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■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% 

 8:45 雨 南 1.5 17.5 85 

 9:00 雨 南南東 3.1 17.5 85 
10:00 雨 南東 2.6 19.0 81 
11:00 曇り 南西 3.7 22.5 74 
12:00 曇り 南西 3.7 24.5 56 
13:00 曇り 南南西 2.0 24.5 60 
14:00 曇り 南南西 1.6 23.5 63 
15:00 曇り 西南西 1.8 24.0 60 
16:00 曇り 南西 2.4 23.0 71 

 



第59回松本市市民体育大会秋季大会　陸上競技の部 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森 茂幸
主催：松本市・（一財）松本体育協会 跳躍審判長 藤森 茂幸
主管：松本陸上競技協会 投擲審判長 藤森 茂幸
【開催日】 2016年10月8日（土） 記録主任： 丸山 新吉

【主催団体】 松本陸上競技協会 決勝記録一覧表
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

10/ 8 一般・高校男  +1.2岩田 晃 10.92 ﾃﾞｰﾃﾞｰ ﾌﾞﾙｰﾉ(2) 10.96 安藤 直哉(4) 11.11 高木 佑希 11.15 柳沢 直生(1) 11.22 坂中 勇磨(2) 11.36 小野澤 達也(2) 11.50 田中 駿祐(1) 11.50
100m ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 創造学園高 松本大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 松商学園高 松本県ヶ丘高 松本大 松本深志高

10/ 8 伊藤 良多 50.17 水島 優(2) 50.43 萩 亜斗夢(1) 51.76 北野 玄仁(2) 52.06 丸山 玲央(2) 54.09
400m 信大病院 松本大 松本大 松本県ヶ丘高 松本大

10/ 8 熊谷 悟(2) 2:02.02 中沢 夏輝(2) 2:02.10 徳原 冬威(2) 2:05.10 逢澤 智広 2:05.47 石井 来弥(2) 2:06.46 横山 絢大(2) 2:10.09 小口 貴也(2) 2:14.21 和田 輝(1) 2:16.36
800m 創造学園高 梓川高 松本深志高 松本陸協 松本深志高 創造学園高 田川高 創造学園高

10/ 8 塩原 大 15:04.87 古川 竜大(2) 16:20.93 百瀬 永吉 16:21.76 久保田 隼仁(1) 17:16.52 野瀬 雅史(1) 17:26.61 土屋 勇太(2) 17:26.84 百瀬 真悟(2) 18:10.48 藤井 大治(2) 19:11.70
5000m 松本陸協 松本蟻ヶ崎高 松本陸協 創造学園高 信大医陸 松本蟻ヶ崎高 松本蟻ヶ崎高 創造学園高

10/ 8 丸山 拓哉(1) 1.90 松澤 和也(1) 1.90 宮入 太優(1) 1.80 北野 玄仁(2) 1.80 都筑 悠佑(1) 1.75 相澤 翼(1) 1.65 藤村 良汰(2) 1.60 矢ヶ崎 至門(1) 1.55
走高跳 松本大 松本大 創造学園高 松本県ヶ丘高 松本深志高 松本深志高 松本県ヶ丘高 松商学園高

10/ 8 穗苅 康人(1) 6.53(-0.6) 杏 直樹(2) 6.33(+0.8) 村瀬 直希(2) 6.26(+1.1) 神田 来夢(1) 6.17(+3.3) 丸山 諒太(2) 6.06(+0.4) 松澤 和也(1) 6.04(-0.1) 宮川 蓮(1) 5.92(+1.4) 矢ヶ崎至門(1)5.92(+1.6)
走幅跳 松商学園高 松本工業高 松本大 松商学園高 松本県ヶ丘高 松本大 創造学園高 松商学園高

10/ 8 丸山 幹稀(1) 58.31 小林 誠矢(2) 51.80 小澤 匠(3) 51.43 前澤 圭人(2) 47.41 富田 裕也(2) 42.72 奥原 聖人(3) 41.30 福田 淳 33.14 島田 一輝(2) 32.79
やり投(0.800kg) 松本大 創造学園高 松本大 梓川高 松本県ヶ丘高 梓川高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 田川高

10/ 8 創造学園高       43.90 松本県ヶ丘高      43.93 松本大       44.25 松商学園高(A)      44.65 松商学園高(B)      45.34 田川高       48.36
4×100m 竹内 貴史(1) 富田 裕也(2) 丸山 幹稀(1) 小池 孝憲(1) 中澤 達也(2) 宮下 陽平(1)

ﾃﾞｰﾃﾞｰ ﾌﾞﾙｰﾉ(2) 北野 玄仁(2) 萩 亜斗夢(1) 神田 来夢(1) 伊藤 拓海(2) 渡邉 駿(1)
熊谷 悟(2) 丸山 諒太(2) 藤澤 将大(1) 山口 竜也(1) 塩原 大樹(2) 野村 拓未(1)
小口 優希(2) 坂中 勇磨(2) 山田 大輝(1) 矢ヶ崎 至門(1) 倉科 佳典(2) 本田 翔哉(1)

10/ 8 中学男子  +1.8渡辺 丈晴(2) 12.19 村上 裕太郎(2) 12.48 森 遼己(1) 12.69 小坂 駿翔(1) 12.93 佐藤 寿樹(1) 13.22 山本 海斗(2) 13.29 伊東 慶人(1) 13.34 古田 海輝(1) 13.44
100m 筑摩野中 菅野中 信明中 丸ﾉ内中 附属松本中 鉢盛中 松本秀峰中 丸ﾉ内中

10/ 8 森 拓己(2) 54.67 河合 輝(3) 57.61 白井 唯斗(2) 58.36 河野 統徳(1) 58.86 太田 夏暉(2) 1:00.22 近藤 大介(1) 1:01.20 今井 悠一郎(2) 1:01.84
400m 信明中 松本秀峰中 梓川中 才教学園中 信明中 鉢盛中 附属松本中

10/ 8 椋野 寛大(2) 4:38.02 永田 宗太郎(2) 4:54.09 野瀬 杜馬(1) 4:54.15 古畑 充稀(2) 5:01.13 清水 遥斗(1) 5:02.92 武藤 珠樹(2) 5:02.95 中野 晃(1) 5:12.13 田口 隼人(1) 5:18.69
1500m 附属松本中 附属松本中 梓川中 信明中 附属松本中 筑摩野中 鎌田中 松本秀峰中

10/ 8 安坂 光瑠(2) 9:54.70 横川 樹(2) 11:12.85 永津 幹一(2) 11:27.88 阿部 賢士(1) 11:29.73 中垣 智洋(2) 12:59.10
3000m 開成中 梓川中 附属松本中 開成中 附属松本中

10/ 8  -2.4濱田 仁介(2) 19.82 窪田 涼佑(2) 21.09 木島 拓(1) 21.88 斎藤 智也(1) 22.23 鏑木 拓真(1) 22.44 大月 武(1) 22.95 宮川 永輝(2) 23.94 麻原 光稀(1) 26.26
110mH(0.914m) 附属松本中 附属松本中 梓川中 波田中 附属松本中 梓川中 旭町中 清水中

10/ 8 高田 幸之介(3) 1.75 黒田 海斗(2) 1.60 髙橋 輝(2) 1.50 伊藤 優斗(2) 1.45 大脇 涼平(2) 1.40 太田 来樹(2) 1.40 関本 遊大(1) 1.40 山田 隼平(2) 1.35
走高跳 旭町中 鎌田中 松島中 山辺中 梓川中 旭町中 鎌田中 旭町中

10/ 8 鳥羽 亮太(2) 5.64(+2.3) 野本 駿介(2) 5.44(+0.3) 杏 朋樹(2) 5.20(-1.2) 遠藤 優大(2) 5.14(+1.2) 山本 隆矢(2) 5.03(-0.4) 小林 文哉(2) 4.85(-0.1) 水野 一輝(2) 4.74(-0.6) 塩野崎 秀(1) 4.63(+2.5)
走幅跳 山辺中 丸ﾉ内中 旭町中 波田中 菅野中 筑摩野中 菅野中 梓川中

10/ 8 池上 大希(3) 11.98 神田 雅翔(2) 10.34 青木 友汰(2) 10.12 上條 泰斗(2) 9.32 水口 拓実(2) 8.70 萩原 道斗(2) 8.38 椙浦 大喜(2) 8.37 瀬戸口 冬羽(2) 7.85
砲丸投(5.000kg) 清水中 大野川中 梓川中 波田中 菅野中 清水中 清水中 筑摩野中

10/ 8 信明中       48.80 丸ﾉ内中       49.13 山辺中       50.21 波田中       50.22 菅野中       50.53 附属松本中(A)      50.66 松島中       52.19 筑摩野中       53.45
4×100m 森 遼己(1) 野本 駿介(2) 伊藤 優斗(2) 斎藤 智也(1) 田中 幸輔(1) 佐藤 寿樹(1) 竹内 勇貴(1) 土屋 勢那(2)

森 拓己(2) 小坂 駿翔(1) 鳥羽 亮太(2) 古畑 秀都(2) 水野 一輝(2) 今井 悠一郎(2) 小林 京生(1) 小林 文哉(2)
古畑 充稀(2) 古田 海輝(1) 伊藤 愛斗(1) 上條 泰斗(2) 山本 隆矢(2) 伊藤 奨悟(2) 髙橋 輝(2) 坂井 俊太郎(2)
太田 夏暉(2) 内山 陽向(2) 富田 雅也(2) 遠藤 優大(2) 村上 裕太郎(2) 窪田 涼佑(2) 召田 積技(1) 渡辺 丈晴(2)

10/ 8 小学4_6男子 安坂 丈瑠(6) 13.71 輪湖 颯(6) 14.00 小林 愛生(6) 14.22 百瀬 稜(5) 14.27 吉澤 虎伯(6) 14.33 片桐 拓真(5) 14.49 原 大輝(6) 14.50 金子 楽斗(6) 14.53
100m 筑摩小 梓川小 ｺﾒｯﾄ波田 筑摩小 菅野小 菅野小 清水小 芝沢小

10/ 8 冨永 大輔(6) 3:19.65 杉原 立樹(6) 3:24.41 小林 亮太(5) 3:30.28 丸山 辰樹(6) 3:34.43 古澤 昇吾(5) 3:35.09 三浦 快介(6) 3:36.54 中村 遥斗(6) 3:36.62 濱野 大輝(4) 3:37.42
1000m 山辺小 筑摩小 梓川小 開智小 芝沢小 清水小 梓川小 芳川小

10/ 8 梶川 新(6) 3.77(-0.8) 酒井 大祐(6) 3.50(+1.0) 菅原 太河(4) 3.48(-1.8) 山本 健流(5) 3.43(+1.4) 高見澤凜太稜(4) 3.42(+0.7) 中村 優作(5) 3.42(+1.2) 村松 洸典(4) 3.33(-3.0) 下原 斗輝(5) 3.31(+4.1)
走幅跳 山辺小 山辺小 梓川小 田川小 梓川小 芝沢小 田川小 今井小

10/ 8 杣谷 行志朗(6) 48.43 袖山 虎太郎(6) 45.45 大槻 剛渡(6) 41.37 黄木 雄斗(5) 38.52 山口 陸哉(6) 36.60 田中 旭(4) 33.75 松田 真武(5) 31.65 東城 信暉(6) 30.30
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 今井小 梓川小 今井小 島内小 岡田小 芳川小 梓川小 山辺小

10/ 8 芝沢小       56.01 今井小       57.00 梓川小       57.08 並柳小(A)       57.41 ｺﾒｯﾄ波田(A)       58.15 山辺小       59.73 田川小     1:00.17 筑摩小     1:00.92
4×100m 宍戸 智也(6) 桃井 盛那(6) 菅原 太河(4) 橋本 博人(6) 木下 慎太郎(6) 酒井 大祐(6) 大月 隼(6) 有江 禅(5)

大野 蒼真(6) 大槻 剛渡(6) 菅原 京太(6) 合葉 太飛(6) 髙木 遼磨(6) 重田 篤希(6) 柳澤 瑞輝(6) 青栁 颯(5)
芳賀 大晴(6) 櫻井 秀瑛(6) 丸山 逞斗(4) 伊吹 琉空(6) 小口 翔(6) 梶川 新(6) 村松 凌典(6) 赤羽 大夢(5)
金子 楽斗(6) 杣谷 行志朗(6) 輪湖 颯(6) 市川 圭斗(6) 唐沢 直弥(6) 浅村 汰壱(6) 窪寺 友哉(6) 百瀬 稜(5)



決勝 10月8日  9:05

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +0.4

 1 大野 蒼真(6)     14.81  1 菅原 京太(6)     14.58 
ｵｵﾉ ｿｳﾏ 芝沢小 ｽｶﾞﾜﾗ ｷｮｳﾀ 梓川小

 2 武田 龍治(5)     15.24  2 宍戸 智也(6)     14.61 
ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 鎌田小 ｼｼﾄﾞ ﾄﾓﾔ 芝沢小

 3 青栁 颯(5)     15.40  3 百瀬 虎大朗(6)     15.16 
ｱｵﾔｷﾞ ﾊﾔﾃ 筑摩小 ﾓﾓｾ ｺﾀﾛｳ 鎌田小

 4 小山 哲(4)     15.85  4 根橋 建介(5)     15.46 
ｺﾔﾏ ｻﾄｼ 旭町小 ﾈﾊﾞｼ ｹﾝｽｹ 旭町小

 5 大月 隼(6)     16.14  5 村松 凌典(6)     15.55 
ｵｵﾂｷ ﾊﾔﾄ 田川小 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 田川小

 6 片倉 彪我(4)     16.34  6 重田 篤希(6)     15.61 
ｶﾀｸﾗ ﾋｭｳｶﾞ 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ ｼｹﾞﾀ ｱﾂｷ 山辺小

 7 小松 琉生(4)     16.92  7 古野 幌大(5)     15.98 
ｺﾏﾂ ﾙｲ 開智小 ﾌﾙﾉ ｺｳﾀﾞｲ ｺﾒｯﾄ波田

 8 小林 昌弘(4)     17.09  8 今井 優希(5)     16.62 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 芳川小 ｲﾏｲ ﾕｳｷ 並柳小

 9 稲田 太一(4)     17.34  9 小林 大航(4)     17.31 
ｲﾅﾀﾞ ﾀｲﾁ 寿小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 菅野小

[ 3組] 風速 +0.5 [ 4組] 風速 +2.0

 1 安坂 丈瑠(6)     13.71  1 百瀬 稜(5)     14.27 
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 筑摩小 ﾓﾓｾ ﾘｮｳ 筑摩小

 2 小林 愛生(6)     14.22  2 原 大輝(6)     14.50 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｷ ｺﾒｯﾄ波田 ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 清水小

 3 柳澤 瑞輝(6)     15.15  3 丸山 佳祐(6)     15.87 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｽﾞｷ 田川小 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ 岡田小

 4 桃井 盛那(6)     15.57  4 酒本 悠慎(4)     16.04 
ﾓﾓｲ ｾﾅ 今井小 ｻｹﾓﾄ ﾕｳﾏ 鎌田小

 5 相馬 健吾(5)     15.63  5 宮入 大輝(5)     16.06 
ｿｳﾏ ｹﾝｺﾞ 鎌田小 ﾐﾔｲﾘ ﾊﾙｷ 並柳小

 6 島崎 理央(5)     15.72  6 酒井 奎太(5)     16.68 
ｼﾏｻﾞｷ ﾘｵ 旭町小 ｻｶｲ ｹｲﾀ 本郷小

 7 赤羽 大空(6)     16.10  7 川上 陽翔(4)     17.32 
ｱｶﾊﾈ ｿﾗ 明善小 ｶﾜｶﾐ ﾊﾙﾄ 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ

 8 躑躅 琉唯(4)     16.73  8 沓掛 朔也(4)     17.70 
ﾂﾂｼﾞ ﾙｲ 寿小 ｸﾂｶｹ ｻｸﾔ 山辺小

 9 大留 朝陽(6)     16.96 
ｵｵﾄﾒ ｱｻﾋ 清水小

[ 5組] 風速 +1.4 [ 6組] 風速 +0.8

 1 片桐 拓真(5)     14.49  1 輪湖 颯(6)     14.00 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｸﾏ 菅野小 ﾜｺ ﾊﾔﾄ 梓川小

 2 金子 楽斗(6)     14.53  2 吉澤 虎伯(6)     14.33 
ｶﾈｺ ｶﾞｸﾄ 芝沢小 ﾖｼｻﾞﾜ ｺﾊｸ 菅野小

 3 丸山 逞斗(4)     15.19  3 櫻井 秀瑛(6)     15.15 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾄ 梓川小 ｻｸﾗｲ ｼｭｳｴｲ 今井小

 4 浅村 汰壱(6)     15.24  4 芳賀 大晴(6)     15.18 
ｱｻﾑﾗ ﾀｲﾁ 山辺小 ﾊｶﾞ ﾀｲｾｲ 芝沢小

 5 吉田 翔(5)     15.48  5 竹花 陸(5)     15.21 
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳ 今井小 ﾀｹﾊﾅ ﾘｸ 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ

 6 松本 優人(6)     15.51  6 市川 圭斗(6)     15.47 
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ 清水小 ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ 並柳小

 7 安生 蒼空(5)     15.65  7 冨田 隆嗣(5)     16.32 
ｱﾝｼﾞｮｳ ｿﾗ 並柳小 ﾄﾐﾀ ﾀｶｼ ｺﾒｯﾄ波田

 8 山口 洸斗(5)     15.83  8 竹内 煌晴(5)     16.54 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ ｺﾒｯﾄ波田 ﾀｹｳﾁ ｺｳｾ 本郷小

[ 7組] 風速 +2.3

 1 石田 朗雅(5)     14.71 
ｲｼﾀﾞ ｱｷﾏｻ 旭町小

 2 窪寺 友哉(6)     14.98 
ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ﾄﾓﾔ 田川小

 3 柳澤 秀哉(5)     15.48 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｭｳﾔ 梓川小

 4 瀧澤 虹陽(5)     15.51 
ﾀｷｻﾞﾜ ｺｳﾖｳ 本郷小

 5 赤羽 大夢(5)     15.52 
ｱｶﾊﾈ ﾋﾛﾑ 筑摩小

 6 林 裕雅(5)     15.65 
ﾊﾔｼ ﾕｳｶﾞ 開智小

 7 八田 爽羽(4)     16.01 
ﾊｯﾀ ｿｳﾊ 大野川小

 8 三代澤 昊太(4)     20.07 
ﾐﾖｻﾜ ｺｳﾀ 寿小

2   306

3   276

4   320

8   210

9   175

6   400

5   145

7   332

7   401

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   380

3   130

5   268

2   326

8   286

6   236

氏  名 所属名 記録／備考
9   176

3   373

6   109

7   221

2   298

8   155

4   249

9   295

5   260

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

7   325

5   241

4   375

2   398

  296

3   182

8   212

1   299

氏  名 所属名 記録／備考
6   323

9

9   404

6   281

3   215

8   150

4   341

7   233

2   311

5   113

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

7   378

5   290

3   245

9   104

6   142

8   337

所属名

1   262

2   217

6   273

記録／備考
4   160

ﾚｰﾝ No. 氏  名

7   204

3   389

2   339

4   328

5   319

8   143

1   266

9   218

小学4_6男子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 安坂 丈瑠(6) 筑摩小     13.71 (+0.5)   3   1
   2 輪湖 颯(6) 梓川小     14.00 (+0.8)   6   1
   3 小林 愛生(6) ｺﾒｯﾄ波田     14.22 (+0.5)   3   2
   4 百瀬 稜(5) 筑摩小     14.27 (+2.0)   4   1
   5 吉澤 虎伯(6) 菅野小     14.33 (+0.8)   6   2
   6 片桐 拓真(5) 菅野小     14.49 (+1.4)   5   1
   7 原 大輝(6) 清水小     14.50 (+2.0)   4   2
   8 金子 楽斗(6) 芝沢小     14.53 (+1.4)   5   2
   9 菅原 京太(6) 梓川小     14.58 (+0.4)   2   1
  10 宍戸 智也(6) 芝沢小     14.61 (+0.4)   2   2
  11 石田 朗雅(5) 旭町小     14.71 (+2.3)   7   1
  12 大野 蒼真(6) 芝沢小     14.81 (+0.9)   1   1
  13 窪寺 友哉(6) 田川小     14.98 (+2.3)   7   2
  14 柳澤 瑞輝(6) 田川小     15.15 (+0.5)   3   3
  14 櫻井 秀瑛(6) 今井小     15.15 (+0.8)   6   3
  16 百瀬 虎大朗(6) 鎌田小     15.16 (+0.4)   2   3
  17 芳賀 大晴(6) 芝沢小     15.18 (+0.8)   6   4
  18 丸山 逞斗(4) 梓川小     15.19 (+1.4)   5   3
  19 竹花 陸(5) 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ     15.21 (+0.8)   6   5
  20 武田 龍治(5) 鎌田小     15.24 (+0.9)   1   2
  20 浅村 汰壱(6) 山辺小     15.24 (+1.4)   5   4
  22 青栁 颯(5) 筑摩小     15.40 (+0.9)   1   3
  23 根橋 建介(5) 旭町小     15.46 (+0.4)   2   4
  24 市川 圭斗(6) 並柳小     15.47 (+0.8)   6   6
  25 柳澤 秀哉(5) 梓川小     15.48 (+2.3)   7   3
  25 吉田 翔(5) 今井小     15.48 (+1.4)   5   5
  27 瀧澤 虹陽(5) 本郷小     15.51 (+2.3)   7   4
  27 松本 優人(6) 清水小     15.51 (+1.4)   5   6
  29 赤羽 大夢(5) 筑摩小     15.52 (+2.3)   7   5
  30 村松 凌典(6) 田川小     15.55 (+0.4)   2   5
  31 桃井 盛那(6) 今井小     15.57 (+0.5)   3   4
  32 重田 篤希(6) 山辺小     15.61 (+0.4)   2   6
  33 相馬 健吾(5) 鎌田小     15.63 (+0.5)   3   5
  34 林 裕雅(5) 開智小     15.65 (+2.3)   7   6
  34 安生 蒼空(5) 並柳小     15.65 (+1.4)   5   7
  36 島崎 理央(5) 旭町小     15.72 (+0.5)   3   6
  37 山口 洸斗(5) ｺﾒｯﾄ波田     15.83 (+1.4)   5   8
  38 小山 哲(4) 旭町小     15.85 (+0.9)   1   4
  39 丸山 佳祐(6) 岡田小     15.87 (+2.0)   4   3
  40 古野 幌大(5) ｺﾒｯﾄ波田     15.98 (+0.4)   2   7
  41 八田 爽羽(4) 大野川小     16.01 (+2.3)   7   7
  42 酒本 悠慎(4) 鎌田小     16.04 (+2.0)   4   4
  43 宮入 大輝(5) 並柳小     16.06 (+2.0)   4   5
  44 赤羽 大空(6) 明善小     16.10 (+0.5)   3   7
  45 大月 隼(6) 田川小     16.14 (+0.9)   1   5
  46 冨田 隆嗣(5) ｺﾒｯﾄ波田     16.32 (+0.8)   6   7
  47 片倉 彪我(4) 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ     16.34 (+0.9)   1   6
  48 竹内 煌晴(5) 本郷小     16.54 (+0.8)   6   8
  49 今井 優希(5) 並柳小     16.62 (+0.4)   2   8
  50 酒井 奎太(5) 本郷小     16.68 (+2.0)   4   6
  51 躑躅 琉唯(4) 寿小     16.73 (+0.5)   3   8
  52 小松 琉生(4) 開智小     16.92 (+0.9)   1   7
  53 大留 朝陽(6) 清水小     16.96 (+0.5)   3   9
  54 小林 昌弘(4) 芳川小     17.09 (+0.9)   1   8
  55 小林 大航(4) 菅野小     17.31 (+0.4)   2   9
  56 川上 陽翔(4) 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ     17.32 (+2.0)   4   7
  57 稲田 太一(4) 寿小     17.34 (+0.9)   1   9
  58 沓掛 朔也(4) 山辺小     17.70 (+2.0)   4   8
  59 三代澤 昊太(4) 寿小     20.07 (+2.3)   7   8
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所属名

  323
  286

小学4_6男子

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 順位記録（風） 組



決勝 10月8日 11:25

[ 1組] [ 2組]

 1 杉原 立樹(6)   3:24.41  1 冨永 大輔(6)   3:19.65 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ 筑摩小 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 山辺小

 2 三浦 快介(6)   3:36.54  2 小林 亮太(5)   3:30.28 
ﾐｳﾗ ｶｲｽｹ 清水小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 梓川小

 3 中村 遥斗(6)   3:36.62  3 丸山 辰樹(6)   3:34.43 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙﾄ 梓川小 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｷ 開智小

 4 水野 琉斗(5)   3:38.37  4 古澤 昇吾(5)   3:35.09 
ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳﾄ ｺﾒｯﾄ波田 ﾌﾙｻﾜ ｼｮｳｺﾞ 芝沢小

 5 高尾 直柔(6)   3:42.64  5 濱野 大輝(4)   3:37.42 
ﾀｶｵ ﾅｵﾅﾘ 芳川小 ﾊﾏﾉ ﾀﾞｲｷ 芳川小

 6 今井 亮輔(4)   3:43.90  6 中山 太智(5)   3:38.39 
ｲﾏｲ ﾘｮｳｽｹ 並柳小 ﾅｶﾔﾏ ﾀｲﾁ ｺﾒｯﾄ波田

 7 平野 泰士(5)   3:46.40  7 谷口 大起(4)   3:42.82 
ﾋﾗﾉ ﾔｽｼ 開智小 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 梓川小

 8 清水 和玖(4)   3:47.22  8 小澤 周平(6)   3:55.76 
ｼﾐｽﾞ ﾜｸ 島内小 ｵｻﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ 大野川小

 9 中村 星斗(4)   3:53.26  9 小林 陽琉(4)   3:58.24 
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳ 梓川小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ 鎌田小

10 堀井 宏輝(4)   4:08.68 10 平山 将大(4)   3:58.25 
ﾎﾘｲ ﾋﾛｷ 二子小 ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ 島内小

11 水鳥 悠(6)   4:09.62 11 酒井 大貴(4)   4:06.58 
ﾐｽﾞﾄﾘ ﾕｳ 鎌田小 ｻｶｲ ﾀｲｷ ｺﾒｯﾄ波田

12 大澤 翔太(5)   4:11.90 12 佐藤 雅浩(4)   4:09.16 
ｵｵｻﾜ ｼｮｳﾀ ｺﾒｯﾄ波田 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾄ 鎌田小

13 稲沼 睦月(6)   4:14.26 13 本郷 汰地(4)   4:10.84 
ｲﾅﾇﾏ ﾑﾂｷ 山辺小 ﾎﾝｺﾞｳ ﾀｲﾁ 島内小

14 五味 直登(4)   4:15.87 14 中島 健裕(4)   4:13.17 
ｺﾞﾐ ﾅｵﾄ 島内小 ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝｽｹ 並柳小

15 小松 海斗(5)   4:16.61 15 宇都宮 創太(5)   4:16.37 
ｺﾏﾂ ｶｲﾄ 開智小 ｳﾂﾉﾐﾔ ｿｳﾀ 二子小

16 鈴木 亮吾(5)   4:16.70 16 兼子 大(4)   4:19.75 
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｺﾞ 田川小 ｶﾈｺ ﾀﾞｲ 山辺小

17 櫻井 亮太(4)   4:16.81 
ｻｸﾗｲ ﾘｮｳﾀ 鎌田小

12   242

10   385

2   359

9   211

6   357

14   356

3   111

16   304

1   213

4   261

記録／備考
8   256

15   158

順 No.

11   199

所属名

4   219

13   394

5   170

7   124

8   203

12   340

16   237

11   347

2   214

15   122

17   173

10   370

14   209

7   349

1   388

5   379

13   174

9   117

3   317

6   297

小学4_6男子

1000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 冨永 大輔(6) 山辺小     3:19.65   2   1
   2 杉原 立樹(6) 筑摩小     3:24.41   1   1
   3 小林 亮太(5) 梓川小     3:30.28   2   2
   4 丸山 辰樹(6) 開智小     3:34.43   2   3
   5 古澤 昇吾(5) 芝沢小     3:35.09   2   4
   6 三浦 快介(6) 清水小     3:36.54   1   2
   7 中村 遥斗(6) 梓川小     3:36.62   1   3
   8 濱野 大輝(4) 芳川小     3:37.42   2   5
   9 水野 琉斗(5) ｺﾒｯﾄ波田     3:38.37   1   4
  10 中山 太智(5) ｺﾒｯﾄ波田     3:38.39   2   6
  11 高尾 直柔(6) 芳川小     3:42.64   1   5
  12 谷口 大起(4) 梓川小     3:42.82   2   7
  13 今井 亮輔(4) 並柳小     3:43.90   1   6
  14 平野 泰士(5) 開智小     3:46.40   1   7
  15 清水 和玖(4) 島内小     3:47.22   1   8
  16 中村 星斗(4) 梓川小     3:53.26   1   9
  17 小澤 周平(6) 大野川小     3:55.76   2   8
  18 小林 陽琉(4) 鎌田小     3:58.24   2   9
  19 平山 将大(4) 島内小     3:58.25   2  10
  20 酒井 大貴(4) ｺﾒｯﾄ波田     4:06.58   2  11
  21 堀井 宏輝(4) 二子小     4:08.68   1  10
  22 佐藤 雅浩(4) 鎌田小     4:09.16   2  12
  23 水鳥 悠(6) 鎌田小     4:09.62   1  11
  24 本郷 汰地(4) 島内小     4:10.84   2  13
  25 大澤 翔太(5) ｺﾒｯﾄ波田     4:11.90   1  12
  26 中島 健裕(4) 並柳小     4:13.17   2  14
  27 稲沼 睦月(6) 山辺小     4:14.26   1  13
  28 五味 直登(4) 島内小     4:15.87   1  14
  29 宇都宮 創太(5) 二子小     4:16.37   2  15
  30 小松 海斗(5) 開智小     4:16.61   1  15
  31 鈴木 亮吾(5) 田川小     4:16.70   1  16
  32 櫻井 亮太(4) 鎌田小     4:16.81   1  17
  33 兼子 大(4) 山辺小     4:19.75   2  16
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順位記録 組

  199
  261

  256
  317
  158

所属名順位 No. 氏  名

小学4_6男子

1000m
タイムレース



決勝 10月8日 14:25

[ 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   2 今井小   233 桃井 盛那(6)     57.00  1   4 芝沢小   262 宍戸 智也(6)     56.01 

ｲﾏｲｼｮｳ ﾓﾓｲ ｾﾅ ｼﾊﾞｻﾞﾜｼｮｳ ｼｼﾄﾞ ﾄﾓﾔ
  231 大槻 剛渡(6)   266 大野 蒼真(6)

ｵｵﾂｷ ﾀｹﾄ ｵｵﾉ ｿｳﾏ
  236 櫻井 秀瑛(6)   268 芳賀 大晴(6)

ｻｸﾗｲ ｼｭｳｴｲ ﾊｶﾞ ﾀｲｾｲ
  235 杣谷 行志朗(6)   260 金子 楽斗(6)

ｿﾏﾀﾆ ｺｳｼﾛｳ ｶﾈｺ ｶﾞｸﾄ
 2   8 梓川小   161 菅原 太河(4)     57.08  2   9 並柳小(A)   376 橋本 博人(6)     57.41 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳ ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｶﾞ ﾅﾐﾔﾅｷﾞｼｮｳA ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ
  160 菅原 京太(6)   377 合葉 太飛(6)

ｽｶﾞﾜﾗ ｷｮｳﾀ ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ
  155 丸山 逞斗(4)   374 伊吹 琉空(6)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾄ ｲﾌﾞｷ ﾙｶ
  176 輪湖 颯(6)   380 市川 圭斗(6)

ﾜｺ ﾊﾔﾄ ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ
 3   5 ｺﾒｯﾄ波田(A)   134 木下 慎太郎(6)     58.15  3   6 山辺小   244 酒井 大祐(6)     59.73 

ｺﾒｯﾄﾊﾀA ｷﾉｼﾀ ｼﾝﾀﾛｳ ﾔﾏﾍﾞｼｮｳ ｻｶｲ ﾀﾞｲｽｹ
  140 髙木 遼磨(6)   245 重田 篤希(6)

ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾏ ｼｹﾞﾀ ｱﾂｷ
  112 小口 翔(6)   240 梶川 新(6)

ｵｸﾞﾁ ｶｹﾙ ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ
  127 唐沢 直弥(6)   249 浅村 汰壱(6)

ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾔ ｱｻﾑﾗ ﾀｲﾁ
 4   7 筑摩小   324 有江 禅(5)   1:00.92  4   3 田川小   339 大月 隼(6)   1:00.17 

ﾂｶﾏｼｮｳ ｱﾘｴ ｾﾞﾝ ﾀｶﾞﾜｼｮｳ ｵｵﾂｷ ﾊﾔﾄ
  319 青栁 颯(5)   341 柳澤 瑞輝(6)

ｱｵﾔｷﾞ ﾊﾔﾃ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｽﾞｷ
  320 赤羽 大夢(5)   337 村松 凌典(6)

ｱｶﾊﾈ ﾋﾛﾑ ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ
  323 百瀬 稜(5)   332 窪寺 友哉(6)

ﾓﾓｾ ﾘｮｳ ｸﾎﾞﾃﾞﾗ ﾄﾓﾔ
 5   4 清水小   297 三浦 快介(6)   1:01.00  5   5 鎌田小   218 武田 龍治(5)   1:01.60 

ｼﾐｽﾞｼｮｳ ﾐｳﾗ ｶｲｽｹ ｶﾏﾀﾞｼｮｳ ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ
  299 大留 朝陽(6)   212 酒本 悠慎(4)

ｵｵﾄﾒ ｱｻﾋ ｻｹﾓﾄ ﾕｳﾏ
  298 松本 優人(6)   214 水鳥 悠(6)

ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ ﾐｽﾞﾄﾘ ﾕｳ
  296 原 大輝(6)   217 百瀬 虎大朗(6)

ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ ﾓﾓｾ ｺﾀﾛｳ
 6   1 並柳小(B)   384 大森 翔太(5)   1:02.37  6   7 旭町小   144 森山 嶺馬(5)   1:03.25 

ﾅﾐﾔﾅｷﾞｼｮｳB ｵｵﾓﾘ ｼｮｳﾀ ｱｻﾋﾏﾁｼｮｳ ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳﾏ
  375 宮入 大輝(5)   147 中村 駿汰(4)

ﾐﾔｲﾘ ﾊﾙｷ ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ
  378 今井 優希(5)   141 阿部 康介(4)

ｲﾏｲ ﾕｳｷ ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ
  373 安生 蒼空(5)   142 根橋 建介(5)

ｱﾝｼﾞｮｳ ｿﾗ ﾈﾊﾞｼ ｹﾝｽｹ
 7   6 岡田小   194 田多井 信吾(5)   1:03.24  7   2 島内小   357 本郷 汰地(4)   1:05.29 

ｵｶﾀﾞｼｮｳ ﾀﾀｲ ｼﾝｺﾞ ｼﾏｳﾁｼｮｳ ﾎﾝｺﾞｳ ﾀｲﾁ
  184 古畑 晴月(5)   342 黄木 秀悟(4)

ﾌﾙﾊﾀ ﾊﾚﾙ ｵｳｷﾞ ｼｭｳｺﾞ
  197 矢口 恩(5)   356 平山 将大(4)

ﾔｸﾞﾁ ﾒｸﾞﾑ ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ
  195 田中 琉斗(5)   349 清水 和玖(4)

ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ ｼﾐｽﾞ ﾜｸ
 8   3 二子小   360 鬼頭 快成(5)   1:04.47  8   8 ｺﾒｯﾄ波田(B)   108 根本 昊太(5)   1:05.89 

ﾌﾀｺﾞｼｮｳ ｷﾄｳ ｶｲｾｲ ｺﾒｯﾄﾊﾀB ﾈﾓﾄ ｺｳﾀ
  371 林 優臣(5)   115 上条 優雅(4)

ﾊﾔｼ ﾕｳｼﾞﾝ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｶﾞ
  368 中平 遥(5)   116 森本 快(5)

ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾊﾙ ﾓﾘﾓﾄ ｶｲ
  366 大月 佑太(5)   138 甕 昴琉(4)

ｵｵﾂｷ ﾕｳﾀ ﾓﾀｲ ｽﾊﾞﾙ
 9   9 大野川小   307 齋藤 圭吾(4)   1:05.10 

ｵｵﾉｶﾞﾜｼｮｳ ｻｲﾄｳ ｹｲｺﾞ
  305 八懸 一星(5)

ﾔﾂｶﾞｹ ｲｯｾ
  306 八田 爽羽(4)

ﾊｯﾀ ｿｳﾊ
  304 小澤 周平(6)

ｵｻﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ

   1 芝沢小     56.01 宍戸 智也(6) 大野 蒼真(6) 芳賀 大晴(6) 金子 楽斗(6)   2   1
   2 今井小     57.00 桃井 盛那(6) 大槻 剛渡(6) 櫻井 秀瑛(6) 杣谷 行志朗(6)   1   1
   3 梓川小     57.08 菅原 太河(4) 菅原 京太(6) 丸山 逞斗(4) 輪湖 颯(6)   1   2
   4 並柳小(A)     57.41 橋本 博人(6) 合葉 太飛(6) 伊吹 琉空(6) 市川 圭斗(6)   2   2
   5 ｺﾒｯﾄ波田(A)     58.15 木下 慎太郎(6) 髙木 遼磨(6) 小口 翔(6) 唐沢 直弥(6)   1   3
   6 山辺小     59.73 酒井 大祐(6) 重田 篤希(6) 梶川 新(6) 浅村 汰壱(6)   2   3
   7 田川小   1:00.17 大月 隼(6) 柳澤 瑞輝(6) 村松 凌典(6) 窪寺 友哉(6)   2   4
   8 筑摩小   1:00.92 有江 禅(5) 青栁 颯(5) 赤羽 大夢(5) 百瀬 稜(5)   1   4
   9 清水小   1:01.00 三浦 快介(6) 大留 朝陽(6) 松本 優人(6) 原 大輝(6)   1   5
  10 鎌田小   1:01.60 武田 龍治(5) 酒本 悠慎(4) 水鳥 悠(6) 百瀬 虎大朗(6)   2   5
  11 並柳小(B)   1:02.37 大森 翔太(5) 宮入 大輝(5) 今井 優希(5) 安生 蒼空(5)   1   6
  12 岡田小   1:03.24 田多井 信吾(5) 古畑 晴月(5) 矢口 恩(5) 田中 琉斗(5)   1   7
  13 旭町小   1:03.25 森山 嶺馬(5) 中村 駿汰(4) 阿部 康介(4) 根橋 建介(5)   2   6
  14 二子小   1:04.47 鬼頭 快成(5) 林 優臣(5) 中平 遥(5) 大月 佑太(5)   1   8
  15 大野川小   1:05.10 齋藤 圭吾(4) 八懸 一星(5) 八田 爽羽(4) 小澤 周平(6)   1   9
  16 島内小   1:05.29 本郷 汰地(4) 黄木 秀悟(4) 平山 将大(4) 清水 和玖(4)   2   7
  17 ｺﾒｯﾄ波田(B)   1:05.89 根本 昊太(5) 上条 優雅(4) 森本 快(5) 甕 昴琉(4)   2   8

タイムレース

順位 所属名 記録
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決勝 10月8日  9:00

梶川 新(6)   3.32   3.67   3.77    3.77 
ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ 山辺小   +0.8   -0.9   -0.8    -0.8
酒井 大祐(6)   3.50   3.34   3.46    3.50 
ｻｶｲ ﾀﾞｲｽｹ 山辺小   +1.0   -1.4   -1.7    +1.0
菅原 太河(4)   3.46   3.48   3.03    3.48 
ｽｶﾞﾜﾗ ﾀｲｶﾞ 梓川小   +0.4   -1.8   -0.5    -1.8
山本 健流(5)   3.43   3.23   3.18    3.43 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 田川小   +1.4   -1.9   -0.1    +1.4
高見澤 凜太稜(4)   3.42   3.09   3.40    3.42 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 梓川小   +0.7   +0.6   +0.2    +0.7
中村 優作(5)   3.14   3.31   3.42    3.42 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｻｸ 芝沢小   +3.2   +1.3   +1.2    +1.2
村松 洸典(4)   3.20   2.93   3.33    3.33 
ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｽｹ 田川小   +0.3   -0.1   -3.0    -3.0
下原 斗輝(5)   3.31   2.59   3.27    3.31 
ｼﾓﾊﾗ ﾄｷ 今井小   +4.1   +2.5   -0.7    +4.1
八懸 一星(5)   3.28   3.15   2.87    3.28 
ﾔﾂｶﾞｹ ｲｯｾ 大野川小   +0.6   -0.2   -3.0    +0.6
伊藤 仁城(5)   3.26   3.17   3.20    3.26 
ｲﾄｳ ﾏｻｷ ｺﾒｯﾄ波田   -0.2   +0.1   -3.0    -0.2
勝部 尚生(6)   3.16   3.21    x    3.21 
ｶﾂﾍﾞ ﾅｵｷ 二子小   -1.2   -2.3    -2.3
坂本 優気(4)   3.15   2.74   2.74    3.15 
ｻｶﾓﾄ ﾕｳｷ 田川小   -0.7   +0.3   -4.6    -0.7
伊藤 心(5)   3.13   3.06   2.57    3.13 
ｲﾄｳ ｼﾝ 寿小   +4.0   -1.4   +0.6    +4.0
中澤 藍希(5)   2.98   2.90    x    2.98 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱｲｷ 山辺小   -1.5   -1.1    -1.5
西沢 爽人(5)   2.95    x   2.72    2.95 
ﾆｼｻﾞﾜ ｱｷﾄ ｺﾒｯﾄ波田   +1.7   -3.1    +1.7
岡本 咲哉(4)   2.79   2.86   2.83    2.86 
ｵｶﾓﾄ ｻｸﾔ 田川小   +0.6   -0.4   +0.8    -0.4
千野 功樹(4)   2.63   2.84   2.65    2.84 
ﾁﾉ ｲｻｷ 梓川小   -1.5    0.0   -4.7     0.0
赤廣 雅人(5)    x   2.75   2.43    2.75 
ｱｺｳ ﾏｻﾄ 島内小   -0.7   -1.0    -0.7
百瀬 悠生(4)   2.46   2.65   2.61    2.65 
ﾓﾓｾ ﾕｳｷ ｺﾒｯﾄ波田   +1.3   -1.2   -1.8    -1.2
倉田 海渡(4)   2.59   2.38   2.29    2.59 
ｸﾗﾀ ｶｲﾄ 梓川小   +1.1   -2.5   -4.0    +1.1
川久保 勝晟(5)   2.53   2.28   2.25    2.53 
ｶﾜｸﾎﾞ ｶｲｾｲ 芝沢小   +3.5   -1.0   +0.4    +3.5
大池 蒼也(4)   2.38    x   2.21    2.38 
ｵｵｲｹ ｿｳﾔ 芝沢小   +1.2   -0.6    +1.2
黒坂 唯一(6) 欠場
ｸﾛｻｶ ﾕｲﾂ 二子小

22 10   265

17   362

20 23   167

21 4   264

18 5   351

19 18   129

16 6   330

17 21   165

14 16   252

15 20   118

12 3   333

13 1   272

10 22   101

11 15   363

8 9   220

9 19   305

6 8   267

7 13   338

4 11   334

5 2   157

2 12   244

3 14   161

記録 備考

1 7   240

-3-
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決勝 10月8日  9:00

杣谷 行志朗(6)
ｿﾏﾀﾆ ｺｳｼﾛｳ 今井小
袖山 虎太郎(6)
ｿﾃﾞﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 梓川小
大槻 剛渡(6)
ｵｵﾂｷ ﾀｹﾄ 今井小
黄木 雄斗(5)
ｵｳｷﾞ ﾕｳﾄ 島内小
山口 陸哉(6)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸﾔ 岡田小
田中 旭(4)
ﾀﾅｶ ｱｻﾋ 芳川小
松田 真武(5)
ﾏﾂﾀﾞ ﾏﾅﾌﾞ 梓川小
東城 信暉(6)
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾉﾌﾞｱｷ 山辺小
矢口 匠(4)
ﾔｸﾞﾁ ﾀｸﾐ ｺﾒｯﾄ波田
安坂 充瑠(4)
ｱｻﾞｶ ﾐﾂﾙ 筑摩小
齋藤 圭吾(4)
ｻｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 大野川小
丸山 智稜(6)
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾀｶ 梓川小
黄木 秀悟(4)
ｵｳｷﾞ ｼｭｳｺﾞ 島内小
西塔 康太(4)
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 芝沢小
山﨑 将太郎(4)
ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 大野川小
黒田 真汰(4)
ｸﾛﾀﾞ ｼﾝﾀ ｺﾒｯﾄ波田
田中 大稀(4)
ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 今井小

小学4_6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- -3- 記録 備考
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2 16

4 17   343
   o

 45.45    o
  168

   o

   o  38.52  38.52 

5 11   188
   o    o  36.60  36.60 

 33.75 

7 12   159
   o    o  31.65  31.65 

6 9

8 4   253
   o

   o    o
  393

 33.75

 30.30    o  30.30 

9 7   135
 29.99    o    x  29.99 

 28.48 

11 3   307
   o  28.27    o  28.27 

10 13

12 14   154
   o

   x  28.48
  310

   x

 27.17    o  27.17 

13 15   342
   o  25.12    o  25.12 

 25.03 

15 1   303
 24.85    o    o  24.85 

14 8

16 5   107
   o

 25.03    o
  263

   x

   o  18.20  18.20 

17 2   232
   x   9.40    o   9.40



予選 10月8日 12:25
決勝 10月8日 15:15

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +1.8

 1 伊東 慶人(1)     12.87 Q  1 森 遼己(1)     13.02 Q
ｲﾄｳ ｹｲﾄ 松本秀峰中 ﾓﾘ ﾊﾙｷ 信明中

 2 山本 海斗(2)     12.97 q  2 平本 夏輝(2)     13.25 
ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ 鉢盛中 ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂｷ 附属松本中

 3 古田 海輝(1)     13.11 q  3 小林 京生(1)     13.78 
ﾌﾙﾀ ｱｷ 丸ﾉ内中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ 松島中

 4 中村 恵輔(2)     13.39  4 上條 楓希(1)     14.09 
ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 高綱中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾌｳｷ 鉢盛中

 5 小野澤 巧光(1)     14.62  5 土川 航志郎(2)     14.62 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 菅野中 ﾂﾁｶﾜ ｺｳｼﾛｳ 梓川中

 6 黒岩 航平(1)     15.04  6 春宮 勇也(1)     15.37 
ｸﾛｲﾜ ｺｳﾍｲ 松島中 ﾊﾙﾐﾔ ﾕｳﾔ 波田中

 7 小池 楽穫(1)     15.05  7 吉田 晴太(1)     15.49 
ｺｲｹ ﾗｸ 附属松本中 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾀ 清水中

 8 笠井 留偉(1)     15.73  8 清水 悠利(1)     15.69 
ｶｻｲ ﾙｲ 梓川中 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 開成中
泰永 新(2)  9 本田 智哉(1)     15.84 
ﾔｽﾅｶﾞ ｱﾗﾀ 波田中 ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾔ 菅野中

[ 3組] 風速 +0.8 [ 4組] 風速 -0.6

 1 村上 裕太郎(2)     12.51 Q  1 渡辺 丈晴(2)     12.26 Q
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 菅野中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ 筑摩野中

 2 小坂 駿翔(1)     12.68 q  2 田中 幸輔(1)     13.23 
ｺｻｶ ｼｭﾝﾄ 丸ﾉ内中 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 菅野中

 3 佐藤 寿樹(1)     13.09 q  3 召田 積技(1)     13.84 
ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 附属松本中 ﾒｽﾀﾞ ﾂﾑｷﾞ 松島中

 4 竹内 勇貴(1)     13.29  4 篠﨑 幸樹(2)     14.05 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 松島中 ｼﾉｻﾞｷ ｺｳｷ 附属松本中

 5 佐々木 真事(1)     13.60  5 伊藤 愛斗(1)     14.34 
ｻｻｷ ﾏｺﾄ 清水中 ｲﾄｳ ｱｲﾄ 山辺中

 6 五味 叶羽(1)     14.11  6 小田 隼斗(1)     14.97 
ｺﾞﾐ ｶﾅｳ 波田中 ｵﾀﾞ ﾊﾔﾄ 開成中

 7 麻原 彌仁(1)     15.04  7 高橋 将詠(1)     15.78 
ｱｻﾊﾗ ﾔﾄ 鉢盛中 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｴｲ 梓川中

 8 小澤 一稀(1)     17.88 有村 尋仁(2)
ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 梓川中 ｱﾘﾑﾗ ﾋﾛﾄ 鉢盛中

風速 +1.8

 1 渡辺 丈晴(2)     12.19 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ 筑摩野中

 2 村上 裕太郎(2)     12.48 
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 菅野中

 3 森 遼己(1)     12.69 
ﾓﾘ ﾊﾙｷ 信明中

 4 小坂 駿翔(1)     12.93 
ｺｻｶ ｼｭﾝﾄ 丸ﾉ内中

 5 佐藤 寿樹(1)     13.22 
ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 附属松本中

 6 山本 海斗(2)     13.29 
ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ 鉢盛中

 7 伊東 慶人(1)     13.34 
ｲﾄｳ ｹｲﾄ 松本秀峰中

 8 古田 海輝(1)     13.44 
ﾌﾙﾀ ｱｷ 丸ﾉ内中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学男子

100m
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

1  7437

所属名 記録／備考
6  7518

7  7203

9  7036

3  7189

8  7097

4  7491

No. 氏  名 所属名

5  7400
欠場

順

2  7345

4  7478

7  7098

記録／備考
6  7017

ﾚｰﾝ

3  7342

9  7410

8  7445

1  7137

2  7200

5  6955

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

7  7494

4  7233

6  7033

8  7099

2  6947 6  7166

3  7444

5  7353

9  7409

順 ﾚｰﾝ No.
4  7243

5  7093

8  7481

3  7202

2  7355

9  7438

7  7133

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  7017

5  7243

7  7233

8  7437

9  7033

3  7494

4  7518

2  7036



予選 10月8日  9:35
決勝 10月8日 15:00

[ 1組] [ 2組]

 1 内山 陽向(2)     57.12 Q  1 森 拓己(2)     55.41 Q
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾅﾀ 丸ﾉ内中 ﾓﾘ ﾀｸﾐ 信明中

 2 太田 夏暉(2)     59.67 Q  2 白井 唯斗(2)     58.54 Q
ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 信明中 ｼﾗｲ ﾕｲﾄ 梓川中

 3 今井 悠一郎(2)   1:02.52 Q  3 河野 統徳(1)     58.72 Q
ｲﾏｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ 附属松本中 ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園中

 4 吉崎 光起(2)   1:03.10  4 河合 輝(3)     59.24 q
ﾖｼｻﾞｷ ﾐﾂｷ 梓川中 ｶﾜｲ ｱｷﾗ 松本秀峰中

 5 床尾 礼(1)   1:11.04  5 近藤 大介(1)   1:02.00 q
ﾄｺｵ ﾚｲ 清水中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 鉢盛中

 6 寺島 弥輝(1)   1:12.79  6 坂之上 碧(1)   1:03.90 
ﾃﾗｼﾏ ﾋﾛｷ 鉢盛中 ｻｶﾉｳｴ ﾋｶﾙ 附属松本中
樋口 仁志(1) 吉崎 寿起(1)
ﾋｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 附属松本中 ﾖｼｻﾞｷ ﾄｼｷ 梓川中
古畑 秀都(2)
ﾌﾙﾊﾀ ｼｭｳﾄ 波田中

 1 森 拓己(2)     54.67 
ﾓﾘ ﾀｸﾐ 信明中

 2 河合 輝(3)     57.61 
ｶﾜｲ ｱｷﾗ 松本秀峰中

 3 白井 唯斗(2)     58.36 
ｼﾗｲ ﾕｲﾄ 梓川中

 4 河野 統徳(1)     58.86 
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園中

 5 太田 夏暉(2)   1:00.22 
ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 信明中

 6 近藤 大介(1)   1:01.20 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 鉢盛中

 7 今井 悠一郎(2)   1:01.84 
ｲﾏｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ 附属松本中
内山 陽向(2)
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾅﾀ 丸ﾉ内中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学男子

400m
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

8  7012

所属名 記録／備考
6  7032

2  6950

3  7480

5  7368

 7401
欠場

4  7443

7  7496

所属名 記録／備考
3  7015

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7  7500

5  7516

8  7341

2  7493

4  7351

6  7441

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場
9

5  7341

6  7015

2  7516

3  7441

8  7500

4  7012

失格

9  7480

7  7032



決勝 10月8日 15:30

 1 安坂 光瑠(2)   9:54.70 
ｱｻﾞｶ ﾋｶﾙ 開成中

 2 横川 樹(2)  11:12.85 
ﾖｺｶﾜ ｲﾂｷ 梓川中

 3 永津 幹一(2)  11:27.88 
ﾅｶﾞﾂ ｶﾝｲﾁ 附属松本中

 4 阿部 賢士(1)  11:29.73 
ｱﾍﾞ ｹﾝｼ 開成中

 5 中垣 智洋(2)  12:59.10 
ﾅｶｶﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 附属松本中

中学男子

3000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

1  7455

2  7128

3  7367

4  7134

5  7469



決勝 10月8日 14:40

 1 椋野 寛大(2)   4:38.02 
ﾑｸﾉ ｶﾝﾀ 附属松本中

 2 永田 宗太郎(2)   4:54.09 
ﾅｶﾞﾀ ｿｳﾀﾛｳ 附属松本中

 3 野瀬 杜馬(1)   4:54.15 
ﾉｾ ﾄｳﾏ 梓川中

 4 古畑 充稀(2)   5:01.13 
ﾌﾙﾊﾀ ﾐｽﾞｷ 信明中

 5 清水 遥斗(1)   5:02.92 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 附属松本中

 6 武藤 珠樹(2)   5:02.95 
ﾑﾄｳ ﾀﾏｷ 筑摩野中

 7 中野 晃(1)   5:12.13 
ﾅｶﾉ  ｱｷﾗ 鎌田中

 8 田口 隼人(1)   5:18.69 
ﾀｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 松本秀峰中

 9 酒井 涼希(2)   5:34.26 
ｻｶｲ ﾘｮｳｷ 附属松本中

10 新宮 彩巴(1)   5:54.24 
ｼﾝｸﾞｳ ｲﾛﾊ 清水中
徳原 伊織(2)
ﾄｸﾊﾗ ｲｵﾘ 高綱中
須澤 洸一郎(1)
ｽｻﾞﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 丸ﾉ内中

3  7190
欠場

4  7035
欠場

10  7454

1  6948

11  6972

9  7517

12  7495

6  7257

5  7349

7  7014

2  7452

8  7482

中学男子

1500m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月8日 11:05

風速 -2.4

 1 濱田 仁介(2)     19.82 
ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞﾝｽｹ 附属松本中

 2 窪田 涼佑(2)     21.09 
ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 附属松本中

 3 木島 拓(1)     21.88 
ｷｼﾞﾏ ﾀｸ 梓川中

 4 斎藤 智也(1)     22.23 
ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ 波田中

 5 鏑木 拓真(1)     22.44 
ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾀｸﾏ 附属松本中

 6 大月 武(1)     22.95 
ｵｵﾂｷ ﾀｹﾙ 梓川中

 7 宮川 永輝(2)     23.94 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｴｲｷ 旭町中

 8 麻原 光稀(1)     26.26 
ｱｻﾊﾗ ｺｳｷ 清水中

 9 上嶋 洋輝(1)     26.80 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 梓川中

中学男子

110mH(0.914m)
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  7347

8  7477

4  7450

9  7352

7  7407

6  7490

3  7350

1  7072

2  6956



予選 10月8日 13:40
決勝 10月8日 16:40

[ 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   3 信明中  7017 森 遼己(1)     49.20 Q  1   6 丸ﾉ内中  7031 野本 駿介(2)     49.02 Q

ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ﾓﾘ ﾊﾙｷ ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ
 7015 森 拓己(2)  7033 小坂 駿翔(1)

ﾓﾘ ﾀｸﾐ ｺｻｶ ｼｭﾝﾄ
 7014 古畑 充稀(2)  7036 古田 海輝(1)

ﾌﾙﾊﾀ ﾐｽﾞｷ ﾌﾙﾀ ｱｷ
 7012 太田 夏暉(2)  7032 内山 陽向(2)

ｵｵﾀ ﾅﾂｷ ｳﾁﾔﾏ ﾋﾅﾀ
 2   4 附属松本中(A)  7450 窪田 涼佑(2)     49.82 Q  2   8 菅野中  7202 田中 幸輔(1)     50.77 Q

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳA ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ
 7452 椋野 寛大(2)  7229 水野 一輝(2)

ﾑｸﾉ ｶﾝﾀ ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞｷ
 7480 今井 悠一郎(2)  7235 山本 隆矢(2)

ｲﾏｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾔ
 7453 伊藤 奨悟(2)  7233 村上 裕太郎(2)

ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ
 3   6 波田中  7407 斎藤 智也(1)     50.23 Q  3   4 松島中  7099 竹内 勇貴(1)     52.68 Q

ﾊﾀﾁｭｳ ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ
 7401 古畑 秀都(2)  7098 小林 京生(1)

ﾌﾙﾊﾀ ｼｭｳﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ
 7403 上條 泰斗(2)  7095 髙橋 輝(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｲﾄ ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ
 7402 遠藤 優大(2)  7093 召田 積技(1)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ ﾒｽﾀﾞ ﾂﾑｷﾞ
 4   2 山辺中  7163 伊藤 優斗(2)     51.84 q  4   5 筑摩野中  7252 土屋 勢那(2)     53.02 q

ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳ ｲﾄｳ ﾕｳﾄ ﾁｸﾏﾉﾁｭｳ ﾂﾁﾔ ｾﾅ
 7165 鳥羽 亮太(2)  7253 小林 文哉(2)

ﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ
 7166 伊藤 愛斗(1)  7244 坂井 俊太郎(2)

ｲﾄｳ ｱｲﾄ ｻｶｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ
 7162 富田 雅也(2)  7243 渡辺 丈晴(2)

ﾄﾐﾀ ﾏｻﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ
 5   5 梓川中  7341 白井 唯斗(2)     53.26  5   2 鉢盛中  7441 近藤 大介(1)     53.58 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳ ｼﾗｲ ﾕｲﾄ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ
 7340 青木 友汰(2)  7437 山本 海斗(2)

ｱｵｷ ﾕｳﾀ ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ
 7342 土川 航志郎(2)  7445 上條 楓希(1)

ﾂﾁｶﾜ ｺｳｼﾛｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾌｳｷ
 7368 吉崎 光起(2)  7444 麻原 彌仁(1)

ﾖｼｻﾞｷ ﾐﾂｷ ｱｻﾊﾗ ﾔﾄ
 6   7 清水中  6950 床尾 礼(1)     53.44  6   7 附属松本中(B)  7496 樋口 仁志(1)     54.63 

ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ﾄｺｵ ﾚｲ ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳB ﾋｸﾞﾁ ﾋﾄｼ
 6955 吉田 晴太(1)  7494 佐藤 寿樹(1)

ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾀ ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ
 6947 佐々木 真事(1)  7491 小池 楽穫(1)

ｻｻｷ ﾏｺﾄ ｺｲｹ ﾗｸ
 6942 萩原 道斗(2)  7493 坂之上 碧(1)

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾁﾄ ｻｶﾉｳｴ ﾋｶﾙ
 7   9 旭町中  7072 宮川 永輝(2)     55.67 

ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾐﾔｶﾞﾜ ｴｲｷ
 7073 杏 朋樹(2)

ｶﾗﾓﾓ ﾄﾓｷ
 7071 太田 来樹(2)

ｵｵﾀ ﾗｲｼﾞｭ
 7070 山田 隼平(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
  8 高綱中(A)  7189 中村 恵輔(2)

ﾀｶﾂﾅﾁｭｳA ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 失格
 7190 徳原 伊織(2) R1(3-4)

ﾄｸﾊﾗ ｲｵﾘ
 7191 有賀 功亮(1)

ｱﾙｶﾞ ｺｳｽｹ
 7192 塩原 慶宣(1)

ｼｵﾊﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ

中学男子

4×100m

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 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 信明中  7017 森 遼己(1)     48.80 

ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ﾓﾘ ﾊﾙｷ
 7015 森 拓己(2)

ﾓﾘ ﾀｸﾐ
 7014 古畑 充稀(2)

ﾌﾙﾊﾀ ﾐｽﾞｷ
 7012 太田 夏暉(2)

ｵｵﾀ ﾅﾂｷ
 2   5 丸ﾉ内中  7031 野本 駿介(2)     49.13 

ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ
 7033 小坂 駿翔(1)

ｺｻｶ ｼｭﾝﾄ
 7036 古田 海輝(1)

ﾌﾙﾀ ｱｷ
 7032 内山 陽向(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾋﾅﾀ
 3   2 山辺中  7163 伊藤 優斗(2)     50.21 

ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳ ｲﾄｳ ﾕｳﾄ
 7165 鳥羽 亮太(2)

ﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ
 7166 伊藤 愛斗(1)

ｲﾄｳ ｱｲﾄ
 7162 富田 雅也(2)

ﾄﾐﾀ ﾏｻﾔ
 4   8 波田中  7407 斎藤 智也(1)     50.22 

ﾊﾀﾁｭｳ ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ
 7401 古畑 秀都(2)

ﾌﾙﾊﾀ ｼｭｳﾄ
 7403 上條 泰斗(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｲﾄ
 7402 遠藤 優大(2)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ
 5   6 菅野中  7202 田中 幸輔(1)     50.53 

ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ
 7229 水野 一輝(2)

ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞｷ
 7235 山本 隆矢(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾔ
 7233 村上 裕太郎(2)

ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ
 6   7 附属松本中(A)  7494 佐藤 寿樹(1)     50.66 

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳA ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ
 7480 今井 悠一郎(2)

ｲﾏｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ
 7453 伊藤 奨悟(2)

ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ
 7450 窪田 涼佑(2)

ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ
 7   9 松島中  7099 竹内 勇貴(1)     52.19 

ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ
 7098 小林 京生(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ
 7095 髙橋 輝(2)

ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ
 7093 召田 積技(1)

ﾒｽﾀﾞ ﾂﾑｷﾞ
 8   3 筑摩野中  7252 土屋 勢那(2)     53.45 

ﾁｸﾏﾉﾁｭｳ ﾂﾁﾔ ｾﾅ
 7253 小林 文哉(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ
 7244 坂井 俊太郎(2)

ｻｶｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ
 7243 渡辺 丈晴(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ

中学男子

4×100m
決勝



決勝 10月8日 11:30

1m70 1m75 1m80
高田 幸之介(3) - - - - - - - - - o
ﾀｶﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ 旭町中 o o xxx
黒田 海斗(2) - - - - - o o o xxo xxx
ｸﾛﾀﾞ ｶｲﾄ 鎌田中
髙橋 輝(2) - - - o o o xo xxx
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 松島中
伊藤 優斗(2) - - - xo xo o xxx
ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 山辺中
大脇 涼平(2) o o o o o xxx
ｵｵﾜｷ ﾘｮｳﾍｲ 梓川中
太田 来樹(2) - o o o xo xxx
ｵｵﾀ ﾗｲｼﾞｭ 旭町中
関本 遊大(1) - - xxo o xo xxx
ｾｷﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 鎌田中
山田 隼平(2) - o o xo xxx
ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 旭町中
三好 駿平(2) o o o xxo xxx
ﾐﾖｼ ｼｭﾝﾍﾟｲ 附属松本中
小澤 慶文(1) o o o xxx
ｵｻﾞﾜ ﾖｼﾌﾐ 清水中

10 1  6946
 1.30

8 2  7070
 1.35

9 5  7456
 1.35

6 4  7071
 1.40

7 10  6973
 1.40

4 6  7163
 1.45

5 3  7366
 1.40

2 8  6971
 1.60

3 7  7095
 1.50

1m60 1m65

1 9  7065
 1.75

記録 備考
1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55

中学男子

走高跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 10月8日 13:30

鳥羽 亮太(2)   5.64   5.50   5.47   5.44   4.70   5.28    5.64 
ﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 山辺中   +2.3   +1.2   +3.5   +0.6   +0.1   +0.1    +2.3
野本 駿介(2)   5.17   4.98   5.41    x    x   5.44    5.44 
ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 丸ﾉ内中   -0.8   +2.0    0.0   +0.3    +0.3
杏 朋樹(2)   4.68   4.75   4.82   5.20    x    x    5.20 
ｶﾗﾓﾓ ﾄﾓｷ 旭町中   +1.5   +3.9   +1.3   -1.2    -1.2
遠藤 優大(2)   4.77   4.58   4.95   5.14   4.75   4.83    5.14 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ 波田中   +5.2   -0.5   +0.6   +1.2   +5.8   -0.3    +1.2
山本 隆矢(2)   4.08    x   5.03   4.81   5.02   4.91    5.03 
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 菅野中   -2.4   -0.4   +0.5   +0.5   -1.4    -0.4
小林 文哉(2)   4.76   4.85   4.49    -    -   4.30    4.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 筑摩野中   +2.0   -0.1   -2.3   -2.1    -0.1
水野 一輝(2)   4.73   4.74   4.51   4.33   4.52   4.49    4.74 
ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞｷ 菅野中   +1.1   -0.6   -0.4   -0.5   -2.3   -0.8    -0.6
塩野崎 秀(1)   4.63   4.60   4.37   4.35   4.58   4.45    4.63 
ｼｵﾉｻﾞｷ ｼｭｳ 梓川中   +2.5   +2.2   +0.6   +0.8   -0.3   -2.5    +2.5
伊藤 奨悟(2)   3.42   3.60   4.58    4.58 
ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 附属松本中   +0.7   +0.7   +3.3    +3.3
土屋 勢那(2)   4.24   4.08   4.11    4.24 
ﾂﾁﾔ ｾﾅ 筑摩野中   +3.0   +1.5   +0.2    +3.0
中沢 真斗(1)    x   4.22   4.10    4.22 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 梓川中   +2.4   +0.2    +2.4
赤廣 大翔(2)   4.15   4.15    x    4.15 
ｱｺｳ ﾋﾛﾄ 松島中   -2.9   +3.0    -2.9
大澤 草為(1)   4.06   3.59   3.56    4.06 
ｵｵｻﾜ ｿｳﾀ 旭町中   +2.5   +1.2   -1.2    +2.5
矢島 聡士(1)   3.59   4.02   3.60    4.02 
ﾔｼﾞﾏ ｻﾄｼ 菅野中   +1.4   -0.6   +0.9    -0.6
塩原 慶宣(1)   3.91   3.63   3.48    3.91 
ｼｵﾊﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 高綱中   +1.2   -1.1   +0.6    +1.2
坂井 俊太郎(2)   3.78    x   3.54    3.78 
ｻｶｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ 筑摩野中   +0.3   +4.2    +0.3
三木 基弘(1)   3.56   3.55   3.24    3.56 
ﾐｷ ﾓﾄﾋﾛ 波田中   -0.8   +0.6   +0.4    -0.8
高村 紘汰(2)   3.55   3.19    x    3.55 
ﾀｶﾑﾗ ｺｳﾀ 波田中   +0.6   +0.9    +0.6
春宮 洸也(1)   2.65   3.08   2.95    3.08 
ﾊﾙﾐﾔ ｺｳﾔ 波田中   -1.3   +4.5   +1.4    +4.5
有賀 功亮(1)   2.17   2.19   2.65    2.65 
ｱﾙｶﾞ ｺｳｽｹ 高綱中   +1.0   +2.9   +0.6    +0.6
塩原 倖太郎(1)   2.49   2.18   2.16    2.49 
ｼｵﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 丸ﾉ内中   +2.4   +2.6   +3.4    +2.4
早川 幹太(2) 欠場
ﾊﾔｶﾜ ｶﾝﾀ 松島中
関本 遊大(1) 欠場
ｾｷﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 鎌田中

中学男子

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 22  7165

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

2 21  7031

3 12  7073

4 20  7402

5 19  7235

6 11  7253

7 16  7229

8 14  7354

9 23  7453

10 9  7252

11 17  7346

12 15  7087

13 5  7074

14 10  7201

15 4  7192

16 6  7244

17 7  7411

18 8  7404

19 3  7405

20 1  7191

21 2  7034

13  7096

18  6973



決勝 10月8日 13:00

池上 大希(3)
ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾛｷ 清水中
神田 雅翔(2)
ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾄ 大野川中
青木 友汰(2)
ｱｵｷ ﾕｳﾀ 梓川中
上條 泰斗(2)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｲﾄ 波田中
水口 拓実(2)
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 菅野中
萩原 道斗(2)
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾁﾄ 清水中
椙浦 大喜(2)
ｽｷﾞｳﾗ ﾀｲｷ 清水中
瀬戸口 冬羽(2)
ｾﾄｸﾞﾁ ﾄﾜ 筑摩野中
富田 雅也(2)
ﾄﾐﾀ ﾏｻﾔ 山辺中
岩垂 真生(2)
ｲﾜﾀﾞﾚ ﾏｵ 菅野中
大澤 真叶(1)
ｵｵｻﾜ ﾏｻﾄ 波田中
塚田 琉生(2)
ﾂｶﾀﾞ ﾘｭｳｷ 梓川中
田中 秀樹(2)
ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 附属松本中
中村 賢将(1)
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｽｹ 梓川中
米久保 光希(1)
ﾖﾈｸﾎﾞ ﾐﾂｷ 波田中
栁澤 健太(1)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹﾝﾀ 波田中
武田 マカナ(1) 欠場
ﾀｹﾀﾞ ﾏｶﾅ 丸ﾉ内中
大宮司 葵生(2) 欠場
ﾀﾞｲｸﾞｳｼﾞ ｱｵｲ 高綱中

中学男子

砲丸投(5.000kg)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

 11.98  11.29

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

  8.25   8.88

記録 備考

1 18  6963
 11.12  11.33  11.88

  9.82  10.12

 11.55  11.98 

2 16  7333
   x  10.17  10.34

  9.03    -

  8.69  10.34 

3 15  7340
  8.94   8.87   9.17

  7.92   8.04

   -  10.12 

4 14  7403
  9.32   7.70   7.68

   -    -

   -   9.32 

5 13  7232
  8.70    x   7.48

  7.80   7.94

  7.96   8.70 

6 17  6942
  8.38   8.00   7.93

  6.67   6.83

   -   8.38 

7 11  6941
  8.37   7.08   7.37   7.08   8.37 

8 12  7255
  7.21   7.06   7.85   7.16   7.85 

9 1  7162
  7.48   7.51   7.52   7.52 

10 8  7227
  7.10   6.29   6.50   7.10 

11 10  7408
  5.06   7.04   6.40   7.04 

12 7  7369
   x   6.49    x   6.49 

13 9  7458
  5.30   5.77   6.42   6.42 

14 5  7348
  6.13   5.61   5.61   6.13 

15 4  7412
  5.20   5.70   5.64   5.70 

16 6  7406
  5.63   5.52   3.78   5.63 

2  7037

3  7188



予選 10月8日 11:55
決勝 10月8日 15:25

[ 1組] 風速 -3.2 [ 2組] 風速 -4.0

 1 安藤 直哉(4)     11.51 Q  1 デーデー ブルーノ(2)     11.60 Q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本大 ﾃﾞｰﾃﾞｰ ﾌﾞﾙｰﾉ 創造学園高

 2 坂中 勇磨(2)     11.73 q  2 柳沢 直生(1)     11.69 q
ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 松商学園高

 3 杏 直樹(2)     11.94  3 藤森 秀貴(4)     12.32 
ｶﾗﾓﾓ ﾅｵｷ 松本工業高 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾃﾞﾀｶ 松本大

 4 小林 知季(1)     12.32  4 林 裕貴(2)     13.08 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 松商学園高 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾀｶ 松本県ヶ丘高

 5 本田 翔哉(1)     12.49  5 宮下 陽平(1)     13.30 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾔ 田川高 ﾐﾔｼﾀ ﾖｳﾍｲ 田川高

 6 美川 貴之(2)     12.75  6 小松 誠     13.89 
ﾐｶﾜ ﾀｶﾕｷ 松本秀峰高 ｺﾏﾂ ﾏｺﾄ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 7 松永 蓮汰(2)     12.91 岩崎 奬輝(2)
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚﾝﾀ 創造学園高 ｲﾜｻｷ ｼｮｳｷ 信州大

 8 堺 信一     14.19 相澤 翼(1)
ｻｶｲ ｼﾝｲﾁ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ ｱｲｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 松本深志高

[ 3組] 風速 -2.0 [ 4組] 風速 -4.0

 1 岩田 晃     11.24 Q  1 高木 佑希     11.66 Q
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 田中 駿祐(1)     11.62 q  2 赤堀 拓夢(3)     12.02 
ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 松本深志高 ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ 田川高

 3 小野澤 達也(2)     11.76 q  3 伊藤 拓海(2)     12.03 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 松本大 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松商学園高

 4 佐竹 哲寛(1)     12.23 丸山 幹稀(1)
ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ 松商学園高 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 松本大

 5 権田 将拓(1)     12.30 矢部 晃(2)
ｺﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 松本蟻ヶ崎高 ﾔﾍﾞ ﾋｶﾙ 松本工業高

 6 小口 優希(2)     12.45 丸田 弘明(4)
ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ 創造学園高 ﾏﾙﾀ ﾋﾛｱｷ 信州大

 7 高木 秀昭     12.71 百瀬 正広(3)
ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 松本陸協 ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ 梓川高

 8 藤島 晋一郎(2)     13.39 丸山 龍之介(2)
ﾌｼﾞｼﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 松本工業高 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 松本深志高

風速 +1.2

 1 岩田 晃     10.92 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 デーデー ブルーノ(2)     10.96 
ﾃﾞｰﾃﾞｰ ﾌﾞﾙｰﾉ 創造学園高

 3 安藤 直哉(4)     11.11 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本大

 4 高木 佑希     11.15 
ﾀｶｷﾞ ﾕｳｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 5 柳沢 直生(1)     11.22 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 松商学園高

 6 坂中 勇磨(2)     11.36 
ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘高

 7 小野澤 達也(2)     11.50 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 松本大

 8 田中 駿祐(1)     11.50 
ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 松本深志高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

一般・高校男子

100m
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

2  2262

所属名 記録／備考
6  1670

3  2179

5  2417

9  2500

 1653

8  2968

4  2502

所属名 記録／備考
9  2513

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4  1686

2  2269

3  2496

5  1666

7  1657

6  2180

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

欠場
8  2254

欠場
7

9  2248

所属名 記録／備考
7    41

6  2368

8  1687

3  2461

2  2420

4  2529

5  1649

所属名 記録／備考
9    42

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3  2466

7  1688

2  2937

5  1656
欠場

6  2163

失格
4  2423

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

欠場
8  2241

欠場

5  2513

所属名 記録／備考
4    41

9  2496

6  1670

7    42

8  2248

3  2262

2  1687



予選 10月8日  9:45
決勝 10月8日 15:05

[ 1組] [ 2組]

 1 伊藤 良多     51.43 Q  1 小林 航(2)     49.88 Q
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 信大病院 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本大

 2 萩 亜斗夢(1)     51.87 Q  2 北野 玄仁(2)     53.03 Q
ﾊｷﾞ ｱﾄﾑ 松本大 ｷﾀﾉ ﾊﾙﾋﾄ 松本県ヶ丘高

 3 山口 竜也(1)     54.64  3 丸山 玲央(2)     53.76 q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 松商学園高 ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松本大

 4 阿部 和裕     57.31  4 竹内 貴史(1)     55.59 
ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 創造学園高

 5 渡邉 駿(1)   1:00.75  5 矢部 晃(2)     56.16 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 田川高 ﾔﾍﾞ ﾋｶﾙ 松本工業高
伊藤 将希  6 塩原 大樹(2)     56.43 
ｲﾄｳ ﾏｻｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 松商学園高
二村 峻平(1)  7 小口 貴也(2)     58.91 
ﾆﾑﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ 松本県ヶ丘高 ｵｸﾞﾁ ﾀｶﾔ 田川高
石曽根 歩(1) 中嶋 謙(1)
ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ 創造学園高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 松商学園高

[ 3組]

 1 水島 優(2)     51.29 Q
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松本大

 2 内山 幹雄     51.79 Q
ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 3 吉田 幹弘     53.54 q
ﾖｼﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 4 徳原 冬威(2)     54.05 
ﾄｸﾊﾗ ﾄｳｲ 松本深志高

 5 小池 孝憲(1)     54.87 
ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ 松商学園高

 6 山﨑 翔馬(2)     57.24 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾏ 松本蟻ヶ崎高
坂中 勇磨(2)
ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘高
伊達 仁哉
ﾀﾞﾃ ﾏｻﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 1 伊藤 良多     50.17 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 信大病院

 2 水島 優(2)     50.43 
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松本大

 3 萩 亜斗夢(1)     51.76 
ﾊｷﾞ ｱﾄﾑ 松本大

 4 北野 玄仁(2)     52.06 
ｷﾀﾉ ﾊﾙﾋﾄ 松本県ヶ丘高

 5 丸山 玲央(2)     54.09 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松本大
吉田 幹弘
ﾖｼﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
内山 幹雄
ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
小林 航(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本大

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

一般・高校男子

400m
予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

9  1678

所属名 記録／備考
3  1655

6  2499

8  1662

欠場

2  1660
欠場

4  2276

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

欠場
5  2512

7  2181

6  2268

所属名 記録／備考
2  1674

4  2423

8  1685

9  2506

5  2495
欠場

3  2467

7  2189

所属名 記録／備考
7  1675

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4  1663

5  2244

6  1661

9  2365

2  2262

3  2464

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

欠場
8  1665

欠場

6  1675

所属名 記録／備考
7  1655

3  1685

8  1678

9  2268

欠場
5  1674

欠場

2  1663
欠場

4  1661



決勝 10月8日 13:10

 1 熊谷 悟(2)   2:02.02 
ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ 創造学園高

 2 中沢 夏輝(2)   2:02.10 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 梓川高

 3 徳原 冬威(2)   2:05.10 
ﾄｸﾊﾗ ﾄｳｲ 松本深志高

 4 逢澤 智広   2:05.47 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本陸協

 5 石井 来弥(2)   2:06.46 
ｲｼｲ ｸﾘﾔ 松本深志高

 6 横山 絢大(2)   2:10.09 
ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ 創造学園高

 7 小口 貴也(2)   2:14.21 
ｵｸﾞﾁ ﾀｶﾔ 田川高

 8 和田 輝(1)   2:16.36 
ﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ 創造学園高

 9 野村 拓未(1)   2:19.89 
ﾉﾑﾗ ﾀｸﾐ 田川高

4  2182

8  2189

1  2511

6  2245

7  2509

2  2244

3    43

5  2530

9  2155

一般・高校男子

800m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月8日 10:20

 1 塩原 大  15:04.87 
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲ 松本陸協

 2 古川 竜大(2)  16:20.93 
ﾌﾙｶﾜ ﾘｭｳﾀ 松本蟻ヶ崎高

 3 百瀬 永吉  16:21.76 
ﾓﾓｾ ﾅｶﾞﾖｼ 松本陸協

 4 久保田 隼仁(1)  17:16.52 
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 創造学園高

 5 野瀬 雅史(1)  17:26.61 
ﾉｾ ﾏｻﾌﾐ 信大医陸

 6 土屋 勇太(2)  17:26.84 
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀ 松本蟻ヶ崎高

 7 百瀬 真悟(2)  18:10.48 
ﾓﾓｾ ｼﾝｺﾞ 松本蟻ヶ崎高

 8 藤井 大治(2)  19:11.70 
ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲﾁ 創造学園高

 9 小澤 賢也(1)  19:33.06 
ｵｻﾞﾜ ｹﾝﾔ 松本蟻ヶ崎高
駒澤 信二
ｺﾏｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 松本陸協
江平 隆司
ｴﾋﾗ ﾘｮｳｼﾞ 松本陸協
小松 晃人(3)
ｺﾏﾂ ｱｷﾄ 創造学園高
二木 敦(1)
ﾌﾀﾂｷﾞ ｱﾂﾔ 梓川高
西村 慶次(2)
ﾆｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ 創造学園高 欠場

11  2171
欠場

13  2525

6    47
欠場

9  2526
欠場

2  2367

1    46
欠場

10  2364

3  2501

5    48

8  2363

14    45

7  2505

12    44

4  2369

一般・高校男子

5000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月8日 16:50

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 創造学園高  2506 竹内 貴史(1)     43.90 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ
 2513 デーデー ブルーノ(2)

ﾃﾞｰﾃﾞｰ ﾌﾞﾙｰﾉ
 2530 熊谷 悟(2)

ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ
 2529 小口 優希(2)

ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ
 2   2 松本県ヶ丘高  2266 富田 裕也(2)     43.93 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ﾄﾐﾀ ﾕｳﾔ
 2268 北野 玄仁(2)

ｷﾀﾉ ﾊﾙﾋﾄ
 2264 丸山 諒太(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
 2262 坂中 勇磨(2)

ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ
 3   4 松本大  1688 丸山 幹稀(1)     44.25 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ
 1678 萩 亜斗夢(1)

ﾊｷﾞ ｱﾄﾑ
 9069 藤澤 将大(1)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ
 9068 山田 大輝(1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ
 4   1 松商学園高(A)  2464 小池 孝憲(1)     44.65 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳA ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ
 2497 神田 来夢(1)

ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ
 2499 山口 竜也(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ
 2463 矢ヶ崎 至門(1)

ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ
 5   7 松商学園高(B)  2468 中澤 達也(2)     45.34 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳB ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
 2466 伊藤 拓海(2)

ｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 2467 塩原 大樹(2)

ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲｷ
 2469 倉科 佳典(2)

ｸﾗｼﾅ ﾖｼﾉﾘ
 6   9 田川高  2180 宮下 陽平(1)     48.36 

ﾀｶﾞﾜｺｳ ﾐﾔｼﾀ ﾖｳﾍｲ
 2181 渡邉 駿(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ
 2182 野村 拓未(1)

ﾉﾑﾗ ﾀｸﾐ
 2179 本田 翔哉(1)

ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾔ
  5 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ 欠場

  6 松本蟻ヶ崎高
ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ 欠場

  8 梓川高
ｱｽﾞｻｶﾞﾜｺｳ 欠場

一般・高校男子

4×100m
決勝



決勝 10月8日 11:30

1m70 1m75 1m80
高田 幸之介(3) - - - - - - - - - o
ﾀｶﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ 旭町中 o o xxx
黒田 海斗(2) - - - - - o o o xxo xxx
ｸﾛﾀﾞ ｶｲﾄ 鎌田中
髙橋 輝(2) - - - o o o xo xxx
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 松島中
伊藤 優斗(2) - - - xo xo o xxx
ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 山辺中
大脇 涼平(2) o o o o o xxx
ｵｵﾜｷ ﾘｮｳﾍｲ 梓川中
太田 来樹(2) - o o o xo xxx
ｵｵﾀ ﾗｲｼﾞｭ 旭町中
関本 遊大(1) - - xxo o xo xxx
ｾｷﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 鎌田中
山田 隼平(2) - o o xo xxx
ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 旭町中
三好 駿平(2) o o o xxo xxx
ﾐﾖｼ ｼｭﾝﾍﾟｲ 附属松本中
小澤 慶文(1) o o o xxx
ｵｻﾞﾜ ﾖｼﾌﾐ 清水中

中学男子

走高跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55

 1.75

2 8  6971
 1.60

1m60 1m65

1 9  7065

4 6  7163
 1.45

3 7  7095
 1.50

6 4  7071
 1.40

5 3  7366
 1.40

8 2  7070
 1.35

7 10  6973
 1.40

10 1  6946
 1.30

9 5  7456
 1.35



決勝 10月8日 15:30

丸山 幹稀(1)
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 松本大
小林 誠矢(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ 創造学園高
小澤 匠(3)
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 松本大
前澤 圭人(2)
ﾏｴｻﾞﾜ ｹｲﾄ 梓川高
富田 裕也(2)
ﾄﾐﾀ ﾕｳﾔ 松本県ヶ丘高
奥原 聖人(3)
ｵｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 梓川高
福田 淳
ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
島田 一輝(2)
ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ 田川高
平野 雄太(1)
ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀ 梓川高
萩原 倖司(1)
ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳｼ 梓川高
上條 健 欠場
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

一般・高校男子

やり投(0.800kg)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 記録 備考

1 11  1688
   o  56.95    o  58.31    o    o  58.31 

2 10  2503
 51.80    x    o    o    o    o  51.80 

3 9  1672
   o  48.75    o    o    o  51.43  51.43 

4 8  2157
   o  47.41    o    o    o    o  47.41 

5 7  2266
   o  40.35    -    o  42.72    -  42.72 

6 6  2161
   o  41.30    o    x    o    o  41.30 

7 4  1664
   o  31.75    o  33.14    o    o  33.14 

8 5  2933
   o  32.31    o    -  32.79    o  32.79 

9 3  2165
   o  31.73    o  31.73 

10 1  2172
   x    o  29.20

2  1667

 29.20 



予選 10月8日 13:40
第２予選 10月8日 16:40

ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
  3 長野県ｼﾞｭﾆｱ選抜 6701 村石 稜(2)     44.38 

ﾅｶﾞﾉｹﾝｼﾞｭﾆｱｾﾝﾊﾞﾂ ﾑﾗｲｼ ﾘｮｳ
 4319 柳澤 祐希(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｷ
 7950 今井 頼人(1)

ｲﾏｲ ﾗｲﾄ
 6912 小坂 晃大(3)

ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ

ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
  1 長野県ｼﾞｭﾆｱ選抜 6701 村石 稜(2)     44.08 

ﾅｶﾞﾉｹﾝｼﾞｭﾆｱｾﾝﾊﾞﾂ ﾑﾗｲｼ ﾘｮｳ
 4319 柳澤 祐希(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｷ
 7950 今井 頼人(1)

ｲﾏｲ ﾗｲﾄ
 6912 小坂 晃大(3)

ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ

第２予選

中学男子オープン

4×100m
予選
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