
男

女

日付 時刻 天候 気温℃ 湿度％ 気圧hPa 日付 時刻 天候 気温℃ 湿度％ 気圧hPa

5/13 10:10 晴れ 南南西   1.2  24.0  50.0 5/15  9:30 晴れ 南南西   2.1  21.5  55.0

5/13 11:00 晴れ 東南東   2.1  25.0  46.0 5/15 10:00 晴れ 南南西   2.8  22.0  56.0

5/13 12:00 晴れ 北北西   1.7  26.5  46.0 5/15 11:00 晴れ 南   1.9  23.0  53.0

5/13 13:00 晴れ 北北西   5.3  26.0  47.0 5/15 12:00 晴れ 南   1.2  24.5  45.0

5/13 14:00 晴れ 北北東   3.7  25.5  46.0 5/15 13:00 晴れ 南南西   1.5  25.0  48.0

5/13 15:00 晴れ 北   3.4  24.5  47.0

5/13 16:00 晴れ 北北西   7.3  24.5  45.0

5/14  9:30 晴れ 北西   0.8  21.0  54.0

5/14 10:00 晴れ 西北西   2.6  22.0  55.0

5/14 11:00 晴れ 西南西   2.1  22.5  49.0

5/14 12:00 晴れ 南西   1.7  23.5  48.0

5/14 13:00 晴れ 北西   1.8  24.5  40.0

5/14 14:00 晴れ 北   3.1  25.0  40.0

5/14 15:00 晴れ 北   3.2 25 0.44

風　m/sec. 風　m/sec.

審判長 玉城良二（ﾄﾗｯｸ）、浦野義忠(跳躍)、伊藤利博（投てき）

■グラウンドコンディション

和田 有菜 女
長野東

5/15
女子

決勝
大会新

村上 愛華 女
長野東

800m 2,15.09 3年 2,15.56

期 日 平成28年5月13日(金)、14日(土)、15日(日)

会　場 長野市営陸上競技場（201010）

■この大会で樹立された記録

平成28年度北信高等学校総合体育大会陸上競技大会

（大会コード：16202001）

主 催 北信高等学校体育連盟・長野陸上競技協会

記　録　集

1500m 4,27.95 2年 4,35.16

日付 種目
予・準
決・別

記録 氏名 所属 従来の記録 備考

5/13
女子

決勝
大会新

女
長野東

1500m 4,29.61 1年 4,35.16
5/13

女子
決勝

大会新
萩谷 楓

男
長野日大

1500m 3,57.76 2年 3,59.1
5/13

男子
決勝

大会新
高橋 勇輝

女
長野東

800m 2,15.04 2年 2,15.56
5/14

女子
準決勝

大会新
和田 有菜

男
長野吉田

棒高跳 4.80 3年 4.60
5/14

男子
決勝

大会新
内山 朋也

男
長野日大

八種競技 5188 3年 5063
5/14

男子
決勝

大会新
竹村 地智

女
長野東

800m 2,13.48 2年 2,15.56
5/15

女子
決勝

大会新
和田 有菜

女
長野吉田

800m 2,13.79 3年 2,15.56
5/15

女子
決勝

大会新
毛涯 莉歩



第136回北信高等学校陸上競技対校選手権大会                                       
　期日：平成28年5月13日(金)-15日(日)                                            
　場所：長野市営陸上競技場                                                      

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

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
05/14 男子  -0.1 金井 敦紀(3) 10.98 羽尾 拓海(3) 11.02 小出 郁弥(2) 11.03 柴本 遼河(3) 11.09 坂庭 諒(3) 11.12 横地 彦人(3) 11.36 宮下 翼(1) 11.37 鈴木 達也(3) 11.48

100m 長野日大 須坂東 市立長野 中野立志館 中野立志館 須坂東 市立長野 長野
05/15  +0.5 金井 敦紀(3) 22.12 小出 郁弥(2) 22.35 坂庭 諒(3) 22.54 羽尾 拓海(3) 22.55 吉田 開恩(3) 22.97 小林 周平(2) 23.07 池田 翔紀(1) 23.25 鈴木 達也(3) 23.42

200m 長野日大 市立長野 中野立志館 須坂東 飯山 長野東 市立長野 長野
05/13 吉沢 智貴(3) 50.10 渡辺 賢志(3) 50.93 吉田 開恩(3) 51.03 小出 郁弥(2) 51.25 長谷川 遼亮(3) 51.71 犬飼 裕貴(3) 52.07 竹村 友雅(2) 52.44 高野 誠也(3) 52.84

400m 長野日大 長野 飯山 市立長野 長野日大 須坂創成 長野 長野高専
05/15 中村 祐太(3) 1,57.01 清水 拓斗(2) 1,57.77 児玉 悠作(1) 1,59.63 大久保 英(3) 2,01.39 島﨑 尋睦(3) 2,02.26 廣瀬 洸(2) 2,02.46 若林 亮冶(1) 2,02.57 五十嵐 珠己(2) 2,04.45

800m 長野日大 長野日大 市立長野 更級農業 飯山 長野高専 屋代 長野日大
05/13 高橋 勇輝(2) 3,57.76 中村 祐太(3) 4,00.61 清水 拓斗(2) 4,07.49 石澤 由祐(3) 4,08.95 松原 慎也(3) 4,09.70 大石 浩平(3) 4,12.64 桑原 太志(3) 4,15.80 小林 祐輝(2) 4,16.26

1500m 長野日大 GR 長野日大 長野日大 須坂 長野 長野西 飯山 長野吉田
05/15 大池 竜紀(2) 15,14.19 高橋 勇輝(2) 15,44.97 木田 元春(3) 15,50.67 石澤 由祐(3) 15,58.97 佐藤 聖也(3) 15,59.35 神田 時宗(3) 16,00.32 広瀬 竜也(2) 16,01.61 石川 寛大(2) 16,07.73

5000m 長野日大 長野日大 長野日大 須坂 飯山 中野立志館 飯山 長野
05/13  +2.1 小林 周平(2) 15.71 塚田 龍太朗(2) 15.73 渡邊 倭(3) 16.13 宮原 翔太(2) 16.45 岡村 宗一郎(3) 16.59 玉城 莉吾(2) 16.80 渡辺 瑞生(3) 16.96 太田 嶺(3) 17.26

110mH(1.067) 長野東 長野日大 中野西 長野日大 長野日大 長野吉田 長野高専 中野西
05/14 吉沢 智貴(3) 54.97 渡辺 賢志(3) 55.58 内山 力哉(2) 56.13 岡村 宗一郎(3) 56.25 久保田 五輝(3) 56.73 高野 誠也(3) 57.54 玉城 莉吾(2) 1,00.52 竹村 圭弘(3) 1,01.45

400mH(0.914) 長野日大 長野 長野東 長野日大 長野吉田 長野高専 長野吉田 長野吉田
05/14 佐藤 聖也(3) 9,37.01 中島 俊介(3) 9,40.08 石澤 由祐(3) 9,42.55 宮田 共也(3) 9,55.43 松原 慎也(3) 10,00.75 小平 仁(3) 10,04.87 小山 颯也(2) 10,11.76 広瀬 竜也(2) 10,17.07

3000mSC 飯山 長野日大 須坂 長野日大 長野 長野吉田 長野日大 飯山
05/15 山口 智也(3) 23,42.84 武田 直樹(3) 25,00.33 北沢 文弥(3) 25,08.77 甲田 基也(2) 25,28.54 山岸 忠相(3) 25,53.32 長原 治玄(2) 26,41.55 寺島 章仁(2) 27,34.03 竹倉 龍之介(3) 27,52.87

5000mW 長野日大 須坂 長野工業 長野工業 長野 長野日大 長野 長野日大
05/14 市立長野       42.82 長野日大       43.05 中野立志館       43.36 長野吉田       43.64 長野       43.71 飯山       44.64 須坂東       44.65 須坂創成       44.84

4×100mR 水出 一也(3) 北澤 大海(3) 柴本 遼河(3) 太目 祐二(3) 鈴木 達也(3) 前澤 練(3) 坂口 大樹(2) 三井 絢斗(3)
宮下 翼(1) 金井 敦紀(3) 坂庭 諒(3) 内山 朋也(3) 高橋 慶(3) 芳川 亮(3) 羽尾 拓海(3) 流 勇介(3)
池田 翔紀(1) 長谷川 遼亮(3) 小林 歩暉(2) 大森 晃(3) 小林 陽平(2) 山本 知幸(3) 上沢 奈雄(2) 米山 恵樹(3)
小出 郁弥(2) 吉沢 智貴(3) 佐藤 真裕(3) 北村 昌弘(3) 中島 望(2) 吉田 開恩(3) 横地 彦人(3) 犬飼 裕貴(3)

05/15 長野日大     3,20.86 市立長野     3,21.19 長野     3,21.87 長野吉田     3,25.31 飯山     3,28.96 松代     3,29.48 長野高専     3,32.52 篠ﾉ井     3,33.24
4×400mR 金井 敦紀(3) 宮下 翼(1) 高橋 慶(3) 太目 祐二(3) 芳川 亮(3) 土屋 優輝(1) 今井 知樹(3) 髙栁 樹(2)

長谷川 遼亮(3) 山本 正道(3) 竹村 友雅(2) 大森 晃(3) 桑原 太志(3) 内堀 岳宏(2) 赤津 裕文(2) 前角 拓人(2)
小池 輝(2) 児玉 悠作(1) 前田 諭志(3) 岡部 信一郎(3) 島﨑 尋睦(3) 下田 振全(2) 岩崎 真哉(3) 桑原 圭都(2)
吉沢 智貴(3) 小出 郁弥(2) 渡辺 賢志(3) 内山 朋也(3) 吉田 開恩(3) 大久保 真弥(3) 高野 誠也(3) 古岩井 春樹(3)

05/14 塚田 龍太朗(2) 1.95 清水 隆寛(3) 1.95 北村 拓弥(3) 1.80 竹節 真人(3) 1.75 板井 慎太郎(3) 1.75 金井 健太(2) 1.70 藤田 源翔(2) 1.70 島田 真義(2) 1.65
走高跳 長野日大 長野西 長野日大 中野立志館 中野西 中野立志館 飯山 文化学園長野

05/14 内山 朋也(3) 4.80 山崎 大地(3) 3.40 山際 創平(1) 須坂 3.20 矢野 眞嵩(1) 3.20 山夲 直輝(2) 2.80
棒高跳 長野吉田 GR 長野工業 竹内 優(1) 長野吉田 長野 文化学園長野

05/13 内山 朋也(3) 7.35(+2.2) 横地 彦人(3) 7.09(+4.4) 太目 祐二(3) 6.88(+4.4) 柴本 遼河(3) 6.87(+3.2) 渡辺 素己(3) 6.66(+3.3) 内山 裕智(3) 6.58(+2.9) 北村 拓弥(3) 6.58(+3.7) 大宮 侑馬(1) 6.34(+2.6)
走幅跳 長野吉田 須坂東 長野吉田 中野立志館 長野吉田 長野日大 長野日大 市立長野

05/15 内山 裕智(3) 13.75(+0.6) 北村 拓弥(3) 13.60(+1.4) 渡辺 素己(3) 13.58(+1.9) 深沢 友昭(3) 13.23(+0.9) 柴本 遼河(3) 12.65(+0.3) 竹節 真人(3) 12.61(-0.9) 福野 裕大(2) 12.35(+2.0) 牛山 勝大(3) 12.35(+0.1)
三段跳 長野日大 長野日大 長野吉田 松代 中野立志館 中野立志館 長野吉田 長野吉田

05/14 瀧澤 友啓(3) 13.25 竹村 地智(3) 12.83 スミス 理貴(2) 12.73 和田 啓汰(2) 12.64 篠崎 貴郁(3) 11.67 橋本 龍星(2) 11.60 北澤 仁(3) 11.28 水島 菖二(3) 10.93
砲丸投(6.0kg) 須坂創成 長野日大 長野西 更級農業 市立長野 長野日大 長野南 須坂

05/15 北村 将也(3) 38.80 名澤 直樹(3) 33.35 吉池 真緋呂(2) 32.41 橋澤 昂駿(2) 32.14 酒井 陸(3) 31.94 藤木 幸太(3) 31.61 宮澤 康平(2) 30.89 スミス 理貴(2) 30.45
円盤投(1.75kg) 長野吉田 更級農業 長野工業 飯山 須坂創成 飯山 更級農業 長野西

05/13 名澤 直樹(3) 49.78 石坂 大地(3) 46.85 水島 菖二(3) 42.11 小林 将人(3) 40.55 渡邊 拓実(3) 38.83 東條 晃太(2) 38.59 酒井 陸(3) 36.75 山本 大道(3) 33.52
ﾊﾝﾏｰ投(6.0kg) 更級農業 更級農業 須坂 長野工業 更級農業 長野工業 須坂創成 飯山

05/13 小林 昇市(3) 51.28 松永 春樹(3) 51.08 北村 将也(3) 50.82 橋本 龍星(2) 50.73 高木 翔(2) 49.07 小林 竜也(3) 48.41 篠崎 貴郁(3) 48.37 上條 俊(2) 47.81
やり投(800g) 長野高専 飯山 長野吉田 長野日大 北部 中野立志館 市立長野 長野高専

05/14 竹村 地智(3) 5188 小林 亮太(2) 4431 永池 優斗(3) 4065 山夲 直輝(2) 3842 千葉 俊紀(1) 3512 坂本 敦士(2) 3435
八種競技 長野日大 GR 長野日大 中野西 文化学園長野 須坂 屋代

学校対校 長野日大 220 長野吉田 78.5 飯山 56 市立長野 50 長野 47 中野立志館 47 須坂 39.5 更級農業 38



予選 5月13日 16:45
準決勝 5月14日 11:35
決勝 5月14日 12:50

大会記録(GR)        10.72

[ 1組] 風速 +3.9 [ 2組] 風速 +4.0

 1 横地 彦人(3) 高校     11.21 Q  1 羽尾 拓海(3) 高校     10.75 Q
ﾖｺﾁ ﾋﾛﾄ 須坂東 ﾊｵ ﾀｸﾐ 須坂東

 2 小林 周平(2) 高校     11.38 Q  2 宮下 翼(1) 高校     11.09 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 長野東 ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 市立長野

 3 吉田 智哉(1) 高校     11.70 Q  3 北澤 大海(3) 高校     11.57 Q
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ 長野工業 ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 長野日大

 4 柳澤 啓斗(1) 高校     11.85  4 小林 嶺(2) 高校     11.63 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾄ 長野商業 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 長野高専

 5 前角 拓人(2) 高校     12.21  5 丸山 拓真(3) 高校     11.66 
ﾏｴｽﾞﾐ ﾀｸﾄ 篠ﾉ井 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ 長野吉田

 6 富井 俊介(1) 高校     12.57  6 田中 剣太(1) 高校     12.16 
ﾄﾐｲ ｼｭﾝｽｹ 中野西 ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 長野俊英

 7 吉村 優太郎(1) 高校     12.95  7 山崎 大地(3) 高校     12.20 
ﾖｼﾑﾗ ﾕｳﾀﾛｳ 長野南 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 長野工業
曽根 健太(1) 高校  8 秋山 航(1) 高校     12.42 
ｿﾈ ｹﾝﾀ 屋代 ｱｷﾔﾏ ﾜﾀﾙ 屋代

[ 3組] 風速 +3.8 [ 4組] 風速 +4.1

 1 小出 郁弥(2) 高校     10.96 Q  1 坂庭 諒(3) 高校     11.00 Q
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野 ｻｶﾆﾜﾘｮｳ 中野立志館

 2 中島 望(2) 高校     11.35 Q  2 清水 隆寛(3) 高校     11.17 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 長野 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 長野西

 3 桑原 圭都(2) 高校     11.57 Q  3 北村 昌弘(3) 高校     11.42 Q
ｸﾜﾊﾞﾗ ｹｲﾄ 篠ﾉ井 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 長野吉田

 4 小林 歩暉(2) 高校     11.64  4 鶴田 優斗(2) 高校     11.56 q
ｺﾊﾞﾔｼｲﾌﾞｷ 中野立志館 ﾂﾙﾀ ﾕｳﾄ 須坂

 5 羽入田 拓真(2) 高校     11.77  5 髙橋 和真(1) 高校     11.82 
ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾀｸﾏ 長野吉田 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 長野高専

 6 澤 拓斗(3) 高校     11.85  6 伊藤 大地(2) 高校     12.22 
ｻﾜ ﾋﾛﾄ 須坂東 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 長野東

 7 佐藤 孝紀(2) 高校     11.97 土屋 優輝(1) 高校
ｻﾄｳ ｺｳｷ 飯山 ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 松代

 8 中村 公俊(2) 高校     12.62 松本 篤弥(2) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾄｼ 長野俊英 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂﾔ 屋代

[ 5組] 風速 +2.9 [ 6組] 風速 +1.8

 1 鈴木 達也(3) 高校     11.30 Q  1 柴本 遼河(3) 高校     10.97 Q
ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 長野 ｼﾊﾞﾓﾄﾘｮｳｶﾞ 中野立志館

 2 髙栁 樹(2) 高校     11.54 Q  2 下田 振全(2) 高校     11.51 Q
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀﾂｷ 篠ﾉ井 ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ 松代

 3 芳川 亮(3) 高校     11.60 Q  3 伊東 嵩矢(1) 高校     11.54 Q
ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ 飯山 ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 市立長野

 4 米山 恵樹(3) 高校     11.66  4 流 勇介(3) 高校     11.58 q
ﾖﾈﾔﾏ ｹｲｼﾞｭ 須坂創成 ﾅｶﾞﾚ ﾕｳｽｹ 須坂創成

 5 岩﨑 洸介(3) 高校     12.01  5 芦澤 友和(2) 高校     11.59 q
ｲﾜｻｷ ｺｳｽｹ 長野西 ｱｼｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 長野日大

 6 山際 創平(1) 高校     12.22  6 小林 千輝(2) 高校     11.91 
ﾔﾏｷﾞﾜ ｿｳﾍｲ 須坂 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 長野東

 7 望月 悠也(1) 高校     12.25  7 山本 知幸(3) 高校     11.99 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾔ 長野商業 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ 飯山

 8 田中 大暉(2) 高校     12.46  8 松本 聖(2) 高校     12.43 
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 松代 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄﾙ 更級農業

[ 7組] 風速 +1.1

 1 金井 敦紀(3) 高校     11.00 Q
ｶﾅｲ ｱﾂｷ 長野日大

 2 小林 陽平(2) 高校     11.18 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 長野

 3 犬飼 裕貴(3) 高校     11.55 Q
ｲﾇｶｲ ﾕｳｷ 須坂創成

 4 渡邊 拓実(3) 高校     11.68 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 更級農業

 5 小林 将人(3) 高校     12.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 長野工業

 6 小林 勇哉(2) 高校     12.45 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 長野西

 7 沼田 誠也(1) 高校     12.52 
ﾇﾏﾀ ｾｲﾔ 須坂

 8 宮澤 陽斗(1) 高校     16.19 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 長野高専

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
4  3097

6  1193

男子

100m

予選 通過基準  7組  3着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考

  949

3  1159

8  1135

2  1235

9  1448

5  1396

7

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
3  3093

8   879

9  1267

4  3533

5  1064

7  3137

2  1185

6  1439

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
7   878

4  1113

6  1390

2   914

9  1073

3  3092

5   806

8  3133

氏  名 所属名 記録／備考
4   908

3  1100

9  1054

5   993

7  3511

2  1195

6  1414
欠場

8  1440
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  1017

順
6  1119

4  1393

9  1434

3  1103

2   995

5

7  1137

5   801

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   911

 1425

3   859

7   966

9  1280

8  1194

2   803

4  2768

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1253

6  1129

9  1014

8  2755

5  3507

2  1168

7  1106

4   994



[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 -2.0

 1 柴本 遼河(3) 高校     11.10 Q  1 金井 敦紀(3) 高校     11.14 Q
ｼﾊﾞﾓﾄﾘｮｳｶﾞ 中野立志館 ｶﾅｲ ｱﾂｷ 長野日大

 2 横地 彦人(3) 高校     11.37 Q  2 小出 郁弥(2) 高校     11.32 Q
ﾖｺﾁ ﾋﾛﾄ 須坂東 ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野

 3 清水 隆寛(3) 高校     11.46  3 小林 周平(2) 高校     11.70 
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 長野西 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 長野東

 4 小林 陽平(2) 高校     11.47  4 中島 望(2) 高校     11.71 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 長野 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 長野

 5 芦澤 友和(2) 高校     11.67  5 犬飼 裕貴(3) 高校     11.84 
ｱｼｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 長野日大 ｲﾇｶｲ ﾕｳｷ 須坂創成

 6 北村 昌弘(3) 高校     11.71  6 芳川 亮(3) 高校     11.89 
ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 長野吉田 ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ 飯山

 7 流 勇介(3) 高校     11.71  7 鶴田 優斗(2) 高校     11.92 
ﾅｶﾞﾚ ﾕｳｽｹ 須坂創成 ﾂﾙﾀ ﾕｳﾄ 須坂

 8 伊東 嵩矢(1) 高校     12.03  8 髙栁 樹(2) 高校     12.06 
ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 市立長野 ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀﾂｷ 篠ﾉ井

[ 3組] 風速  0.0

 1 羽尾 拓海(3) 高校     10.96 Q
ﾊｵ ﾀｸﾐ 須坂東

 2 坂庭 諒(3) 高校     11.13 Q
ｻｶﾆﾜﾘｮｳ 中野立志館

 3 宮下 翼(1) 高校     11.32 q
ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 市立長野

 4 鈴木 達也(3) 高校     11.34 q
ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 長野

 5 下田 振全(2) 高校     11.68 
ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ 松代

 6 桑原 圭都(2) 高校     11.70 
ｸﾜﾊﾞﾗ ｹｲﾄ 篠ﾉ井

 7 北澤 大海(3) 高校     11.80 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 長野日大

 8 吉田 智哉(1) 高校     11.92 
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ 長野工業

風速 -0.1

 1 金井 敦紀(3) 高校     10.98 
ｶﾅｲ ｱﾂｷ 長野日大

 2 羽尾 拓海(3) 高校     11.02 
ﾊｵ ﾀｸﾐ 須坂東

 3 小出 郁弥(2) 高校     11.03 
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野

 4 柴本 遼河(3) 高校     11.09 
ｼﾊﾞﾓﾄﾘｮｳｶﾞ 中野立志館

 5 坂庭 諒(3) 高校     11.12 
ｻｶﾆﾜﾘｮｳ 中野立志館

 6 横地 彦人(3) 高校     11.36 
ﾖｺﾁ ﾋﾛﾄ 須坂東

 7 宮下 翼(1) 高校     11.37 
ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 市立長野

 8 鈴木 達也(3) 高校     11.48 
ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 長野
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予選 5月15日  9:50
準決勝 5月15日 11:10
決勝 5月15日 12:35

大会記録(GR)        21.76

[ 1組] 風速 -2.3 [ 2組] 風速 -2.3

 1 羽尾 拓海(3) 高校     23.58 Q  1 金井 敦紀(3) 高校     23.26 Q
ﾊｵ ﾀｸﾐ 須坂東 ｶﾅｲ ｱﾂｷ 長野日大

 2 小林 周平(2) 高校     24.27 Q  2 高橋 慶(3) 高校     23.82 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 長野東 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 長野

 3 北澤 大海(3) 高校     24.75 Q  3 小林 千輝(2) 高校     23.95 Q
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 長野日大 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 長野東

 4 佐藤 真裕(3) 高校     24.97  4 大森 晃(3) 高校     24.03 q
ｻﾄｳﾏﾋﾛ 中野立志館 ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ 長野吉田

 5 丸山 達矢(3) 高校     25.05  5 赤津 裕文(2) 高校     24.69 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 市立長野 ｱｶﾂ ﾋﾛﾌﾐ 長野高専

 6 松本 聖(2) 高校     25.66  6 望月 悠也(1) 高校     26.05 
ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄﾙ 更級農業 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾔ 長野商業

 7 富井 俊介(1) 高校     26.57  7 南澤 和輝(1) 高校     26.26 
ﾄﾐｲ ｼｭﾝｽｹ 中野西 ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 長野工業
柳澤 啓斗(1) 高校  8 瀧澤 草太(2) 高校     27.44 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾄ 長野商業 ﾀｷｻﾞﾜ ｿｳﾀ 篠ﾉ井

[ 3組] 風速 -2.9 [ 4組] 風速 -2.0

 1 鈴木 達也(3) 高校     23.81 Q  1 内堀 岳宏(2) 高校     23.91 Q
ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 長野 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ 松代

 2 土屋 優輝(1) 高校     24.13 Q  2 坂庭 諒(3) 高校     23.96 Q
ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 松代 ｻｶﾆﾜﾘｮｳ 中野立志館

 3 宮澤 陽斗(1) 高校     24.42 Q  3 清水 隆寛(3) 高校     24.30 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 長野高専 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 長野西

 4 米山 恵樹(3) 高校     24.78  4 古岩井 春樹(3) 高校     24.46 
ﾖﾈﾔﾏ ｹｲｼﾞｭ 須坂創成 ｺｲﾜｲ ﾊﾙｷ 篠ﾉ井

 5 稲葉 大地(3) 高校     25.55  5 鶴田 優斗(2) 高校     24.80 
ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ 長野工業 ﾂﾙﾀ ﾕｳﾄ 須坂

 6 沼田 誠也(1) 高校     26.03  6 上沢 奈雄(2) 高校     24.86 
ﾇﾏﾀ ｾｲﾔ 須坂 ｶﾐｻﾜ ﾅｵ 須坂東

 7 村松 丈(2) 高校     26.59  7 山本 知幸(3) 高校     25.33 
ﾑﾗﾏﾂ ﾀｹﾙ 下高井農林 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ 飯山
黒崎 秀樹(3) 高校 飯野 圭太(2) 高校
ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ 須坂東 ｲｲﾉ ｹｲﾀ 長野吉田

[ 5組] 風速 -1.5 [ 6組] 風速 -1.4

 1 長谷川 遼亮(3) 高校     23.75 Q  1 小出 郁弥(2) 高校     23.25 Q
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 長野日大 ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野

 2 高野 誠也(3) 高校     23.90 Q  2 太目 祐二(3) 高校     23.85 Q
ﾀｶﾉ ｾｲﾔ 長野高専 ｵｵﾒ ﾕｳｼﾞ 長野吉田

 3 芳川 亮(3) 高校     23.99 Q  3 中島 望(2) 高校     24.06 Q
ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ 飯山 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 長野

 4 桑原 圭都(2) 高校     24.00 q  4 小林 歩暉(2) 高校     24.25 
ｸﾜﾊﾞﾗ ｹｲﾄ 篠ﾉ井 ｺﾊﾞﾔｼｲﾌﾞｷ 中野立志館

 5 内山 力哉(2) 高校     24.18 q  5 流 勇介(3) 高校     24.70 
ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ 長野東 ﾅｶﾞﾚ ﾕｳｽｹ 須坂創成

 6 松橋 健(1) 高校     25.15  6 田中 大暉(2) 高校     25.79 
ﾏﾂﾊｼ ｹﾝ 長野工業 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 松代

 7 谷迫 悠朔(2) 高校     25.29  7 松本 歩夢(1) 高校     28.71 
ﾀﾆｻｺ ﾕｳｻｸ 長野西 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾑ 北部

 8 浦野 旭(1) 高校     25.84 
ｳﾗﾉ ｱｻﾋ 須坂

[ 7組] 風速 -1.9

 1 池田 翔紀(1) 高校     23.24 Q
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ 市立長野

 2 吉田 開恩(3) 高校     23.32 Q
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 飯山

 3 松山 周平(2) 高校     24.03 Q
ﾏﾂﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 北部

 4 犬飼 裕貴(3) 高校     24.66 
ｲﾇｶｲ ﾕｳｷ 須坂創成

 5 岩﨑 洸介(3) 高校     24.86 
ｲﾜｻｷ ｺｳｽｹ 長野西

 6 渡邊 拓実(3) 高校     24.90 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 更級農業

 7 仙田 勇人(1) 高校     26.55 
ｾﾝﾀﾞ ﾊﾔﾄ 屋代
松永 拓実(3) 高校
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｸﾐ 長野商業
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[ 1組] 風速 -1.7 [ 2組] 風速 +0.1

 1 羽尾 拓海(3) 高校     22.79 Q  1 金井 敦紀(3) 高校     22.22 Q
ﾊｵ ﾀｸﾐ 須坂東 ｶﾅｲ ｱﾂｷ 長野日大

 2 池田 翔紀(1) 高校     22.97 Q  2 坂庭 諒(3) 高校     22.57 Q
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ 市立長野 ｻｶﾆﾜﾘｮｳ 中野立志館

 3 高橋 慶(3) 高校     23.10  3 鈴木 達也(3) 高校     22.94 q
ﾀｶﾊｼ ｹｲ 長野 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 長野

 4 太目 祐二(3) 高校     23.27  4 内堀 岳宏(2) 高校     23.19 
ｵｵﾒ ﾕｳｼﾞ 長野吉田 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ 松代

 5 桑原 圭都(2) 高校     23.38  5 松山 周平(2) 高校     23.39 
ｸﾜﾊﾞﾗ ｹｲﾄ 篠ﾉ井 ﾏﾂﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 北部

 6 北澤 大海(3) 高校     23.87  6 芳川 亮(3) 高校     23.52 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ 長野日大 ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ 飯山

 7 小林 千輝(2) 高校     24.05  7 内山 力哉(2) 高校     23.68 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 長野東 ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ 長野東
土屋 優輝(1) 高校  8 宮澤 陽斗(1) 高校     23.76 
ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 松代 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 長野高専

[ 3組] 風速 +0.8

 1 小出 郁弥(2) 高校     22.41 Q
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野

 2 吉田 開恩(3) 高校     22.66 Q
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 飯山

 3 小林 周平(2) 高校     22.95 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 長野東

 4 中島 望(2) 高校     22.99 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 長野

 5 長谷川 遼亮(3) 高校     23.06 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 長野日大

 6 大森 晃(3) 高校     23.39 
ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ 長野吉田

 7 清水 隆寛(3) 高校     23.71 
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 長野西
高野 誠也(3) 高校
ﾀｶﾉ ｾｲﾔ 長野高専

風速 +0.5

 1 金井 敦紀(3) 高校     22.12 
ｶﾅｲ ｱﾂｷ 長野日大

 2 小出 郁弥(2) 高校     22.35 
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野

 3 坂庭 諒(3) 高校     22.54 
ｻｶﾆﾜﾘｮｳ 中野立志館

 4 羽尾 拓海(3) 高校     22.55 
ﾊｵ ﾀｸﾐ 須坂東

 5 吉田 開恩(3) 高校     22.97 
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 飯山

 6 小林 周平(2) 高校     23.07 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 長野東

 7 池田 翔紀(1) 高校     23.25 
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ 市立長野

 8 鈴木 達也(3) 高校     23.42 
ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 長野

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
6  3093

5   856

男子

200m
準決勝 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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2  1267

4  1111

7  1055

9  1414

8  1194

所属名

5   908

3

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
6  1253

No. 氏  名記録／備考

7  1119

4  1435

9  1030

8   801

3  1191

2  3507

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

棄権

4   878

7   832

9  1193

8  1113

5  1270

3  1057

2  1100

6  3549
棄権

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1253

4   878

7   908

6  3093

8   832

3  1193

9   856

2  1119



予選 5月13日 11:40
準決勝 5月13日 14:00
決勝 5月13日 15:50

大会記録(GR)        48.62

[ 1組] [ 2組]

 1 児玉 悠作(1) 高校     52.15 Q  1 高橋 慶(3) 高校     52.35 Q
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 市立長野 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 長野

 2 芳川 亮(3) 高校     52.40 Q  2 岡部 信一郎(3) 高校     52.55 Q
ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ 飯山 ｵｶﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 長野吉田

 3 渡辺 賢志(3) 高校     52.61 Q  3 内堀 岳宏(2) 高校     52.88 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ 長野 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ 松代

 4 小林 千輝(2) 高校     53.68 q  4 山本 正道(3) 高校     53.52 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 長野東 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ 市立長野

 5 谷迫 悠朔(2) 高校     54.77  5 大久保 英(3) 高校     54.87 
ﾀﾆｻｺ ﾕｳｻｸ 長野西 ｵｵｸﾎﾞ ｽｸﾞﾙ 更級農業

 6 赤津 裕文(2) 高校     54.93  6 佐藤 真裕(3) 高校     55.32 
ｱｶﾂ ﾋﾛﾌﾐ 長野高専 ｻﾄｳﾏﾋﾛ 中野立志館

 7 矢島 知樹(2) 高校     55.35  7 春日 勇輝(3) 高校     56.94 
ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓｷ 長野吉田 ｶｽｶﾞ ﾕｳｷ 北部

 8 山岸 駿莉(1) 高校   1,01.64  8 桐山 義規(2) 高校     59.03 
ﾔﾏｷﾞｼ ｼｭﾘ 須坂 ｷﾘﾔﾏ  ﾖｼﾉﾘ 須坂東
松本 翼(3) 高校 菅沼 三南斗(1) 高校
ﾏﾂﾓﾄﾂﾊﾞｻ 中野立志館 ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾅﾄ 長野南

[ 3組] [ 4組]

 1 吉沢 智貴(3) 高校     52.32 Q  1 小出 郁弥(2) 高校     52.66 Q
ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 長野日大 ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野

 2 犬飼 裕貴(3) 高校     52.68 Q  2 大森 晃(3) 高校     53.13 Q
ｲﾇｶｲ ﾕｳｷ 須坂創成 ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ 長野吉田

 3 古岩井 春樹(3) 高校     53.96 Q  3 竹村 友雅(2) 高校     53.20 Q
ｺｲﾜｲ ﾊﾙｷ 篠ﾉ井 ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｶﾞ 長野

 4 矢嶋 辰也(3) 高校     55.03  4 内山 力哉(2) 高校     53.47 q
ﾔｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 松代 ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ 長野東

 5 岩下 凌(2) 高校     56.22  5 南澤 和輝(1) 高校     57.53 
ｲﾜｼﾀ ﾘｮｳ 長野東 ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 長野工業

 6 沼田 誠也(1) 高校     57.38  6 仙田 勇人(1) 高校     58.33 
ﾇﾏﾀ ｾｲﾔ 須坂 ｾﾝﾀﾞ ﾊﾔﾄ 屋代

 7 鹿住 郁吹(1) 高校   1,07.57 相馬 舜也(1) 高校
ｶｽﾞﾐ ｲﾌﾞｷ 北部 ｿｳﾏ ｼｭﾝﾔ 中野西
黒崎 秀樹(3) 高校 上沢 奈雄(2) 高校
ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ 須坂東 ｶﾐｻﾜ ﾅｵ 須坂東

[ 5組] [ 6組]

 1 吉田 開恩(3) 高校     52.33 Q  1 長谷川 遼亮(3) 高校     53.29 Q
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 飯山 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 長野日大

 2 高野 誠也(3) 高校     52.68 Q  2 松山 周平(2) 高校     53.83 Q
ﾀｶﾉ ｾｲﾔ 長野高専 ﾏﾂﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 北部

 3 小池 輝(2) 高校     52.97 Q  3 今井 知樹(3) 高校     53.87 Q
ｺｲｹ ﾋｶﾙ 長野日大 ｲﾏｲ ﾄﾓｷ 長野高専

 4 髙栁 樹(2) 高校     53.77 q  4 大久保 真弥(3) 高校     54.00 q
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀﾂｷ 篠ﾉ井 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾔ 松代

 5 堤 雄大(3) 高校     54.12 q  5 島﨑 尋睦(3) 高校     54.23 
ﾂﾂﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 長野南 ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾑ 飯山

 6 吉本 蒼太朗(2) 高校     56.20  6 前角 拓人(2) 高校     55.01 
ﾖｼﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ 屋代 ﾏｴｽﾞﾐ ﾀｸﾄ 篠ﾉ井

 7 田中 剣太(1) 高校     58.77  7 松橋 健(1) 高校     55.98 
ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 長野俊英 ﾏﾂﾊｼ ｹﾝ 長野工業

 8 山田 嵩大(1) 高校     58.86 松永 拓実(3) 高校
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 長野工業 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｸﾐ 長野商業

男子

400m

予選 通過基準  6組  3着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   857

7   801

6  1112

5  1194

9  1000

3  1108

2  3540

8   905
欠場

順 ﾚｰﾝ

1  1076

No. 氏  名 所属名 記録／備考
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2  1435

8   869
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9  3087

6  1234
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
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6  1388

9  1413
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8  3086
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8  3091
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
5   832

7  3549

6  1254

3  1393

9  1232

8  1444

4  3137

2  1162

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1270

5  1030

4  3525

9  1431

6   805

7  1396

8  1161

3  1146
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[ 1組] [ 2組]

 1 渡辺 賢志(3) 高校     50.64 Q  1 吉沢 智貴(3) 高校     50.47 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ 長野 ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 長野日大

 2 長谷川 遼亮(3) 高校     51.18 Q  2 小出 郁弥(2) 高校     50.75 Q
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 長野日大 ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野

 3 児玉 悠作(1) 高校     51.59  3 竹村 友雅(2) 高校     50.97 q
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 市立長野 ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｶﾞ 長野

 4 芳川 亮(3) 高校     52.36  4 岡部 信一郎(3) 高校     52.58 
ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ 飯山 ｵｶﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 長野吉田

 5 大森 晃(3) 高校     53.02  5 松山 周平(2) 高校     53.86 
ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ 長野吉田 ﾏﾂﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 北部

 6 堤 雄大(3) 高校     54.05  6 大久保 真弥(3) 高校     54.80 
ﾂﾂﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 長野南 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾔ 松代

 7 内山 力哉(2) 高校     54.12  7 小林 千輝(2) 高校     55.39 
ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ 長野東 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 長野東

 8 古岩井 春樹(3) 高校     54.30  8 今井 知樹(3) 高校     56.73 
ｺｲﾜｲ ﾊﾙｷ 篠ﾉ井 ｲﾏｲ ﾄﾓｷ 長野高専

[ 3組]

 1 吉田 開恩(3) 高校     50.44 Q
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 飯山

 2 高野 誠也(3) 高校     50.64 Q
ﾀｶﾉ ｾｲﾔ 長野高専

 3 犬飼 裕貴(3) 高校     50.85 q
ｲﾇｶｲ ﾕｳｷ 須坂創成

 4 高橋 慶(3) 高校     51.36 
ﾀｶﾊｼ ｹｲ 長野

 5 内堀 岳宏(2) 高校     53.01 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ 松代

 6 小池 輝(2) 高校     53.76 
ｺｲｹ ﾋｶﾙ 長野日大

 7 山本 正道(3) 高校     53.85 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ 市立長野

 8 髙栁 樹(2) 高校     54.76 
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀﾂｷ 篠ﾉ井

 1 吉沢 智貴(3) 高校     50.10 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 長野日大

 2 渡辺 賢志(3) 高校     50.93 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ 長野

 3 吉田 開恩(3) 高校     51.03 
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 飯山

 4 小出 郁弥(2) 高校     51.25 
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野

 5 長谷川 遼亮(3) 高校     51.71 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 長野日大

 6 犬飼 裕貴(3) 高校     52.07 
ｲﾇｶｲ ﾕｳｷ 須坂創成

 7 竹村 友雅(2) 高校     52.44 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｶﾞ 長野

 8 高野 誠也(3) 高校     52.84 
ﾀｶﾉ ｾｲﾔ 長野高専

男子

400m
準決勝 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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予選 5月14日 10:10
準決勝 5月14日 13:10
決勝 5月15日 11:30

大会記録(GR )     1,54.11

[ 1組] [ 2組]

 1 中村 祐太(3) 高校   2,01.08 Q  1 清水 拓斗(2) 高校   2,01.40 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 長野日大 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ 長野日大

 2 矢嶋 辰也(3) 高校   2,07.22 Q  2 若林 亮冶(1) 高校   2,08.37 Q
ﾔｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 松代 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 屋代

 3 奥山 聖也(3) 高校   2,08.64 Q  3 大石 浩平(3) 高校   2,09.15 Q
ｵｸﾔﾏ ｾｲﾔ 飯山 ｵｵｲｼ ｺｳﾍｲ 長野西

 4 武田 直樹(3) 高校   2,10.44 q  4 飯島 啓太(1) 高校   2,10.54 q
ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ 須坂 ｲｲｼﾞﾏ ｹｲﾀ 長野工業

 5 金 範均(3) 高校   2,23.68  5 丸山 竜矢(1) 高校   2,12.93 
ｷﾑ ﾎﾟﾝｷﾞｭﾝ 中野西 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 長野東

 6 金児 涼(1) 高校   2,28.43  6 松本 歩夢(1) 高校   2,31.06 
ｶﾈｺ ﾘｮｳ 更級農業 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾑ 北部

 7 髙野 優貴(3) 高校   2,38.22  7 村松 丈(2) 高校   2,37.06 
ﾀｶﾉ ﾕｳｷ 長野商業 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｹﾙ 下高井農林

 8 徳繁 圭祐(2) 高校   2,42.73  8 徳武 俊介(2) 高校   3,08.30 
ﾄｸｽｹﾞ ｹｲｽｹ 長野吉田戸隠 ﾄｸﾀｹ ｼｭﾝｽｹ 長野吉田戸隠
寺島 章仁(2) 高校 中村 伊吹(2) 高校
ﾃﾗｼﾏ ｱｷﾋﾄ 長野 ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 篠ﾉ井

[ 3組] [ 4組]

 1 廣瀬 洸(2) 高校   2,08.35 Q  1 五十嵐 珠己(2) 高校   2,07.12 Q
ﾋﾛｾ ｺｳ 長野高専 ｲｶﾞﾗｼ ｼﾞｭｷ 長野日大

 2 島﨑 尋睦(3) 高校   2,08.55 Q  2 佐藤 直樹(1) 高校   2,09.95 Q
ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾑ 飯山 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 長野西

 3 髙野 翔吾(2) 高校   2,09.23 Q  3 岩崎 真哉(3) 高校   2,10.04 Q
ﾀｶﾉ ｼｮｳｺﾞ 須坂 ｲﾜｻｷ ｼﾝﾔ 長野高専

 4 碓井 真凪斗(1) 高校   2,11.88  4 早福 和馬(2) 高校   2,10.26 q
ｳｽｲ ﾏﾅﾄ 須坂創成 ｿｳﾌｸ ｶｽﾞﾏ 長野吉田

 5 上條 陽平(2) 高校   2,18.14  5 桐山 義規(2) 高校   2,15.86 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾖｳﾍｲ 篠ﾉ井 ｷﾘﾔﾏ  ﾖｼﾉﾘ 須坂東

 6 清水 翔太(1) 高校   2,22.22  6 戸澤 大樹(1) 高校   2,17.88 
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 長野東 ﾄｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 須坂創成
大森 晃(3) 高校  7 藤森 健(1) 高校   2,23.70 
ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ 長野吉田 ﾌｼﾞﾓﾘ ｹﾝ 須坂
澁谷 颯汰(3) 高校  8 鈴木 英司(1) 高校   2,34.12 
ｼﾌﾞﾔ ｿｳﾀ 長野吉田戸隠 ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ 長野工業

[ 5組] [ 6組]

 1 児玉 悠作(1) 高校   2,08.50 Q  1 谷迫 悠朔(2) 高校   2,11.65 Q
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 市立長野 ﾀﾆｻｺ ﾕｳｻｸ 長野西

 2 桑原 太志(3) 高校   2,08.55 Q  2 大久保 英(3) 高校   2,11.77 Q
ｸﾜﾊﾗ ﾌﾄｼ 飯山 ｵｵｸﾎﾞ ｽｸﾞﾙ 更級農業

 3 竹村 友雅(2) 高校   2,09.26 Q  3 前田 諭志(3) 高校   2,12.96 Q
ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｶﾞ 長野 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 長野

 4 小林 舜弥(2) 高校   2,09.41 q  4 吉本 蒼太朗(2) 高校   2,13.19 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾔ 長野商業 ﾖｼﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ 屋代

 5 吉越 一真(3) 高校   2,09.53 q  5 山田 嵩大(1) 高校   2,17.81 
ﾖｼｺｼ ｶｽﾞﾏ 長野吉田 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 長野工業

 6 丸山 浩成(3) 高校   2,10.25 q  6 飯田 陽介(1) 高校   2,33.14 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾅﾘ 長野高専 ｲｲﾀﾞ ﾖｳｽｹ 須坂創成

 7 渡邊 祟寛(3) 高校   2,24.22  7 早武 慎二(2) 高校   2,37.23 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 更級農業 ﾊﾔﾀｹ ｼﾝｼﾞ 坂城
小林 厚斗(2) 高校 内田 裕二(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂﾄ 中野西 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 長野商業

男子

800m                

予選 通過基準  6組  3着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1288

9  1413

4   802

3   990

7  3116

6   934

5  2770

2  3110
欠場

順 ﾚｰﾝ

1  1148

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1290

5  1436

7  1104

9  1165

4  1197

1  1035

3   778

6  3115

8  1395
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
4  3542

6   805

9   992

2   957

5  1392

8  1198

3  1057
欠場

7  3113
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
8  1295

4  1091

7  3519

9  1075

3  3087

6   953

5   999

2  1166

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
6   857

4   840

5  1121

8  1134

7  1056

2  3527

3  2760

9   947
欠場

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1108

7  2757

5  1117

4  1444

8  1162

9   952

6  2732

3  1133
欠場



[ 1組] [ 2組]

 1 清水 拓斗(2) 高校   2,00.74 Q  1 中村 祐太(3) 高校   1,58.39 Q
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ 長野日大 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 長野日大

 2 児玉 悠作(1) 高校   2,01.94 Q  2 大久保 英(3) 高校   2,02.51 Q
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 市立長野 ｵｵｸﾎﾞ ｽｸﾞﾙ 更級農業

 3 桑原 太志(3) 高校   2,03.72  3 前田 諭志(3) 高校   2,03.33 
ｸﾜﾊﾗ ﾌﾄｼ 飯山 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 長野

 4 竹村 友雅(2) 高校   2,06.16  4 谷迫 悠朔(2) 高校   2,06.82 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｶﾞ 長野 ﾀﾆｻｺ ﾕｳｻｸ 長野西

 5 岩崎 真哉(3) 高校   2,07.26  5 矢嶋 辰也(3) 高校   2,07.37 
ｲﾜｻｷ ｼﾝﾔ 長野高専 ﾔｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 松代

 6 吉越 一真(3) 高校   2,13.79  6 小林 舜弥(2) 高校   2,11.35 
ﾖｼｺｼ ｶｽﾞﾏ 長野吉田 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾔ 長野商業

 7 武田 直樹(3) 高校   2,16.31  7 奥山 聖也(3) 高校   2,12.39 
ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ 須坂 ｵｸﾔﾏ ｾｲﾔ 飯山

 8 佐藤 直樹(1) 高校   2,18.61  8 丸山 浩成(3) 高校   2,17.44 
ｻﾄｳ ﾅｵｷ 長野西 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾅﾘ 長野高専

[ 3組]

 1 島﨑 尋睦(3) 高校   2,02.20 Q
ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾑ 飯山

 2 廣瀬 洸(2) 高校   2,02.49 Q
ﾋﾛｾ ｺｳ 長野高専

 3 五十嵐 珠己(2) 高校   2,02.53 q
ｲｶﾞﾗｼ ｼﾞｭｷ 長野日大

 4 若林 亮冶(1) 高校   2,02.73 q
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 屋代

 5 大石 浩平(3) 高校   2,06.94 
ｵｵｲｼ ｺｳﾍｲ 長野西

 6 飯島 啓太(1) 高校   2,10.87 
ｲｲｼﾞﾏ ｹｲﾀ 長野工業

 7 髙野 翔吾(2) 高校   2,13.31 
ﾀｶﾉ ｼｮｳｺﾞ 須坂

 8 早福 和馬(2) 高校   2,14.31 
ｿｳﾌｸ ｶｽﾞﾏ 長野吉田

 1 中村 祐太(3) 高校   1,57.01 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 長野日大

 2 清水 拓斗(2) 高校   1,57.77 
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ 長野日大

 3 児玉 悠作(1) 高校   1,59.63 
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 市立長野

 4 大久保 英(3) 高校   2,01.39 
ｵｵｸﾎﾞ ｽｸﾞﾙ 更級農業

 5 島﨑 尋睦(3) 高校   2,02.26 
ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾑ 飯山

 6 廣瀬 洸(2) 高校   2,02.46 
ﾋﾛｾ ｺｳ 長野高専

 7 若林 亮冶(1) 高校   2,02.57 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 屋代

 8 五十嵐 珠己(2) 高校   2,04.45 
ｲｶﾞﾗｼ ｼﾞｭｷ 長野日大

男子

800m                
準決勝 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 所属名
5  1290

4   857

6   840

8  1121

9  3519

2  1056

7  1091

3   990

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
5  1288

No. 氏  名

6  2757

9  1117

4  1108

7  1413

2  1134

8   802

3  3527

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   805

7  3542

4  1295

5  1436

8  1104

3  1165

9   992

2  1075

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1288

6  1290

7   857

9  2757

5   805

8  3542

2  1436

3  1295



予選 5月13日 11:10
決勝 5月13日 15:35

大会記録(GR)      3,59.1

[ 1組] [ 2組]

 1 清水 拓斗(2) 高校   4,10.41 Q  1 中村 祐太(3) 高校   4,06.01 Q
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ 長野日大 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 長野日大

 2 大石 浩平(3) 高校   4,17.10 Q  2 桑原 太志(3) 高校   4,15.92 Q
ｵｵｲｼ ｺｳﾍｲ 長野西 ｸﾜﾊﾗ ﾌﾄｼ 飯山

 3 小林 祐輝(2) 高校   4,20.63 Q  3 松原 慎也(3) 高校   4,17.14 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 長野吉田 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝﾔ 長野

 4 山口 空(3) 高校   4,21.50  4 佃 佳祐(2) 高校   4,19.39 q
ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾗ 須坂 ﾂｸﾀﾞ ｹｲｽｹ 長野高専

 5 奥山 聖也(3) 高校   4,24.57  5 神田 時宗(3) 高校   4,21.11 q
ｵｸﾔﾏ ｾｲﾔ 飯山 ｶﾝﾀﾞ ﾄｷﾑﾈ 中野立志館

 6 飯島 啓太(1) 高校   4,25.82  6 中山 大暉(3) 高校   4,24.47 
ｲｲｼﾞﾏ ｹｲﾀ 長野工業 ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 須坂

 7 松永 海(3) 高校   4,29.30  7 佐藤 直樹(1) 高校   4,36.13 
ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｲ 長野 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 長野西

 8 丸山 浩成(3) 高校   4,30.28  8 大久保 英(3) 高校   4,39.84 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾅﾘ 長野高専 ｵｵｸﾎﾞ ｽｸﾞﾙ 更級農業

 9 緒方 希一(2) 高校   4,32.87  9 渋沢 郁未(1) 高校   4,40.31 
ｵｶﾞﾀ ｷｲﾁ 更級農業 ｼﾌﾞｻﾜ ｲｸﾐ 長野吉田

10 小林 舜弥(2) 高校   4,36.57 10 今村 駿汰(2) 高校   4,40.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾔ 長野商業 ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 長野南

11 丸山 竜矢(1) 高校   4,41.07 11 宮島 昂佑(1) 高校   4,43.06 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 長野東 ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 屋代

12 池田 直樹(3) 高校   4,41.38 12 戸澤 大樹(1) 高校   4,44.22 
ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ 中野西 ﾄｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 須坂創成

13 小嶋 昂志(3) 高校   4,54.35 13 相馬 舜也(1) 高校   4,57.77 
ｺｼﾞﾏ ﾀｶｼ 中野立志館 ｿｳﾏ ｼｭﾝﾔ 中野西

14 桐山 義規(2) 高校   4,57.78 14 髙野 優貴(3) 高校   5,54.91 
ｷﾘﾔﾏ  ﾖｼﾉﾘ 須坂東 ﾀｶﾉ ﾕｳｷ 長野商業

15 竹林 諒(1) 高校   5,05.88 中村 伊吹(2) 高校
ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｱｷ 篠ﾉ井 ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 篠ﾉ井

16 待井 祐人(3) 高校   5,08.52 北沢 文弥(3) 高校
ﾏﾁｲ ﾕｳﾄ 長野南 ｷﾀｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ 長野工業

17 飯田 陽介(1) 高校   5,08.53 
ｲｲﾀﾞ ﾖｳｽｹ 須坂創成

[ 3組]

 1 高橋 勇輝(2) 高校   4,08.72 Q
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 長野日大

 2 小平 仁(3) 高校   4,17.13 Q
ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾞﾝ 長野吉田

 3 石澤 由祐(3) 高校   4,20.02 Q
ｲｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 須坂

 4 廣瀬 洸(2) 高校   4,20.89 q
ﾋﾛｾ ｺｳ 長野高専

 5 田中 永遠(2) 高校   4,23.36 
ﾀﾅｶﾄﾜ 中野立志館

 6 甲田 基也(2) 高校   4,26.80 
ｺｳﾀﾞ ﾓﾄﾔ 長野工業

 7 川口 大輝(2) 高校   4,32.93 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 飯山

 8 小町谷 歩(2) 高校   4,32.96 
ｺﾏﾁﾔ ｱﾕﾑ 長野西

 9 黒川 豪太(2) 高校   4,38.17 
ｸﾛｶﾜ ｺﾞｳﾀ 長野

10 上條 陽平(2) 高校   4,39.52 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾖｳﾍｲ 篠ﾉ井

11 渡邊 祟寛(3) 高校   4,52.80 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 更級農業

12 内田 裕二(2) 高校   4,59.63 
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 長野商業

13 神頭 軍馬(1) 高校   5,01.69 
ｺｳｽﾞ ｸﾞﾝﾏ 北部

14 清水 翔太(1) 高校   5,02.46 
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 長野東
若林 亮冶(1) 高校
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 屋代
畔上 拓也(2) 高校
ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾀｸﾔ 中野西

男子

1500m

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

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1290

10  1104

4  1077

8   988

3   802

9  1165

5  1128

17  3527

13  2767

12  1134

7  1197

14   938

11  1230

1   906

16  3087

2   952

順

15  1398

No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1288

13   840

11  1125

5  3537

1   916

10   986

6  1091

3  2757

9  1084

12  1233

4  1445

15   953

16   948

14  1148

2  1395
欠場

7  1177
欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1279

7  1052

10  1009

8  3542

9   913

13  1155

15   807

16  1109

5  3109

12  1392

2  2760

3  1133

6  1038

14  1198

1  1436
欠場

11   942
欠場



 1 高橋 勇輝(2) 高校   3,57.76 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 長野日大

 2 中村 祐太(3) 高校   4,00.61 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 長野日大

 3 清水 拓斗(2) 高校   4,07.49 
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ 長野日大

 4 石澤 由祐(3) 高校   4,08.95 
ｲｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 須坂

 5 松原 慎也(3) 高校   4,09.70 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝﾔ 長野

 6 大石 浩平(3) 高校   4,12.64 
ｵｵｲｼ ｺｳﾍｲ 長野西

 7 桑原 太志(3) 高校   4,15.80 
ｸﾜﾊﾗ ﾌﾄｼ 飯山

 8 小林 祐輝(2) 高校   4,16.26 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 長野吉田

 9 小平 仁(3) 高校   4,16.62 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾞﾝ 長野吉田

10 廣瀬 洸(2) 高校   4,19.00 
ﾋﾛｾ ｺｳ 長野高専

11 佃 佳祐(2) 高校   4,26.12 
ﾂｸﾀﾞ ｹｲｽｹ 長野高専

12 神田 時宗(3) 高校   4,26.76 
ｶﾝﾀﾞ ﾄｷﾑﾈ 中野立志館

男子

1500m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1279

大会新
7  1288

10  1290

9  1009

12  1125

8  1104

2   840

5  1077

3  1052

4  3542

11  3537

1   916



決勝 5月15日 13:05

大会記録(GR )    14,57.15

 1 大池 竜紀(2) 高校  15,14.19 
ｵｵｲｹ ﾀﾂﾉﾘ 長野日大

 2 高橋 勇輝(2) 高校  15,44.97 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 長野日大

 3 木田 元春(3) 高校  15,50.67 
ｷﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ 長野日大

 4 石澤 由祐(3) 高校  15,58.97 
ｲｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 須坂

 5 佐藤 聖也(3) 高校  15,59.35 
ｻﾄｳ ｾｲﾔ 飯山

 6 神田 時宗(3) 高校  16,00.32 
ｶﾝﾀﾞ ﾄｷﾑﾈ 中野立志館

 7 広瀬 竜也(2) 高校  16,01.61 
ﾋﾛｾ ﾀﾂﾔ 飯山

 8 石川 寛大(2) 高校  16,07.73 
ｲｼｶﾜ ｶﾝﾀ 長野

 9 小平 仁(3) 高校  16,23.12 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾞﾝ 長野吉田

10 武田 優介(1) 高校  16,24.50 
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ 長野

11 大石 浩平(3) 高校  16,33.89 
ｵｵｲｼ ｺｳﾍｲ 長野西

12 中山 大暉(3) 高校  16,59.45 
ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 須坂

13 藤木 俊希(3) 高校  17,13.72 
ﾌｼﾞｷ ﾄｼｷ 飯山

14 関 隼希(3) 高校  17,15.20 
ｾｷ ﾄｼｷ 長野高専

15 田中 永遠(2) 高校  17,29.52 
ﾀﾅｶﾄﾜ 中野立志館

16 宮原 直輝(1) 高校  17,43.65 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾅｵｷ 屋代

17 山口 空(3) 高校  17,53.90 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾗ 須坂

18 島田 佳祐(1) 高校  17,56.56 
ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 長野高専

19 小林 万章(3) 高校  18,06.71 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅｷ 長野高専

20 小町谷 歩(2) 高校  18,24.83 
ｺﾏﾁﾔ ｱﾕﾑ 長野西

21 北島 滉輝(1) 高校  18,27.75 
ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｷ 長野西

22 大久保 斗南(2) 高校  18,39.60 
ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾅﾝ 長野

23 佐藤 陸玖(1) 高校  19,05.00 
ｻﾄｳ ﾘｸ 屋代

24 緒方 希一(2) 高校  19,06.24 
ｵｶﾞﾀ ｷｲﾁ 更級農業

25 渡邊 祟寛(3) 高校  19,10.00 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 更級農業

男子

5000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
18  1307

8  1279

4  1285

13  1009
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5   813

6  3106
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24  3101

16  1104

9   986
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15  1446
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1  1441
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予選 5月13日 12:55
決勝 5月13日 14:35

大会記録(GR)        14.77

[ 1組] 風速 +5.3 [ 2組] 風速 +5.1

 1 塚田 龍太朗(2) 高校     15.57 Q  1 小林 周平(2) 高校     15.91 Q
ﾂｶﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 長野日大 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 長野東

 2 宮原 翔太(2) 高校     15.77 Q  2 岡村 宗一郎(3) 高校     16.59 Q
ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳﾀ 長野日大 ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 長野日大

 3 渡邊 倭(3) 高校     16.02 q  3 太田 嶺(3) 高校     16.70 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾏﾄ 中野西 ｵｵﾀ ﾚｲ 中野西

 4 玉城 莉吾(2) 高校     16.22 q  4 中村 妥偉也(2) 高校     17.40 
ﾀﾏｷ ﾗｲｺﾞ 長野吉田 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾔ 長野工業

 5 渡辺 瑞生(3) 高校     16.86 q  5 鈴木 友也(1) 高校     18.23 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 長野高専 ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 長野商業

 6 千葉 俊紀(1) 高校     18.02 竹節 真人(3) 高校
ﾁﾊﾞ ﾄｼﾉﾘ 須坂 ﾀｹﾌｼﾏｻﾄ 中野立志館

 7 黒岩 厚志(1) 高校     20.57 
ｸﾛｲﾜｱﾂｼ 中野立志館

風速 +2.1

 1 小林 周平(2) 高校     15.71 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 長野東

 2 塚田 龍太朗(2) 高校     15.73 
ﾂｶﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 長野日大

 3 渡邊 倭(3) 高校     16.13 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾏﾄ 中野西

 4 宮原 翔太(2) 高校     16.45 
ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳﾀ 長野日大

 5 岡村 宗一郎(3) 高校     16.59 
ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 長野日大

 6 玉城 莉吾(2) 高校     16.80 
ﾀﾏｷ ﾗｲｺﾞ 長野吉田

 7 渡辺 瑞生(3) 高校     16.96 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 長野高専

 8 太田 嶺(3) 高校     17.26 
ｵｵﾀ ﾚｲ 中野西

男子

110mH(1.067)

予選 通過基準  2組  2着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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4  1271

8   997

3   937
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7   925

順 ﾚｰﾝ

2  3544

No. 氏  名 所属名 記録／備考
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3  1151
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欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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2  3544
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予選 5月14日 11:05
決勝 5月14日 13:40

大会記録(GR)        52.29

[ 1組] [ 2組]

 1 渡辺 賢志(3) 高校     56.84 Q  1 吉沢 智貴(3) 高校     57.33 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ 長野 ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 長野日大

 2 高野 誠也(3) 高校     57.26 Q  2 岡村 宗一郎(3) 高校     58.52 Q
ﾀｶﾉ ｾｲﾔ 長野高専 ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 長野日大

 3 内山 力哉(2) 高校     57.52 q  3 久保田 五輝(3) 高校     58.89 q
ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ 長野東 ｸﾎﾞﾀ  ｲﾂｷ 長野吉田

 4 竹村 圭弘(3) 高校   1,00.68 q  4 玉城 莉吾(2) 高校     59.37 q
ﾀｹﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 長野吉田 ﾀﾏｷ ﾗｲｺﾞ 長野吉田

 5 今井 知樹(3) 高校   1,02.26  5 平井 皓陽(2) 高校   1,02.26 
ｲﾏｲ ﾄﾓｷ 長野高専 ﾋﾗｲ ｺｳﾖｳ 飯山

 6 前澤 練(3) 高校   1,03.46 山本 正道(3) 高校
ﾏｴｻﾞﾜ ﾚﾝ 飯山 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ 市立長野

 7 鈴木 友也(1) 高校   1,06.39 小林 嶺(2) 高校
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 長野商業 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 長野高専
小林 恒平(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ 長野日大

 1 吉沢 智貴(3) 高校     54.97 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 長野日大

 2 渡辺 賢志(3) 高校     55.58 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ 長野

 3 内山 力哉(2) 高校     56.13 
ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ 長野東

 4 岡村 宗一郎(3) 高校     56.25 
ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 長野日大

 5 久保田 五輝(3) 高校     56.73 
ｸﾎﾞﾀ  ｲﾂｷ 長野吉田

 6 高野 誠也(3) 高校     57.54 
ﾀｶﾉ ｾｲﾔ 長野高専

 7 玉城 莉吾(2) 高校   1,00.52 
ﾀﾏｷ ﾗｲｺﾞ 長野吉田

 8 竹村 圭弘(3) 高校   1,01.45 
ﾀｹﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 長野吉田

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
8  1112

4  3549

男子

400mH(0.914)

予選 通過基準  2組  2着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1264
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6  3549

2  1070

3  1053



決勝 5月14日 11:50

大会記録(GR)      9,19.42

 1 佐藤 聖也(3) 高校   9,37.01 
ｻﾄｳ ｾｲﾔ 飯山

 2 中島 俊介(3) 高校   9,40.08 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ 長野日大

 3 石澤 由祐(3) 高校   9,42.55 
ｲｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 須坂

 4 宮田 共也(3) 高校   9,55.43 
ﾐﾔﾀ ﾄﾓﾔ 長野日大

 5 松原 慎也(3) 高校  10,00.75 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝﾔ 長野

 6 小平 仁(3) 高校  10,04.87 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾞﾝ 長野吉田

 7 小山 颯也(2) 高校  10,11.76 
ｺﾔﾏ ｿｳﾔ 長野日大

 8 広瀬 竜也(2) 高校  10,17.07 
ﾋﾛｾ ﾀﾂﾔ 飯山

 9 中山 大暉(3) 高校  10,28.19 
ﾅｶﾔﾏ ﾋﾛｷ 須坂

10 藤木 俊希(3) 高校  10,32.74 
ﾌｼﾞｷ ﾄｼｷ 飯山

11 山口 空(3) 高校  10,32.84 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾗ 須坂

12 佃 佳祐(2) 高校  10,33.72 
ﾂｸﾀﾞ ｹｲｽｹ 長野高専

13 小林 万章(3) 高校  10,41.41 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅｷ 長野高専

14 関 隼希(3) 高校  10,53.14 
ｾｷ ﾄｼｷ 長野高専

15 緒方 希一(2) 高校  11,07.12 
ｵｶﾞﾀ ｷｲﾁ 更級農業

16 小林 祐輝(2) 高校  11,16.15 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 長野吉田

17 小町谷 歩(2) 高校  11,16.19 
ｺﾏﾁﾔ ｱﾕﾑ 長野西

18 桑原 健輔(2) 高校  11,16.34 
ｸﾜﾊﾞﾗ ｹﾝｽｹ 長野

19 小嶋 昂志(3) 高校  11,49.36 
ｺｼﾞﾏ ﾀｶｼ 中野立志館

20 松本 侑馬(2) 高校  11,58.60 
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾏ 長野西

21 湯本 貫太(2) 高校  12,04.40 
ﾕﾓﾄ ｶﾝﾀ 長野

22 澁谷 颯汰(3) 高校  12,13.07 
ｼﾌﾞﾔ ｿｳﾀ 長野吉田戸隠
丸山 裕己(1) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 長野西

男子

3000mSC

決勝
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決勝 5月15日 11:40

大会記録(GR )    22,01.36

 1 山口 智也(3) 高校  23,42.84 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 長野日大

 2 武田 直樹(3) 高校  25,00.33 
ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ 須坂

 3 北沢 文弥(3) 高校  25,08.77 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ 長野工業

 4 甲田 基也(2) 高校  25,28.54 
ｺｳﾀﾞ ﾓﾄﾔ 長野工業

 5 山岸 忠相(3) 高校  25,53.32 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾀﾞｽｹ 長野

 6 長原 治玄(2) 高校  26,41.55 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｼﾞｹﾞﾝ 長野日大

 7 寺島 章仁(2) 高校  27,34.03 
ﾃﾗｼﾏ ｱｷﾋﾄ 長野

 8 竹倉 龍之介(3) 高校  27,52.87 
ﾀｹｸﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 長野日大

 9 松本 侑馬(2) 高校  28,07.77 
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾏ 長野西

10 西澤 蒼馬(3) 高校  28,27.02 
ﾆｼｻﾞﾜ ｿｳﾏ 市立長野
塚原 巧(2) 高校
ﾂｶﾊﾗ ﾀｸﾐ 長野高専
鈴木 皓太(2) 高校
ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 飯山

3  3539
失格

10   810
失格

5  1110

6   866

12  3110

11  1294

4  1126

7  1293

2  1177

8  1155

9  1299

1   990

男子

5000mW              

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 5月13日 10:20
決勝 5月14日 14:10

大会記録(GR)        41.60

[ 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 長野日大  1267 北澤 大海(3)     43.36 Q  1   3 市立長野   865 水出 一也(3)     43.60 Q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ
 1253 金井 敦紀(3)   879 宮下 翼(1)

ｶﾅｲ ｱﾂｷ ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ
 1270 長谷川 遼亮(3)   856 池田 翔紀(1)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ
 1264 吉沢 智貴(3)   859 伊東 嵩矢(1)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ
 2   8 須坂創成  1013 三井 絢斗(3)     44.16 Q  2   5 中野立志館   911 柴本 遼河(3)     43.67 Q

ｽｻﾞｶｿｳｾｲ ﾐﾂｲ ｹﾝﾄ ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝ ｼﾊﾞﾓﾄﾘｮｳｶﾞ
  966 流 勇介(3)   908 坂庭 諒(3)

ﾅｶﾞﾚ ﾕｳｽｹ ｻｶﾆﾜﾘｮｳ
 1017 米山 恵樹(3)   914 小林 歩暉(2)

ﾖﾈﾔﾏ ｹｲｼﾞｭ ｺﾊﾞﾔｼｲﾌﾞｷ
 1014 犬飼 裕貴(3)   909 佐藤 真裕(3)

ｲﾇｶｲ ﾕｳｷ ｻﾄｳﾏﾋﾛ
 3   7 飯山   803 山本 知幸(3)     44.44 q  3   4 須坂東   985 坂口 大樹(2)     44.10 q

ｲｲﾔﾏ ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼ ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｷ
  801 芳川 亮(3)  3093 羽尾 拓海(3)

ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ ﾊｵ ﾀｸﾐ
  814 藤田 源翔(2)  3091 上沢 奈雄(2)

ﾌｼﾞﾀ ｹﾞﾝｼｮｳ ｶﾐｻﾜ ﾅｵ
  832 吉田 開恩(3)  3097 横地 彦人(3)

ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ ﾖｺﾁ ﾋﾛﾄ
 4   2 長野西  1106 小林 勇哉(2)     46.12  4   7 北部  1028 春日 勇輝(3)     45.37 

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ ﾎｸﾌﾞ ｶｽｶﾞ ﾕｳｷ
 1100 清水 隆寛(3)  1033 本戸 友晴(2)

ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ ﾎﾝﾄﾞ ﾄﾓﾊﾙ
 1108 谷迫 悠朔(2)  1029 荒井 滉司(2)

ﾀﾆｻｺ ﾕｳｻｸ ｱﾗｲ ｺｳｼﾞ
 1103 岩﨑 洸介(3)  1030 松山 周平(2)

ｲﾜｻｷ ｺｳｽｹ ﾏﾂﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ
 5   3 須坂   998 山本 陽介(1)     47.11  5   6 篠ﾉ井  1390 桑原 圭都(2)     45.66 

ｽｻﾞｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ ｼﾉﾉｲ ｸﾜﾊﾞﾗ ｹｲﾄ
  993 鶴田 優斗(2)  1393 髙栁 樹(2)

ﾂﾙﾀ ﾕｳﾄ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀﾂｷ
  994 沼田 誠也(1)  1396 前角 拓人(2)

ﾇﾏﾀ ｾｲﾔ ﾏｴｽﾞﾐ ﾀｸﾄ
  995 山際 創平(1)  1388 古岩井 春樹(3)

ﾔﾏｷﾞﾜ ｿｳﾍｲ ｺｲﾜｲ ﾊﾙｷ
 6   4 長野商業  1135 柳澤 啓斗(1)     47.94   2 屋代  1439 秋山 航(1)

ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾄ ﾔｼﾛ ｱｷﾔﾏ ﾜﾀﾙ 失格
 1132 池田 剛(2)  1442 仙田 勇人(1)

ｲｹﾀﾞ ﾂﾖｼ ｾﾝﾀﾞ ﾊﾔﾄ
 1147 北村 友弥(3)  1440 松本 篤弥(2)

ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂﾔ
 1146 松永 拓実(3)  1443 戸谷 泰生(1)

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｸﾐ ﾄﾔ ﾀｲｾｲ
  6 更級農業

ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳ 欠場

男子

4×100mR

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



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 長野  1119 鈴木 達也(3)     43.74 Q

ﾅｶﾞﾉ ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ
 1111 高橋 慶(3)

ﾀｶﾊｼ ｹｲ
 1129 小林 陽平(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ
 1113 中島 望(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ
 2   3 長野吉田  1055 太目 祐二(3)     43.75 Q

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ｵｵﾒ ﾕｳｼﾞ
 1062 内山 朋也(3)

ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ
 1057 大森 晃(3)

ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ
 1054 北村 昌弘(3)

ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ
 3   6 長野高専  3511 髙橋 和真(1)     44.66 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ
 3549 高野 誠也(3)

ﾀｶﾉ ｾｲﾔ
 3507 宮澤 陽斗(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ
 3533 小林 嶺(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ
 4   7 長野東  1195 伊藤 大地(2)     44.68 

ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ
 1191 内山 力哉(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ
 1194 小林 千輝(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ
 1193 小林 周平(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ
 5   4 松代  1435 内堀 岳宏(2)     44.96 

ﾏﾂｼﾛ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ
 1414 土屋 優輝(1)

ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ
 1424 深沢 友昭(3)

ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ
 1425 下田 振全(2)

ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ
 6   5 長野工業  1168 小林 将人(3)     46.26 

ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ
 1161 松橋 健(1)

ﾏﾂﾊｼ ｹﾝ
 1160 南澤 和輝(1)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ
 1159 吉田 智哉(1)

ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ

男子

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 市立長野   865 水出 一也(3)     42.82 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ
  879 宮下 翼(1)

ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ
  856 池田 翔紀(1)

ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ
  878 小出 郁弥(2)

ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ
 2   6 長野日大  1267 北澤 大海(3)     43.05 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ
 1253 金井 敦紀(3)

ｶﾅｲ ｱﾂｷ
 1270 長谷川 遼亮(3)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ
 1264 吉沢 智貴(3)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ
 3   5 中野立志館   911 柴本 遼河(3)     43.36 

ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝ ｼﾊﾞﾓﾄﾘｮｳｶﾞ
  908 坂庭 諒(3)

ｻｶﾆﾜﾘｮｳ
  914 小林 歩暉(2)

ｺﾊﾞﾔｼｲﾌﾞｷ
  909 佐藤 真裕(3)

ｻﾄｳﾏﾋﾛ
 4   9 長野吉田  1055 太目 祐二(3)     43.64 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ｵｵﾒ ﾕｳｼﾞ
 1062 内山 朋也(3)

ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ
 1057 大森 晃(3)

ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ
 1054 北村 昌弘(3)

ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ
 5   4 長野  1119 鈴木 達也(3)     43.71 

ﾅｶﾞﾉ ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ
 1111 高橋 慶(3)

ﾀｶﾊｼ ｹｲ
 1129 小林 陽平(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ
 1113 中島 望(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ
 6   3 飯山   838 前澤 練(3)     44.64 

ｲｲﾔﾏ ﾏｴｻﾞﾜ ﾚﾝ
  801 芳川 亮(3)

ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ
  803 山本 知幸(3)

ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ
  832 吉田 開恩(3)

ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ
 7   2 須坂東   985 坂口 大樹(2)     44.65 

ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼ ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｷ
 3093 羽尾 拓海(3)

ﾊｵ ﾀｸﾐ
 3091 上沢 奈雄(2)

ｶﾐｻﾜ ﾅｵ
 3097 横地 彦人(3)

ﾖｺﾁ ﾋﾛﾄ
 8   8 須坂創成  1013 三井 絢斗(3)     44.84 

ｽｻﾞｶｿｳｾｲ ﾐﾂｲ ｹﾝﾄ
  966 流 勇介(3)

ﾅｶﾞﾚ ﾕｳｽｹ
 1017 米山 恵樹(3)

ﾖﾈﾔﾏ ｹｲｼﾞｭ
 1014 犬飼 裕貴(3)

ｲﾇｶｲ ﾕｳｷ

4×100mR
決勝

男子



予選 5月14日 15:10
決勝 5月15日 13:55

大会記録(GR)      3,19.86

[ 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 長野日大  1267 北澤 大海(3)   3,28.61 Q  1   7 市立長野   879 宮下 翼(1)   3,30.89 Q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｲｶﾞ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ
 1264 吉沢 智貴(3)   880 久保田 翔(1)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳ
 1254 小池 輝(2)   857 児玉 悠作(1)

ｺｲｹ ﾋｶﾙ ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ
 1270 長谷川 遼亮(3)   869 山本 正道(3)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ
 2   7 松代  1414 土屋 優輝(1)   3,31.74 Q  2   4 長野高専  3525 今井 知樹(3)   3,31.77 Q

ﾏﾂｼﾛ ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ｲﾏｲ ﾄﾓｷ
 1435 内堀 岳宏(2)  3519 岩崎 真哉(3)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ ｲﾜｻｷ ｼﾝﾔ
 1424 深沢 友昭(3)  3542 廣瀬 洸(2)

ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ ﾋﾛｾ ｺｳ
 1431 大久保 真弥(3)  3549 高野 誠也(3)

ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾔ ﾀｶﾉ ｾｲﾔ
 3   4 篠ﾉ井  1393 髙栁 樹(2)   3,32.98 q  3   6 長野吉田  1059 渡辺 素己(3)   3,32.23 q

ｼﾉﾉｲ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀﾂｷ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ
 1396 前角 拓人(2)  1057 大森 晃(3)

ﾏｴｽﾞﾐ ﾀｸﾄ ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ
 1390 桑原 圭都(2)  1055 太目 祐二(3)

ｸﾜﾊﾞﾗ ｹｲﾄ ｵｵﾒ ﾕｳｼﾞ
 1388 古岩井 春樹(3)  1050 岡部 信一郎(3)

ｺｲﾜｲ ﾊﾙｷ ｵｶﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ
 4   2 中野立志館   909 佐藤 真裕(3)   3,33.01  4   3 長野西  1106 小林 勇哉(2)   3,44.28 

ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝ ｻﾄｳﾏﾋﾛ ﾅｶﾞﾉﾆｼ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ
  905 松本 翼(3)  1108 谷迫 悠朔(2)

ﾏﾂﾓﾄﾂﾊﾞｻ ﾀﾆｻｺ ﾕｳｻｸ
  914 小林 歩暉(2)  1100 清水 隆寛(3)

ｺﾊﾞﾔｼｲﾌﾞｷ ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ
  911 柴本 遼河(3)  1104 大石 浩平(3)

ｼﾊﾞﾓﾄﾘｮｳｶﾞ ｵｵｲｼ ｺｳﾍｲ
 5   3 更級農業  2768 松本 聖(2)   3,34.46   2 屋代

ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳ ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄﾙ ﾔｼﾛ 欠場
 2757 大久保 英(3)

ｵｵｸﾎﾞ ｽｸﾞﾙ
 2766 宮澤 康平(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ
 2755 渡邊 拓実(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ
 6   6 須坂   993 鶴田 優斗(2)   3,37.97   5 長野商業

ｽｻﾞｶ ﾂﾙﾀ ﾕｳﾄ ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳ 欠場
 1009 石澤 由祐(3)

ｲｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ
  987 水島 菖二(3)

ﾐｽﾞｼﾏ ｼｮｳｼﾞ
  988 山口 空(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾗ

男子

4×400mR

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



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 長野  1113 中島 望(2)   3,29.49 Q

ﾅｶﾞﾉ ﾅｶｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ
 1111 高橋 慶(3)

ﾀｶﾊｼ ｹｲ
 1117 前田 諭志(3)

ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ
 1112 渡辺 賢志(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ
 2   7 飯山   801 芳川 亮(3)   3,30.98 Q

ｲｲﾔﾏ ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ
  805 島﨑 尋睦(3)

ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾑ
  832 吉田 開恩(3)

ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ
  840 桑原 太志(3)

ｸﾜﾊﾗ ﾌﾄｼ
 3   3 北部  1030 松山 周平(2)   3,34.75 

ﾎｸﾌﾞ ﾏﾂﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ
 1028 春日 勇輝(3)

ｶｽｶﾞ ﾕｳｷ
 1029 荒井 滉司(2)

ｱﾗｲ ｺｳｼﾞ
 1032 高木 翔(2)

ﾀｶｷﾞ ｼｮｳ
 4   2 長野東  1191 内山 力哉(2)   3,38.06 

ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ
 1194 小林 千輝(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ
 1198 清水 翔太(1)

ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ
 1196 岩下 凌(2)

ｲﾜｼﾀ ﾘｮｳ
 5   4 須坂東  3093 羽尾 拓海(3)   3,41.79 

ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼ ﾊｵ ﾀｸﾐ
 3091 上沢 奈雄(2)

ｶﾐｻﾜ ﾅｵ
 3097 横地 彦人(3)

ﾖｺﾁ ﾋﾛﾄ
 3087 桐山 義規(2)

ｷﾘﾔﾏ  ﾖｼﾉﾘ
 6   6 長野工業  1161 松橋 健(1)   3,43.08 

ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳ ﾏﾂﾊｼ ｹﾝ
 1188 稲葉 大地(3)

ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ
 1159 吉田 智哉(1)

ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ
 1185 山崎 大地(3)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ

男子

4×400mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 長野日大  1253 金井 敦紀(3)   3,20.86 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｶﾅｲ ｱﾂｷ
 1270 長谷川 遼亮(3)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ
 1254 小池 輝(2)

ｺｲｹ ﾋｶﾙ
 1264 吉沢 智貴(3)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ
 2   6 市立長野   879 宮下 翼(1)   3,21.19 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ
  869 山本 正道(3)

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ
  857 児玉 悠作(1)

ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ
  878 小出 郁弥(2)

ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ
 3   4 長野  1111 高橋 慶(3)   3,21.87 

ﾅｶﾞﾉ ﾀｶﾊｼ ｹｲ
 1121 竹村 友雅(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｶﾞ
 1117 前田 諭志(3)

ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ
 1112 渡辺 賢志(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ
 4   3 長野吉田  1055 太目 祐二(3)   3,25.31 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ｵｵﾒ ﾕｳｼﾞ
 1057 大森 晃(3)

ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ
 1050 岡部 信一郎(3)

ｵｶﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ
 1062 内山 朋也(3)

ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ
 5   5 飯山   801 芳川 亮(3)   3,28.96 

ｲｲﾔﾏ ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ
  840 桑原 太志(3)

ｸﾜﾊﾗ ﾌﾄｼ
  805 島﨑 尋睦(3)

ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾑ
  832 吉田 開恩(3)

ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ
 6   8 松代  1414 土屋 優輝(1)   3,29.48 

ﾏﾂｼﾛ ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ
 1435 内堀 岳宏(2)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ
 1425 下田 振全(2)

ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ
 1431 大久保 真弥(3)

ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾔ
 7   9 長野高専  3525 今井 知樹(3)   3,32.52 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ｲﾏｲ ﾄﾓｷ
 3540 赤津 裕文(2)

ｱｶﾂ ﾋﾛﾌﾐ
 3519 岩崎 真哉(3)

ｲﾜｻｷ ｼﾝﾔ
 3549 高野 誠也(3)

ﾀｶﾉ ｾｲﾔ
 8   2 篠ﾉ井  1393 髙栁 樹(2)   3,33.24 

ｼﾉﾉｲ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀﾂｷ
 1396 前角 拓人(2)

ﾏｴｽﾞﾐ ﾀｸﾄ
 1390 桑原 圭都(2)

ｸﾜﾊﾞﾗ ｹｲﾄ
 1388 古岩井 春樹(3)

ｺｲﾜｲ ﾊﾙｷ

4×400mR
決勝

男子



決勝 5月14日 13:30

大会記録(GR)         2.14

塚田 龍太朗(2) 高校
ﾂｶﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 長野日大
清水 隆寛(3) 高校
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 長野西
北村 拓弥(3) 高校
ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 長野日大
竹節 真人(3) 高校
ﾀｹﾌｼﾏｻﾄ 中野立志館
板井 慎太郎(3) 高校
ｲﾀｲ ｼﾝﾀﾛｳ 中野西
金井 健太(2) 高校
ｶﾅｲｹﾝﾀ 中野立志館
藤田 源翔(2) 高校
ﾌｼﾞﾀ ｹﾞﾝｼｮｳ 飯山
島田 真義(2) 高校
ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 文化学園長野
上野 輝大(1) 高校
ｳｴﾉｺｳﾀ 中野立志館
飯島 詢平(1) 高校
ｲｲｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 長野吉田
戸谷 泰生(1) 高校
ﾄﾔ ﾀｲｾｲ 屋代
須甲 寛大(1) 高校 記録なし
ｽｺｳ ﾋﾛｷ 須坂
清水 龍生(1) 高校 記録なし
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｾｲ 市立長野
月岡 健斗(3) 高校 記録なし
ﾂｷｵｶ ｹﾝﾄ 飯山
中島 明佳(1) 高校 記録なし
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾖｼ 長野工業
渡辺 瑞生(3) 高校 記録なし
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 長野高専
山本 陽介(1) 高校 記録なし
ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ 須坂
松本 歩夢(1) 高校 記録なし
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾕﾑ 北部
市川 隼人(2) 高校 記録なし
ｲﾁｶﾜ ﾊﾔﾄ 長野工業
吉田 開恩(3) 高校 欠場
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 飯山

決勝 5月14日 10:30

大会記録(GR)        4.60

4m80 4m90
内山 朋也(3) 高校 - - - - - - - - XO O 大会新
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 長野吉田 XO XXX
山崎 大地(3) 高校 - - - O XXX
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 長野工業
山際 創平(1) 高校 O O O XXX
ﾔﾏｷﾞﾜ ｿｳﾍｲ 須坂
竹内 優(1) 高校 - O O XXX
ﾀｹｳﾁ ﾕｳ 長野吉田
矢野 眞嵩(1) 高校 XXO - XXO X- XX
ﾔﾉ ﾏｻﾀｶ 長野
山夲 直輝(2) 高校 XO XXX
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ 文化学園長野

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m70 1m75 備考1m60 1m65 1m80 1m85 1m90 1m95 1m98 2m01
1 20  1275

- - O - O XO XO O XXX  1.95

2 21  1100
- - - O O O O XXO XXX  1.95

3 17  1268
- - O O O XXX  1.80

4 16   912
- O XO O XXX  1.75

5 19   936
- O XO XO XXX  1.75

6 11   915
O O O XXX  1.70

7 12   814
O XXO XO XXX  1.70

8 4  2721
XO O XXX  1.65

9 2   883
O XO XXX  1.65

10 13  1082
O XXX  1.60

10 14  1443
O XXX  1.60

3   996
XXX

5   862
XXX

6   833
XXX

7  1167
XXX

8  3544
XXX

9   998
XXX

10  1035
XXX

15  1158
XXX

18   832

所属名
2m80 3m00 3m60 3m70 3m80 3m90

男子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名
4m00 4m70

記録 備考

1 6  1062
 4.80

3m20 3m40

 1116
 3.20

2 5  1185
 3.40

3 2   995
 3.20

6 1  2720
 2.80

3 4  1080
 3.20

5 3



決勝 5月13日 14:00

大会記録(GR)         7.18

内山 朋也(3) 高校   6.96    X    X   7.17   7.35   7.06    7.35 
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 長野吉田   +4.0   +3.5   +2.2   +3.0    +2.2
横地 彦人(3) 高校   6.43   6.23   7.09   6.83    X   6.73    7.09 
ﾖｺﾁ ﾋﾛﾄ 須坂東   +1.2   +5.7   +4.4   +2.0   +2.2    +4.4
太目 祐二(3) 高校   6.63    X   6.88    X   6.84    X    6.88 
ｵｵﾒ ﾕｳｼﾞ 長野吉田   +3.5   +4.4   +3.0    +4.4
柴本 遼河(3) 高校   6.60   6.73   6.87    X    X    X    6.87 
ｼﾊﾞﾓﾄﾘｮｳｶﾞ 中野立志館   +4.5   +1.8   +3.2    +3.2
渡辺 素己(3) 高校   6.55    X    X   6.46   6.60   6.66    6.66 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 長野吉田   +3.2   +3.4   +2.2   +3.3    +3.3
内山 裕智(3) 高校   6.40   6.58   6.48   6.32   6.43   6.55    6.58 
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ 長野日大   +3.3   +2.9   +3.5   +2.1   +3.3   +4.2    +2.9
北村 拓弥(3) 高校   6.21   6.33   6.26   6.54   6.58   6.46    6.58 
ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 長野日大   +3.2   +3.1   +1.9   +4.2   +3.7   +3.9    +3.7
大宮 侑馬(1) 高校   6.34    X    X   5.99   6.17   4.07    6.34 
ｵｵﾐﾔ ﾕｳﾏ 市立長野   +2.6   +3.0   +3.6   +3.0    +2.6
荒井 滉司(2) 高校   4.84   6.29   6.30    6.30 
ｱﾗｲ ｺｳｼﾞ 北部   +3.9   +2.2   +6.2    +6.2
羽尾 拓海(3) 高校   6.16   6.22   6.29    6.29 
ﾊｵ ﾀｸﾐ 須坂東   +5.0   +1.9   +3.6    +3.6
山﨑 和弥(3) 高校   5.95   5.70   5.70    5.95 
ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ 松代   +3.3   +1.5   +3.9    +3.3
生形 圭(3) 高校   5.93   5.90   5.70    5.93 
ｳﾌﾞｶﾀ ｹｲ 長野日大   +5.4   +5.0   +1.5    +5.4
宮澤 雅大(2) 高校    X   5.55   5.93    5.93 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ 須坂創成   +3.5   +1.8    +1.8
内堀 岳宏(2) 高校    -    X   5.93    5.93 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ 松代   +3.8    +3.8
月岡 健斗(3) 高校   5.81    X    X    5.81 
ﾂｷｵｶ ｹﾝﾄ 飯山   +4.0    +4.0
本戸 友晴(2) 高校   5.79    X   5.64    5.79 
ﾎﾝﾄﾞ ﾄﾓﾊﾙ 北部   +1.3   +6.0    +1.3
吉村 郁哉(2) 高校   5.54   5.68   5.63    5.68 
ﾖｼﾑﾗ ﾌﾐﾔ 長野高専   +2.6   +7.0   +4.7    +7.0
北村 友弥(3) 高校    X   5.67    X    5.67 
ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ 長野商業   +2.3    +2.3
島田 真義(2) 高校   5.34   5.66   5.56    5.66 
ｼﾏﾀﾞ ﾏｻﾖｼ 文化学園長野   +6.0   +4.7   +2.5    +4.7
松本 聖(2) 高校   5.60   5.56   5.65    5.65 
ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄﾙ 更級農業   +5.5   +3.5   +3.2    +3.2
矢澤 凱斗(3) 高校    X   5.62   5.15    5.62 
ﾔｻﾞﾜ ｶｲﾄ 須坂創成   +2.6   +2.3    +2.6
渡利 雄太(2) 高校   5.45    X   5.47    5.47 
ﾜﾀﾘ ﾕｳﾀ 更級農業   +6.7   +8.2    +8.2
西澤 和輝(1) 高校    X   5.38   5.47    5.47 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 長野   +3.1   +3.6    +3.6
池田 剛(2) 高校   5.40    X    X    5.40 
ｲｹﾀﾞ ﾂﾖｼ 長野商業   +3.7    +3.7
小林 勇哉(2) 高校    X   5.35    X    5.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 長野西   +3.8    +3.8
竹田 昌史(1) 高校   5.23    X   4.70    5.23 
ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｼ 長野工業   +3.7   +3.2    +3.7
後藤 友帆(2) 高校   5.16    X   4.93    5.16 
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾎ 長野高専   +2.4   +2.2    +2.4
黒岩 拓人(1) 高校   5.14   2.49   5.15    5.15 
ｸﾛｲﾜ ﾀｸﾄ 市立長野   +3.4   +3.9   +3.7    +3.7
須甲 寛大(1) 高校    X   5.14   4.93    5.14 
ｽｺｳ ﾋﾛｷ 須坂   +2.6   +2.5    +2.6
山岸 駿莉(1) 高校   5.14    X    X    5.14 
ﾔﾏｷﾞｼ ｼｭﾘ 須坂   +3.6    +3.6
宇佐美 光一(1) 高校   4.87   5.13   5.11    5.13 
ｳｻﾐ ｺｳｲﾁ 須坂創成   +2.4   +3.8   +3.4    +3.8
下村 翔(1) 高校   4.97   5.08   4.96    5.08 
ｼﾓﾑﾗ ｶｹﾙ 長野商業   +6.7   +3.6   +3.3    +3.6
戸谷 泰生(1) 高校   5.03    X    X    5.03 
ﾄﾔ ﾀｲｾｲ 屋代   +3.7    +3.7
浦野 旭(1) 高校    X   5.02    X    5.02 
ｳﾗﾉ ｱｻﾋ 須坂   +2.1    +2.1
横井 涼人(1) 高校   4.65    X   4.64    4.65 
ﾖｺｲ ﾘｮｳﾄ 屋代   +2.4   +4.4    +2.4
松山 蒼(1) 高校   4.62   4.50   4.59    4.62 
ﾏﾂﾔﾏ ｿｳ 長野工業   +5.6   +2.5   +3.8    +5.6
荒井 和也(1) 高校   4.07   3.91    X    4.07 
ｱﾗｲ ｶｽﾞﾔ 長野吉田戸隠   +5.0   +2.1    +5.0

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 54  1062

-5-

2 44  3097

3 52  1055

4 53   911

5 42  1059

6 51  1266

7 48  1268

8 37   858

9 39  1029

10 49  3093

11 40  1423

12 32  1298

13 30   968

14 20  1435

15 45   833

16 47  1033

17 33  3531

18 38  1147

19 28  2721

20 22  2768

21 24  1011

22 29  2765

23 35  1124

24 46  1132

25 23  1106

26 50  1163

27 26  3506

28 43   860

29 21   996

30 34  1000

31 27   954

32 15  1139

33 17  1443

34 41  1001

35 13  1447

36 16  1164

37 18  3112



牛山 勝晴(3) 高校    X    X    X 記録なし
ｳｼﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ 長野西
中村 玲於奈(2) 高校    X    X    X 記録なし
ﾅｶﾑﾗ ﾚｵﾅ 長野高専
深沢 友昭(3) 高校    X    X    X 記録なし
ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ 松代
曽根 健太(1) 高校    X    X    X 記録なし
ｿﾈ ｹﾝﾀ 屋代
別府 竜之介(1) 高校 欠場
ﾍﾞｯﾌﾟ ﾀﾂﾉｽｹ 長野西
池田 隼(1) 高校 欠場
ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝ 須坂東

試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録-2- -3- -4-

男子

走幅跳

順位 備考
12  1105

-5-

19  3547

-1- -6-

31  1424

36  1448

14  1095

25  3094



決勝 5月15日 11:00

大会記録(GR)        14.95

内山 裕智(3) 高校  12.74  13.30  13.42  13.71  13.75  13.28   13.75 
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ 長野日大   -0.4   -0.3   +1.8   +1.5   +0.6   +1.3    +0.6
北村 拓弥(3) 高校  12.49  12.98  13.13  13.33  13.60  12.76   13.60 
ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 長野日大    0.0   -0.6   -0.7   +0.9   +1.4   +1.8    +1.4
渡辺 素己(3) 高校    X  13.53  13.58    X    X    X   13.58 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 長野吉田   +0.7   +1.9    +1.9
深沢 友昭(3) 高校  13.23    -    -  12.65  13.06  13.17   13.23 
ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ 松代   +0.9   +2.1   +2.2   +2.0    +0.9
柴本 遼河(3) 高校  12.65    X  12.49  12.42  11.86    -   12.65 
ｼﾊﾞﾓﾄﾘｮｳｶﾞ 中野立志館   +0.3   +1.8   +0.8    0.0    +0.3
竹節 真人(3) 高校  12.61  12.38  12.27    X  12.17    X   12.61 
ﾀｹﾌｼﾏｻﾄ 中野立志館   -0.9   -1.8   -0.1   +0.3    -0.9
福野 裕大(2) 高校    X  11.74  12.31  12.35  12.08  12.12   12.35 
ﾌｸﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 長野吉田   -0.2   -1.7   +2.0   +0.9   +2.8    +2.0
牛山 勝大(3) 高校  12.08  12.35    -    -    -    -   12.35 
ｳｼﾔﾏ ｼｮｳﾀ 長野吉田   -0.7   +0.1    +0.1
大宮 侑馬(1) 高校    X  12.08  12.09   12.09 
ｵｵﾐﾔ ﾕｳﾏ 市立長野   +0.4    0.0     0.0
吉村 郁哉(2) 高校    X  12.05    -   12.05 
ﾖｼﾑﾗ ﾌﾐﾔ 長野高専   +1.8    +1.8
月岡 健斗(3) 高校    X  11.50  11.87   11.87 
ﾂｷｵｶ ｹﾝﾄ 飯山   +0.1   +1.7    +1.7
池田 剛(2) 高校    X  11.86    X   11.86 
ｲｹﾀﾞ ﾂﾖｼ 長野商業   -1.1    -1.1
生形 圭(3) 高校  11.73  11.78  11.23   11.78 
ｳﾌﾞｶﾀ ｹｲ 長野日大   +0.5   +2.0   +1.3    +2.0
黒岩 拓人(1) 高校  11.12  11.25  11.63   11.63 
ｸﾛｲﾜ ﾀｸﾄ 市立長野   +0.3   -1.0   +0.1    +0.1
下田 振全(2) 高校  11.38  11.55    X   11.55 
ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ 松代   +1.1   +0.8    +0.8
上野 朝海(3) 高校    X  11.55    X   11.55 
ｳｴ ﾉｱｻﾐ 長野工業   -0.2    -0.2
中村 妥偉也(2) 高校  11.41  11.29  11.04   11.41 
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾔ 長野工業    0.0   +0.1   +0.3     0.0
藤田 源翔(2) 高校    X    X    X 記録なし
ﾌｼﾞﾀ ｹﾞﾝｼｮｳ 飯山
北村 友弥(3) 高校    X    X    X 記録なし
ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ 長野商業
鶴田 優斗(2) 高校    X    X    X 記録なし
ﾂﾙﾀ ﾕｳﾄ 須坂
中村 玲於奈(2) 高校    X    X    X 記録なし
ﾅｶﾑﾗ ﾚｵﾅ 長野高専
竹田 昌史(1) 高校    X    X    X 記録なし
ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｼ 長野工業
青木 悠祐(2) 高校 欠場
ｱｵｷ ﾕｳｽｹ 長野高専
横地 彦人(3) 高校 欠場
ﾖｺﾁ ﾋﾛﾄ 須坂東

7  3532

24  3097

14  3547

15  1163

8  1147

10   993

17 22  1151

6   814

15 5  1425

16 13  1174

13 9  1298

14 21   860

11 12   833

12 19  1132

9 11   858

10 4  3531

7 16  1071

8 23  1058

5 26   911

6 20   912

3 25  1059

4 17  1424

1 27  1266
-5-

2 18  1268

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 5月14日  9:30

大会記録(GR )       13.54

瀧澤 友啓(3) 高校
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 須坂創成
竹村 地智(3) 高校
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野日大
スミス 理貴(2) 高校
ｽﾐｽ ﾘｷ 長野西
和田 啓汰(2) 高校
ﾜﾀﾞ ｹｲﾀ 更級農業
篠崎 貴郁(3) 高校
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 市立長野
橋本 龍星(2) 高校
ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 長野日大
北澤 仁(3) 高校
ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾞﾝ 長野南
水島 菖二(3) 高校
ﾐｽﾞｼﾏ ｼｮｳｼﾞ 須坂
名澤 直樹(3) 高校
ﾅｻﾞﾜ ﾅｵｷ 更級農業
清水 智也(2) 高校
ｼﾐｽﾞﾄﾓﾔ 中野立志館
酒井 陸(3) 高校
ｻｶｲ ﾘｸ 須坂創成
佐藤 謙(2) 高校
ｻﾄｳ ｹﾝ 長野
赤澤 虎太郎(2) 高校
ｱｶｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 長野高専
藤木 幸太(3) 高校
ﾌｼﾞｷ ｺｳﾀ 飯山
吉池 真緋呂(2) 高校
ﾖｼｲｹ ﾏﾋﾛ 長野工業
石坂 大地(3) 高校
ｲｼｻﾞｶ ﾀﾞｲﾁ 更級農業
小林 昇市(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁ 長野高専
八木 晃人(2) 高校
ﾔｷﾞ ｱｷﾄ 須坂創成
松本 篤弥(2) 高校
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂﾔ 屋代
橋澤 昂駿(2) 高校
ﾊｼｻﾞﾜ ﾀｶﾄｼ 飯山
田中 剣太(1) 高校
ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 長野俊英
西條 元輝(1) 高校
ｻｲｼﾞｮｳ ﾓﾄﾃﾙ 北部
先 一彌(2) 高校
ｻｷ ｶｽﾞﾔ 文化学園長野
笠原 榛太(3) 高校
ｶｻﾊﾗ ｼﾝﾀ 屋代
長谷川 悠太(1) 高校
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 長野吉田
山本 大道(3) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾐﾁ 飯山
上條 俊(2) 高校
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｶｼ 長野高専
東條 晃太(2) 高校
ﾄｳｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 長野工業
中村 隼興(2) 高校
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｷ 長野東
赤尾 駿太(1) 高校
ｱｶｵ ｼｭﾝﾀ 長野西
坂口 大樹(2) 高校 欠場
ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 須坂東
荒井 奎吾(2) 高校 欠場
ｱﾗｲ ｹｴｺﾞ 長野吉田
北村 将也(3) 高校 欠場
ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾔ 長野吉田

男子

砲丸投(6.0kg)       

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 35  1015

12.98 12.54 13.01 12.43 13.03 13.25  13.25 

2 36  1260
12.82 12.83 12.20   -   -   -  12.83 

3 34  1107
11.40 12.16 12.41 12.73 12.58 12.40  12.73 

4 32  2769
12.52 11.91 11.78 12.55 12.64 12.49  12.64 

5 33   863
  X 11.61 11.05   X 11.67 11.00  11.67 

6 20  1278
11.11 11.60  9.57 10.27 10.14 10.84  11.60 

7 21  1229
  X 11.28  9.80 10.86   -   -  11.28 

8 27   987
 9.29  9.63 10.74 10.93  9.98 10.92  10.93 

9 28  2759
10.61 10.54  9.84  10.61 

10 24   917
10.09  9.73 10.37  10.37 

11 22  1012
 9.42 10.13  9.66  10.13 

12 25  1114
 9.62   X  9.22   9.62 

13 31  3504
 9.57   X   X   9.57 

14 23   837
 8.99  8.08  9.55   9.55 

15 29  1153
  X  8.89  9.51   9.51 

16 16  2758
 8.82  9.20  8.28   9.20 

17 11  3528
  X  9.07   X   9.07 

18 6   967
 9.02  8.85  8.89   9.02 

19 13  1440
 7.95  8.75  8.90   8.90 

20 10   811
 8.19  8.54  8.57   8.57 

21 19  3137
 8.52  8.55  8.14   8.55 

22 17  1036
  X  7.72  8.55   8.55 

23 15  2719
 8.31  7.77  8.50   8.50 

24 9  1455
 7.62   X  8.46   8.46 

25 12  1083
 8.23  7.67  8.37   8.37 

26 5   839
 8.16  7.70  8.00   8.16 

27 14  3548
 8.08  8.05  7.91   8.08 

28 18  1154
 7.94  7.33  6.94   7.94 

29 7  1192
 7.73  7.25  7.02   7.73 

30 4  1092
  X  5.18  5.89   5.89 

8   985

26  1072

30  1060



決勝 5月15日  9:30

大会記録(GR)        41.59

北村 将也(3) 高校
ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾔ 長野吉田
名澤 直樹(3) 高校
ﾅｻﾞﾜ ﾅｵｷ 更級農業
吉池 真緋呂(2) 高校
ﾖｼｲｹ ﾏﾋﾛ 長野工業
橋澤 昂駿(2) 高校
ﾊｼｻﾞﾜ ﾀｶﾄｼ 飯山
酒井 陸(3) 高校
ｻｶｲ ﾘｸ 須坂創成
藤木 幸太(3) 高校
ﾌｼﾞｷ ｺｳﾀ 飯山
宮澤 康平(2) 高校
ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 更級農業
スミス 理貴(2) 高校
ｽﾐｽ ﾘｷ 長野西
荒井 奎吾(2) 高校
ｱﾗｲ ｹｴｺﾞ 長野吉田
水島 菖二(3) 高校
ﾐｽﾞｼﾏ ｼｮｳｼﾞ 須坂
篠崎 貴郁(3) 高校
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 市立長野
小林 昇市(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁ 長野高専
渡利 雄太(2) 高校
ﾜﾀﾘ ﾕｳﾀ 更級農業
赤澤 虎太郎(2) 高校
ｱｶｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 長野高専
先 一彌(2) 高校
ｻｷ ｶｽﾞﾔ 文化学園長野
東條 晃太(2) 高校
ﾄｳｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 長野工業
清水 智也(2) 高校
ｼﾐｽﾞﾄﾓﾔ 中野立志館
坂口 大樹(2) 高校
ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 須坂東
田中 一嘉(2) 高校
ﾀﾅｶｶｽﾞﾖｼ 中野立志館
清水 龍生(1) 高校
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｾｲ 市立長野
上條 俊(2) 高校
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｶｼ 長野高専
川島 陽(2) 高校
ｶﾜｼﾏ ﾋｶﾙ 飯山
井浦 直紀(1) 高校
ｲｳﾗ ﾅｵｷ 須坂創成
西條 元輝(1) 高校
ｻｲｼﾞｮｳ ﾓﾄﾃﾙ 北部
中村 隼興(2) 高校 記録なし
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｷ 長野東
竹村 地智(3) 高校 欠場
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野日大

男子

円盤投(1.75kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 27  1060

  O 38.47   O 38.80   O   O  38.80 

2 25  2759
  X 30.41   X 33.35   X   X  33.35 

3 28  1153
  O 32.41   X   O   O   X  32.41 

4 26   811
  O 32.06   O 32.14   O   O  32.14 

5 21  1012
  O 30.63   O   O 31.94   O  31.94 

6 20   837
  O 31.61   X   O   O   O  31.61 

7 23  2766
30.07   O   O 30.89   O   O  30.89 

8 18  1107
  X 30.45   X   O   X   X  30.45 

9 14  1072
  X 29.36   X  29.36 

10 15   987
  O 29.07   O  29.07 

11 24   863
  X   X 28.89  28.89 

12 5  3528
  O   O 28.11  28.11 

13 16  2765
  X   O 27.62  27.62 

14 19  3504
27.02   X   O  27.02 

15 17  2719
  O 26.31   O  26.31 

16 12  1154
  O   O 24.16  24.16 

17 11   917
  X 23.85   O  23.85 

18 9   985
  X   O 23.67  23.67 

19 6   918
  O 21.89   O  21.89 

20 13   862
21.88   O   O  21.88 

21 3  3548
  X   O 20.91  20.91 

22 10   815
  O   X 20.12  20.12 

23 8   955
18.81   O   O  18.81 

24 4  1036
  O 16.27   X  16.27 

7  1192
  X   X   X

22  1260



決勝 5月13日 10:20

大会記録(GR )       52.90

名澤 直樹(3) 高校
ﾅｻﾞﾜ ﾅｵｷ 更級農業
石坂 大地(3) 高校
ｲｼｻﾞｶ ﾀﾞｲﾁ 更級農業
水島 菖二(3) 高校
ﾐｽﾞｼﾏ ｼｮｳｼﾞ 須坂
小林 将人(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 長野工業
渡邊 拓実(3) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 更級農業
東條 晃太(2) 高校
ﾄｳｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 長野工業
酒井 陸(3) 高校
ｻｶｲ ﾘｸ 須坂創成
山本 大道(3) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾐﾁ 飯山
藤木 幸太(3) 高校
ﾌｼﾞｷ ｺｳﾀ 飯山
先 一彌(2) 高校
ｻｷ ｶｽﾞﾔ 文化学園長野
川島 陽(2) 高校
ｶﾜｼﾏ ﾋｶﾙ 飯山
スミス 理貴(2) 高校 記録なし
ｽﾐｽ ﾘｷ 長野西

男子

ハンマー投(6.0kg)   

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 14  2759

  O   X 49.78   X   O   O  49.78 

2 10  2758
46.85   X   O   O   O   O  46.85 

3 13   987
  X 39.75   O   X   O 42.11  42.11 

4 11  1168
39.03   O   O   O   O 40.55  40.55 

5 12  2755
  X   O 36.00   O 38.83   X  38.83 

6 7  1154
  O   O 38.55   O 38.59   X  38.59 

7 4  1012
36.75   O   X   X   O   O  36.75 

8 9   839
  O 33.52   O   O   O   O  33.52 

9 6   837
  O   O 32.14  32.14 

10 8  2719
  O   O 30.12  30.12 

11 3   815
23.01   O   O

5  1107
  X   X   X

 23.01 



決勝 5月13日 12:20

大会記録(GR )       59.34

小林 昇市(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁ 長野高専
松永 春樹(3) 高校
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙｷ 飯山
北村 将也(3) 高校
ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾔ 長野吉田
橋本 龍星(2) 高校
ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 長野日大
高木 翔(2) 高校
ﾀｶｷﾞ ｼｮｳ 北部
小林 竜也(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼﾘｭｳﾔ 中野立志館
篠崎 貴郁(3) 高校
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 市立長野
上條 俊(2) 高校
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｶｼ 長野高専
青木 悠祐(2) 高校
ｱｵｷ ﾕｳｽｹ 長野高専
荒井 奎吾(2) 高校
ｱﾗｲ ｹｴｺﾞ 長野吉田
稲葉 大地(3) 高校
ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ 長野工業
中村 妥偉也(2) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾔ 長野工業
三井 絢斗(3) 高校
ﾐﾂｲ ｹﾝﾄ 須坂創成
石坂 大地(3) 高校
ｲｼｻﾞｶ ﾀﾞｲﾁ 更級農業
吉池 真緋呂(2) 高校
ﾖｼｲｹ ﾏﾋﾛ 長野工業
山本 大道(3) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾐﾁ 飯山
宮澤 康平(2) 高校
ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 更級農業
中山 龍(2) 高校
ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳ 長野ろう
山口 航平(3) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 下高井農林
山口 大輝(2) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 長野
坂口 大樹(2) 高校
ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 須坂東
峯村 悠(1) 高校
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳ 中野西
山本 陽介(1) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ 須坂
村松 丈(2) 高校
ﾑﾗﾏﾂ ﾀｹﾙ 下高井農林
清水 龍生(1) 高校
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｾｲ 市立長野
諏訪 礼人(1) 高校
ｽﾜ  ｱﾔﾄ 須坂東
佐藤 謙(2) 高校 欠場
ｻﾄｳ ｹﾝ 長野

男子

やり投(800g)        

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 27  3528

  O 50.74   X   O   X 51.28  51.28 

2 17   834
  O   O 49.33 51.08   O   X  51.08 

3 26  1060
  O   O 50.37 50.82   O   O  50.82 

4 18  1278
  O 50.73   O   O   O   O  50.73 

5 20  1032
  O 49.07   O   O   O   O  49.07 

6 25   907
  O 48.41   O   -   -   -  48.41 

7 23   863
  O   O 47.75   O 48.37   X  48.37 

8 22  3548
  O 47.81   O   O   O   O  47.81 

9 24  3532
  O   O 46.09  46.09 

10 9  1072
  X   O 44.06  44.06 

11 10  1188
43.17   O   O  43.17 

12 8  1151
41.59   O   -  41.59 

13 14  1013
  O   O 41.42  41.42 

14 15  2758
41.14   O   O  41.14 

15 21  1153
  O   O 40.62  40.62 

16 19   839
  O   O 40.11  40.11 

17 11  2766
38.89   O   O  38.89 

18 16  1330
38.02   O   O  38.02 

19 6   777
  O 36.62   O  36.62 

20 13  1120
36.00   X   X  36.00 

21 7   985
  X   X 34.14  34.14 

22 12   950
31.74   O   O  31.74 

23 4   998
  O 30.50   O  30.50 

24 2   778
  O 21.16   X  21.16 

25 3   862
  O 20.81   O  20.81 

26 1   979
  O   O 15.69

5  1114

 15.69 



P

月 ～ 日 開始時刻

2 0

2 1 0 0 0 2

2 1 0 0 7 3

2 1 0 0 8 2

2 1 0 0 0 5

2 1 0 0 3 4

2 1 0 0 9 2

2 1 0 0 7 1

2 1 0 0 0 8

備考　　左の欄は記録、右の欄の上は得点、下は合計得点、風向・風速を必要とする種目には必ず追・向の別と風速を記録欄に記入のこと。氏名の下には選手コード番号を入れる。

+0.1

DNS
平均風速 +0.2 +0.9 +1.4 +0.7 +0.9

順位 1 2 3 4 5 6

総得点 5188 4431 4065 3842 3512 3435

第二日得点計 2502 2035 1818 1864 1599 1380

5188 4431 4065 3842 3512
38.38

359
5. 24.30

428

3435
08.93

509
5. 07.26

519
5.

１５００ｍ
4. 47.70

633
4. 52.00

607
5.

4555 3824 3556 3323 3153 3007

464544
1.60

464
1.50

389
1.60

走高跳
1.80

627
1.70

544
1.70

3928 3280 3012 2859 2764 2543
39.51

435
43.14

488やり投
45.10

516
29.13

287
34.70

366
46.21

533

2326 +0.8 2329 2055+0.8 3412 +0.8 2993 +0.8 2646 +0.8

0399 20.02 348 19.19 416 DQ１１０ｍH 16.06 726 17.26 597 19.39

6 4

2055

順位 1 2 3 5

第一日得点計 2686 2396 2247 1978 1913

2686 2396 2247 1978 1913 2055

493
59.77

421
52.54

701４００ｍ
54.03

638
54.62

614
55.71

571
57.74

2048 1782 1676 1485 1492 1354
10.97

544
8.73

410
8.35

387
9.00

426砲丸投
12.96

665
9.83

475

1066 810-0.3 1383 +1.9 1307 3.4 1266 1.2 1098 1.7

527 5.44 469 NM 0走幅跳 6.46 688 6.21 632 5.90 565 5.72

+0.1 571 +0.1 597 +0.1 810+0.1 695 +0.1 675 +0.1 701

12.28 597 11.23 810 DNS１００ｍ 11.78 695 11.88 675 11.75 701 12.42 571

文化学園長野2 須坂1 屋代2 長野2

山口　大輝

種 目 長野日大3 長野日大2 中野西3

氏 名 竹村　地智 小林　亮太 永池　優斗 山夲　直輝 千葉　俊紀 坂本　敦士

戸谷　直喜

番号 1260 1259 935 2720 997 1437 1120

0 1 0 1 0
記録員

審判長 玉城　良二

記録主任 岡村　哲郎
主催団体 北信高等学校体育連盟 競技場名 長野市営陸上競技場 コード 2

2 0 2 0 0 7陸協名 長野陸上競技協会 コード 競技会名 第136回北信高等学校陸上競技対校選手権大会 コード 1 6

種 種目コード 2 1 05 13 14 終了時刻 混成競技　記録　得点表（ 男 ・ 女 ） 混　成 8

所
属

大会新



決勝 5月13日 10:40

県高記録            10.50

風速 +0.1

 1 坂本 敦士(2) 高校 11.23(810)
ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ 屋代

 2 永池 優斗(3) 高校 11.75(701)
ﾅｶﾞｲｹ ﾕｳﾄ 中野西

 3 竹村 地智(3) 高校 11.78(695)
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野日大

 4 小林 亮太(2) 高校 11.88(675)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野日大

 5 千葉 俊紀(1) 高校 12.28(597)
ﾁﾊﾞ ﾄｼﾉﾘ 須坂

 6 山夲 直輝(2) 高校 12.42(571)
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ 文化学園長野
山口 大輝(2) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 長野

決勝 5月13日 12:30

県高記録             7.51

竹村 地智(3) 高校   6.46    X    X    6.46 
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野日大   -0.3    -0.3 (688)
小林 亮太(2) 高校   6.21    X   6.17    6.21 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野日大   +1.9   +3.5    +1.9 (632)
永池 優斗(3) 高校   5.50   5.90   5.68    5.90 
ﾅｶﾞｲｹ ﾕｳﾄ 中野西   +0.9   +3.4   +2.9    +3.4 (565)
山夲 直輝(2) 高校   5.72    X   5.49    5.72 
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ 文化学園長野   +1.2   +5.4    +1.2 (527)
千葉 俊紀(1) 高校   5.44    X    -    5.44 
ﾁﾊﾞ ﾄｼﾉﾘ 須坂   +1.7    +1.7 (469)
坂本 敦士(2) 高校    X    X    X 記録なし
ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ 屋代 (  0)
山口 大輝(2) 高校 欠場
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 長野

決勝 5月13日 14:00

県高記録            15.82

竹村 地智(3) 高校
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野日大 (665)
坂本 敦士(2) 高校
ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ 屋代 (544)
小林 亮太(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野日大 (475)
千葉 俊紀(1) 高校
ﾁﾊﾞ ﾄｼﾉﾘ 須坂 (426)
永池 優斗(3) 高校
ﾅｶﾞｲｹ ﾕｳﾄ 中野西 (410)
山夲 直輝(2) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ 文化学園長野 (387)
山口 大輝(2) 高校 欠場
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 長野

八種

100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1437

2   935

6  1260

3  1259

4  1120
欠場

八種

走幅跳

7   997

8  2720

-5- -6- 記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考
1 5  1260

2 2  1259

-2- -3- -4-

 1437

3 1   935

4 7  2720

3  1120

八種

砲丸投(6.0kg)

5 6   997

4

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 5  1260

10.38 12.96 12.67  12.96 

2 6  1437
10.40  9.54 10.97  10.97 

3 1  1259
 9.83  8.99  8.85   9.83 

4 4   997
 8.66  9.00  8.62   9.00 

5 2   935
 8.73  8.12  8.68   8.73 

6 3  2720
  X  8.03  8.35   8.35 

7  1120



決勝 5月13日 15:55

県高記録            46.98

 1 坂本 敦士(2) 高校 52.54(701)
ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ 屋代

 2 竹村 地智(3) 高校 54.03(638)
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野日大

 3 小林 亮太(2) 高校 54.62(614)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野日大

 4 永池 優斗(3) 高校 55.71(571)
ﾅｶﾞｲｹ ﾕｳﾄ 中野西

 5 山夲 直輝(2) 高校 57.74(493)
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ 文化学園長野

 6 千葉 俊紀(1) 高校 59.77(421)
ﾁﾊﾞ ﾄｼﾉﾘ 須坂
山口 大輝(2) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 長野

決勝 5月14日  9:40

県高記録            14.72

風速 +0.8

 1 竹村 地智(3) 高校 16.06(726)
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野日大

 2 小林 亮太(2) 高校 17.26(597)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野日大

 3 千葉 俊紀(1) 高校 19.19(416)
ﾁﾊﾞ ﾄｼﾉﾘ 須坂

 4 永池 優斗(3) 高校 19.39(399)
ﾅｶﾞｲｹ ﾕｳﾄ 中野西

 5 山夲 直輝(2) 高校 20.02(348)
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ 文化学園長野
坂本 敦士(2) 高校
ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ 屋代
山口 大輝(2) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 長野

決勝 5月14日 10:30

県高記録            62.58

山夲 直輝(2) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ 文化学園長野 (533)
竹村 地智(3) 高校
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野日大 (516)
坂本 敦士(2) 高校
ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ 屋代 (488)
千葉 俊紀(1) 高校
ﾁﾊﾞ ﾄｼﾉﾘ 須坂 (435)
永池 優斗(3) 高校
ﾅｶﾞｲｹ ﾕｳﾄ 中野西 (366)
小林 亮太(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野日大 (287)
山口 大輝(2) 高校 欠場
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 長野

八種

400m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1437

4  1260

7  1259

8   935

6  1120
欠場

八種

110mH(1.067)

2  2720

3   997

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1260

5  1259

失格

6   997

3   935

7  1120
欠場

八種

やり投(800g)

8  2720

2  1437

記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

46.21

-2- -3- -4- -5- -6-

  X

備考
1 3  2720

  O   O

  X

 46.21 

2 1  1260
  O 45.10

  O

 45.10 

3 7  1437
43.14   O

  O

 43.14 

4 2   997
  O 39.51

  O

 39.51 

5 4   935
  O 34.70  34.70 

6 5  1259
  O 29.13  29.13 

6  1120



決勝 5月14日 11:40

県高記録             2.17

1m80 1m85
竹村 地智(3) 高校 - - - - - O O O XO O
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野日大 O XXX (627)
小林 亮太(2) 高校 - - - - - - O O O XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野日大 (544)
永池 優斗(3) 高校 - - - - - - O O O XXX
ﾅｶﾞｲｹ ﾕｳﾄ 中野西 (544)
山夲 直輝(2) 高校 - - O O O O XO XXX
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ 文化学園長野 (464)
坂本 敦士(2) 高校 - - O O O XO XXO XXX
ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ 屋代 (464)
千葉 俊紀(1) 高校 - - - - O XXX
ﾁﾊﾞ ﾄｼﾉﾘ 須坂 (389)
山口 大輝(2) 高校 欠場
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 長野

決勝 5月14日 14:30

県高記録          3,48.92

 1 竹村 地智(3) 高校 4,47.70(633)
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野日大

 2 小林 亮太(2) 高校 4,52.00(607)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野日大

 3 山夲 直輝(2) 高校 5,07.26(519)
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ 文化学園長野

 4 永池 優斗(3) 高校 5,08.93(509)
ﾅｶﾞｲｹ ﾕｳﾄ 中野西

 5 坂本 敦士(2) 高校 5,24.30(428)
ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ 屋代

 6 千葉 俊紀(1) 高校 5,38.38(359)
ﾁﾊﾞ ﾄｼﾉﾘ 須坂

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m30 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60

八種

走高跳

順位 試技
1m65 1m70 1m75

記録 備考

1 2  1260
 1.80

1m35

2 5  1259
 1.70

2 6   935
 1.70

4 7  2720
 1.60

5 3  1437
 1.60

6 1   997
 1.50

4  1120

八種

1500m

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  1260

2  1259

4  2720

3   935

6  1437

5   997



決勝 5月13日 16:30

[ 1組] 風速 +3.1 [ 2組] 風速 +3.6

 1 赤津 裕文(2) 高校     11.57  1 上沢 奈雄(2) 高校     11.63 
ｱｶﾂ ﾋﾛﾌﾐ 長野高専 ｶﾐｻﾜ ﾅｵ 須坂東

 2 小野沢 侑也(1) 高校     12.20  2 丸山 達矢(3) 高校     11.89 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 飯山 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 市立長野

 3 中島 竜輝(1) 高校     12.38  3 森 佑太(3) 高校     12.25 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾂｷ 市立長野 ﾓﾘ ﾕｳﾀ 長野日大

 4 瀧澤 草太(2) 高校     12.82  4 峯村 京佑(1) 高校     12.32 
ﾀｷｻﾞﾜ ｿｳﾀ 篠ﾉ井 ﾐﾈﾑﾗ ｹｲｽｹ 長野

 5 諏訪 礼人(1) 高校     13.19  5 山本 陽介(1) 高校     12.55 
ｽﾜ  ｱﾔﾄ 須坂東 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ 須坂

 6 仁科 希望(1) 高校     13.40  6 小林 そら(1) 高校     13.10 
ﾆｼﾅ ﾉｿﾞﾐ 長野西 ｺﾊﾞﾔｼｿﾗ 中野立志館

 7 湯本 竜之助(1) 高校     13.94  7 内山 翔太(1) 高校     13.25 
ﾕﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 長野吉田戸隠 ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳﾀ 長野高専
小﨑 隆史(1) 高校  8 徳武 雅仁(1) 高校     14.28 
ｵｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 長野日大 ﾄｸﾀｹ ﾏｻﾋﾄ 長野吉田戸隠
市川 隼人(2) 高校
ｲﾁｶﾜ ﾊﾔﾄ 長野工業

[ 3組] 風速 +4.5 [ 4組] 風速 +2.9

 1 松尾 匠(3) 高校     11.53  1 松永 春樹(3) 高校     12.14 
ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ 長野吉田 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙｷ 飯山

 2 藤田 源翔(2) 高校     11.80  2 八田 朋樹(1) 高校     12.41 
ﾌｼﾞﾀ ｹﾞﾝｼｮｳ 飯山 ﾊｯﾀﾄﾓｷ 中野立志館

 3 丸山 凌央(3) 高校     11.90  3 浦野 旭(1) 高校     12.57 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾖｳ 長野日大 ｳﾗﾉ ｱｻﾋ 須坂

 4 渡辺 瑞生(3) 高校     12.10  4 丸山 優星(1) 高校     12.81 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 長野高専 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｾｲ 須坂創成

 5 岩下 凌(2) 高校     12.20  5 西野入 優(1) 高校     13.04 
ｲﾜｼﾀ ﾘｮｳ 長野東 ﾆｼﾉｲﾘ ﾕｳ 篠ﾉ井

 6 山野井 尚希(1) 高校     13.07  6 徳武 拓磨(1) 高校     13.84 
ﾔﾏﾉｲ ﾅｵｷ 篠ﾉ井 ﾄｸﾀｹ ﾀｸﾏ 長野高専
長島 匠(1) 高校 飯野 圭太(2) 高校
ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｸﾐ 長野 ｲｲﾉ ｹｲﾀ 長野吉田
池田 隼(1) 高校 別府 竜之介(1) 高校
ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝ 須坂東 ﾍﾞｯﾌﾟ ﾀﾂﾉｽｹ 長野西

[ 5組] 風速 +1.7

 1 水出 一也(3) 高校     11.53 
ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ 市立長野

 2 前澤 練(3) 高校     11.98 
ﾏｴｻﾞﾜ ﾚﾝ 飯山

 3 今井 知樹(3) 高校     12.15 
ｲﾏｲ ﾄﾓｷ 長野高専

 4 小山 育友(3) 高校     12.30 
ｺﾔﾏ ｲｸﾄﾓ 須坂創成

 5 牛山 勝晴(3) 高校     12.74 
ｳｼﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ 長野西

 6 蟻川 喬生(1) 高校     12.91 
ｱﾘｶﾜ ﾀｶｷ 須坂

 7 荒井 和也(1) 高校     13.25 
ｱﾗｲ ｶｽﾞﾔ 長野吉田戸隠

 8 池田 拓矢(1) 高校     14.25 
ｲｹﾀﾞﾀｸﾔ 中野立志館

オープン男子

100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
7  3540

5   823

6   861

1  1391

 1273
欠場

8   979

9  1094

4  1158
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

2  3118

3

所属名 記録／備考
5  3091

8   868

2  1256

4  1118

9   998

6   923

3  3508

7  3117

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
7  1063

5   814

9  1300

4  3544

3  1196

6  1379

2  1130
欠場

8  3094
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
5   834

4   884

9  1001

2   956

8  1394

3  3509

6  1074
欠場

7  1095
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   865

4   838

2  3525

7  1016

6  1105

5  1002

9  3112

3   887



決勝 5月15日 10:10

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -2.6

 1 小林 陽平(2) 高校     24.07  1 北村 昌弘(3) 高校     24.40 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 長野 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 長野吉田

 2 芦澤 友和(2) 高校     24.19  2 森 佑太(3) 高校     25.60 
ｱｼｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 長野日大 ﾓﾘ ﾕｳﾀ 長野日大

 3 羽入田 拓真(2) 高校     24.42  3 川口 大輝(2) 高校     25.80 
ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾀｸﾏ 長野吉田 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 飯山

 4 水出 一也(3) 高校     24.64  4 峯村 京佑(1) 高校     26.28 
ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ 市立長野 ﾐﾈﾑﾗ ｹｲｽｹ 長野

 5 大久保 真弥(3) 高校     25.10  5 小野沢 侑也(1) 高校     26.28 
ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾔ 松代 ｵﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 飯山

 6 宇佐美 光一(1) 高校     26.17  6 山野井 尚希(1) 高校     27.31 
ｳｻﾐ ｺｳｲﾁ 須坂創成 ﾔﾏﾉｲ ﾅｵｷ 篠ﾉ井

 7 石川 智也(1) 高校     26.50  7 内山 翔太(1) 高校     28.13 
ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾔ 飯山 ｳﾁﾔﾏ ｼｮｳﾀ 長野高専

 8 宮川 健太(1) 高校     28.80  8 徳武 雅仁(1) 高校     29.43 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 飯山 ﾄｸﾀｹ ﾏｻﾋﾄ 長野吉田戸隠
澤 拓斗(3) 高校
ｻﾜ ﾋﾛﾄ 須坂東

[ 3組] 風速 -3.2 [ 4組] 風速 -3.6

 1 丸山 拓真(3) 高校     24.60  1 久保田 翔(1) 高校     25.36 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ 長野吉田 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳ 市立長野

 2 松永 春樹(3) 高校     25.30  2 矢島 知樹(2) 高校     25.40 
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙｷ 飯山 ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓｷ 長野吉田

 3 丸山 凌央(3) 高校     25.39  3 山嵜 真和(1) 高校     25.86 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘﾖｳ 長野日大 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ 飯山

 4 平井 皓陽(2) 高校     25.68  4 伊藤 覚(1) 高校     26.05 
ﾋﾗｲ ｺｳﾖｳ 飯山 ｲﾄｳ ｻﾄｼ 長野日大

 5 丸山 竜矢(1) 高校     26.85  5 伊藤 大地(2) 高校     26.12 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 長野東 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 長野東

 6 山岸 駿莉(1) 高校     27.18  6 牛山 勝晴(3) 高校     26.42 
ﾔﾏｷﾞｼ ｼｭﾘ 須坂 ｳｼﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ 長野西

 7 湯本 竜之助(1) 高校     29.83  7 池田 隼(1) 高校     26.57 
ﾕﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 長野吉田戸隠 ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝ 須坂東
伊東 嵩矢(1) 高校  8 徳武 拓磨(1) 高校     30.37 
ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 市立長野 ﾄｸﾀｹ ﾀｸﾏ 長野高専

[ 5組] 風速 -2.2 [ 6組] 風速 -0.8

 1 髙橋 和真(1) 高校     24.57  1 小池 輝(2) 高校     24.26 
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 長野高専 ｺｲｹ ﾋｶﾙ 長野日大

 2 前澤 練(3) 高校     25.09  2 小林 嶺(2) 高校     24.50 
ﾏｴｻﾞﾜ ﾚﾝ 飯山 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 長野高専

 3 須甲 寛大(1) 高校     26.37  3 吉田 智哉(1) 高校     24.74 
ｽｺｳ ﾋﾛｷ 須坂 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ 長野工業

 4 池田 直樹(1) 高校     26.59  4 佐藤 孝紀(2) 高校     24.77 
ｲｹﾀﾞﾅｵｷ 中野立志館 ｻﾄｳ ｺｳｷ 飯山

 5 諏訪 礼人(1) 高校     27.48  5 岩下 凌(2) 高校     25.50 
ｽﾜ  ｱﾔﾄ 須坂東 ｲﾜｼﾀ ﾘｮｳ 長野東
宮原 翔太(2) 高校  6 本山 翔大(1) 高校     25.53 
ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳﾀ 長野日大 ﾓﾄﾔﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ 飯山
長島 匠(1) 高校  7 小林 勇哉(2) 高校     26.15 
ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｸﾐ 長野 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 長野西
久保田 五輝(3) 高校  8 西野入 優(1) 高校     26.92 
ｸﾎﾞﾀ  ｲﾂｷ 長野吉田 ﾆｼﾉｲﾘ ﾕｳ 篠ﾉ井

オープン男子

200m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  1129 6  1054

3  1280 7  1256

9  1073 2   807

6   865 9  1118

1  1431 3   823

5   954 4  1379

8   817 5  3508

2   818 8  3117

4  3092
欠場

記録／備考記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名順 ﾚｰﾝ

6   834 8  1076

8  1064 4   880

5  1300 5   822

2   812 7  1251

9  1197 2  1195

4  1000 6  1105

7  3118 9  3094

3   859 3  3509
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  3511 4  1254

6   838 8  3533

3   996 5  1159

8   888 6   806

5   979 2  1196

2  1271 7   819
欠場

4  1130 3  1106
欠場

9  1051 9  1394
欠場



決勝 5月13日 12:10

[ 1組] [ 2組]

 1 早福 和馬(2) 高校     55.59  1 前田 諭志(3) 高校     53.36 
ｿｳﾌｸ ｶｽﾞﾏ 長野吉田 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 長野

 2 山嵜 真和(1) 高校     56.33  2 久保田 翔(1) 高校     54.93 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ 飯山 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳ 市立長野

 3 本山 翔大(1) 高校     56.43  3 平井 皓陽(2) 高校     55.26 
ﾓﾄﾔﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ 飯山 ﾋﾗｲ ｺｳﾖｳ 飯山

 4 中島 竜輝(1) 高校     59.30  4 齊藤 翼(1) 高校     57.77 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾂｷ 市立長野 ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 長野

 5 竹林 諒(1) 高校   1,04.19  5 清水 翔太(1) 高校     59.86 
ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｱｷ 篠ﾉ井 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 長野東

 6 長坂 龍也(1) 高校   1,04.32  6 近藤 諒弥(1) 高校   1,04.82 
ﾅｶﾞｻｶ ﾀﾂﾔ 篠ﾉ井 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾔ 篠ﾉ井
中島 望(2) 高校 小林 恒平(3) 高校
ﾅｶｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 長野 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ 長野日大

決勝 5月13日 15:10

[ 1組] [ 2組]

 1 大池 竜紀(2) 高校   4,10.44  1 中島 俊介(3) 高校   4,12.31 
ｵｵｲｹ ﾀﾂﾉﾘ 長野日大 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ 長野日大

 2 宮田 共也(3) 高校   4,12.37  2 青木 祥平(2) 高校   4,13.24 
ﾐﾔﾀ ﾄﾓﾔ 長野日大 ｱｵｷ ｼｮｳﾍｲ 長野日大

 3 石川 寛大(2) 高校   4,21.04  3 五十嵐 珠己(2) 高校   4,14.43 
ｲｼｶﾜ ｶﾝﾀ 長野 ｲｶﾞﾗｼ ｼﾞｭｷ 長野日大

 4 佐藤 聖也(3) 高校   4,26.64  4 駒村 壮眞(2) 高校   4,16.00 
ｻﾄｳ ｾｲﾔ 飯山 ｺﾏﾑﾗ ｿｳﾏ 長野日大

 5 倉嶋 優太(2) 高校   4,36.97  5 井上 正望(2) 高校   4,22.37 
ｸﾗｼﾏ ﾕｳﾀ 長野日大 ｲﾉｳｴ ﾏｻﾐ 長野日大

 6 和田 知央(1) 高校   4,49.31  6 髙野 翔吾(2) 高校   4,38.88 
ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 飯山 ﾀｶﾉ ｼｮｳｺﾞ 須坂

 7 髙橋 龍広(1) 高校   4,59.53  7 石川 智也(1) 高校   4,46.55 
ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾋﾛ 長野西 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾔ 飯山

 8 櫻井 祐馬(1) 高校   5,01.18  8 宮川 健太(1) 高校   4,47.51 
ｻｸﾗｲﾕｳﾏ 中野立志館 ﾐﾔｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 飯山

 9 髙野 可偉(1) 高校   5,03.95  9 北島 滉輝(1) 高校   4,53.24 
ﾀｶﾉ ｶｲ 長野西 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｷ 長野西

10 近藤 諒弥(1) 高校   5,04.67 10 松本 侑馬(2) 高校   5,02.57 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾔ 篠ﾉ井 ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾏ 長野西

11 藤森 健(1) 高校   5,06.34 11 鈴木 英司(1) 高校   5,12.99 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｹﾝ 須坂 ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ 長野工業

12 今井 建(1) 高校   5,09.20 12 吉越 佳祐(1) 高校   5,13.68 
ｲﾏｲ ﾀﾂﾙ 長野商業 ﾖｼｺｼ ｹｲｽｹ 長野

13 鈴木 皓太(2) 高校   5,10.44 小山 颯也(2) 高校
ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 飯山 ｺﾔﾏ ｿｳﾔ 長野日大

14 徳武 俊介(2) 高校   7,15.25 長坂 龍也(1) 高校
ﾄｸﾀｹ ｼｭﾝｽｹ 長野吉田戸隠 ﾅｶﾞｻｶ ﾀﾂﾔ 篠ﾉ井
丸山 裕己(1) 高校 樋口 蒼生(1) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 長野西 ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ 飯山
中澤 堅太朗(1) 高校
ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 長野

オープン男子

400m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 記録／備考
7  1075 8  1117

No. 氏  名

6   822 7   880

2   819 5   812

8   861 6  1123

5  1398 4  1198

4  1374 2  1397

所属名

3  1113 3  1257

No. 氏  名

欠場 欠場

オープン男子

1500m

順 No. 記録／備考記録／備考氏  名 順
10  1307 4  1281

9  1284

所属名

1  3106 11  1295

8  1283

12   835 6  1306

5  1286 7  1277

4   821 14   992

16  1097 15   817

15   924 2   818

3  1093 1  1096

9  1397 5  1110

14   999 13  1166

11  1138 12  3103

7   810 3  1308
欠場

6  3115 8  1374
欠場

2  1098 10   824

 3102
欠場

欠場 欠場
13



決勝 5月15日 12:40

 1 駒村 壮眞(2) 高校  16,12.22 
ｺﾏﾑﾗ ｿｳﾏ 長野日大

 2 井上 正望(2) 高校  16,48.54 
ｲﾉｳｴ ﾏｻﾐ 長野日大

 3 半田 雄大(2) 高校  17,27.13 
ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳﾀ 長野日大

 4 香山 壱星(1) 高校  17,29.33 
ｶﾔﾏ ｲｯｾｲ 長野

 5 小林 怜生(1) 高校  17,52.51 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ 長野吉田戸隠

 6 櫻井 陽向(1) 高校  18,01.18 
ｻｸﾗｲ ﾋﾅﾀ 長野

 7 和田 知央(1) 高校  18,02.79 
ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 飯山

 8 髙橋 龍広(1) 高校  19,01.31 
ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾋﾛ 長野西

 9 髙橋 一輝(1) 高校  20,10.98 
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 長野高専

10 横島 司(3) 高校  20,11.85 
ﾖｺｼﾏ ﾂｶｻ 長野吉田戸隠
玉井 誠(3) 高校
ﾀﾏｲ ﾏｺﾄ 長野日大
中澤 堅太朗(1) 高校
ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 長野
髙野 可偉(1) 高校
ﾀｶﾉ ｶｲ 長野西
樋口 蒼生(1) 高校
ﾋｸﾞﾁ ｱｵｲ 飯山

決勝 5月14日 13:30

高見澤 亮哉(1) 高校 欠場
ﾀｶﾐｻﾜﾘｮｳﾔ 中野立志館

決勝 5月15日 11:00

市川 隼人(2) 高校    X    X    X 記録なし
ｲﾁｶﾜ ﾊﾔﾄ 長野工業
中島 明佳(1) 高校    X    X    X 記録なし
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾖｼ 長野工業
松山 蒼(1) 高校    X    X    X 記録なし
ﾏﾂﾔﾏ ｿｳ 長野工業

-4- -5- -6- 記録 備考

3  1164

1  1158

2  1167

オープン男子

三段跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

記録 備考
1   881

1m80 1m85 1m90 1m95 1m98 2m01

走高跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m60 1m65 1m70 1m75

オープン男子

オープン男子

5000m
順

1  1306

9

No. 氏  名 所属名 記録／備考

 1277

5  1276

3  3104

10  3111

13  3105

2   821

8  1097

11  3512

4  3114

6  1287

欠場
14   824

欠場

欠場
7  3102

欠場
12  1093


	決勝記録一覧表
	100m
	200m
	400m
	800m
	1500m
	5000m
	110mH
	400mH
	3000mSC_5000mW
	4x100
	4x400
	HJ_PV
	LJ
	TJ
	SP
	DT
	HT
	JT
	八種
	八種詳細
	OP
	記録集表紙
	記録表紙


