛｻﾜ ﾕｳｷ 御代田南
鬼頭 快成(5)
ｷﾄｳ ｶｲｾｲ 二子
野々田 斗和(5)
ﾉﾉﾀﾞ ﾄﾜ 高遠
友野 笙太郎(6)
ﾄﾓﾉ ｿｳﾀﾛｳ 佐久穂
藪 大翔(6)
ﾔﾌﾞ ﾀﾞｲﾄ 高遠
前田 優空(5)
ﾏｴﾀﾞ ﾕﾗ 伊賀良
小笠原 輝星(5)
ｵｶﾞｻﾞﾜﾗ ﾋｶﾙ 伊賀良
北澤 咲人(6)
ｷﾀｻﾞﾜ ｻｸﾄ 箕輪北
北澤 颯太(5)
ｷﾀｻﾞﾜ ｿｳﾀ 城南
深澤 一生(6)
ﾌｶｻﾜ ｶｽﾞｷ 堀金
河西 永輝(6)
ｶｻｲ ｴｲｷ 城北
伊藤 航介(5)
ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 箕輪西
金井 真綺(6)
ｶﾅｲ ﾏｻｷ 真田ﾏﾗｿﾝ教室
村澤 樹(6)
ﾑﾗｻﾜ ｲﾂｷ 和田
柿崎 航大(6)
ｶｷｻﾞｷ ｺﾀﾞｲ 屋代
浅沼 駿亮(5)
ｱｻﾇﾏ ｼｭﾝｽｹ 高瀬
関川 星登(6)
ｾｷｶﾞﾜ ｼｮｳﾄ 筑北
牛山 凌(6)
ｳｼﾔﾏ ﾘｮｳ 玉川
塚原 幸也(6)
ﾂｶﾊﾗ ﾕｷﾔ 屋代
小嶋 柊(6)
ｺｼﾞﾏ ｼｭｳ 高甫
前田 信(6)
ﾏｴﾀﾞ ｼﾝ 広丘
宮尾 空誠(5)
ﾐﾔｵ ｺｳｾｲ 東
松田 真武(5)
ﾏﾂﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 梓川

共通男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

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

1 25  1869
 o  -  61.92  61.92 

  x  52.26 

2 24  1044
 o  -  55.73

 1085
 o  49.03   -

 55.73 

3 22  1617
 x  52.26

 49.03 

5 20  1577
 o  -  48.48  48.48 

4 16

 47.35  47.35 

6 17  1783
 47.65   -  -

 1782
 47.03   -  -

 47.65 

7 18  1018
 o  o

 47.03 

9 19  1864
 o  47.00   -  47.00 

8 13

 45.67  45.67 

10 15  1863
 o  46.40   -

 1716
 o  44.13   -

 46.40 

11 11  1822
 o  o

 44.13 

13 10  1498
 o  o  43.85  43.85 

12 7

 43.02  43.02 

14 23  1717
 o  43.78   -

 1144
 o  41.59   -

 43.78 

15 9  1815
 x  o

 41.59 

17 21  1903
 o  -  40.70  40.70 

16 5

 39.68  39.68 

18 26  1334
 40.12   -  -

 1542
 o  -  38.61

 40.12 

19 8  1062
 o  -

 38.61 

21 2  1729
 x  37.80   -  37.80 

20 4

 -  36.72 

22 3  1306
 37.45   -  x

 1526
 o  -  35.55

 37.45 

23 12  1251
 36.72   -

 35.55 

25 1  1325
 o  34.26   -  34.26 

24 6

 30.69  30.69   -
26 14  1555

 x



_______________________________________________________________________________________________________________________
平成２８年６月２６日(日)
会場：県松本平広域公園陸上競技場（201020）

久保田 莉生(6) 下條 県小学新
ｸﾎﾞﾀ  ﾘｵ ｼﾓｼﾞｮｳｼｮｳ
磯貝 颯太(6) 中込 県小学新
ｲｿｶﾞｲ ﾊﾔﾀ ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳ
佐藤  舜斗(6) 大町北
ｻﾄｳ ﾏﾅﾄ ｵｵﾏﾁｷﾀ
古瀬 建太(5) 上松
ﾌﾙｾ ｹﾝﾀ ｱｹﾞﾏﾂ
石原 虹貴(6) 真田ﾏﾗｿﾝ教室
ｲｼﾊﾗ ｺｳｷ ｻﾅﾀﾞﾏﾗｿﾝｷｮｳｼﾂ
山部 甲樹(6) さなだSC
ﾔﾏﾍﾞ ｺｳｷ ｻﾅﾀﾞｴｽｼｰ
手塚 嵐太(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ
黒澤 佑樹(5) 御代田南
ｸﾛｻﾜ ﾕｳｷ ﾐﾖﾀﾐﾅﾐ
鬼頭 快成(5) 二子
ｷﾄｳ ｶｲｾｲ ﾌﾀｺﾞ
野々田 斗和(5) 高遠
ﾉﾉﾀﾞ ﾄﾜ ﾀｶﾄｵ
友野 笙太郎(6) 佐久穂
ﾄﾓﾉ ｿｳﾀﾛｳ ｻｸﾎｼｮｳ
大槻 剛渡(6) 今井
ｵｵﾂｷ ﾀｹﾄ ｲﾏｲ
藪 大翔(6) 高遠
ﾔﾌﾞ ﾀﾞｲﾄ ﾀｶﾄｵ
前田 優空(5) 伊賀良
ﾏｴﾀﾞ ﾕﾗ ｲｶﾞﾗｼｮｳ
長谷部ｴﾌﾗｲﾝﾀｹﾖｼ(6) 伊那北
ﾊｾﾍﾞｴﾌﾗｲﾝﾀｹﾖｼ ｲﾅｷﾀ
池田 温人(6) 岩村田
ｲｹﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
小笠原 輝星(5) 伊賀良
ｵｶﾞｻﾞﾜﾗ ﾋｶﾙ ｲｶﾞﾗｼｮｳ
北澤 咲人(6) 箕輪北
ｷﾀｻﾞﾜ ｻｸﾄ ﾐﾉﾜｷﾀ
山辺 拓人(6) 塩尻西
ﾔﾏﾍﾞ ﾀｸﾄ ｼｵｼﾞﾘﾆｼ
北澤 颯太(5) 城南
ｷﾀｻﾞﾜ ｿｳﾀ ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳ
清水 周斗(5) 坂の上
ｼﾐｽﾞ ｼｭｳﾄ ｻｶﾉｳｴｼｮｳ
深澤 一生(6) 堀金
ﾌｶｻﾜ ｶｽﾞｷ ﾎﾘｶﾞﾈ
河西 永輝(6) 城北
ｶｻｲ ｴｲｷ ｼﾞｮｳﾎｸｼｮｳ
伊藤 航介(5) 箕輪西
ｲﾄｳ ｺｳｽｹ ﾐﾉﾜﾆｼ
金井 真綺(6) 真田ﾏﾗｿﾝ教室
ｶﾅｲ ﾏｻｷ ｻﾅﾀﾞﾏﾗｿﾝｷｮｳｼﾂ
細川 了(6) 城北
ﾎｿｶﾜ ｻﾄﾙ ｼﾞｮｳﾎｸｼｮｳ
小林 康生(5) 宗賀A
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ ｿｳｶﾞA
村澤 樹(6) 和田
ﾑﾗｻﾜ ｲﾂｷ ﾜﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳ
島崎 真紘(5) 中込
ｼﾏｻﾞｷ ﾏﾋﾛ ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳ
柿崎 航大(6) 屋代
ｶｷｻﾞｷ ｺﾀﾞｲ ﾔｼﾛ
齋藤 慎之介(6) 屋代
ｻｲﾄｳ ｼﾝﾉｽｹ ﾔｼﾛ
油井 奏音(5) 佐久穂
ﾕｲ ｶﾅﾄ ｻｸﾎｼｮｳ
浅沼 駿亮(5) 高瀬
ｱｻﾇﾏ ｼｭﾝｽｹ ﾀｶｾｼｮｳ
渡邉 海人(5) 浜井場
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ ﾊﾏｲﾊﾞｼｮｳ
榊 夏惟(5) 南相木
ｻｶｷ ｶｲ ﾐﾅﾐｱｲｷｼｮｳ
関川 星登(6) 筑北
ｾｷｶﾞﾜ ｼｮｳﾄ ﾁｸﾎｸ
羽場 太陽(6) 立科
ﾊﾊﾞ ﾀｲﾖｳ ﾀﾃｼﾅｼｮｳ
牛山 凌(6) 玉川
ｳｼﾔﾏ ﾘｮｳ ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳ
塚原 幸也(6) 屋代
ﾂｶﾊﾗ ﾕｷﾔ ﾔｼﾛ
北原 瀬希(6) 広丘
ｷﾀﾊﾗ ﾗｲｷ ﾋﾛｵｶ

競技結果 共通男子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投  決勝      

-２- -３- 記録順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属団体名 組順 備考

1 1869
 o  -  61.92  61.92

2- 1

-１-

 52.57
1- 1

2 1044
 o  -  55.73  55.73

 x  52.26  x  52.26

2- 2

3 1612
 52.57  -  -

2- 3

5 1145
 51.55  -  -  51.55

1- 2

4 1617

 49.77
1- 4

6 1138
 50.63  -  -  50.63

 o  49.03  -  49.03

1- 3

7 1105
 x  o  49.77

2- 4

9 1577
 o  -  48.48  48.48

2- 5

8 1085

 47.35
2- 7

10 1783
 47.65  -  -  47.65

 o  47.08  -  47.08

2- 6

11 1018
 o  o  47.35

1- 5

13 1782
 47.03  -  -  47.03

2- 8

12 1559

 46.60
1- 6

14 1864
 o  47.00  -  47.00

 o  x  46.41  46.41

2- 9

15 1773
 o  46.60  o

1- 7

17 1863
 o  46.40  -  46.40

2-10

16 1055

 44.39
1- 8

18 1822
 o  o  45.67  45.67

 o  44.13  -  44.13

2-11

19 1513
 o  o  44.39

2-12

21 1074
 43.91  -  -  43.91

1- 9

20 1716

 43.78
2-14

22 1498
 o  o  43.85  43.85

 x  o  43.02  43.02

2-13

23 1717
 o  43.78  -

2-15

25 1144
 o  41.59  -  41.59

2-16

24 1815

 40.80
1-11

26 1718
 o  41.21  -  41.21

 o  -  40.70  40.70

1-10

27 1537
 o  40.80  -

2-17

29 1041
 o  40.14  -  40.14

1-12

28 1903

 39.92
1-13

30 1334
 40.12  -  -  40.12

 o  39.81  -  39.81

2-18

31 1304
 o  -  39.92

1-14

33 1062
 o  -  39.68  39.68

2-19

32 1019

 38.84
1-16

34 1894
 o  o  39.26  39.26

 o  -  38.61  38.61

1-15

35 1017
 38.84  -  -

2-20

37 1086
 x  37.85  x  37.85

1-17

36 1542

 37.45
2-22

38 1729
 x  37.80  -  37.80

 37.15  -  -  37.15

2-21

39 1306
 37.45  -  x

1-1840 1527



_______________________________________________________________________________________________________________________
平成２８年６月２６日(日)
会場：県松本平広域公園陸上競技場（201020）

競技結果 共通男子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投  決勝      

小嶋 柊(6) 高甫
ｺｼﾞﾏ ｼｭｳ ﾀｶﾎ
小林 麗生(6) 永田
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ ﾅｶﾞﾀ
矢﨑 春翔(6) 四賀
ﾔｻﾞｷ ﾊﾙﾄ ｼｶﾞｼｮｳ
前田 信(6) 広丘
ﾏｴﾀﾞ ｼﾝ ﾋﾛｵｶ
宮尾 空誠(5) 東
ﾐﾔｵ ｺｳｾｲ ﾋｶﾞｼ
吉里 叶太(5) 屋代
ﾖｼｻﾞﾄ ｶﾅﾀ ﾔｼﾛ
小林 謡生(6) 広丘
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳ ﾋﾛｵｶ
木内 柊也(5) 南相木
ｷｳﾁ ｼｭｳﾔ ﾐﾅﾐｱｲｷｼｮｳ
池田 泰聖(5) 穂高北
ｲｹﾀﾞ ﾀｲｾｲ ﾎﾀｶｷﾀ
松田 真武(5) 梓川
ﾏﾂﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ ｱｽﾞｻｶﾞﾜ
田島 勇輝(5) 日義 欠場
ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｷ ﾋﾖｼ

41 1251
 36.72  -  -  36.72

2-23

 35.87
1-20

42 1239
 36.23  -  -  36.23

 o  -  35.55  35.55

1-19

43 1704
 o  o  35.87

2-24

45 1325
 o  34.26  -  34.26

2-25

44 1526

 33.61
1-22

46 1305
 o  33.98  -  33.98

 31.65  -  -  31.65

1-21

47 1528
 o  o  33.61

1-23

49 1487
 x  o  31.14  31.14

1-24

48 1016

 1621

50 1555
 x  30.69

1- 

 30.69
2-26

 -



予選 6月26日 13:05
決勝 6月26日 15:45

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1  5 大町東  1602 松井 和音(6)  56.01 q  1  4 屋代  1299 清水 啓太(6)  58.48 

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼ ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾈ ﾔｼﾛ ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ
 1601 原 駿太(6)  1300 横山 諒太(6)

ﾊﾗ ｼｭﾝﾀ ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
 1604 髙橋 慎平(6)  1301 栁澤 温大(5)

ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾍﾟｲ ﾔﾏｷﾞｻﾜ ﾊﾙﾀ
 1603 曽根原 健大(6)  1302 永井 一羽(6)

ｿﾈﾊﾗ ｹﾝﾀ ﾅｶﾞｲ ｶｽﾞﾊ
 2  4 西春近北  1793 荻原 諒太(6)  56.54 q  2  6 高遠  1785 石川 志音(6)  58.55 

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀ ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ ﾀｶﾄｵ ｲｼｶﾜ ｼｵﾝ
 1794 橋爪 悠真(6)  1787 伊藤 凛翔(6)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳﾏ ｲﾄｳ ﾘﾝﾄ
 1791 久保村 泰尊(6)  1784 矢嶋 悠也(6)

ｸﾎﾞﾑﾗ ﾀｲｿﾝ ﾔｼﾞﾏ  ﾕｳﾔ
 1792 河村 大和(6)  1786 西村 樹(6)

ｶﾜﾑﾗ ﾔﾏﾄ ﾆｼﾑﾗ ｲﾂｷ
 3  6 宮田  1778 佐々木 陸(6)  58.19  3  7 浅科AC  1063 佐藤 真稀(5)  58.94 

ﾐﾔﾀﾞ ｻｻｷ ﾘｸ ｱｻｼﾅｴｰｼｰ ｻﾄｳ ﾏｻｷ
 1780 北原 陸玖(6)  1064 石井 俊太(5)

ｷﾀﾊﾗ ﾘｸ ｲｼｲ ｼｭﾝﾀ
 1777 丸田 陽貴(6)  1066 中川 和哉(6)

ﾏﾙﾀ ﾊﾙｷ ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ
 1779 下平 翔也(6)  1065 中本 一寿(6)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｮｳﾔ ﾅｶﾓﾄ ｶｽﾞﾄｼ
 4  2 臼田  1028 鈴木 亜希人(6)  1:00.78  4  5 本郷  1583 宇留賀智大(6)  59.22 

ｳｽﾀﾞｼｮｳ ｽｽﾞｷ ｱｷﾄ ﾎﾝｺﾞｳ ｳﾙｶﾞ ﾁﾋﾛ
 1029 菊池 裕太(6)  1582 西沢 櫂(6)

ｷｸﾁ ﾕｳﾀ ﾆｼｻﾞﾜ ｶｲ
 1027 菊池 徹士(6)  1586 宇留賀 源人(6)

ｷｸﾁ ﾃﾂｼ ｳﾙｶﾞ ﾐﾅﾄ
 1030 清水 創太(6)  1584 戸谷 華月(6)

ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ ﾄﾔ ｶﾂﾞｷ
 5  7 ｺﾒｯﾄ波田  1549 木下 慎太郎(6)  1:01.12  5  8 泰阜(B)  1883 平川 僚介(6)  1:01.04 

ｺﾒｯﾄﾊﾀ ｷﾉｼﾀ ｼﾝﾀﾛｳ ﾔｽｵｶｼｮｳ ﾋﾗｶﾜ ﾘｮｳｽｹ
 1551 髙木 遼磨(6)  1882 島﨑 大河(6)

ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾏ ｼﾏｻﾞｷ ﾀｲｶﾞ
 1548 小口 翔(6)  1880 吉澤 亨紀(6)

ｵｸﾞﾁ ｶｹﾙ ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵｷ
 1547 唐沢 直弥(6)  1881 池田 晃樹(6)

ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾔ ｲｹﾀﾞ ｺｳｷ
 6  9 大町北  1610 松澤 将大(5)  1:02.46  6  9 宗賀A  1536 宇治 愛葵(5)  1:03.44 

ｵｵﾏﾁｷﾀ ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ ｿｳｶﾞA ｳｼﾞ ｱｲｷ
 1608 遠藤 準也(5)  1534 巣山 一冴(5)

ｴﾝﾄﾞｳ ｼﾞｭﾝﾔ ｽﾔﾏ ｲｯｻ
 1609 唐澤 亮成(5)  1535 根本 隼汰(5)

ｶﾗｻﾜ ﾘｮｳｾｲ ﾈﾓﾄ ｼｭﾝﾀ
 1611 栗林 慮雨(5)  1533 林 慶汰(5)

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ ﾊﾔｼ ｹｲﾀ
 7  3 東(B)  1330 西村 啓(5)  1:02.90  7  2 東(A)  1327 稲玉 悠人(5)  1:07.91 

ﾋｶﾞｼB ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙ ﾋｶﾞｼA ｲﾅﾀﾞﾏ ﾕｳﾄ
 1331 窪田 恵汰(5)  1326 伊藤 大惺(5)

ｸﾎﾞﾀ ｹｲﾀ ｲﾄｳ ﾀｲｾｲ
 1332 北澤 知浩(5)  1328 西村 漣(5)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾁﾋﾛ ﾆｼﾑﾗ ﾚﾝ
 1333 中村 匠(5)  1329 北原 行之助(5)

ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ ｷﾀﾊﾗ ﾕｷﾉｽｹ
 8  8 泰阜(C)  1884 山﨑 萌斗(6)  1:06.45  8  3 南牧北  1008 菊池 央輝(5)  1:10.28 

ﾔｽｵｶｼｮｳ ﾔﾏｻﾞｷ ﾓﾕﾄ ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀｼｮｳ ｷｸﾁ  ｵｳｷ
 1886 半崎 一心(6)  1009 菊池 仁貴(5)

ﾊﾝｻﾞｷ ｲｯｼﾝ ｷｸﾁ  ﾖｼｷ
 1885 清水 陽向(6)  1006 井出 秋也(5)

ｼﾐｽﾞ ﾋﾅﾀ ｲﾃﾞ  ｼｭｳﾔ
 1887 鈴木 一希(6)  1007 井出 碧空(5)

ｽｽﾞｷ ｲﾂｷ ｲﾃﾞ  ｿﾗ

共通男子

4×100m
予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 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 玉川  1724 宮下 龍之介(6)     57.24 q  1   5 T&F佐久平(A)  1087 足立 晃悠(6)     56.84 q

ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳ ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲﾗ ｱﾀﾞﾁ  ﾃﾙﾁｶ
 1723 岩波 健太(6)  1090 木村 伊吹(6)

ｲﾜﾅﾐ ｹﾝﾀ ｷﾑﾗ  ｲﾌﾞｷ
 1727 矢島 武流(6)  1089 酒井 瞬(6)

ﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ ｻｶｲ  ｼｭﾝ
 1726 水嶋 叶翔(6)  1088 大工原 光成(6)

ﾐｽﾞｼﾏ ｶﾅﾄ ﾀﾞｲｸﾊﾗ  ｺｳｾｲ
 2   5 箕輪中部  1818 河野 翔平(6)     57.26 q  2   6 赤穂  1799 小倉 心和(6)     57.95 

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞ ｺｳﾉ ｼｮｳﾍｲ ｱｶﾎ ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ
 1819 山岡 楓生(6)  1798 田中 諒(6)

ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ ﾀﾅｶ ﾘｮｳ
 1820 唐澤 悠斗(6)  1797 塩川 大樹(6)

ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ
 1821 古賀 涼輔(6)  1800 熊谷 知樹(6)

ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ
 3   6 豊科北  1492 沖 悠希(5)     59.10  3   3 更級  1315 大下 文斗貴(5)   1:01.13 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ｵｷ ﾋｻｷ ｻﾗｼﾅ ｵｵｼﾀ ﾌﾐﾄｷ
 1494 鈴木 類(5)  1316 高橋 一心(5)

ｽｽﾞｷ ﾙｲ ﾀｶﾊｼ ｲｯｼﾝ
 1493 竹内 秀晟(6)  1317 南沢 斗希(5)

ﾀｹｳﾁ ｼｭｳｾｲ ﾐﾅﾐｻﾜ ﾄｷ
 1490 滝澤 友月(6)  1318 夏目 祥伍(5)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾂﾞｷ ﾅﾂﾒ ｼｮｳｺﾞ
 4   3 中込  1046 宮川 叶夢(6)   1:01.19  4   2 泰阜(A)  1878 中澤 侑磨(5)   1:01.43 

ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳ ﾐﾔｶﾞﾜ ｶﾅﾄ ﾔｽｵｶｼｮｳ ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳﾏ
 1047 武藤 凌馬(6)  1879 藤本 春希(5)

ﾑﾄｳ ﾘｮｳﾏ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙｷ
 1048 柳澤 脩司(6)  1876 石神 颯太郎(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｭｳｼﾞ ｲｼｶﾞﾐ ｿｳﾀﾛｳ
 1045 日向 耕佑(6)  1877 池田 敦哉(5)

ﾋﾅﾀ ｺｳｽｹ ｲｹﾀ ﾞｱﾂﾔ
 5   2 桔梗  1516 佐倉 天(6)   1:04.90  5   8 福島  1627 上條 真生(5)   1:02.00 

ｷｷｮｳ ｻｸﾗ ﾃﾝ ﾌｸｼﾏ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｵ
 1517 小松 快(6)  1625 鈴木 康介(5)

ｺﾏﾂ ｶｲ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ
 1518 小山 郁実(6)  1626 小林 優斗(5)

ｺﾔﾏ ｲｸﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ
 1515 藤森 雄大(6)  1624 鈴木 生人(5)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳﾀﾞｲ ｽｽﾞｷ ｲｸﾄ
 6   8 豊洲(A)  1264 竹内 優大(6)   1:05.73  6   4 大町西A  1595 二木 悠介(6)   1:02.21 

ﾄﾖｽA ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀﾞｲ ｵｵﾏﾁﾆｼｴｰ ﾌﾀﾂｷﾞ ﾕｳｽｹ
 1265 黒岩 大悟(6)  1596 西澤 蓮(6)

ｸﾛｲﾜ ﾀﾞｲｺﾞ ﾆｼｻﾞﾜ ﾚﾝ
 1266 中野 幸穂(6)  1598 武内 蓮生(6)

ﾅｶﾉ ﾕｷﾎ ﾀｹｳﾁ ﾚﾝｾｲ
 1267 酒井 叡(6)  1597 福浦 奏汰(6)

ｻｶｲ ｱｷ ﾌｸｳﾗ ｶﾅﾀ
  4 三郷  1466 中山 勇斗(6)  7   7 T&F佐久平(B)  1091 柳澤 透偉(5)   1:02.31 

ﾐｻﾄ ﾅｶﾔﾏ ﾊﾔﾄ 失格 ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲﾗ ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾄｳｲ
 1468 上田 大稀(6) T3  1092 市川 和英(6)

ｳｴﾀﾞ ﾀｲｷ ｲﾁｶﾜ  ｶｽﾞﾋﾃﾞ
 1469 滝沢 心泉(6)  1093 坪井 泰生(6)

ﾀｷｻﾞﾜ ｼﾝｾﾝ ﾂﾎﾞｲ  ﾀｲｾｲ
 1465 青木 俊輔(6)  1094 小林 一成(6)

ｱｵｷ ｼｭﾝｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ  ｲｯｾｲ

共通男子

4×100m



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ  1738 窪田 翔真(6)     53.46 q

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ
 1739 漆戸 柊哉(6)

ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ
 1741 矢島 壮野(6)

ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ
 1737 安部 桂史郎(6)

ｱﾍﾞ ｹｲｼﾛｳ
 2   5 明南  1508 加々美 颯汰(6)     56.29 q

ﾒｲﾅﾝ ｶｶﾞﾐ ｿｳﾀ
 1507 山口 愛斗(6)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾄ
 1506 矢花 尚輝(6)

ﾔﾊﾞﾅ ﾅｵｷ
 1505 村元 虹星(6)

ﾑﾗﾓﾄ ｺｳｾｲ
 3   6 松川陸上ｸﾗﾌﾞ  1851 安藤 陽人(5)     57.21 q

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ
 1853 近藤 皓哉(6)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ
 1856 山崎 拓夢(6)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾑ
 1852 下平 侑輝(6)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ
 4   2 北御牧  1148 猪口 富椰ﾝ(6)     58.37 

ｷﾀﾐﾏｷｼｮｳ ｲﾉｸﾞﾁ ﾌﾟﾔﾝ
 1149 高島 莉生(6)

ﾀｶｼﾏ ﾘｵ
 1151 小林 慧太(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ
 1150 荒井 祐哉(6)

ｱﾗｲ ﾕｳﾔ
 5   7 穂高南  1486 三好 薫月(6)   1:00.76 

ﾎﾀｶﾐﾅﾐ ﾐﾖｼ ｶﾂﾞｷ
 1483 磯部 響(6)

ｲｿﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ
 1485 那須 大聖(6)

ﾅｽ ﾀｲｾｲ
 1484 関 純平(6)

ｾｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
 6   3 豊洲(B)  1268 黒岩 真大(5)   1:05.88 

ﾄﾖｽB ｸﾛｲﾜﾏﾋﾛ
 1269 江尻 裕哉(5)

ｴｼﾞﾘ ﾋﾛﾔ
 1270 丸山 桂大(5)

ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ
 1271 米沢 康佑(5)

ﾖﾈｻﾞﾜ ｺｳｽｹ
 7   8 浜井場  1891 松澤 りゅう(5)   1:06.56 

ﾊﾏｲﾊﾞｼｮｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾘｭｳ
 1892 内山 海琉(5)

ｳﾁﾔﾏ ｶｲﾘ
 1893 福田 悠翔(5)

ﾌｸﾀ ﾕｳﾄ
 1890 金田 琉那(5)

ｶﾈﾀﾞ ﾙﾅ

共通男子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ  1738 窪田 翔真(6)     53.76 

ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ
 1739 漆戸 柊哉(6)

ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ
 1741 矢島 壮野(6)

ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ
 1737 安部 桂史郎(6)

ｱﾍﾞ ｹｲｼﾛｳ
 2   6 大町東  1602 松井 和音(6)     55.47 

ｵｵﾏﾁﾋｶﾞｼ ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾈ
 1601 原 駿太(6)

ﾊﾗ ｼｭﾝﾀ
 1604 髙橋 慎平(6)

ﾀｶﾊｼ ｼﾝﾍﾟｲ
 1603 曽根原 健大(6)

ｿﾈﾊﾗ ｹﾝﾀ
 3   7 明南  1508 加々美 颯汰(6)     55.97 

ﾒｲﾅﾝ ｶｶﾞﾐ ｿｳﾀ
 1507 山口 愛斗(6)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｱｲﾄ
 1506 矢花 尚輝(6)

ﾔﾊﾞﾅ ﾅｵｷ
 1505 村元 虹星(6)

ﾑﾗﾓﾄ ｺｳｾｲ
 4   8 T&F佐久平(A)  1087 足立 晃悠(6)     56.47 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲﾗ ｱﾀﾞﾁ  ﾃﾙﾁｶ
 1090 木村 伊吹(6)

ｷﾑﾗ  ｲﾌﾞｷ
 1089 酒井 瞬(6)

ｻｶｲ  ｼｭﾝ
 1088 大工原 光成(6)

ﾀﾞｲｸﾊﾗ  ｺｳｾｲ
 5   4 西春近北  1793 荻原 諒太(6)     56.62 

ﾆｼﾊﾙﾁｶｷﾀ ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ
 1794 橋爪 悠真(6)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳﾏ
 1791 久保村 泰尊(6)

ｸﾎﾞﾑﾗ ﾀｲｿﾝ
 1792 河村 大和(6)

ｶﾜﾑﾗ ﾔﾏﾄ
 6   9 松川陸上ｸﾗﾌﾞ  1851 安藤 陽人(5)     56.73 

ﾏﾂｶﾜﾘｸｼﾞｮｳｸﾗﾌﾞ ｱﾝﾄﾞｳ ﾊﾙﾄ
 1853 近藤 皓哉(6)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ
 1856 山崎 拓夢(6)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾑ
 1852 下平 侑輝(6)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ
 7   2 玉川  1724 宮下 龍之介(6)     56.77 

ﾀﾏｶﾞﾜｼｮｳ ﾐﾔｼﾀ ﾘｭｳﾉｽｹ
 1723 岩波 健太(6)

ｲﾜﾅﾐ ｹﾝﾀ
 1727 矢島 武流(6)

ﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ
 1726 水嶋 叶翔(6)

ﾐｽﾞｼﾏ ｶﾅﾄ
 8   3 箕輪中部  1818 河野 翔平(6)     57.37 

ﾐﾉﾜﾁｭｳﾌﾞ ｺｳﾉ ｼｮｳﾍｲ
 1819 山岡 楓生(6)

ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ
 1820 唐澤 悠斗(6)

ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ
 1821 古賀 涼輔(6)

ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ

共通男子

4×100m
決勝



予選 6月26日 11:35
決勝 6月26日 15:25

[ 1組] 風速 -3.6 [ 2組] 風速 -3.6

 1 久保田 凱士(6)     13.92 q  1 浦野 青空(6)     14.34 
ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 飯島 ｳﾗﾉ ｿﾗ 共和

 2 大蔵 永竣(6)     14.55  2 内川 洸(6)     14.68 
ｵｵｸﾗ ｴｲｼｭﾝ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ ｳﾁｶﾜ ｺｳ 小谷

 3 樋口 拓人(6)     14.84  3 金田 叡哲(6)     14.76 
ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾄ 南木曽 ｶﾈﾀﾞ ｴｲﾃﾂ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 4 桜井 英輝(6)     14.87  4 田中 弥衣斗(6)     15.01 
ｻｸﾗｲ ｱｲｷ さなだSC ﾀﾅｶ ﾔｲﾄ 下諏訪南

 5 筒井 晴太郎(6)     15.22  5 丸山 知洋(6)     15.15 
ﾂﾂｲ ﾊﾙﾀﾛｳ 喬木第一 ﾏﾙﾔﾏ ﾁﾋﾛ 高甫

 6 村越 郁也(6)     15.23  6 木内 心大(6)     15.53 
ﾑﾗｺｼ ﾌﾐﾔ 白馬ｱｽﾚﾁｯｸｸﾗﾌﾞ ｷｳﾁ ｺｺﾛ 佐久平浅間

 7 石坂 秀太(6)     15.33  7 棚田 肇(6)     15.68 
ｲｼｻﾞｶ ｼｭｳﾀ 東 ﾀﾅﾀ ﾞﾊｼﾞﾒ 座光寺

 8 久保 亜由夢(6)     16.01  8 茂木 武蔵(6)     16.09 
ｸﾎﾞ ｱﾕﾑ 野沢 ﾓｷﾞ ﾑｻｼ 通明

 9 大田 康生(6)     16.09 小林 愛生(6)
ｵｵﾀ ｺｳｾｲ 更級 ｺﾔﾊﾞｼ ｱｲｷ ｺﾒｯﾄ波田

[ 3組] 風速 -4.3 [ 4組] 風速 -4.2

 1 柳沢 隼士(6)     14.05 q  1 宮下 悠介(6)     14.26 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾔﾄ 中込 ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｽｹ 下諏訪北

 2 夏目 士瑠(6)     14.91  2 竹前 克哉(6)     14.29 q
ﾅﾂﾒ ｼﾘｭｳ 更級 ﾀｹﾏｴ ｶﾂﾔ 長野市陸上教

 3 林 優真(6)     15.08  3 由井 響(6)     14.55 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾏ 西箕輪AC ﾕｲ ﾋﾋﾞｷ 川上第一

 4 梶川 輝流(6)     15.43  4 吉澤 虎伯(6)     14.97 
ｶｼﾞｶﾜ ﾋｶﾙ 福島 ﾖｼｻﾞﾜ ｺﾊｸ 菅野

 5 市川 克大(6)     15.52  5 嶋岡 良真(6)     15.21 
ｲﾁｶﾜ ｶﾂﾋﾛ 佐久穂 ｼﾏｵｶ ﾘｮｳﾏ 明北

 6 眞弓田 涼介(6)     15.58  6 浦野 奏太(6)     15.31 
ﾏﾕﾐﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 東 ｳﾗﾉ ｶﾅﾀ 中野ｽﾏｲﾙ

 7 杣谷 行志朗(6)     15.75  7 竹内 堅信(6)     15.53 
ｿﾏﾀﾆ ｺｳｼﾛｳ 今井 ﾀｹｳﾁ ｹﾝｼﾝ 田中

 8 名取 勇人(6)     15.99  8 川﨑 友徳(6)     15.79 
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 富士見 ｶﾜｻｷ ﾄﾓﾉﾘ 湖東

 9 鷹野 晴(6)     16.29 
ﾀｶﾉ ﾊﾙ 小海

[ 5組] 風速 -3.2 [ 6組] 風速 -3.4

 1 落合 華七斗(6)     14.32  1 安坂 丈瑠(6)     14.20 q
ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 堀金 ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 筑摩

 2 宮嶋 紅亜(6)     14.54  2 中村 允信(6)     14.24 q
ﾐﾔｼﾞﾏ ｸﾚｱ 西箕輪AC ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 伊那

 3 大野 蒼真(6)     15.14  3 古川 太(6)     14.66 
ｵｵﾉ ｿｳﾏ 芝沢 ﾌﾙｶﾜ ﾀﾞｲ 鼎

 4 小林 魁(6)     15.21  4 関谷 蓮(6)     14.93 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 長沼 ｾｷﾔ  ﾚﾝ 栄

 5 佐藤 立騎(6)     15.42  5 菊地 祐吾(6)     15.00 
ｻﾄｳ ﾘﾂｷ 武石 ｷｸﾁ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 6 竹内 春翔(6)     15.45  6 長原 希(6)     15.29 
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾄ 武石 ﾅｶﾞﾊﾗ  ﾉｿﾞﾑ 附属長野

 7 市川 勇飛(6)     15.74  7 宍戸 智也(6)     15.34 
ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾋ 日滝 ｼｼﾄﾞ ﾄﾓﾔ 芝沢

 8 酒井 琢磨(6)     15.97  8 藤巻 陸都(6)     16.11 
ｻｶｲ ﾀｸﾏ 下諏訪北 ﾌｼﾞﾏｷ ﾘｸﾄ 岸野
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6年男子

100m
予選 通過基準  7組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

No.



[ 7組] 風速 -2.7

 1 水野 大地(6)     13.98 q
ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ 長野市陸上教

 2 丸山 祥太(6)     13.98 q
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 松川

 3 山﨑 奏太(6)     14.41 
ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ 箕輪北

 4 輪湖 颯(6)     14.43 
ﾜｺ ﾊﾔﾄ 梓川

 5 志摩 龍哉(6)     14.83 
ｼﾏ ﾘｭｳﾔ 田口

 6 吉澤 朋希(6)     15.02 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾎﾉ 東

 7 小池 正一郎(6)     15.17 
ｺｲｹ ｾｲｲﾁﾛｳ 阿智第一

 8 小沼 蒼空(6)     15.67 
ｵﾇﾏ ｿﾗ 中込

風速 -1.2

 1 柳沢 隼士(6)     13.09 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾔﾄ 中込

 2 久保田 凱士(6)     13.21 
ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 飯島

 3 安坂 丈瑠(6)     13.48 
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 筑摩

 4 丸山 祥太(6)     13.67 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 松川

 5 中村 允信(6)     13.74 
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ 伊那

 6 竹前 克哉(6)     13.84 
ﾀｹﾏｴ ｶﾂﾔ 長野市陸上教

 7 水野 大地(6)     13.88 
ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ 長野市陸上教

 8 宮下 悠介(6)     13.95 
ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｽｹ 下諏訪北

6  1285

2  1706

3  1284

5  1592
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4  1813

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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6年男子

100m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 6月26日 11:10
決勝 6月26日 15:20

[ 1組] 風速 -2.5 [ 2組] 風速 -2.1

 1 朝倉 駿哉(5)     15.36  1 鈴木 慎吾(5)     14.84 q
ｱｻｸﾗ ｼｭﾝﾔ 森上 ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 松川

 2 松田 夢羽(5)     15.43  2 田中 豪(5)     15.06 q
ﾏﾂﾀﾞ ﾄﾜ 箕輪北 ﾀﾅｶ ｺﾞｳ 仁礼

 3 竹内 結都(5)     15.50  3 加納 彗斗(5)     15.34 
ﾀｹｳﾁ ﾕｲﾄ 岩村田 ｶﾉｳ ｹｲﾄ 西春近南

 4 松澤 豊(5)     15.92  4 塩原 拓実(5)     15.58 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾉﾎﾞﾙ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 長野市陸上教

 5 藤本 音緒(5)     15.94  5 廣瀬 琉斗(5)     15.81 
ﾌｼﾞﾓﾄ   ﾈｵ 下條 ﾋﾛｾ ﾘｭｳﾄ 豊丘南

 6 松澤 虎太郎(5)     16.13  6 小野 翔雅(5)     16.10 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 若穂RCｼﾞｭﾆｱ ｵﾉ ｼｮｳﾏ 大町南

 7 由井 晴陽(5)     16.21  7 山浦 悠大(5)     16.22 
ﾕｲ  ﾊﾙﾔ 佐久城山 ﾔﾏｳﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 野岸

 8 宮川 じょう(5)     16.21  8 山口 智也(5)     16.45 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｼﾞｮｳ 坂井 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 佐久平浅間
髙橋 圭太(5)  9 小栗 聡真(5)     16.54 
ﾀｶﾊｼ ｹｲﾀ 穂高南 ｵｸﾞﾘ ｿｳﾏ 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ

[ 3組] 風速 -1.9 [ 4組] 風速 -2.5

 1 小澤 侑吾(5)     14.73 q  1 千葉 大輝(5)     14.78 q
ｵｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ 辰野西 ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 上田JSC

 2 小野澤 志衣敏(5)     15.66  2 細田 和生(5)     15.38 
ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾋﾞﾝ 水明AC ﾎｿﾀﾞ ｶｽﾞｷ 玉川

 3 白鳥 佳亮(5)     15.71  3 森 暖向太(5)     15.61 
ｼﾛﾄﾘ ｹｲｽｹ 箕輪西 ﾓﾘ ﾋﾅﾀ 戸上ｼﾞｭﾆｱ

 4 中山 椋介(5)     15.95  4 高畑 良太(5)     15.71 
ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳｽｹ ISｼﾞｭﾆｱ ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 中込

 5 東條 純志(5)     16.33  5 鷲澤 光(5)     15.83 
ﾄｳｼﾞｮｳ ｱﾂｼ 穂高南 ﾜｼｻﾞﾜ ｺｳ 豊科南

 6 酒井 陽向(5)     16.35  6 宮入 纏(5)     15.93 
ｻｶｲ ﾋﾅﾀ 広丘 ﾐﾔｲﾘ ﾏﾄｲ 通明

 7 山室 銀司(5)     16.40  7 田村 琉信(5)     16.36 
ﾔﾏﾑﾛ  ｷﾞﾝｼﾞ 小山 ﾀﾑﾗ ﾘｭｳｼﾝ 長地

 8 山口 和也(5)     16.62  8 横山 竜成(5)     16.45 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ﾖｺﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 大町南
柳澤 虹空(5)  9 土屋 大樹(5)     17.30 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｱ 科野 ﾂﾁﾔ ﾀﾞｲｷ 西部

[ 5組] 風速 -2.6 [ 6組] 風速 -3.6

 1 諏訪 京太郎(5)     15.06 q  1 山岡 陸兎(5)     15.21 q
ｽﾜ ｷｮｳﾀﾛｳ 長野市陸上教 ﾔﾏｵｶ ﾘｸﾄ 岡谷田中

 2 片桐 拓真(5)     15.21 q  2 永井 龍斗(5)     15.66 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｸﾏ 菅野 ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳﾄ 野岸

 3 臼井 伶(5)     15.54  3 佐藤 稜太(5)     15.91 
ｳｽｲ ﾚｲ 城南 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 下諏訪南

 4 柳澤 秀哉(5)     15.84  4 外谷 晴輝(5)     16.18 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｭｳﾔ 梓川 ﾄﾔ  ﾊﾙｷ 小山

 5 吉澤 遼真(5)     15.97  5 黎 弘毅(5)     16.32 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ 伊賀良 ﾚｲ ｺｳｷ 開明

 6 小林 昊生(5)     16.04  6 古畑 遼大(5)     16.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ 中込 ﾌﾙﾊﾀ ﾊﾙﾋﾛ 堀金

 7 松澤 武(5)     16.26  7 上沢 亜樹(5)     16.63 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ ｶﾐｻﾜ ｱｷ 若穂RCｼﾞｭﾆｱ

 8 赤城 天護(5)     16.71 小林 誠史(5)
ｱｶｷﾞ ﾃﾝﾏ 高瀬 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ 真田ﾏﾗｿﾝ教室
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100m
予選 通過基準  7組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

No.



[ 7組] 風速 -3.4

 1 大塚 穏水(5)     15.22 q
ｵｵﾂｶ ﾄｼﾐ 北御牧

 2 永峯 新大(5)     15.47 
ﾅｶﾞﾐﾈ ｱﾗﾀ 城山ﾗﾝﾅｰｽﾞ

 3 川久保 力生(5)     15.72 
ｶﾜｸﾎﾞ ﾘｷ 戸狩

 4 池田 隆峨(5)     15.84 
ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｶﾞ 辰野東

 5 山口洸斗(5)     16.23 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ ｺﾒｯﾄ波田

 6 鈴木 亮吾(5)     16.42 
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｺﾞ 田川

 7 荻原 楓万(5)     16.42 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾌｳﾏ 水明AC

 8 伊達 阿莉(5)     16.52 
ﾀﾞﾃ ｱﾘ 浜井場

風速 -2.5

 1 小澤 侑吾(5)     14.30 
ｵｻﾞﾜ ﾕｳｺﾞ 辰野西

 2 千葉 大輝(5)     14.47 
ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 上田JSC

 3 鈴木 慎吾(5)     14.52 
ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 松川

 4 山岡 陸兎(5)     14.76 
ﾔﾏｵｶ ﾘｸﾄ 岡谷田中

 5 諏訪 京太郎(5)     14.96 
ｽﾜ ｷｮｳﾀﾛｳ 長野市陸上教

 6 大塚 穏水(5)     14.96 
ｵｵﾂｶ ﾄｼﾐ 北御牧

 7 田中 豪(5)     15.00 
ﾀﾅｶ ｺﾞｳ 仁礼

 8 片桐 拓真(5)     15.21 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｸﾏ 菅野
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決勝 6月26日 13:55

[ 1組] 風速 +1.9 [ 2組] 風速 -2.3

 1 杉井 瑛澄(4)     14.96  1 武井 海斗(5)     15.21 
ｽｷﾞｲ ｴｲｽ 箕輪中部 ﾀｹｲ ｶｲﾄ 南箕輪

 2 相馬 未来(4)     15.98  2 羽生 大起(5)     16.32 
ｿｳﾏ ﾐﾗｲ 四賀 ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

 3 髙橋 颯(4)     16.23  3 櫻井 絢悠(5)     16.42 
ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 広丘 ｻｸﾗｲ  ｹﾝﾕｳ T&F佐久平

 4 土屋 春喜(4)     16.46  4 林 賢史郎(4)     17.06 
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ 中込 ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾛｳ 諏訪FA

 5 伊藤 璃玖(4)     16.52  5 鈴木 凰介(5)     17.28 
ｲﾄｳ ﾘｸ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽA ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 赤穂

 6 丸山 桔平(4)     17.47  6 金子 倖大(4)     17.67 
ﾏﾙﾔﾏ ｷｯﾍﾟｲ T&F佐久平 ｶﾈｺ ｺｳﾀ T&F佐久平

 7 田中 紫月(4)     18.57 土屋 秋晴(4)
ﾀﾅｶ ｼﾂﾞｷ T&F佐久平 ﾂﾁﾔ ｼｭｳｾｲ 小海

[ 3組] 風速 +2.5

 1 大塚 琉翔(6)     14.70 
ｵｵﾂｶ ﾙｶ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 新井 幸志(6)     14.91 
ｱﾗｲ ｺｳｼ 大町北

 3 長谷部 直大(6)     14.98 
ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ 赤穂

 4 宮下 飛雅(5)     15.02 
ﾐﾔｼﾀ ﾋｭｳｶﾞ 伊那北

 5 春日 和(6)     15.03 
ｶｽｶﾞ ﾔﾏﾄ 高遠

 6 田中 秀昇(6)     15.08 
ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ 宮田

 7 田中 舜也(6)     15.86 
ﾀﾅｶ ﾄｼﾔ 本郷

 8 羽生 祥基(5)     17.93 
ﾊﾆｭｳ ﾖｼｷ 松川陸上ｸﾗﾌﾞ

3  1585

2  1850

6  1781

9  1830

7  1788

4  1801

5  1740

8  1607

8  1013
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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7  1101

6  1721

4  1833

5  1095

3  1834

2  1905

No. 氏  名 所属名 記録／備考

 1104

順

6  1098

2  1050

4  1733

5  1522

7  1839

3  1703

ｵｰﾌﾟﾝ男子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ



   1 大塚 琉翔(6) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     14.70 (+2.5)   3   1
   2 新井 幸志(6) 大町北     14.91 (+2.5)   3   2
   3 杉井 瑛澄(4) 箕輪中部     14.96 (+1.9)   1   1
   4 長谷部 直大(6) 赤穂     14.98 (+2.5)   3   3
   5 宮下 飛雅(5) 伊那北     15.02 (+2.5)   3   4
   6 春日 和(6) 高遠     15.03 (+2.5)   3   5
   7 田中 秀昇(6) 宮田     15.08 (+2.5)   3   6
   8 武井 海斗(5) 南箕輪     15.21 (-2.3)   2   1
   9 田中 舜也(6) 本郷     15.86 (+2.5)   3   7
  10 相馬 未来(4) 四賀     15.98 (+1.9)   1   2
  11 髙橋 颯(4) 広丘     16.23 (+1.9)   1   3
  12 羽生 大起(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     16.32 (-2.3)   2   2
  13 櫻井 絢悠(5) T&F佐久平     16.42 (-2.3)   2   3
  14 土屋 春喜(4) 中込     16.46 (+1.9)   1   4
  15 伊藤 璃玖(4) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽA     16.52 (+1.9)   1   5
  16 林 賢史郎(4) 諏訪FA     17.06 (-2.3)   2   4
  17 鈴木 凰介(5) 赤穂     17.28 (-2.3)   2   5
  18 丸山 桔平(4) T&F佐久平     17.47 (+1.9)   1   6
  19 金子 倖大(4) T&F佐久平     17.67 (-2.3)   2   6
  20 羽生 祥基(5) 松川陸上ｸﾗﾌﾞ     17.93 (+2.5)   3   8
  21 田中 紫月(4) T&F佐久平     18.57 (+1.9)   1   7
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