
 
大会コード 16200708 

第５７回 塩尻市民体育祭夏季大会 

～陸上競技～ 

記録集 

                 

期  日： 平成２８年８月６日（土） 

会  場： 長野県松本広域公園陸上競技場（201020） 

主  催： 塩尻市  塩尻市教育委員会  NPO 法人塩尻市体育協会 

主  管： 塩尻陸上競技協会 

協  力： 塩尻市スポーツ普及員協議会  塩尻市内中学校・高等学校 

審 判 長： 大川 賢明 

記録主任： 増田喜代志 

 

■この大会で樹立された記録 

月日 種目 ラウンド 記録 氏名 男女 所属 従来の記録 備考 

8/6 
中学２・３年 

１００ｍ 
予選 12 秒 77 南山 歩乃伽 女 

塩尻西部中 

２年 
13 秒 27 大会新

8/6 
中学２・３年 

１００ｍ 
決勝 12 秒 91 南山 歩乃伽 女 

塩尻西部中 

２年 
13 秒 27 大会新

8/6 
中学共通 

２００ｍ 
決勝 26 秒 58 南山 歩乃伽 女 

塩尻西部中 

２年 
28 秒 1 大会新

8/6 
中学共通 

１５００ｍ 
決勝 5 分 17 秒 30 一本木 楓 女 

丘中 

２年 
5 分 17 秒 66 大会新

8/6 
中学２・３年 

走幅跳 
決勝 4ｍ96 田中 愛 女 

塩尻西部中 

３年 
4ｍ90 大会新

8/6 
中学１年 

４×100ｍR 
決勝 56 秒 72 

荻上 かおる
伊勢 美里 
中田 陽菜 

佐々木 響子

女 
塩尻広稜中 

（A） 
58 秒 04 大会新

8/6 
一般 

２００ｍ 
決勝 28 秒 33 飯島 詳子 女 

塩尻志学館高

２年 
28 秒 80 大会新

 

■グラウンドコンディション 

時刻 天候 風向 風速 m/s 気温℃ 湿度% 

 8:40 晴れ 東 0.8 30.0 62 

 9:00 晴れ 東 1.4 30.5 60 
10:00 晴れ 西 1.4 31.5 54 
11:00 晴れ 東 2.4 34.0 62 
12:00 晴れ 西 1.5 35.0 46 
13:00 晴れ 北東 1.7 35.5 43 

 



ﾄﾗｯｸ審判長 大川賢明
跳躍審判長 大川賢明
投擲審判長 大川賢明

【開催日】 平成28年8月6日 混成審判長 大川賢明

【主催団体】 塩尻市　塩尻市体育協会　塩尻市教育委員会 決勝記録一覧表 記録主任： 増田喜代志
男  子 【競技場】県松本平広域公園

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

 8/ 6 一般男子  -0.4 柳沢 直生(1) 11.23 赤堀 拓夢(3) 11.43 小口 祐人(3) 11.49 柳沢 貴之 11.69 中村  智(2) 11.88 島津 英明 11.90 渡邊 琢磨(2) 12.10
100m 松商学園 田川高 明大同好会 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 塩尻志学館高校 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 塩尻志学館高校

 8/ 6 柳沢 直生(1) 22.85 渡部 翔太(2) 23.56 熊谷 悟(2) 23.60 柳沢 貴之 23.67 島津 英明 23.75 福嶋 竜星(2) 24.66 本田  翔哉(1) 24.71 赤瀬 崇 26.75
200m 松商学園 塩尻志学館高校 創造学園高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 塩尻志学館高校 田川高 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

 8/ 6 渡部 翔太(2) 51.94 小林  隼(2) 54.06 福嶋 竜星(2) 54.78 田中  拓巳(2) 56.43 渡邊 琢磨(2) 57.74 中島 志伸(2) 58.87 古厩 信作(1) 1:02.24 中川 晴喜(1) 1:02.78
400m 塩尻志学館高校 塩尻志学館高校 塩尻志学館高校 田川高 塩尻志学館高校 塩尻志学館高校 塩尻志学館高校 塩尻志学館高校

 8/ 6 大村 一 4:20.73 松野 淳司 4:23.55 小松 晃人(3) 4:31.36 百瀬 弦 4:35.42 小口  貴也(2) 4:35.98 太田 裕真(3) 4:37.20 中村 剛(1) 4:37.81 辻野 智樹 4:41.68
1500m 塩尻市役所 塩尻市陸協 創造学園高 塩尻市陸協 田川高 広陵OB 塩尻志学館高校 信大

 8/ 6 大村 一 16:13.57 松野 淳司 16:36.96 渡辺 優樹 16:50.65 宮阪 絋平(3) 17:08.53 辻野 智樹 17:49.16 古清水 映二 17:51.18 中村 剛(1) 18:20.08 百瀬 弦 18:23.18
5000m 塩尻市役所 塩尻市陸協 OB.OKA 塩尻志学館高校 信大 塩尻市陸協 塩尻志学館高校 塩尻市陸協

 8/ 6 阪 圭央 6.40(-0.4) 中村  智(2) 6.27(+2.1) 矢ヶ崎 至門(1) 5.95(+1.1) 上條 健 5.10(+1.5) 上嶋 辰輝(1) 5.00(+0.9) 渡辺 優樹 4.73(+0.7) 山本 侑矢 4.31(-1.3)
走幅跳 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 塩尻志学館高校 松商学園高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 塩尻志学館高校 OB.OKA OB.OKA

 8/ 6 上條 健 7.64
砲丸投 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 8/ 6 小学5年男子  +1.2 林 慶汰(5) 14.44 林 優汰(5) 15.93
100m 宗賀小 宗賀小

 8/ 6 竹内 浩二(5) 4:00.83
1000m 吉田小

 8/ 6 久納 晃(5) 3.25(+1.7) 諏訪 晃(5) 3.15(-1.2) 小林 璃久(5) 2.85(+0.4)
走幅跳 塩尻西小 塩尻西小 両小野小

 8/ 6 矢島 直樹(5) 32.97
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 両小野小

 8/ 6 小学6年男子  +0.5 一本木 雅秀(6) 14.88 仲田 蓮(6) 15.47
100m 吉田小 広丘小

 8/ 6 横沢 蓮馬(6) 3:34.44 市川 将大(6) 4:28.05
1000m 両小野小 宗賀小

 8/ 6 百瀬 景哉(6) 4.41(-0.6) 佐原 清史郎(6)3.74(+1.5)
走幅跳 宗賀小 宗賀小

 8/ 6 宮原 翔大(6) 38.77 前田 信(6) 38.30
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 宗賀小 広丘小

 8/ 6 宗賀小     1:01.52
4×100m 佐原 清史郎(6)

藤村 大誠(6)
足立 遼太(6)
百瀬 景哉(6)

 8/ 6 中学1年男子  +0.8 松田 翔弥(1) 12.66 尾関 直也(1) 13.60 竹内 佑輝(1) 13.68 武田 知樹(1) 14.10 保科 太一(1) 14.17 黒野 真也(1) 14.34 黒野 敦志(1) 15.09
100m 丘中 塩尻中 塩尻広陵中 丘中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中

 8/ 6 池内 隆哉(1) 4.31(+0.6) 尾関 直也(1) 3.95(+1.4) 平林 拡人(1) 3.70(+1.2) 鈴木 佑基(1) 3.61(+1.6) 塩原 陸渡(1) 3.15(+0.4)
走幅跳 丘中 塩尻中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中

 8/ 6 塩尻広陵中       56.12 塩尻中       56.63
4×100m 黒野 真也(1) 風間 優佑(1)

保科 太一(1) 足助 颯太(1)
黒野 敦志(1) 二山 大空(1)
竹内 佑輝(1) 尾関 直也(1)

 8/ 6 中学2.3年男  -0.5 中澤 新(3) 11.56 山口 大輝(2) 11.74 那須 祐己(3) 12.49 中根 颯亮(3) 12.73 山本ｼﾞｮﾝｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(3) 12.76 髙山 拓夢(2) 13.02 倉澤 一熙(3) 13.20 金森 大晴(3) 13.23
100m 清陵附属中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中

 8/ 6 高籏 雅紘(3) 5.10(+1.0)
走幅跳 丘中



ﾄﾗｯｸ審判長 大川賢明
跳躍審判長 大川賢明
投擲審判長 大川賢明

【開催日】 平成28年8月6日 混成審判長 大川賢明

【主催団体】 塩尻市　塩尻市体育協会　塩尻市教育委員会 決勝記録一覧表 記録主任： 増田喜代志
男  子 【競技場】県松本平広域公園

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 8/ 6 塩尻広陵中(A)      48.04 塩尻広陵中(B)      50.51

4×100m 中根 颯亮(3) 倉澤 一熙(3)
那須 祐己(3) 山本ジョンガブリエル(3)
髙山 拓夢(2) 金森 大晴(3)
山口 大輝(2) 横矢 明大(3)

 8/ 6 中学共通男子  +0.5 中澤 新(3) 23.89 山口 大輝(2) 24.61 那須 祐己(3) 25.93
200m 清陵附属中 塩尻広陵中 塩尻広陵中

 8/ 6 横矢 明大(3) 4:36.91 百瀬 広宣(2) 4:45.71 太田 佳輝(2) 5:00.29 風間 優佑(1) 5:12.27 田中 仁(3) 5:22.42 池田 英希(2) 5:22.83 宮下 英治(1) 5:23.49 樋口 達也(2) 5:37.01
1500m 塩尻広陵中 塩尻中 塩尻広陵中 塩尻中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻西部中

 8/ 6 山本ｼﾞｮﾝｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(3) 1.55 中根 颯亮(3) 1.50 金森 大晴(3) 1.40 岩波 ニコラス(1) 1.20
走高跳 塩尻広陵中 塩尻広陵中 塩尻広陵中 丘中

 8/ 6 太田 佳輝(2) 32.67 足助 颯太(1) 27.19 矢島 大地(1) 21.48 二山 大空(1) 20.88
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 塩尻広陵中 塩尻中 塩尻中 塩尻中

 8/ 6 小学4年男子 北澤 祐始(4) 15.04 室山 航琉(4) 15.98 金子 歩夢(4) 16.18 清沢 天真(4) 16.28 原 颯駕(4) 16.50 髙橋 颯(4) 16.62 佐倉 慎之輔(4) 16.71 嶽野 湊志(4) 17.56
100m 宗賀小 宗賀小 両小野小 塩尻東小 広丘小 広丘小 塩尻東小 両小野小

 8/ 6 須山 碧天(4) 3:39.28 神戸 慎平(4) 3:39.28 太田 優基(4) 3:46.14 増澤 恭輔(4) 4:14.46 三村 和輝(4) 4:16.87 中山 玲央(4) 4:20.68
1000m 洗馬小 両小野小 吉田小 両小野小 広丘小 広丘小

 8/ 6 倉澤 拓弥(4) 3.35(+1.9) 竹澤 拓海(4) 3.33(+0.8) 太田 雅人(4) 3.27(+1.6) 北原 健心(4) 3.13(+2.3) 小野 勇護(4) 3.13(-0.9) 池内 奏太(4) 3.11(+0.6) 林 瑞己(4) 2.70(+0.1)
走幅跳 両小野小 両小野小 塩尻西小 宗賀小 両小野小 広丘小 宗賀小

 8/ 6 広丘小     1:05.25 吉田小     1:07.78
4×100m 原 颯駕(4) 中島 雅臣(4)

三村 和輝(4) 市川 朔豊(4)
中山 玲央(4) 上原 颯太(4)
髙橋 颯(4) 掛川 久志(4)



決勝 8月6日 11:15

大会記録(GR)                    14.4  

[ 1組] 風速 -1.6 [ 2組] 風速 -1.7

 1 北澤 祐始(4)     15.04  1 室山 航琉(4)     15.98 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻﾊﾙ 宗賀小 ﾑﾛﾔﾏ ﾜﾀﾙ 宗賀小

 2 金子 歩夢(4)     16.18  2 原 颯駕(4)     16.50 
ｶﾈｺ ｱﾕﾑ 両小野小 ﾊﾗ  ﾌｳｶﾞ 広丘小

 3 清沢 天真(4)     16.28  3 佐倉 慎之輔(4)     16.71 
ｷﾖｻﾜ ﾃﾝﾏ 塩尻東小 ｻｸﾗ ｼﾝﾉｽｹ 塩尻東小

 4 髙橋 颯(4)     16.62  4 嶽野 湊志(4)     17.56 
ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 広丘小 ﾀｹﾉ ｿｳｼ 両小野小

 5 市川 朔豊(4)     18.35  5 掛川 久志(4)     17.96 
ｲﾁｶﾜ ｻｸﾄ 吉田小 ｶｹｶﾞﾜ ﾋｻｼ 吉田小

 6 市川 達大(4)     19.94  6 西村 結人(4)     18.55 
ｲﾁｶﾜ ﾀﾂﾋﾛ 宗賀小 ﾆｼﾑﾗ ﾕｳﾄ 広丘小

小学4年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

    1

8    33

6    42

4    23

No. 氏  名 所属名

2    43

5    13

7

3    14

2    34

記録／備考
6    44

ﾚｰﾝ

4     2

5    12

7    21



   1 北澤 祐始(4) 宗賀小     15.04 (-1.6)   1   1
   2 室山 航琉(4) 宗賀小     15.98 (-1.7)   2   1
   3 金子 歩夢(4) 両小野小     16.18 (-1.6)   1   2
   4 清沢 天真(4) 塩尻東小     16.28 (-1.6)   1   3
   5 原 颯駕(4) 広丘小     16.50 (-1.7)   2   2
   6 髙橋 颯(4) 広丘小     16.62 (-1.6)   1   4
   7 佐倉 慎之輔(4) 塩尻東小     16.71 (-1.7)   2   3
   8 嶽野 湊志(4) 両小野小     17.56 (-1.7)   2   4
   9 掛川 久志(4) 吉田小     17.96 (-1.7)   2   5
  10 市川 朔豊(4) 吉田小     18.35 (-1.6)   1   5
  11 西村 結人(4) 広丘小     18.55 (-1.7)   2   6
  12 市川 達大(4) 宗賀小     19.94 (-1.6)   1   6

順位 No. 氏  名 都道府県

小学4年男子

100m
タイムレース

順位
   42
   44
   23

所属名 記録（風） 備考 組

   43

   21
    2
    1
   12

   33
   14
   13
   34



決勝 8月6日 11:25

大会記録(GR)                    13.7  

風速 +1.2

 1 林 慶汰(5)     14.44 
ﾊﾔｼ ｹｲﾀ 宗賀小

 2 林 優汰(5)     15.93 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾀ 宗賀小
清水 みと(5)
ｼﾐｽﾞ ﾐﾄ 片丘小

小学5年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3    83
欠場

4    39

2    40



決勝 8月6日 11:35

大会記録(GR)                    12.6  

風速 +0.5

 1 一本木 雅秀(6)     14.88 
ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ 吉田小

 2 仲田 蓮(6)     15.47 
ﾅｶﾀﾞ ﾚﾝ 広丘小

小学6年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2     5

3    10



決勝 8月6日 10:10

大会記録(GR)                  3:23.49 

 1 須山 碧天(4)   3:39.28 
ｽﾔﾏ ﾐｿﾗ 洗馬小

 2 神戸 慎平(4)   3:39.28 
ｺﾞｳﾄﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 両小野小

 3 太田 優基(4)   3:46.14 
ｵｵﾀ ﾋﾛｷ 吉田小

 4 増澤 恭輔(4)   4:14.46 
ﾏｽｻﾞﾜ ｷｮｳｽｹ 両小野小

 5 三村 和輝(4)   4:16.87 
ﾐﾑﾗ ｶｽﾞｷ 広丘小

 6 中山 玲央(4)   4:20.68 
ﾅｶﾔﾏ ﾚｵ 広丘小

小学4年男子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

6     3

3    50

5    20

2    16

1    22

4    17



決勝 8月6日 10:10

大会記録(GR)                  3:20.2  

 1 竹内 浩二(5)   4:00.83 
ﾀｹｳﾁ ｺｳｼﾞ 吉田小

7     4

小学5年男子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月6日 10:10

大会記録(GR)                  3:03.05 

 1 横沢 蓮馬(6)   3:34.44 
ﾖｺｻﾞﾜ ﾚﾝﾏ 両小野小

 2 市川 将大(6)   4:28.05 
ｲﾁｶﾜ ﾏｻﾋﾛ 宗賀小

小学6年男子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
8    27

9    35



決勝 8月6日 12:45

大会記録(GR)                  1:02.70 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 広丘小    14 原 颯駕(4)   1:05.25 

ﾋﾛｵｶｼｮｳ ﾊﾗ  ﾌｳｶﾞ
   17 三村 和輝(4)

ﾐﾑﾗ ｶｽﾞｷ
   16 中山 玲央(4)

ﾅｶﾔﾏ ﾚｵ
   13 髙橋 颯(4)

ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ
 2   3 吉田小     6 中島 雅臣(4)   1:07.78 

ﾖｼﾀﾞｼｮｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｻｵﾐ
    1 市川 朔豊(4)

ｲﾁｶﾜ ｻｸﾄ
    7 上原 颯太(4)

ｳｴﾊﾗ ｿｳﾀ
    2 掛川 久志(4)

ｶｹｶﾞﾜ ﾋｻｼ

小学4年男子

4×100m

決勝



決勝 8月6日 12:45

大会記録(GR)                    52.8  

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 宗賀小    36 佐原 清史郎(6)   1:01.52 

ｿｳｶﾞｼｮｳ ｻﾊﾗ ｾｲｼﾛｳ
   47 藤村 大誠(6)

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾀｲｾｲ
   48 足立 遼太(6)

ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳﾀ
   37 百瀬 景哉(6)

ﾓﾓｾ ｹｲﾔ

小学6年男子

4×100m

決勝



決勝 8月6日  9:00

大会記録(GR)                     3.95 

 ３回の
 最高記録

倉澤 拓弥(4)   3.27   3.34   3.35    3.35    3.35 
ｸﾗｻﾜ ﾀｸﾔ 両小野小   -1.1    0.0   +1.9    +1.9    +1.9
竹澤 拓海(4)   2.91   3.13   3.33    3.33    3.33 
ﾀｹｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 両小野小   -1.9   +2.4   +0.8    +0.8    +0.8
太田 雅人(4)   3.19   2.94   3.27    3.27    3.27 
ｵｵﾀ ﾏｻﾄ 塩尻西小   -0.1   +0.3   +1.6    +1.6    +1.6
北原 健心(4)   3.02   3.03   3.13    3.13    3.13 
ｷﾀﾊﾗ ｹﾝｼﾝ 宗賀小   -0.3   +1.0   +2.3    +2.3    +2.3
小野 勇護(4)   3.13   2.97   3.00    3.13    3.13 
ｵﾉ ﾕｳｺﾞ 両小野小   -0.9   +2.3   +1.1    -0.9    -0.9
池内 奏太(4)    x   3.11   3.08    3.11    3.11 
ｲｹｳﾁ ｶﾅﾀ 広丘小   +0.6   +0.1    +0.6    +0.6
林 瑞己(4)    x    x   2.70    2.70    2.70 
ﾊﾔｼ ﾐｽﾞｷ 宗賀小   +0.1    +0.1    +0.1

小学4年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 6    25

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

2 2    26

3 7    31

4 5    45

5 4    24

6 1    15

7 3    46



決勝 8月6日  9:00

大会記録(GR)                     4.19 

 ３回の
 最高記録

久納 晃(5)   3.07    x   3.25    3.25    3.25 
ﾋｻﾉｳ ｱｷﾗ 塩尻西小   -0.4   +1.7    +1.7    +1.7
諏訪 晃(5)   3.15   2.95    x    3.15    3.15 
ｽﾜ ｱｷﾗ 塩尻西小   -1.2   +1.8    -1.2    -1.2
小林 璃久(5)   2.48   2.83   2.85    2.85    2.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 両小野小   -1.0   +1.6   +0.4    +0.4    +0.4

小学5年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 1    30

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

2 2    32

3 3    29



決勝 8月6日  9:00

大会記録(GR)                     5.12 

 ３回の
 最高記録

百瀬 景哉(6)   4.41    x   4.36    4.41    4.41 
ﾓﾓｾ ｹｲﾔ 宗賀小   -0.6   +0.3    -0.6    -0.6
佐原 清史郎(6)    x   3.74   3.61    3.74    3.74 
ｻﾊﾗ ｾｲｼﾛｳ 宗賀小   +1.5   +1.5    +1.5    +1.5

-1- -2- -5- -6-

小学6年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

2 1    36

記録 備考

1 2    37

-3- -4-



決勝 8月6日  9:00

 ３回の
 最高記録

矢島 直樹(5)
ﾔｼﾞﾏ ﾅｵｷ 両小野小
百瀬 岳(5) 欠場
ﾓﾓｾ ｶﾞｸ 片丘小
奈良井 優(5) 欠場
ﾅﾗｲ ﾕｳ 宗賀小

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

小学5年男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録 備考

1 1    28
   x  31.30  32.97   32.97  32.97 

2    81

3    41



決勝 8月6日  9:00

 ３回の
 最高記録

宮原 翔大(6)
ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳﾀﾞｲ 宗賀小
前田 信(6)
ﾏｴﾀﾞ ｼﾝ 広丘小
清水 はく(6) 欠場
ｼﾐｽﾞ ﾊｸ 片丘小

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

小学6年男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録 備考

1 3    38
 38.77  38.18  38.30   38.77

 38.30 

 38.77 

2 1    11
 37.88  36.75

2    82

 38.30   38.30



予選 8月6日  9:10
決勝 8月6日 11:45

大会記録(GR)                    12.3  

[ 1組] 風速 +2.2 [ 2組] 風速 +1.6

 1 松田 翔弥(1)     12.74 q  1 武田 知樹(1)     14.10 q
ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳﾔ 丘中 ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ 丘中

 2 尾関 直也(1)     13.57 q  2 保科 太一(1)     14.28 q
ｵｾﾞｷ ﾅｵﾔ 塩尻中 ﾎｼﾅ ﾀｲﾁ 塩尻広陵中

 3 竹内 佑輝(1)     13.93 q  3 黒野 敦志(1)     14.97 q
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 塩尻広陵中 ｸﾛﾉ ｱﾂｼ 塩尻広陵中

 4 黒野 真也(1)     14.25 q  4 平林 拡人(1)     15.05 
ｸﾛﾉ ｼﾝﾔ 塩尻広陵中 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 塩尻広陵中

 5 鈴木 佑基(1)     14.97 q  5 足助 颯太(1)     15.29 
ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 塩尻広陵中 ｱｽｹ ｿｳﾀ 塩尻中

 6 二山 大空(1)     15.05 
ﾌﾀﾔﾏ ｿﾗﾝ 塩尻中

 7 塩原 陸渡(1)     15.17 
ｼｵﾊﾗ ﾘｸﾄ 塩尻広陵中

風速 +0.8

 1 松田 翔弥(1)     12.66 
ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳﾔ 丘中

 2 尾関 直也(1)     13.60 
ｵｾﾞｷ ﾅｵﾔ 塩尻中

 3 竹内 佑輝(1)     13.68 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 塩尻広陵中

 4 武田 知樹(1)     14.10 
ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ 丘中

 5 保科 太一(1)     14.17 
ﾎｼﾅ ﾀｲﾁ 塩尻広陵中

 6 黒野 真也(1)     14.34 
ｸﾛﾉ ｼﾝﾔ 塩尻広陵中

 7 黒野 敦志(1)     15.09 
ｸﾛﾉ ｱﾂｼ 塩尻広陵中
鈴木 佑基(1)
ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 塩尻広陵中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学1年男子

100m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

4   103

所属名 記録／備考
2    52

7    62

5    65

3    60

5   101

6   104

8    61

氏  名 所属名 記録／備考
2    53

順 ﾚｰﾝ No.

4    63

3    66

6    64

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7    65

6    52

5   103

9    60

4    53

8    66

欠場

2    64

3    62



決勝 8月6日  9:10

風速 +1.6

 1 鈴木 千紘(1)     13.57 
ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 清陵附属中

 2 伊藤 蒼眞(1)     14.22 
ｲﾄｳ ｿｳﾏ 清陵附属中

 3 木内 万璃(1)     14.87 
ｷｳﾁ ﾊﾞﾝﾘ 清陵附属中

中学1年オープン男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8   113

9   114

7   112



予選 8月6日  9:25
決勝 8月6日 11:55

大会記録(GR)                    11.44 

[ 1組] 風速 +3.8 [ 2組] 風速 +2.1

 1 中澤 新(3)     11.55 q  1 山口 大輝(2)     11.71 q
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 清陵附属中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 塩尻広陵中

 2 那須 祐己(3)     12.21 q  2 中根 颯亮(3)     12.69 q
ﾅｽ ﾕｳｷ 塩尻広陵中 ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ 塩尻広陵中

 3 山本ジョンガブリエル(3)     12.57 q  3 倉澤 一熙(3)     13.07 q
ﾔﾏﾓﾄｼﾞｮﾝｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 塩尻広陵中 ｸﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ 塩尻広陵中

 4 髙山 拓夢(2)     12.79 q  4 横矢 明大(3)     13.30 
ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾑ 塩尻広陵中 ﾖｺﾔ ｱｷﾋﾛ 塩尻広陵中

 5 金森 大晴(3)     13.21 q
ｶﾅﾓﾘ ﾀｲｾｲ 塩尻広陵中

 6 樋口 達也(2)     14.49 
ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 塩尻西部中

風速 -0.5

 1 中澤 新(3)     11.56 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 清陵附属中

 2 山口 大輝(2)     11.74 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 塩尻広陵中

 3 那須 祐己(3)     12.49 
ﾅｽ ﾕｳｷ 塩尻広陵中

 4 中根 颯亮(3)     12.73 
ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ 塩尻広陵中

 5 山本ジョンガブリエル(3)     12.76 
ﾔﾏﾓﾄｼﾞｮﾝｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 塩尻広陵中

 6 髙山 拓夢(2)     13.02 
ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾑ 塩尻広陵中

 7 倉澤 一熙(3)     13.20 
ｸﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ 塩尻広陵中

 8 金森 大晴(3)     13.23 
ｶﾅﾓﾘ ﾀｲｾｲ 塩尻広陵中

中学2.3年男子

100m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

所属名 記録／備考
3   110

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7    73

6    70

4    71

No. 氏  名 所属名

5    90

順

2    75

3    72

2    76

記録／備考
5    69

ﾚｰﾝ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4    74

4    69

所属名 記録／備考
5   110

7    73

6    71

8    72

2    75

9    70

3    76



決勝 8月6日  9:25

風速 +2.1

 1 二見 拓輝(2)     13.21 
ﾌﾀﾐ ﾋﾛｷ 清陵附属中

6   111

中学2.3年オープン男

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月6日 10:25

大会記録(GR)                    23.28 

風速 +0.5

 1 中澤 新(3)     23.89 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 清陵附属中

 2 山口 大輝(2)     24.61 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 塩尻広陵中

 3 那須 祐己(3)     25.93 
ﾅｽ ﾕｳｷ 塩尻広陵中

中学共通男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2    71

3   110

4    69



決勝 8月6日 10:25

風速 +0.5

 1 鈴木 千紘(1)     28.53 
ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 清陵附属中

 2 伊藤 蒼眞(1)     29.77 
ｲﾄｳ ｿｳﾏ 清陵附属中

中学共通オープン男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   114

6   112



決勝 8月6日 10:40

大会記録(GR)                  4:35.07 

 1 横矢 明大(3)   4:36.91 
ﾖｺﾔ ｱｷﾋﾛ 塩尻広陵中

 2 百瀬 広宣(2)   4:45.71 
ﾓﾓｾ ﾋﾛﾉﾌﾞ 塩尻中

 3 太田 佳輝(2)   5:00.29 
ｵｵﾀ ﾖｼｷ 塩尻広陵中

 4 風間 優佑(1)   5:12.27 
ｶｻﾞﾏ ﾕｳｽｹ 塩尻中

 5 田中 仁(3)   5:22.42 
ﾀﾅｶ ｼﾞﾝ 塩尻広陵中

 6 池田 英希(2)   5:22.83 
ｲｹﾀﾞ ｴｲｷ 塩尻広陵中

 7 宮下 英治(1)   5:23.49 
ﾐﾔｼﾀ ｴｲｼﾞ 塩尻広陵中

 8 樋口 達也(2)   5:37.01 
ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 塩尻西部中

 9 矢島 大地(1)   6:26.03 
ﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 塩尻中

中

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

6    67

5    74

4   100

9    68

8   102

1    77

2   105

3    78

7    90



決勝 8月6日 10:40

 1 二見 拓輝(2)   4:45.50 
ﾌﾀﾐ ﾋﾛｷ 清陵附属中

 2 木内 万璃(1)   5:10.96 
ｷｳﾁ ﾊﾞﾝﾘ 清陵附属中

中学共通オープン男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
10   111

11   113



決勝 8月6日 13:15

大会記録(GR)                    54.82 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 塩尻広陵中    60 黒野 真也(1)     56.12 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｸﾛﾉ ｼﾝﾔ
   66 保科 太一(1)

ﾎｼﾅ ﾀｲﾁ
   64 黒野 敦志(1)

ｸﾛﾉ ｱﾂｼ
   65 竹内 佑輝(1)

ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ
 2   2 塩尻中   102 風間 優佑(1)     56.63 

ｼｵｼﾞﾘﾁｭｳ ｶｻﾞﾏ ﾕｳｽｹ
  101 足助 颯太(1)

ｱｽｹ ｿｳﾀ
  104 二山 大空(1)

ﾌﾀﾔﾏ ｿﾗﾝ
  103 尾関 直也(1)

ｵｾﾞｷ ﾅｵﾔ

中学1年男子

4×100m

決勝



決勝 8月6日 13:15

大会記録(GR)                    46.26 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 塩尻広陵中(A)    72 中根 颯亮(3)     48.04 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳA ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ
   71 那須 祐己(3)

ﾅｽ ﾕｳｷ
   70 髙山 拓夢(2)

ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾑ
   69 山口 大輝(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ
 2   6 塩尻広陵中(B)    76 倉澤 一熙(3)     50.51 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳB ｸﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ
   73 山本ジョンガブリエル(3)

ﾔﾏﾓﾄｼﾞｮﾝｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ
   75 金森 大晴(3)

ｶﾅﾓﾘ ﾀｲｾｲ
   74 横矢 明大(3)

ﾖｺﾔ ｱｷﾋﾛ

中学2.3年男子

4×100m

決勝



決勝 8月6日 13:15

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 清陵附属中   112 伊藤 蒼眞(1)     51.44 

ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸﾁｭｳ ｲﾄｳ ｿｳﾏ
  114 鈴木 千紘(1)

ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ
  111 二見 拓輝(2)

ﾌﾀﾐ ﾋﾛｷ
  110 中澤 新(3)

ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ

中学2.3年オープン男

4×100m

決勝



決勝 8月6日 10:30

大会記録(GR)                     1.85 

山本ジョンガブリエル(3)
ﾔﾏﾓﾄｼﾞｮﾝｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 塩尻広陵中
中根 颯亮(3)
ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ 塩尻広陵中
金森 大晴(3)
ｶﾅﾓﾘ ﾀｲｾｲ 塩尻広陵中
岩波 ニコラス(1)
ｲﾜﾅﾐ ﾆｺﾗｽ 丘中

中学共通男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

- -

記録 備考1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40
1 4    73

- - - o o o o

1m55 1m601m45 1m50

xxx  1.55

2 2    72
- - - - -

- o

xxo xo xxo xxx

3 3    75
- - - xxo xxx

 1.50

 1.40

4 1    57
xo xo xxx  1.20



決勝 8月6日 10:30

大会記録(GR)                     5.55 

 ３回の
 最高記録

池内 隆哉(1)   4.09   4.31   4.31    4.31    4.31 
ｲｹｳﾁ ﾀｶﾔ 丘中   -0.1   +0.9   +0.6    +0.6    +0.6
尾関 直也(1)    x   3.95   3.85    3.95    3.95 
ｵｾﾞｷ ﾅｵﾔ 塩尻中   +1.4   +1.4    +1.4    +1.4
平林 拡人(1)   3.70   3.61   3.36    3.70    3.70 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 塩尻広陵中   +1.2   +1.2   +2.2    +1.2    +1.2
鈴木 佑基(1)   3.33   3.59   3.61    3.61    3.61 
ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 塩尻広陵中   +1.3   +1.4   +1.6    +1.6    +1.6
塩原 陸渡(1)   3.15    x    x    3.15    3.15 
ｼｵﾊﾗ ﾘｸﾄ 塩尻広陵中   +0.4    +0.4    +0.4
小松 悠雅(1) 欠場
ｺﾏﾂ ﾕｳｶﾞ 丘中

中学1年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 6    55

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

2 5   103

3 4    63

3    54

4 1    62

5 2    61



決勝 8月6日 10:30

大会記録(GR)                     5.85 

 ３回の
 最高記録

高籏 雅紘(3)   5.01   5.05   5.10    5.10    5.10 
ﾀｶﾊﾀ ﾏｻﾋﾛ 丘中   -0.6    0.0   +1.0    +1.0    +1.0

中学2.3年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 1    51

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



決勝 8月6日 10:30

大会記録(GR)                    42.23 

 ３回の
 最高記録

太田 佳輝(2)
ｵｵﾀ ﾖｼｷ 塩尻広陵中
足助 颯太(1)
ｱｽｹ ｿｳﾀ 塩尻中
矢島 大地(1)
ﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 塩尻中
二山 大空(1)
ﾌﾀﾔﾏ ｿﾗﾝ 塩尻中

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

中学共通男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  27.19

記録 備考

1 4    67
 15.50  30.56  32.67   32.67

2 3   101
   x  24.03  27.19  27.19 

 32.67 

  20.88

 20.77  21.48   21.48
3 1   105

 17.50

4 2   104
 12.36  20.88  14.78  20.88 

 21.48 



予選 8月6日  9:30
決勝 8月6日 12:05

大会記録(GR)                    10.76 

[ 1組] 風速 +2.2 [ 2組] 風速 +1.3

 1 小口 祐人(3)     11.43 q  1 柳沢 直生(1)     11.12 q
ｵｸﾞﾁ  ﾕｳﾄ 明大同好会 ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾅｵ 松商学園

 2 赤堀 拓夢(3)     11.47 q  2 柳沢 貴之     11.64 q
ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ 田川高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 3 島津 英明     11.87 q  3 中村  智(2)     11.87 q
ｼﾏﾂﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 塩尻志学館高校

 4 矢ヶ崎 至門(1)     12.03 q  4 小林  隼(2)     12.24 
ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ 松商学園高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 塩尻志学館高校

 5 渡邊 琢磨(2)     12.04 q  5 宮澤 憲二     12.59 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 塩尻志学館高校 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 6 吉澤 佑(1)     13.32  6 赤瀬 崇     13.22 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｽｸ 塩尻志学館高校 ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
西牧 寛海(1)  7 上嶋 辰輝(1)     13.93 
ﾆｼﾏｷ ﾋﾛﾐ 塩尻志学館高校 ｳｴｼﾏ ﾀﾂｷ 塩尻志学館高校

風速 -0.4

 1 柳沢 直生(1)     11.23 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾅｵ 松商学園

 2 赤堀 拓夢(3)     11.43 
ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ 田川高

 3 小口 祐人(3)     11.49 
ｵｸﾞﾁ  ﾕｳﾄ 明大同好会

 4 柳沢 貴之     11.69 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 5 中村  智(2)     11.88 
ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 塩尻志学館高校

 6 島津 英明     11.90 
ｼﾏﾂﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 7 渡邊 琢磨(2)     12.10 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 塩尻志学館高校
矢ヶ崎 至門(1)
ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ 松商学園高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

一般男子

100m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

7   133

所属名 記録／備考
3   173

8   124

5   168

4   151

2   130

6   132

2   129

順 ﾚｰﾝ No.

4   122

8   167

3   166

氏  名 所属名 記録／備考
5   150

6   157

7   123

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

4   173

6   150

7   133

8   168

5   166

9   122

欠場

2   124

3   151



決勝 8月6日  9:30

[ 1組] 風速 +2.2 [ 2組] 風速 +1.3

 1 小出　郁弥(2)     10.96  1 伊東　嵩矢(１)     11.42 
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野 ｲﾄｳ　ｼｮｳﾔ 市立長野

一般オープン男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9   859

記録／備考 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ順
9   878



   1 小出　郁弥(2) 市立長野     10.96 (+2.2)   1   1
   2 伊東　嵩矢(１) 市立長野     11.42 (+1.3)   2   1

所属名 記録（風） 備考

一般オープン男子

組 順位
  878
  859

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県



決勝 8月6日 10:30

大会記録(GR)                    22.26 

[ 1組] 風速 +2.0 [ 2組] 風速 +0.1

 1 柳沢 直生(1)     22.85  1 熊谷 悟(2)     23.60 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾅｵ 松商学園 ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ 創造学園高

 2 渡部 翔太(2)     23.56  2 柳沢 貴之     23.67 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 塩尻志学館高校 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 3 島津 英明     23.75  3 福嶋 竜星(2)     24.66 
ｼﾏﾂﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 塩尻志学館高校

 4 赤瀬 崇     26.75  4 本田  翔哉(1)     24.71 
ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾔ 田川高
赤堀 拓夢(3) 吉澤 佑(1)
ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ 田川高 ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｽｸ 塩尻志学館高校
小口 祐人(3)
ｵｸﾞﾁ  ﾕｳﾄ 明大同好会

No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
2   150

5   121

一般男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ

4   157

3   133

6   168

記録／備考
5   140

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

欠場

2   136

3   166

6   125

4   132
欠場欠場

7   173



   1 柳沢 直生(1) 松商学園     22.85 (+2.0)   1   1
   2 渡部 翔太(2) 塩尻志学館高校     23.56 (+2.0)   1   2
   3 熊谷 悟(2) 創造学園高     23.60 (+0.1)   2   1
   4 柳沢 貴之 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野     23.67 (+0.1)   2   2
   5 島津 英明 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野     23.75 (+2.0)   1   3
   6 福嶋 竜星(2) 塩尻志学館高校     24.66 (+0.1)   2   3
   7 本田  翔哉(1) 田川高     24.71 (+0.1)   2   4
   8 赤瀬 崇 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ     26.75 (+2.0)   1   4

所属名 記録（風） 備考

一般男子

組 順位
  150
  121

200m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県

  136
  157

  140
  166
  168
  125



決勝 8月6日 12:25

大会記録(GR)                    49.92 

[ 1組] [ 2組]

 1 渡部 翔太(2)     51.94  1 小林  隼(2)     54.06 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 塩尻志学館高校 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 塩尻志学館高校

 2 福嶋 竜星(2)     54.78  2 渡邊 琢磨(2)     57.74 
ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 塩尻志学館高校 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 塩尻志学館高校

 3 田中  拓巳(2)     56.43  3 古厩 信作(1)   1:02.24 
ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 田川高 ﾌﾙﾏﾔ ｼﾝｻｸ 塩尻志学館高校

 4 中島 志伸(2)     58.87 太田 裕真(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾉﾌﾞ 塩尻志学館高校 ｵｵﾀ ﾕｳﾏ 広陵OB

 5 中川 晴喜(1)   1:02.78 熊谷 悟(2)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 塩尻志学館高校 ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ 創造学園高

No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
4   121

3   125

一般男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ

  126

5   131

6   135

順 ﾚｰﾝ No.

4   128

5   140

2   124

所属名 記録／備考
6   123

欠場

3   152
欠場

2



   1 渡部 翔太(2) 塩尻志学館高校       51.94   1   1
   2 小林  隼(2) 塩尻志学館高校       54.06   2   1
   3 福嶋 竜星(2) 塩尻志学館高校       54.78   1   2
   4 田中  拓巳(2) 田川高       56.43   1   3
   5 渡邊 琢磨(2) 塩尻志学館高校       57.74   2   2
   6 中島 志伸(2) 塩尻志学館高校       58.87   1   4
   7 古厩 信作(1) 塩尻志学館高校     1:02.24   2   3
   8 中川 晴喜(1) 塩尻志学館高校     1:02.78   1   5

一般男子

400m
タイムレース

記録 備考 組順位 No. 氏  名 都道府県

  131

  135
  124
  126
  128

順位
  121
  123
  125

所属名



決勝 8月6日 12:25

 1 小出　郁弥(2)     49.07 
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野

 2 池田　翔紀(1)     52.34 
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ 市立長野

一般オープン男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   878

8   856



決勝 8月6日 10:50

大会記録(GR)                  4:15.51 

 1 大村 一   4:20.73 
ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 塩尻市役所

 2 松野 淳司   4:23.55 
ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 塩尻市陸協

 3 小松 晃人(3)   4:31.36 
ｺﾏﾂ ｱｷﾄ 創造学園高

 4 百瀬 弦   4:35.42 
ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ 塩尻市陸協

 5 小口  貴也(2)   4:35.98 
ｵｸﾞﾁ ﾀｶﾔ 田川高

 6 太田 裕真(3)   4:37.20 
ｵｵﾀ ﾕｳﾏ 広陵OB

 7 中村 剛(1)   4:37.81 
ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 塩尻志学館高校

 8 辻野 智樹   4:41.68 
ﾂｼﾞﾉ ﾄﾓｷ 信大

 9 古清水 映二   4:42.24 
ｺｼﾐｽﾞ ｴｲｼﾞ 塩尻市陸協

10 古厩 信作(1)   4:46.97 
ﾌﾙﾏﾔ ｼﾝｻｸ 塩尻志学館高校

11 中島 志伸(2)   4:48.90 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾉﾌﾞ 塩尻志学館高校

12 藤井 大治(2)   5:03.05 
ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲﾁ 創造学園高

13 中川 晴喜(1)   5:26.67 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 塩尻志学館高校
村上 真也
ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾔ 塩尻市陸協
宮阪 絋平(3)
ﾐﾔｻｶ ｺｳﾍｲ 塩尻志学館高校

一般男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

12   143

9   174

10   164

11   152

2   160

14   134

4   163

1   127

13   172

8   141

7   128

5   126

欠場
15   120

欠場

3   131

6   162



決勝 8月6日  8:40

 1 大村 一  16:13.57 
ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 塩尻市役所

 2 松野 淳司  16:36.96 
ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 塩尻市陸協

 3 渡辺 優樹  16:50.65 
ﾜﾀﾅﾍﾞﾕｳｷ OB.OKA

 4 宮阪 絋平(3)  17:08.53 
ﾐﾔｻｶ ｺｳﾍｲ 塩尻志学館高校

 5 辻野 智樹  17:49.16 
ﾂｼﾞﾉ ﾄﾓｷ 信大

 6 古清水 映二  17:51.18 
ｺｼﾐｽﾞ ｴｲｼﾞ 塩尻市陸協

 7 中村 剛(1)  18:20.08 
ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 塩尻志学館高校

 8 百瀬 弦  18:23.18 
ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ 塩尻市陸協

 9 平澤 雄輔  19:04.86 
ﾋﾗｻﾜ ﾕｳｽｹ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

10 山本 侑矢  19:05.69 
ﾔﾏﾓﾄﾕｳﾔ OB.OKA

11 植木 康平  20:10.25 
ｳｴｷｺｳﾍｲ OB.OKA
小林 優
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
村上 真也
ﾑﾗｶﾐ ｼﾝﾔ 塩尻市陸協

No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   174

3   164

一般男子

5000m

決勝

順

6   120

13   172

10   170

4   127

11   160

9   163

2   171

12   169

7   156

5   162
欠場

1   158
欠場



決勝 8月6日 10:30

宮入　太優(1)
ﾐﾔｲﾘ ﾀｲﾕｳ 創造学園高

一般オープン男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m70 1m75 1m80 1m85 1m90
1 1   142

o o o o xxx  1.85



決勝 8月6日 10:30

大会記録(GR)                     7.18 

 ３回の
 最高記録

阪 圭央    x    x   6.40    6.40    6.40 
ｻｶ ﾖｼﾋｻ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ   -0.4    -0.4    -0.4
中村  智(2)   6.27   6.08   5.95    6.27    6.27 
ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 塩尻志学館高校   +2.1    0.0   +0.7    +2.1    +2.1
矢ヶ崎 至門(1)   5.95   5.93   5.10    5.95    5.95 
ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ 松商学園高   +1.1   -1.0   +1.0    +1.1    +1.1
上條 健   5.04    x   5.10    5.10    5.10 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +0.9   +1.5    +1.5    +1.5
上嶋 辰輝(1)   4.66   4.58   5.00    5.00    5.00 
ｳｴｼﾏ ﾀﾂｷ 塩尻志学館高校   +2.2   -1.9   +0.9    +0.9    +0.9
渡辺 優樹   4.73   4.39    x    4.73    4.73 
ﾜﾀﾅﾍﾞﾕｳｷ OB.OKA   +0.7   -1.4    +0.7    +0.7
山本 侑矢   4.31   4.31    x    4.31    4.31 
ﾔﾏﾓﾄﾕｳﾔ OB.OKA   +1.0   -1.3    -1.3    -1.3
植木 康平 欠場
ｳｴｷｺｳﾍｲ OB.OKA

一般男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 8   155

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

2 7   122

3 6   151

4 5   165

5 3   130

1   169

6 2   170

7 4   171



決勝 8月6日 11:30

大会記録(GR)                    10.33 

 ３回の
 最高記録

上條 健
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
西牧 寛海(1) 欠場
ﾆｼﾏｷ ﾋﾛﾐ 塩尻志学館高校

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

一般男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録 備考

1 1   165
  7.64   7.45    x    7.64

2   129

  7.64 
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