
期日 平成２９年４月３０日（日）

会場 県松本平広域公園陸上競技場  171020

主催　 中信地区陸上競技協会

後援 中信地区各市教育委員会・各町村教育委員会連絡協議会

信濃毎日新聞社・市民タイムス

主管 中信地区陸上競技協会

総務 青山 陸生

審判長 藤森 茂幸[トラック]　小松 茂美[フィールド]

記録主任 宮澤 真一

種目 記録 氏名 学年 所属 従来の記録 摘要

小野澤・常盤

成澤・斉藤

伊藤・中嶋

神田・柳沢

内川1・友田1

深澤2・樋口1

男子110mH決 15"42 西村慶次 3 創造学園高 15"49 大会新

内川1・友田1

深澤2・樋口1

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速 備考

8:30 晴 16.0 55 南 2.8
9:00 晴 17.5 28 南東 3.3
10:00 晴 21.5 34 南南西 4.4
11:00 晴 23.0 30 南西 3.4
12:00 晴 24.5 26 南西 4.0
13:00 晴 25.0 20 南 1.5
14:00 晴 25.5 19 南 5.0
15:00 晴 25.5 19 南西 5.0
16:00 晴 24.0 29 南 2.0
17:00 晴 23.0 28 南東 1.1

松商学園高

グラウンドコンディション

女子
4×100ｍR決

49"26

記　録　集

第４１回中信地区陸上競技選手権大会
大会コード：１７１７０５２０

大会で樹立された記録

49"66 大会新

大会新

男子
4×100ｍ決

大会新

男子
4×100ｍ決

41"78 松本大 42"17

41"78 松商学園高 42"17

大会新
女子

4×100ｍR予
49"48 松商学園高 49"66



第41回中信地区陸上競技選手権大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森　茂幸
主催：中信地区陸上競技協会・松本陸上競技協会・大北陸上競技協会・塩尻陸上競技協会 跳躍審判長 小松　茂美
　　　 木曽陸上競技協会・安曇野陸上競技協会 投擲審判長 小松　茂美
【開催日】 平成29年4月30日（日） 記録主任： 宮澤　真一

【主催団体】 中信地区陸上競技協会・松本,大北,塩尻,木曽,安曇野各 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】県松本平広域公園

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 4/30 男子  -0.8常盤 大智(4) 11.03 安藤 直哉 11.22 成澤 稜(1) 11.29 伊藤 拓海(3) 11.38 坂中 勇磨(3) 11.39 白澤 稜馬(3) 11.69 上條 肇(2) 11.78 山口 光太郎(3) 11.80

100m 松本大 松本陸協 松本大 松商学園高 松本県ヶ丘高 豊科北中 松本美須々ヶ丘 豊科高
 4/30  -2.9岩田 晃 21.93 常盤 大智(4) 22.30 小池 寿輝(3) 22.61 栗林 雄大(2) 23.13 伊藤 良多 23.52 北嶋 竣(3) 23.60 白澤 稜馬(3) 23.83

200m ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 松本大 松本深志高 明科高 信大病院 豊科高 豊科北中
 4/30 渡部 翔太(3) 51.06 山口 竜也(2) 51.49 北嶋 竣(3) 51.59 花形 駿介(1) 52.12 柳沢 貴之 53.58 田口 翔斗(2) 53.70 丸山 拓海(3) 53.99

400m 塩尻志学館高 松商学園高 豊科高 松本大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 木曽青峰高 豊科北中
 4/30 畠山 龍大(2) 2:03.30 小林 隼(3) 2:06.62 徳原 冬威(3) 2:07.22 福岡 歩武(2) 2:07.59 天児 幹治(2) 2:08.36 椋野 寛大(3) 2:09.61 逢澤 智広 2:09.84 石井 来弥(3) 2:10.26

800m 大町岳陽高 塩尻志学館高 松本深志高 豊科高 松本深志高 附属松本中 松本市陸協 松本深志高
 4/30 上田 桂悟(2) 4:18.45 横山 裕(3) 4:21.31 松井 開人(3) 4:23.82 伊藤 周也(3) 4:26.17 渡辺 優樹 4:26.40 降籏 一誓(2) 4:26.42 黒岩 優斗(1) 4:26.61 逢澤 智広 4:31.88

1500m 創造学園高 松本深志高 大町岳陽高 松商学園高 塩尻市陸協 松商学園高 豊科高 松本市陸協
 4/30 松野 淳司 16:02.55 中村 祐紀 16:27.15 関 善明 16:31.44 小澤 大輝(2) 16:40.89 小松 晃人(1) 16:58.01 澤渡 知成 17:11.97 竹村 僚太 17:13.64 和田 輝(2) 17:32.39

5000m 塩尻市陸協 安曇野陸協 松本自衛隊 大町岳陽高 松本大 安曇野陸協 大北陸協 創造学園高
 4/30  -2.5西村 慶次(3) 15.42 越山 遥斗(1) 16.49 小池 孝憲(2) 16.72 穗苅 康人(2) 17.22 花形 駿介(1) 17.71 倉田 歩夢(1) 18.57 石田 優音(1) 18.57

110mH(1.067m) 創造学園高 GR 松本工業高 松商学園高 松商学園高 松本大 松商学園高 松本工業高
 4/30 丸山 拓哉(2) 1.90 松原 大輝 1.90 松澤 和也(2) 1.90 相澤 翼(2) 1.85 宮入 太優(2) 1.85 二村 峻平(2) 1.80 渡邊 琢磨(3) 1.70 片瀬 賢斗(3) 1.70

走高跳 松本大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本大 松本深志高 創造学園高 松本県ヶ丘高 塩尻志学館高 高瀬中
 4/30 青沼 和紀 6.82(+0.2) 阪 圭央 6.43(-0.3) 深沢 友昭(1) 6.28(-0.9) 杏 直樹(3) 6.24(-0.2) 中村 智(3) 6.16(-2.2) 神田 来夢(2) 6.16(-0.9) 丸山 龍之介(3)6.13(+0.9) 川上 文也 6.12(-0.3)

走幅跳 with ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 松本大 松本工業高 塩尻志学館高 松商学園高 松本深志高 松川村AC
 4/30 佐藤 賢一 15.70(+4.3) 中村 智(3) 14.02(+1.9) 小野澤 達也(3)13.95(+2.4) 丸山 諒太(3)13.10(+2.3) 川上 文也 12.85(+1.9) 日馬 正貴 12.80(+2.3) 山田 雄太(3)11.97(+4.8) 中澤 達也(3)11.91(+2.0)

三段跳 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 塩尻志学館高 松本大 松本県ヶ丘高 松川村AC 安曇野市陸協 松本工業高 松商学園高
 4/30 上原 隆伸 11.50 池上 大希(1) 9.99 竹内 恒平(1) 9.82 西牧 廉(2) 9.50 下村 亮也(2) 8.55 福田 淳 8.52 大宮 直人 7.95

砲丸投(7.260kg) ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本工業高 松本工業高 松本工業高 木曽青峰高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 木曽郡陸協
 4/30 上原 隆伸 33.67 倉科 佳典(3) 30.06 三澤 弘季(2) 28.75 西牧 寛海(2) 27.81 上條 健 21.07 福田 淳 20.16 佐々木 海吏(3) 19.04 藤島 晉一郎(3) 18.18

円盤投(2.000kg) ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松商学園高 松本県ヶ丘高 塩尻志学館高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 田川高 松本工業高
 4/30 小林 誠矢(3) 57.26 中野 龍星(2) 51.68 吉澤 佑(2) 51.12 宮澤 優斗(3) 50.95 小澤 匠(4) 50.72 前澤 圭人(3) 49.44 中島 志伸(3) 46.20 穗苅 康人(2) 44.78

やり投(0.800kg) 創造学園高 松本県ヶ丘高 塩尻志学館高 明科高 松本大 梓川高 塩尻志学館高 松商学園高
 4/30 松本大 松商学園高       41.78 松本県ヶ丘高      44.71 大町岳陽高       44.72 創造学園高       44.83 松本工業高       44.90 豊科北中       45.79

4×100m 小野澤 達也(3) 伊藤 拓海(3) GR 坂中 勇磨(3) 深谷 文太(3) 宮川 蓮(2) 越山 遥斗(1) 丸山 直樹(3)
常盤 大智(4) 中嶋 謙(2) 小松 勇人(3) 山形 一歩(2) 竹内 貴史(2) 杏 直樹(3) 白澤 稜馬(3)
成澤 稜(1) 神田 来夢(2) 丸山 諒太(3) 花澤 知寿(3) 丸山 康生(1) 石田 優音(1) 篠原 翼(3)
斉藤 巧(1) 柳沢 直生(2) 北野 玄仁(3) 洞澤 光(2) 一志 瑠衣斗(1) 矢部 晃(3) 仲田 悠悟(3)

 4/30 塩尻志学館高    3:29.28 松商学園高     3:30.11 創造学園高     3:30.12 豊科高     3:33.52 大町岳陽高     3:35.84 堀金中     3:45.08
4×400m 福嶋 竜星(3) 柳沢 優生(1) 竹内 貴史(2) 福岡 歩武(2) 花澤 知寿(3) 宮島 隆輔(3)

小林 隼(3) 佐竹 哲寛(2) 西村 慶次(3) 篠原 翔(1) 畠山 龍大(2) 髙橋 優弥(3)
中村 智(3) 小池 孝憲(2) 小口 優希(3) 加藤 優馬(2) 鹿川 和樹(2) 宮澤 武流(3)
渡部 翔太(3) 山口 竜也(2) 一志 瑠衣斗(1) 北嶋 竣(3) 松原 聖将(2) 中島 淳公(3)



予選 4月30日  9:00
準決勝 4月30日 15:10
決勝 4月30日 16:25

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 -0.6

 1 小松 勇人(3)     11.73 Q  1 権田 将拓(2)     11.85 Q
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 松本県ヶ丘高 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 松本蟻ヶ崎高

 2 竹内 貴史(2)     11.91  2 大月 洸典(1)     12.23 
ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 創造学園高 ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 豊科高

 3 矢口 紘人(3)     11.96  3 佐藤 匠稀(3)     12.29 
ﾔｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 穂高東中 ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 大町第一中

 4 小坂 駿翔(2)     12.52  4 相澤 翔太(2)     13.05 
ｺｻｶ ｼｭﾝﾄ 丸ﾉ内中 ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 小谷中

 5 細川 篤士(2)     13.15  5 上平 祥徳(2)     13.10 
ﾎｿｶﾜ ｱﾂｼ 穂高西中 ｳｴﾀｲﾗ ﾖｼﾉﾘ 木曽町中

 6 小松 誠     13.33  6 小林 尚矢(1)     13.15 
ｺﾏﾂ ﾏｺﾄ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 創造学園高

 7 武田 知樹(2)     13.55  7 勝野 武(2)     13.95 
ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ 丘中 ｶﾂﾉ ﾀｹｼ 穂高東中

 8 森川 晴仁(2)     13.83  8 鏑木 拓真(2)     14.16 
ﾓﾘｶﾜ ﾊﾙﾋﾄ 堀金中 ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾀｸﾏ 附属松本中

 9 本田 智哉(2)     15.51 日馬 正貴
ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾔ 菅野中 ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野市陸協

[ 3組] 風速 +1.1 [ 4組] 風速 +2.9

 1 上條 肇(2)     11.70 Q  1 河野 統徳(2)     11.77 Q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ 松本美須々ヶ丘 ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園中

 2 岩崎 獎輝(3)     11.82 q  2 丸山 拓海(3)     11.84 
ｲﾜｻｷ ｼｮｳｷ 信大 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ 豊科北中

 3 石田 優音(1)     11.95  3 林 裕貴(3)     12.12 
ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 松本工業高 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾀｶ 松本県ヶ丘高

 4 市澤 文太(2)     12.39  4 丸山 翔平(3)     12.35 
ｲﾁｻﾞﾜ ﾌﾞﾝﾀ 大町岳陽高 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 仁科台中

 5 野本 駿介(3)     12.56  5 小松 虎太郎(3)     13.13 
ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 丸ﾉ内中 ｺﾏﾂ ｺﾀﾛｳ 北安松川中

 6 藤村 拓友(3)     12.62  6 辻 将人(3)     13.23 
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾋﾛﾄﾓ 塩尻広陵中 ﾂｼﾞ ﾏｻﾄ 白馬高

 7 中山 恭輔(2)     12.66  7 小田 隼斗(2)     14.20 
ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ 三郷中 ｵﾀﾞ ﾊﾔﾄ 開成中

 8 高木 宙夢(2)     13.75  8 小池 楽護(2)     14.31 
ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾑ 清水中 ｺｲｹ ﾗｸ 附属松本中

 9 葛西 莉緒(2)     14.20 矢部 晃(3)
ｶｻｲ ﾘｵ 穂高西中 ﾔﾍﾞ ﾋｶﾙ 松本工業高

[ 5組] 風速 +1.8 [ 6組] 風速 +3.1

 1 山口 光太郎(3)     11.64 Q  1 伊藤 拓海(3)     11.07 Q
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 豊科高 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松商学園高

 2 渡邊 琢磨(3)     12.13  2 深谷 文太(3)     11.64 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 塩尻志学館高 ﾌｶﾔ ﾌﾞﾝﾀ 大町岳陽高

 3 松田 翔弥(2)     12.28  3 篠原 翼(3)     12.01 
ﾏﾂﾀﾞ ｼｮｳﾔ 丘中 ｼﾉﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 豊科北中

 4 望月 翼(2)     12.47  4 上村 洋介(2)     12.34 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 堀金中 ｶﾐﾑﾗ ﾖｳｽｹ 木曽青峰高

 5 上條 泰斗(3)     12.95  5 窪田 五大     12.49 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｲﾄ 波田中 ｸﾎﾞﾀ ｺﾞﾀﾞｲ with

 6 杏 朋樹(3)     13.41  6 太田 夏暉(3)     12.64 
ｶﾗﾓﾓ ﾄﾓｷ 旭町中 ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 信明中

 7 奥原 陸渡(2)     14.00  7 竹内 佑輝(2)     12.76 
ｵｸﾊﾗ ﾘｸﾄ 塩尻広陵中 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 塩尻広陵中
宮嶋 吹雪(2)  8 栁澤 健太(2)     13.39 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾌﾌﾞｷ 小谷中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹﾝﾀ 波田中
大橋 昌矢(3)  9 麻原 光稀(2)     14.57 
ｵｵﾊｼ ｼｮｳﾔ 木曽青峰高 ｱｻﾊﾗ ｺｳｷ 清水中
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[ 7組] 風速 +1.4 [ 8組] 風速 +1.7

 1 丸山 諒太(3)     11.89 Q  1 成澤 稜(1)     10.92 Q
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 松本県ヶ丘高 ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松本大

 2 渡辺 丈晴(3)     12.01  2 松原 大輝     11.86 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ 筑摩野中 ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 3 飯嶋 大基(2)     12.76  3 岡田 武尊(3)     12.12 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 北安松川中 ｵｶﾀﾞ ﾀｹﾙ 明科高

 4 降幡 昌(3)     12.84  4 村上 裕太郎(3)     12.37 
ﾌﾘﾊﾀ ﾏｻｼ 木曽青峰高 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 菅野中

 5 太田 貴将(3)     13.07  5 平本 夏輝(3)     12.64 
ｵｵﾀ ﾀｶﾏｻ 穂高東中 ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂｷ 附属松本中

 6 飯島 佑京(2)     13.30  6 保科 太一(2)     12.97 
ｲｲｼﾞﾏ ｳｷｮｳ 仁科台中 ﾎｼﾅ ﾀｲﾁ 塩尻広陵中

 7 樋口 達也(3)     13.93  7 一本木 弘輝(3)     13.00 
ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 塩尻西部中 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾋﾛｷ 仁科台中
西村 陽杜(2)  8 齊藤 智也(2)     13.52 
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 松商学園高 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ 波田中
水口 裕太(2)  9 宮川 永輝(3)     14.14 
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 大町第一中 ﾐﾔｶﾞﾜ ｴｲｷ 旭町中

[ 9組] 風速 +3.6 [ 10組] 風速 -1.2

 1 安藤 直哉     11.05 Q  1 常盤 大智(4)     11.32 Q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本陸協 ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 松本大

 2 市川 凌大(2)     11.73 q  2 花澤 知寿(3)     12.09 
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ 木祖中 ﾊﾅｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 大町岳陽高

 3 山形 一歩(2)     11.95  3 青木 大知(2)     12.14 
ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯﾎﾟ 大町岳陽高 ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ 松本美須々ヶ丘

 4 丸山 直樹(3)     12.03  4 山田 航也(3)     12.81 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｷ 豊科北中 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾔ 白馬中

 5 北村 剣臣(1)     12.46  5 田中 幸輔(2)     12.87 
ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 豊科高 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 菅野中

 6 齊藤 建(3)     12.71  6 富田 雅也(3)     13.05 
ｻｲﾄｳ ﾀｹﾙ 北安松川中 ﾄﾐﾀ ﾏｻﾔ 山辺中

 7 佐々木 真事(2)     12.96  7 三代澤 侑希(2)     13.25 
ｻｻｷ ﾏｺﾄ 清水中 ﾐﾖｻﾜ ﾕｳｷ 清水中

 8 内川 洸(1)     13.92  8 大澤 真叶(2)     13.80 
ｳﾁｶﾜ ｺｳ 小谷中 ｵｵｻﾜ ﾏｻﾄ 波田中
宮坂 槙(2)  9 北澤 翔太(3)     13.93 
ﾐﾔｻｶ ｼﾝ 大町第一中 ｷﾀｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 北安松川中

[ 11組] 風速 -2.2 [ 12組] 風速 -0.2

 1 坂中 勇磨(3)     11.62 Q  1 白澤 稜馬(3)     11.61 Q
ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘高 ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ 豊科北中

 2 輪湖 幸太(2)     11.98  2 村石 稜(3)     11.64 q
ﾜｺ ﾏｻｼ 松本美須々ヶ丘 ﾑﾗｲｼ ﾘｮｳ 三郷中

 3 森 遼己(2)     12.43  3 澁田見 元士(1)     12.36 
ﾓﾘ ﾊﾙｷ 信明中 ｼﾌﾞﾀﾐ ﾓﾄｼ 穂高商高

 4 内山 晃輔(3)     12.95  4 有村 尋仁(3)     12.56 
ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ 穂高西中 ｱﾘﾑﾗ ﾋﾛﾄ 鉢盛中

 5 斉藤 侑里(3)     13.05  5 笠原 大誠(2)     12.90 
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾘ 女鳥羽中 ｶｻﾊﾗ ﾀｲｾｲ 大町第一中

 6 松原 光哉(2)     13.14  6 古田 海輝(2)     13.00 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾂﾔ 木曽青峰高 ﾌﾙﾀ ｱｷ 丸ﾉ内中

 7 猿田 大(2)     13.30  7 田中 滉人(1)     13.42 
ｻﾙﾀ ﾏｻﾙ 堀金中 ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ 創造学園高

 8 勝野 剛(2)     14.32 矢花 涼平(3)
ｶﾂﾉ ﾂﾖｼ 穂高東中 ﾔﾊﾞﾅ ﾘｮｳﾍｲ 穂高西中

 9 小野澤 巧光(2)     14.33 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 菅野中
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[ 1組] 風速 -1.7 [ 2組] 風速 -1.6

 1 安藤 直哉     11.23 Q  1 常盤 大智(4)     11.00 Q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本陸協 ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 松本大

 2 伊藤 拓海(3)     11.42 Q  2 成澤 稜(1)     11.30 Q
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松商学園高 ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松本大

 3 坂中 勇磨(3)     11.47 Q  3 白澤 稜馬(3)     11.69 Q
ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘高 ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ 豊科北中

 4 山口 光太郎(3)     11.79 q  4 上條 肇(2)     11.76 q
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 豊科高 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ 松本美須々ヶ丘

 5 深谷 文太(3)     11.94  5 小松 勇人(3)     11.98 
ﾌｶﾔ ﾌﾞﾝﾀ 大町岳陽高 ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 松本県ヶ丘高

 6 権田 将拓(2)     11.96  6 岩崎 獎輝(3)     12.02 
ｺﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 松本蟻ヶ崎高 ｲﾜｻｷ ｼｮｳｷ 信大

 7 河野 統徳(2)     11.96 村石 稜(3)
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園中 ﾑﾗｲｼ ﾘｮｳ 三郷中

 8 市川 凌大(2)     12.19 丸山 諒太(3)
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ 木祖中 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 松本県ヶ丘高

風速 -0.8

 1 常盤 大智(4)     11.03 
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 松本大

 2 安藤 直哉     11.22 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本陸協

 3 成澤 稜(1)     11.29 
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松本大

 4 伊藤 拓海(3)     11.38 
ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松商学園高

 5 坂中 勇磨(3)     11.39 
ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘高

 6 白澤 稜馬(3)     11.69 
ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ 豊科北中

 7 上條 肇(2)     11.78 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ 松本美須々ヶ丘

 8 山口 光太郎(3)     11.80 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 豊科高
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予選 4月30日 14:10
決勝 4月30日 15:45

[ 1組] 風速 -4.7 [ 2組] 風速 -3.4

 1 岩田 晃     22.71 q  1 小池 寿輝(3)     22.79 q
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｺｲｹ ﾏｻｷ 松本深志高

 2 輪湖 幸太(2)     23.84  2 中島 淳公(3)     24.45 
ﾜｺ ﾏｻｼ 松本美須々ヶ丘 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 堀金中

 3 山口 大輝(3)     24.68  3 大月 洸典(1)     25.30 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 塩尻広陵中 ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 豊科高

 4 原田 翼(3)     24.95  4 森 拓己(3)     25.51 
ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 北安松川中 ﾓﾘ ﾀｸﾐ 信明中

 5 洞澤 光(2)     24.96  5 髙山 拓夢(3)     27.07 
ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 大町岳陽高 ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾑ 塩尻広陵中

 6 五十嵐 脩祐(2)     26.64  6 山本 海斗(3)     27.11 
ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｽｹ 堀金中 ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ 鉢盛中

 7 今井 悠一郎(3)     26.78  7 尾崎 健瑠(2)     28.73 
ｲﾏｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ 附属松本中 ｵｻﾞｷ ﾀｹﾙ 木曽町中
矢部 晃(3) 島津 英明
ﾔﾍﾞ ﾋｶﾙ 松本工業高 ｼﾏﾂﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

[ 3組] 風速 -1.6 [ 4組] 風速 +1.6

 1 柳沢 直生(2)     22.51 q  1 常盤 大智(4)     21.89 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 松商学園高 ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 松本大

 2 白澤 稜馬(3)     23.22 q  2 山口 光太郎(3)     23.92 
ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ 豊科北中 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 豊科高

 3 本田 翔哉(2)     24.09  3 宮島 隆輔(3)     24.58 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾔ 田川高 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ 堀金中

 4 丸山 康生(1)     24.47  4 平本 夏輝(3)     25.01 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 創造学園高 ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂｷ 附属松本中

 5 青木 大知(2)     24.57  5 太田 夏暉(3)     25.94 
ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ 松本美須々ヶ丘 ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 信明中

 6 有村 尋仁(3)     25.03  6 黒野 真也(2)     27.36 
ｱﾘﾑﾗ ﾋﾛﾄ 鉢盛中 ｸﾛﾉ ｼﾝﾔ 塩尻広陵中

 7 野中 幸樹(3)     27.25 仲田 悠悟(3)
ﾉﾅｶ ｺｳｷ 附属松本中 ﾅｶﾀ ﾕｳｺﾞ 豊科北中

 8 黒野 敦志(2)     27.83 越山 遥斗(1)
ｸﾛﾉ ｱﾂｼ 塩尻広陵中 ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 松本工業高

[ 5組] 風速 -3.4 [ 6組] 風速 -1.5

 1 北嶋 竣(3)     23.66 q  1 伊藤 良多     23.27 q
ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ 豊科高 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 信大病院

 2 宮澤 武流(3)     25.37  2 栗林 雄大(2)     23.46 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 堀金中 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 明科高

 3 泰永 新(3)     25.39  3 佐竹 哲寛(2)     23.74 
ﾔｽﾅｶﾞ ｱﾗﾀ 波田中 ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ 松商学園高

 4 奥原 健太(3)     25.65  4 篠原 翔(1)     24.15 
ｵｸﾊﾗ ｹﾝﾀ 仁科台中 ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科高

 5 森 遼己(2)     26.36  5 河野 統徳(2)     24.20 
ﾓﾘ ﾊﾙｷ 信明中 ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園中

 6 萩原 道斗(3)     26.56  6 藤原 想也(2)     25.65 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾁﾄ 清水中 ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾔ 穂高西中
田中 駿祐(2)  7 古畑 秀都(3)     26.69 
ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 松本深志高 ﾌﾙﾊﾀ ｼｭｳﾄ 波田中
杏 直樹(3)  8 齋藤 武蔵     27.69 
ｶﾗﾓﾓ ﾅｵｷ 松本工業高 ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ 富田ｱｽﾘｰﾂ

[ 7組] 風速 -3.3

 1 上條 肇(2)     23.99 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ 松本美須々ヶ丘

 2 山形 一歩(2)     24.23 
ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯﾎﾟ 大町岳陽高

 3 大橋 佑斗(2)     24.70 
ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ 木曽青峰高

 4 内山 陽向(3)     24.83 
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾅﾀ 丸ﾉ内中

 5 酒井 幹汰(2)     26.79 
ｻｶｲ ｶﾝﾀ 豊科北中

 6 窪田 涼佑(3)     26.98 
ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 附属松本中
柳沢 貴之
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

風速 -2.9

 1 岩田 晃     21.93 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 常盤 大智(4)     22.30 
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 松本大

 3 小池 寿輝(3)     22.61 
ｺｲｹ ﾏｻｷ 松本深志高

 4 栗林 雄大(2)     23.13 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 明科高

 5 伊藤 良多     23.52 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 信大病院

 6 北嶋 竣(3)     23.60 
ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ 豊科高

 7 白澤 稜馬(3)     23.83 
ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ 豊科北中
柳沢 直生(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 松商学園高 棄権
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予選 4月30日 11:55
決勝 4月30日 16:15

[ 1組] [ 2組]

 1 山口 竜也(2)     51.38 Q  1 花形 駿介(1)     52.27 Q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 松商学園高 ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 松本大

 2 丸山 玲央(3)     51.84 q  2 洞澤 光(2)     54.33 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松本大 ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 大町岳陽高

 3 田口 翔斗(2)     53.93 q  3 中條 開吏(2)     54.51 
ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ 木曽青峰高 ﾅｶｼﾞｮｳ ｶｲﾘ 南安曇農業高

 4 福岡 歩武(2)     54.67  4 中島 拓朗(3)     54.91 
ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ 豊科高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾛｳ 木曽青峰高

 5 曽根原 巧真(3)     58.55  5 高木 大輔(2)     57.14 
ｿﾈﾊﾗ ﾀｸﾏ 穂高西中 ﾀｶｷﾞﾀﾞｲｽｹ 松本工業高

 6 古瀬 康平(2)     59.89  6 宇留賀 駿(3)     57.24 
ﾌﾙｾ ｺｳﾍｲ 木曽町中 ｳﾙｶﾞ ｼｭﾝ 北安松川中

 7 髙山 祐太(2)   1:09.95  7 神田 雅翔(3)     58.64 
ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 堀金中 ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾄ 大野川中
上田 大貴(1) 石曽根 歩(2)
ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 穂高商高 ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ 創造学園高
椋野 寛大(3) 伊藤 奨悟(3)
ﾑｸﾉ ｶﾝﾀ 附属松本中 ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 附属松本中

[ 3組] [ 4組]

 1 渡部 翔太(3)     53.37 Q  1 北嶋 竣(3)     52.40 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 塩尻志学館高 ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ 豊科高

 2 加藤 優馬(2)     54.59  2 柳沢 貴之     54.23 q
ｶﾄｳ ﾕｳﾏ 豊科高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 3 森 拓己(3)     55.24  3 松永 蓮汰(3)     56.34 
ﾓﾘ ﾀｸﾐ 信明中 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚﾝﾀ 創造学園高

 4 角崎 雅武(3)     55.99  4 田中 拓巳(3)     56.79 
ｶｸｻﾞｷ ﾏｻﾑ 女鳥羽中 ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 田川高

 5 原田 翼(3)     57.00  5 内山 陽向(3)     57.57 
ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 北安松川中 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾅﾀ 丸ﾉ内中

 6 丸山 翔平(3)   1:01.45  6 西村 浩希(2)   1:00.12 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 仁科台中 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ 松本工業高

 7 渡邊 駿(2)   1:01.59  7 一本木 弘輝(3)   1:00.49 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 田川高 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾋﾛｷ 仁科台中

 8 板花 光紀(2)   1:04.41  8 赤堀 壱成(2)   1:01.48 
ｲﾀﾊﾅ ｺｳｷ 堀金中 ｱｶﾎﾘ ｲｯｾｲ 堀金中
知久平 恒希(3)  9 丸山 英嗣(2)   1:03.99 
ﾁｸﾀﾞｲﾗ ｺｳｷ 松本県ヶ丘高 ﾏﾙﾔﾏ ｴｲｼﾞ 豊科北中

[ 5組]

 1 丸山 拓海(3)     53.54 Q
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ 豊科北中

 2 篠原 翔(1)     54.54 
ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科高

 3 福嶋 竜星(3)     56.71 
ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｾｲ 塩尻志学館高

 4 横山 凌大(2)     59.53 
ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 堀金中

 5 宮沢 真盛(3)   1:00.36 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾓﾙ 大町岳陽高

 6 佐藤 寿樹(2)   1:00.74 
ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 附属松本中

 7 滝澤 律希(3)   1:05.26 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾘﾂｷ 穂高東中
伊藤 良多
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 信大病院

 1 渡部 翔太(3)     51.06 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 塩尻志学館高

 2 山口 竜也(2)     51.49 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 松商学園高

 3 北嶋 竣(3)     51.59 
ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ 豊科高

 4 花形 駿介(1)     52.12 
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 松本大

 5 柳沢 貴之     53.58 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 6 田口 翔斗(2)     53.70 
ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ 木曽青峰高

 7 丸山 拓海(3)     53.99 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ 豊科北中
丸山 玲央(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松本大 棄権
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予選 4月30日 11:10
決勝 4月30日 14:50

[ 1組] [ 2組]

 1 横山 絢大(2)   2:10.43  1 小林 隼(3)   2:06.41 q
ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ 創造学園高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 塩尻志学館高

 2 村瀬 勇哉(3)   2:10.88  2 天児 幹治(2)   2:06.95 q
ﾑﾗｾ ﾕｳﾔ 松本工業高 ｱﾏｺ ｶﾝｼﾞ 松本深志高

 3 永田 宗太郎(3)   2:17.49  3 宮沢 真盛(3)   2:20.16 
ﾅｶﾞﾀ ｿｳﾀﾛｳ 附属松本中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏﾓﾙ 大町岳陽高

 4 小澤 拓真(2)   2:19.10  4 澁谷 柊斗(3)   2:23.28 
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 菅野中 ｼﾌﾞﾔ ｼｭｳﾄ 仁科台中

 5 麻原 彌仁(2)   2:24.82  5 近藤 大介(2)   2:23.66 
ｱｻﾊﾗ ﾔﾄ 鉢盛中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 鉢盛中

 6 滝沢 弘夢(2)   2:34.41  6 床尾 礼(2)   2:30.02 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 穂高西中 ﾄｺｵ ﾚｲ 清水中

 7 樋口 達也(3)   2:35.33  7 樋口 仁志(2)   2:34.45 
ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 塩尻西部中 ﾋｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 附属松本中

 8 松野 裕哉(2)   3:17.16  8 吉岡 凜(2)   2:37.91 
ﾏﾂﾉ ﾕｳﾔ 清水中 ﾖｼｵｶ ﾘﾝ 北安松川中

[ 3組] [ 4組]

 1 畠山 龍大(2)   2:04.57 q  1 徳原 冬威(3)   2:06.13 q
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 大町岳陽高 ﾄｸﾊﾗ ﾄｳｲ 松本深志高

 2 武本 祐樹(2)   2:11.46  2 薛 哲平(3)   2:17.89 
ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｷ 菅野中 ｾﾂ ﾃｯﾍﾟｲ 北安松川中

 3 髙橋 優弥(3)   2:12.93  3 青栁 克洋(2)   2:35.01 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 堀金中 ｱｵﾔｷﾞ ｶﾂﾋﾛ 堀金中

 4 小口 貴也(3)   2:13.08  4 寺島 茉尋(2)   2:40.69 
ｵｸﾞﾁ ﾀｶﾔ 田川高 ﾃﾗｼﾏ ﾏﾋﾛ 仁科台中

 5 細川 大吾(1)   2:18.49  5 並木 蒼真(2)   2:42.12 
ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 松本工業高 ﾅﾐｷ ｿｳﾏ 菅野中

 6 中川 晴喜(2)   2:24.31 上條 楓希(2)
ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 塩尻志学館高 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾌｳｷ 鉢盛中

 7 鈴木 佑基(2)   2:32.75 両角 航輝(2)
ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 塩尻広陵中 ﾓﾛｽﾞﾐ ｺｳｷ 穂高東中

 8 内山 友貴(2)   2:33.00 上條 俊文(3)
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｷ 穂高西中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｼﾌﾐ 松本美須々ヶ丘

[ 5組] [ 6組]

 1 福岡 歩武(2)   2:07.70 q  1 逢澤 智広   2:06.13 q
ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ 豊科高 ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協

 2 石井 来弥(3)   2:07.99 q  2 椋野 寛大(3)   2:08.06 q
ｲｼｲ ｸﾘﾔ 松本深志高 ﾑｸﾉ ｶﾝﾀ 附属松本中

 3 薛 信之介(3)   2:24.39  3 中村 颯(3)   2:14.21 
ｾﾂ ｼﾝﾉｽｹ 北安松川中 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾃ 穂高西中

 4 岡村 昌紀(2)   2:31.08  4 青木 海斗(2)   2:21.00 
ｵｶﾑﾗ ﾏｻｷ 堀金中 ｱｵｷ ｶｲﾄ 菅野中

 5 永津 幹一(3)   2:33.46  5 小山 恭慶(2)   2:25.82 
ﾅｶﾞﾂ ｶﾝｲﾁ 附属松本中 ｺﾔﾏ ﾀｶﾖｼ 松本工業高

 6 青栁 碧(2)   2:40.88  6 宮下 英治(2)   2:37.91 
ｱｵﾔｷﾞ ｱｵｲ 仁科台中 ﾐﾔｼﾀ ｴｲｼﾞ 塩尻中

 7 高根 響(2)   2:49.22  7 森 常稔(2)   2:40.07 
ﾀｶﾈ ﾋﾋﾞｷ 穂高東中 ﾓﾘ ｼﾞｮｳﾈﾝ 堀金中
齋藤 武蔵
ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ 富田ｱｽﾘｰﾂ

 1 畠山 龍大(2)   2:03.30 
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 大町岳陽高

 2 小林 隼(3)   2:06.62 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 塩尻志学館高

 3 徳原 冬威(3)   2:07.22 
ﾄｸﾊﾗ ﾄｳｲ 松本深志高

 4 福岡 歩武(2)   2:07.59 
ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ 豊科高

 5 天児 幹治(2)   2:08.36 
ｱﾏｺ ｶﾝｼﾞ 松本深志高

 6 椋野 寛大(3)   2:09.61 
ﾑｸﾉ ｶﾝﾀ 附属松本中

 7 逢澤 智広   2:09.84 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協

 8 石井 来弥(3)   2:10.26 
ｲｼｲ ｸﾘﾔ 松本深志高

5  9026

2  2245

9  2249

3  7452

4  2244

8  2538

7  2080

6  1990

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  8750

決勝

7  9054
欠場

3  2428

7  6393

8  6592

5  7205

所属名 記録／備考
2  9026

6  7452

5  6567

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4  7455

6  6932

8  6790

9  8752

2  2538

3  2245

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  6570
欠場

7  2341
欠場

2  7210

4  7445
欠場

3  6673

9  6929

6  2244

8  6791

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  6507

3  6600

9  2435

7  2002

8  6691

6  2189

4  2080

5  7207

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  7496

7  6796

3  7441

6  6950

2  2073

5  6921

8  1990

9  2249

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  6431

9  6957

3  7444

2  6606

6  7482

4  7208

5  2509

8  2419

男子

800m
予選 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



予選 4月30日 13:15
決勝 4月30日 15:30

[ 1組] [ 2組]

 1 渡辺 優樹   4:30.35 Q  1 黒岩 優斗(1)   4:33.76 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 塩尻市陸協 ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ 豊科高

 2 横山 裕(3)   4:35.08 Q  2 兼子 峻(3)   4:33.97 Q
ﾖｺﾔﾏ ﾕｳ 松本深志高 ｶﾈｺ ｼｭﾝ 松本深志高

 3 堀田 雅司(2)   4:37.60  3 笠原 穂   4:46.20 
ﾎｯﾀ ﾏｻｼ 松本美須々ヶ丘 ｶｻﾊﾗ ｽｲ 松本市陸協

 4 古厩 信作(2)   4:46.50  4 北山 虎太郎(1)   4:47.52 
ﾌﾙﾏﾔ ｼﾝｻｸ 塩尻志学館高 ｷﾀﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 松商学園高

 5 百瀬 真悟(3)   4:50.90  5 元田 希海(3)   4:49.12 
ﾓﾓｾ ｼﾝｺﾞ 松本蟻ヶ崎高 ﾓﾄﾀﾞ ﾉｱ 菅野中

 6 三浦 伯斗(3)   4:57.94  6 萩原 滉太郎(2)   4:51.53 
ﾐｳﾗ ﾊｸﾄ 白馬中 ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳﾀﾛｳ 穂高東中

 7 竹入 雄紀(3)   5:00.66  7 中島 優太(1)   4:58.96 
ﾀｹｲﾘ ﾕｳｷ 創造学園高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 塩尻志学館高

 8 前山 琳太郎(2)   5:02.60  8 宮澤 大翔(3)   5:14.25 
ﾏｴﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 堀金中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 明科中

 9 坂之上 碧(2)   5:03.63  9 等々力 亮太(3)   5:17.59 
ｻｶﾉｳｴ ﾋｶﾙ 附属松本中 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾘｮｳﾀ 穂高西中

10 等々力 爽太(3)   5:09.83 10 松本 柊二(3)   5:22.48 
ﾄﾄﾞﾛｷ ｿｳﾀ 穂高西中 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭｳｼﾞ 白馬中

11 斉藤 洸大(1)   5:11.42 11 相馬 拓実(3)   5:28.55 
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 松商学園高 ｿｳﾏ ﾀｸﾐ 木曽町中

12 矢島 大地(2)   5:41.24 12 長田 裕介(3)   5:29.12 
ﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 塩尻中 ﾅｶﾞﾀ ﾕｳｽｹ 堀金中

13 森田 崇敬(3)   5:53.66 13 青木 月飛(2)   5:39.79 
ﾓﾘﾀ ﾀｶﾕｷ 木曽町中 ｱｵｷ ﾂｷﾄ 塩尻中

14 吉江 太陽(2)   6:06.70 14 中嶋 隆介(2)   5:41.09 
ﾖｼｴ ﾀｲﾖｳ 菅野中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ 山辺中
曽根原 康輝(2) 勝野 耀太(3)
ｿﾈﾊﾗ ｺｳｷ 仁科台中 ｶﾂﾉ ﾖｳﾀ 木曽青峰高
小口 貴也(3) 小畑 凜太朗(2)
ｵｸﾞﾁ ﾀｶﾔ 田川高 ｺﾊﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 附属松本中

[ 3組] [ 4組]

 1 伊藤 周也(3)   4:27.34 Q  1 降籏 一誓(2)   4:26.63 Q
ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 松商学園高 ﾌﾘﾊﾀ ｲｯｾｲ 松商学園高

 2 上田 桂悟(2)   4:29.46 Q  2 逢澤 智広   4:27.23 Q
ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 創造学園高 ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協

 3 青沼 潮(3)   4:32.71 q  3 松井 開人(3)   4:27.71 q
ｱｵﾇﾏ ｳｼｵ 松本美須々ヶ丘 ﾏﾂｲ ｶｲﾄ 大町岳陽高

 4 石井 来弥(3)   4:35.12 q  4 小林 史弥(3)   4:36.84 q
ｲｼｲ ｸﾘﾔ 松本深志高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 菅野中

 5 野村 拓未(2)   4:40.00  5 髙橋 平明(3)   4:50.59 
ﾉﾑﾗ ﾀｸﾐ 田川高 ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｱ 豊科北中

 6 會川 奏太(2)   4:40.13  6 嶺山 晃希(3)   4:51.41 
ｱｲｶﾜ ｿｳﾀ 穂高東中 ﾐﾈﾔﾏ ｺｳｷ 堀金中

 7 佐原 楓英(2)   4:48.98  7 百瀬 陸人(3)   4:58.24 
ｻﾊﾗ ﾌｳｴｲ 堀金中 ﾓﾓｾ ﾘｸﾄ 穂高西中

 8 風間 優佑(2)   4:54.38  8 武藤 珠樹(3)   5:08.54 
ｶｽﾞﾏ ﾕｳｽｹ 塩尻中 ﾑﾄｳ ﾀﾏｷ 筑摩野中

 9 清水 遥斗(2)   4:58.01  9 鈴木 章訓(2)   5:08.97 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 附属松本中 ｽｽﾞｷ ｱｷﾉﾘ 女鳥羽中

10 柳澤 昂弥(2)   4:59.62 10 奥原 陸(2)   5:13.82 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳﾔ 鉢盛中 ｵｸﾊﾗ ﾘｸ 仁科台中

11 古畑 充稀(3)   5:03.31 11 高木 龍之介(2)   5:16.51 
ﾌﾙﾊﾀ ﾐｽﾞｷ 信明中 ﾀｶｷﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 松本工業高

12 黒岩 優樹(2)   5:12.59 12 中村 航大(3)   5:22.30 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳｷ 女鳥羽中 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾞｲ 小谷中

13 宮嶋 健(3)   5:26.06 13 須澤 洸一郎(2)   5:30.10 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｹﾝ 白馬中 ｽｻﾞﾜ ｺｳｲﾁﾛｳ 丸ﾉ内中

14 新宮 彩巴(2)   5:34.94 14 片桐 来夢(2)   5:33.22 
ｼﾝｸﾞｳ ｲﾛﾊ 清水中 ｶﾀｷﾞﾘ ﾗｲﾑ 三郷中

15 栗林 良太郎(2)   5:46.06 15 関井 耀(2)   5:34.86 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀﾛｳ 仁科台中 ｾｷｲ ﾖｳ 木曽町中
宇都宮 拓磨(3) 足助 颯太(2)
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾀｸﾏ 菅野中 ｱｽｹ ｿｳﾀ 塩尻中

男子

1500m
予選 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順所属名 記録／備考
10  9024

順 No. 氏  名

1  2342

12  2005

3  2239

6  6832

13  2514

8  2364

4  7493

14  6596

7  6699

15  6390

11  6281

9  2481

2  6931
欠場

16  2189

5  7204

氏  名

9  1986

所属名 記録／備考
14  2542

10  6568

No.

7  9028

5  2237

3  2480

15  6595

4  7234

13  6834

2  6551

8  6690

1  6395

6  6280

11  1953
欠場

16  7492

12  7167

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  2470

16  2504

欠場

No. 氏  名

欠場

12  2245

14  2182

13  2338

6  8754

5  6384

4  6563

1  7442

10  7014

2  7495

7  6948

8  7281

 7209
欠場

順

15  6933

11  6835

10  9026

所属名 記録／備考
8  2474

9  6635

16  2070

7  7226

1  7257

14  6692

11  6615

13  2426

4  7280

3  6927

15  6712

2  6851

5  7035

欠場

12  6283

6  63813



 1 上田 桂悟(2)   4:18.45 
ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 創造学園高

 2 横山 裕(3)   4:21.31 
ﾖｺﾔﾏ ﾕｳ 松本深志高

 3 松井 開人(3)   4:23.82 
ﾏﾂｲ ｶｲﾄ 大町岳陽高

 4 伊藤 周也(3)   4:26.17 
ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 松商学園高

 5 渡辺 優樹   4:26.40 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 塩尻市陸協

 6 降籏 一誓(2)   4:26.42 
ﾌﾘﾊﾀ ｲｯｾｲ 松商学園高

 7 黒岩 優斗(1)   4:26.61 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ 豊科高

 8 逢澤 智広   4:31.88 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協

 9 兼子 峻(3)   4:34.24 
ｶﾈｺ ｼｭﾝ 松本深志高

10 小林 史弥(3)   4:34.75 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 菅野中

11 青沼 潮(3)   4:47.24 
ｱｵﾇﾏ ｳｼｵ 松本美須々ヶ丘

12 石井 来弥(3)   4:52.42 
ｲｼｲ ｸﾘﾔ 松本深志高

男子

1500m
決勝

所属名 記録／備考
5  2504

順 No. 氏  名

10  2070

11  2470

1  2239

8  2474

4  2542

9  9024

6  2237

2  7226

3  9026

12  2245

7  2338



決勝 4月30日 16:30

 1 松野 淳司  16:02.55 
ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 塩尻市陸協

 2 中村 祐紀  16:27.15 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 安曇野陸協

 3 関 善明  16:31.44 
ｾｷ ﾖｼｱｷ 松本自衛隊

 4 小澤 大輝(2)  16:40.89 
ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 大町岳陽高

 5 小松 晃人(1)  16:58.01 
ｺﾏﾂ ｱｷﾄ 松本大

 6 澤渡 知成  17:11.97 
ｻﾜﾄﾞ ﾄﾓﾅﾘ 安曇野陸協

 7 竹村 僚太  17:13.64 
ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 大北陸協

 8 和田 輝(2)  17:32.39 
ﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ 創造学園高

 9 中村 剛(2)  17:41.69 
ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 塩尻志学館高

10 太田 隼弥(3)  18:05.99 
ｵｵﾀ ｼｭﾝﾔ 松商学園高

11 北澤 光記(2)  19:55.16 
ｷﾀｻﾞﾜ ｺｳｷ 松本深志高
細井 奨太
ﾎｿｲ ｼｮｳﾀ 安曇野陸協
菅沼 直紘(2)
ｽｶﾞﾇﾏ ﾅｵﾋﾛ 松本深志高
林 優人
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 安曇野陸協
大川 天斗(3)
ｵｵｶﾜ ﾀｶﾄ 松本県ヶ丘高
塩原 大
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲ 松本市陸協

8  9023

11  9020

男子

5000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  2074

5  9035

6  9029

16  9056

1  2511

9  9022

12  2472

14  2256

4  2001

2  2250
欠場

7  9021

13  9019
途中棄権

15  9027
欠場

欠場
10  2261

欠場



予選 4月30日  9:55
決勝 4月30日 16:00

長野県記録(KR)                  13.84 
大会記録(GR)                    15.49 

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +2.7

 1 小松 勇人(3)     16.22 Q  1 西村 慶次(3)     15.42 Q
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 松本県ヶ丘高 ﾆｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ 創造学園高

 2 穗苅 康人(2)     17.42 Q  2 小池 孝憲(2)     16.47 Q
ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 松商学園高 ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ 松商学園高

 3 石田 優音(1)     17.82 Q  3 越山 遥斗(1)     16.57 Q
ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 松本工業高 ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 松本工業高

 4 花谷 佑弥(3)     19.09  4 倉田 歩夢(1)     16.76 q
ﾊﾅﾀﾆ ﾕｳﾔ 白馬高 ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 松商学園高
矢ヶ崎 至門(2)  5 花形 駿介(1)     17.50 q
ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ 松商学園高 ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 松本大
青柳 哲大(2)  6 林 裕貴(3)     17.69 
ｱｵﾔｷﾞ ﾃﾂﾋﾛ 松本工業高 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾀｶ 松本県ヶ丘高

風速 -2.5

 1 西村 慶次(3)     15.42 
ﾆｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ 創造学園高

 2 越山 遥斗(1)     16.49 
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 松本工業高

 3 小池 孝憲(2)     16.72 
ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ 松商学園高

 4 穗苅 康人(2)     17.22 
ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 松商学園高

 5 花形 駿介(1)     17.71 
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 松本大

 6 倉田 歩夢(1)     18.57 
ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 松商学園高

 7 石田 優音(1)     18.57 
ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 松本工業高
小松 勇人(3)
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 松本県ヶ丘高 失格(FS)

9  2432

4  2272

3  9030

2  2476

5  2464

6  2462

7  2525
大会新

8  2434

2  2269

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  2476

7  9030

5  2464

4  2434

記録／備考
6  2525

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4  2421
欠場

順

3  2463
欠場

6  2432

記録／備考
2  2272

5  2020

7  2462

男子

110mH(1.067m)

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 4月30日 10:10
決勝 4月30日 12:20

[ 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   4 松本県ヶ丘高  2262 坂中 勇磨(3)     44.08 Q  1   2 豊科北中  6639 丸山 直樹(3)     44.70 Q

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｷ
 2272 小松 勇人(3)  6637 白澤 稜馬(3)

ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ
 2264 丸山 諒太(3)  6632 篠原 翼(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ ｼﾉﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ
 2268 北野 玄仁(3)  6638 丸山 拓海(3)

ｷﾀﾉ ﾊﾙﾋﾄ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ
 2   8 木曽青峰高  1960 田口 翔斗(2)     44.43 q  2   8 創造学園高  2508 宮川 蓮(2)     45.06 q

ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝ
 1951 小谷 渓太(3)  2506 竹内 貴史(2)

ｺﾀﾆ ｹｲﾀ ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ
 1950 小坂 正海(3)  2518 丸山 康生(1)

ｺｻｶ ｾｲｶｲ ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ
 1948 原 拓実(3)  2515 一志 瑠衣斗(1)

ﾊﾗ ﾀｸﾐ ｲｯｼ ﾙｲﾄ
 3   5 大町岳陽高  2072 深谷 文太(3)     44.99 q  3   5 田川高  2180 宮下 陽平(2)     47.18 

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ﾌｶﾔ ﾌﾞﾝﾀ ﾀｶﾞﾜｺｳ ﾐﾔｼﾀ ﾖｳﾍｲ
 2077 山形 一歩(2)  2186 青柳 亮生(3)

ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯﾎﾟ ｱｵﾔｷﾞ ｱﾂｷ
 2043 花澤 知寿(3)  2181 渡邊 駿(2)

ﾊﾅｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ
 2081 松原 聖将(2)  2179 本田 翔哉(2)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾔ
 4   3 三郷中  6705 深尾 光希(3)     47.55  4   6 信明中  7017 森 遼己(2)     48.06 

ﾐｻﾄﾁｭｳ ﾌｶｵ ｺｳｷ ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ﾓﾘ ﾊﾙｷ
 6710 中山 恭輔(2)  7015 森 拓己(3)

ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ ﾓﾘ ﾀｸﾐ
 6711 菅 貫太(2)  7014 古畑 充稀(3)

ｽｶﾞ ｶﾝﾀ ﾌﾙﾊﾀ ﾐｽﾞｷ
 6701 村石 稜(3)  7012 太田 夏暉(3)

ﾑﾗｲｼ ﾘｮｳ ｵｵﾀ ﾅﾂｷ
 5   6 塩尻広陵中  6503 竹内 佑輝(2)     48.36  5   9 鉢盛中  7441 近藤 大介(2)     48.54 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ
 6504 保科 太一(2)  7438 有村 尋仁(3)

ﾎｼﾅ ﾀｲﾁ ｱﾘﾑﾗ ﾋﾛﾄ
 6478 髙山 拓夢(3)  7445 上條 楓希(2)

ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾑ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾌｳｷ
 6477 山口 大輝(3)  7437 山本 海斗(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ
 6   9 穂高西中  6598 細川 篤士(2)     48.80  6   3 清水中  6946 小澤 慶文(2)     49.51 

ﾎﾀｶﾆｼﾁｭｳ ﾎｿｶﾜ ｱﾂｼ ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ｵｻﾞﾜ ﾖｼﾌﾐ
 6593 内山 晃輔(3)  6947 佐々木 真事(2)

ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ ｻｻｷ ﾏｺﾄ
 6594 曽根原 巧真(3)  6942 萩原 道斗(3)

ｿﾈﾊﾗ ﾀｸﾏ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾁﾄ
 6597 藤原 想也(2)  6953 三代澤 侑希(2)

ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾔ ﾐﾖｻﾜ ﾕｳｷ
 7   7 仁科台中  6920 一本木 弘輝(3)     48.92  7   7 旭町中  7072 宮川 永輝(3)     53.00 

ﾆｼﾅﾀﾞｲﾁｭｳ ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾋﾛｷ ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾐﾔｶﾞﾜ ｴｲｷ
 6925 丸山 翔平(3)  7073 杏 朋樹(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ ｶﾗﾓﾓ ﾄﾓｷ
 6930 飯島 佑京(2)  7071 太田 来樹(3)

ｲｲｼﾞﾏ ｳｷｮｳ ｵｵﾀ ﾗｲｼﾞｭ
 6919 奥原 健太(3)  7070 山田 隼平(3)

ｵｸﾊﾗ ｹﾝﾀ ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
 8   2 菅野中  7202 田中 幸輔(2)     49.33   4 松本深志高

ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ 欠場
 7229 水野 一輝(3)

ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞｷ
 7235 山本 隆矢(3)

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾔ
 7233 村上 裕太郎(3)

ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ

男子

4×100m
予選 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 松本大  9036 小野澤 達也(3)     42.44 Q  1   2 松商学園高  2466 伊藤 拓海(3)     42.49 Q

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｴｳ ｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 9039 常盤 大智(4)  2495 中嶋 謙(2)

ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ
 9043 成澤 稜(1)  2497 神田 来夢(2)

ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ
 9044 斉藤 巧(1)  2496 柳沢 直生(2)

ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ
 2   2 松本工業高  2434 越山 遥斗(1)     45.15 q  2   3 豊科高  2537 加藤 優馬(2)     45.27 

ﾏﾂﾓﾄｺｳｷﾞｮｳｺｳ ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ ﾄﾖｼﾅｺｳ ｶﾄｳ ﾕｳﾏ
 2417 杏 直樹(3)  2536 山口 光太郎(3)

ｶﾗﾓﾓ ﾅｵｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ
 2432 石田 優音(1)  2535 北嶋 竣(3)

ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ
 2423 矢部 晃(3)  2539 大月 洸典(1)

ﾔﾍﾞ ﾋｶﾙ ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ
 3   7 塩尻志学館高  1993 渡邊 琢磨(3)     45.67  3   4 堀金中  6693 宮澤 武流(3)     45.63 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ
 1999 中村 智(3)  6687 中島 淳公(3)

ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ
 1994 福嶋 竜星(3)  6694 望月 翼(2)

ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｾｲ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ
 1997 渡部 翔太(3)  6688 宮島 隆輔(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ
 4   6 附属松本中  7494 佐藤 寿樹(2)     48.74  4   7 北安松川中  6793 宇留賀 駿(3)     47.94 

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ｳﾙｶﾞ ｼｭﾝ
 7480 今井 悠一郎(3)  6792 原田 翼(3)

ｲﾏｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ
 7450 窪田 涼佑(3)  6798 飯嶋 大基(2)

ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ
 7478 平本 夏輝(3)  6794 齊藤 建(3)

ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂｷ ｻｲﾄｳ ﾀｹﾙ
 5   8 木曽町中  6286 尾崎 健瑠(2)     51.70  5   8 波田中  7403 上條 泰斗(3)     49.02 

ｷｿﾏﾁﾁｭｳ ｵｻﾞｷ ﾀｹﾙ ﾊﾀﾁｭｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｲﾄ
 6284 古瀬 康平(2)  7400 泰永 新(3)

ﾌﾙｾ ｺｳﾍｲ ﾔｽﾅｶﾞ ｱﾗﾀ
 6283 関井 耀(2)  7401 古畑 秀都(3)

ｾｷｲ ﾖｳ ﾌﾙﾊﾀ ｼｭｳﾄ
 6285 上平 祥徳(2)  7406 栁澤 健太(2)

ｳｴﾀｲﾗ ﾖｼﾉﾘ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹﾝﾀ
 6   3 開成中  7133 小田 隼斗(2)     52.01  6   5 白馬中  6839 八田 登生(2)     51.11 

ｶｲｾｲﾁｭｳ ｵﾀﾞ ﾊﾔﾄ ﾊｸﾊﾞﾁｭｳ ﾊｯﾀ ﾄｵｲ
 7130 池田 翔統(3)  6831 武田 知樹(3)

ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾄ ﾀｹﾀﾞ ｻﾄｷ
 7129 赤堀 裕太(3)  6830 紙浦 明馬(3)

ｱｶﾎﾘ ﾕｳﾀ ｶﾐｳﾗ ｱｽﾏ
 7128 安坂 光瑠(3)  6836 山田 航也(3)

ｱｻﾞｶ ﾋｶﾙ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾔ
  4 丸ﾉ内中  7031 野本 駿介(3)   6 大町第一中

ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 失格 ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳ 欠場
 7033 小坂 駿翔(2) R1(3-4)

ｺｻｶ ｼｭﾝﾄ
 7036 古田 海輝(2)

ﾌﾙﾀ ｱｷ
 7032 内山 陽向(3)

ｳﾁﾔﾏ ﾋﾅﾀ

男子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 松本大  9036 小野澤 達也(3)     41.78 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 大会新
 9039 常盤 大智(4)

ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ
 9043 成澤 稜(1)

ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
 9044 斉藤 巧(1)

ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 1   6 松商学園高  2466 伊藤 拓海(3)     41.78 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｴｳ ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 大会新
 2495 中嶋 謙(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ
 2497 神田 来夢(2)

ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ
 2496 柳沢 直生(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ
 3   4 松本県ヶ丘高  2262 坂中 勇磨(3)     44.71 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ
 2272 小松 勇人(3)

ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ
 2264 丸山 諒太(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
 2268 北野 玄仁(3)

ｷﾀﾉ ﾊﾙﾋﾄ
 4   9 大町岳陽高  2072 深谷 文太(3)     44.72 

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ﾌｶﾔ ﾌﾞﾝﾀ
 2077 山形 一歩(2)

ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯﾎﾟ
 2043 花澤 知寿(3)

ﾊﾅｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ
 2079 洞澤 光(2)

ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ
 5   2 創造学園高  2508 宮川 蓮(2)     44.83 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝ
 2506 竹内 貴史(2)

ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ
 2518 丸山 康生(1)

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ
 2515 一志 瑠衣斗(1)

ｲｯｼ ﾙｲﾄ
 6   3 松本工業高  2434 越山 遥斗(1)     44.90 

ﾏﾂﾓﾄｺｳｷﾞｮｳｺｳ ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ
 2417 杏 直樹(3)

ｶﾗﾓﾓ ﾅｵｷ
 2432 石田 優音(1)

ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ
 2423 矢部 晃(3)

ﾔﾍﾞ ﾋｶﾙ
 7   7 豊科北中  6639 丸山 直樹(3)     45.79 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｷ
 6637 白澤 稜馬(3)

ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ
 6632 篠原 翼(3)

ｼﾉﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ
 6630 仲田 悠悟(3)

ﾅｶﾀ ﾕｳｺﾞ
  8 木曽青峰高

ｷｿｾｲﾎｳｺｳ 棄権

決勝

男子

4×100m



決勝 4月30日 16:55

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 塩尻志学館高  1994 福嶋 竜星(3)   3:29.28 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｾｲ
 1990 小林 隼(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ
 1999 中村 智(3)

ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ
 1997 渡部 翔太(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ
 2   5 松商学園高  2475 柳沢 優生(1)   3:30.11 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｴｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ
 2461 佐竹 哲寛(2)

ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ
 2464 小池 孝憲(2)

ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ
 2499 山口 竜也(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ
 3   2 創造学園高  2506 竹内 貴史(2)   3:30.12 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ
 2525 西村 慶次(3)

ﾆｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ
 2529 小口 優希(3)

ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ
 2515 一志 瑠衣斗(1)

ｲｯｼ ﾙｲﾄ
 4   4 豊科高  2538 福岡 歩武(2)   3:33.52 

ﾄﾖｼﾅｺｳ ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ
 2540 篠原 翔(1)

ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ
 2537 加藤 優馬(2)

ｶﾄｳ ﾕｳﾏ
 2535 北嶋 竣(3)

ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ
 5   3 大町岳陽高  2043 花澤 知寿(3)   3:35.84 

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ﾊﾅｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ
 2080 畠山 龍大(2)

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
 2082 鹿川 和樹(2)

ｼｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ
 2081 松原 聖将(2)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ
 6   8 堀金中  6688 宮島 隆輔(3)   3:45.08 

ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ
 6691 髙橋 優弥(3)

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ
 6693 宮澤 武流(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ
 6687 中島 淳公(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ
  7 木曽青峰高

ｷｿｾｲﾎｳｺｳ 欠場

男子

4×400m
決勝



決勝 4月30日 14:00

1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 1m95
丸山 拓哉(2) - - - - - - - - - -
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 松本大 - - - o o xxx
松原 大輝 - - - - - - - - - -
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 - - - xo o xxx
松澤 和也(2) - - - - - - - - - -
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 松本大 - - o o xo xxx
相澤 翼(2) - - - - - - - - - -
ｱｲｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 松本深志高 o o o o xxx
宮入 太優(2) - - - - - - - - - -
ﾐﾔｲﾘ ﾀｲﾕｳ 創造学園高 o o xxo o xxx
二村 峻平(2) - - - - - - - - - -
ﾆﾑﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ 松本県ヶ丘高 xo xo o xxx
渡邊 琢磨(3) - - - - - - - - - -
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 塩尻志学館高 o xxx
片瀬 賢斗(3) - - - - - - o o o xo
ｶﾀｾ ｹﾝﾄ 高瀬中 o xxx
北野 玄仁(3) - - - - - - - - - -
ｷﾀﾉ ﾊﾙﾋﾄ 松本県ヶ丘高 xxo xx/
藤村 良汰(3) - - - - - - - - - o
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 松本県ヶ丘高 xxx
上嶋 辰輝(2) - - - - - - - xo o xxx
ｳｴｼﾏ ﾀﾂｷ 塩尻志学館高
廣部 幹也(3) - - - - - - o xo o xxx
ﾋﾛﾍﾞ ﾐｷﾔ 南安曇農業高
山本 ｼﾞｮﾝｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ(1) - - - - - - - - xo xxx
ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞｮﾝｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 創造学園高
青柳 哲大(2) - - - - - - - - xo xxx
ｱｵﾔｷﾞ ﾃﾂﾋﾛ 松本工業高
栁澤 研杜(3) - - - - - - o xo xxx
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹﾝﾄ 明科高
田中 快(2) - - - - - xo o xo xxx
ﾀﾅｶ ｶｲ 北安松川中
水口 拓実(3) - - - o o o xxx
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 菅野中
山田 隼平(3) - - o o xxo o xxx
ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 旭町中
伊藤 優斗(3) - - o xxo o xo xxx
ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 山辺中
内山 晃輔(3) o o o o o xxx
ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ 穂高西中
太田 来樹(3) - - xo o xxx
ｵｵﾀ ﾗｲｼﾞｭ 旭町中
三好 駿平(3) o o o xxo xxx
ﾐﾖｼ ｼｭﾝﾍﾟｲ 附属松本中
深谷 文太(3) - - - - - - x/ 記録なし
ﾌｶﾔ ﾌﾞﾝﾀ 大町岳陽高
塩原 大樹(3) - - - - - - - xxx 記録なし
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 松商学園高
矢ヶ崎 至門(2) 欠場
ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ 松商学園高
宮澤 優斗(3) 欠場
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 明科高
石井 琢海(2) 欠場
ｲｼｲ ﾀｸﾐ 松本美須々ヶ丘

14  2557

19  2344

10  2467

13  2463

22 2  7456
 1.35

9  2072

20 1  6593
 1.40

21 6  7071
 1.35

18 3  7070
 1.45

19 7  7163
 1.45

16 4  6797
 1.55

17 5  7232
 1.45

13 15  2421
 1.60

15 8  2564
 1.55

11 16  2147
 1.60

13 11  2519
 1.60

10 17  2270
 1.65

11 12  2004
 1.60

8 21  6751
 1.70

9 23  2268
 1.70

6 20  2276
 1.80

7 18  1993
 1.70

4 22  2254
 1.85

5 25  2507
 1.85

2 27  9010
 1.90

3 26  9038
 1.90

1m65

1 24  9031
 1.90

記録 備考
1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60

男子

走高跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 4月30日 11:30

青沼 和紀    x   6.82    x    x    x    x    6.82 
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ with   +0.2    +0.2
阪 圭央   6.33   6.08   6.43   6.35   5.71   6.00    6.43 
ｻｶ ﾖｼﾋｻ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ   -0.5   -1.1   -0.3   +0.7   -3.8   +1.2    -0.3
深沢 友昭(1)    x   6.13    x    x    x   6.28    6.28 
ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ 松本大   -1.9   -0.9    -0.9
杏 直樹(3)   6.13   5.85   5.81    -    x   6.24    6.24 
ｶﾗﾓﾓ ﾅｵｷ 松本工業高   -2.3   -1.7   +0.8   -0.2    -0.2
中村 智(3)    x   6.05   6.16   6.09   6.08   5.78    6.16 
ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 塩尻志学館高   -0.8   -2.2   -3.1   -1.5   -4.7    -2.2
神田 来夢(2)    x   6.16    x    -    -    x    6.16 
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 松商学園高   +1.5   -0.9    -0.9
丸山 龍之介(3)   6.04   6.13   6.12   5.91   5.65   5.53    6.13 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 松本深志高   -0.7   +0.9   +0.9   -1.4   -5.0   +0.4    +0.9
川上 文也   6.09   6.06    x   6.12    x   6.03    6.12 
ｶﾜｶﾐ ﾌﾐﾔ 松川村AC   +0.4   -1.2   -0.3   -0.3    -0.3
山本 将裕(2)   5.97    x   5.62    5.97 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 松本深志高   +0.4   -1.1    +0.4
山本 祐己(1)    x   5.77   5.73    5.77 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 松商学園高   -0.3   -0.3    -0.3
中澤 達也(3)    x    x   5.72    5.72 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 松商学園高   +1.1    +1.1
奥原 隼太    x    x   5.70    5.70 
ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ with   -1.7    -1.7
鹿川 和樹(2)   5.58    x    x    5.58 
ｼｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 大町岳陽高   -1.5   +1.1    -1.5
奥原 健太(3)    x    x   5.43    5.43 
ｵｸﾊﾗ ｹﾝﾀ 仁科台中   -1.7    -1.7
平野 雄大(2)   5.42   5.39   5.33    5.42 
ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 梓川高   -0.6   -0.5   -2.1    -0.6
大月 渉(2)   5.35    x    x    5.35 
ｵｵﾂｷ ﾜﾀﾙ 穂高東中   -1.1    -1.1
宮島 辰弥(2)   5.23   5.27   5.18    5.27 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 南安曇農業高   -0.3   -1.3   -0.9    -1.3
大豆 諒也(3)   5.25   5.10    x    5.25 
ｵｵﾏﾒ ﾘｮｳﾔ 木曽青峰高   +1.2   -0.3    +1.2
仲田 悠悟(3)   5.19   4.66    -    5.19 
ﾅｶﾀ ﾕｳｺﾞ 豊科北中   +0.2   -0.9    +0.2
濱田 仁介(3)   5.12   4.90   4.86    5.12 
ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞﾝｽｹ 附属松本中   +0.2   -0.4   -1.1    +0.2
菅 貫太(2)    x   5.05    x    5.05 
ｽｶﾞ ｶﾝﾀ 三郷中   +0.5    +0.5
水野 一輝(3)   5.04   5.01   4.88    5.04 
ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞｷ 菅野中   -1.3   -2.4   -2.0    -1.3
佐藤 寿樹(2)   4.97    -   4.68    4.97 
ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 附属松本中   +0.2   -0.5    +0.2
武田 知樹(3)   4.87   4.94   4.54    4.94 
ﾀｹﾀﾞ ｻﾄｷ 白馬中   -0.3   -1.2   -2.3    -1.2
杏 朋樹(3)   4.48   4.94   4.77    4.94 
ｶﾗﾓﾓ ﾄﾓｷ 旭町中   -0.6    0.0   -2.0     0.0
野本 駿介(3)   4.28   4.92   4.83    4.92 
ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 丸ﾉ内中   -0.1   +0.5   -1.8    +0.5
伊藤 洋介(2)   4.87   4.64   4.70    4.87 
ｲﾄｳ ﾖｳｽｹ 山辺中   -1.5   -1.2   -0.6    -1.5
山本 隆矢(3)    x   4.64   4.82    4.82 
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 菅野中   +0.9   -1.5    -1.5
丸山 健成(2)   4.75   4.01   4.40    4.75 
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｾｲ 堀金中   +0.3   -1.4   +0.7    +0.3
紙浦 明馬(3)   4.54   4.72   4.57    4.72 
ｶﾐｳﾗ ｱｽﾏ 白馬中   -1.0   -0.5   +1.4    -0.5
小林 文哉(3)   4.49   4.68   4.56    4.68 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 筑摩野中   -1.2   -0.7   -4.1    -0.7
矢島 聡士(2)   4.02   4.51   4.54    4.54 
ﾔｼﾞﾏ ｻﾄｼ 菅野中   +0.2   +1.5   -2.7    -2.7
鈴木 寛二(2)   4.28   4.42   4.36    4.42 
ｽｽﾞｷ ｶﾝｼﾞ 木曽町中   -0.6   +1.3   -1.2    +1.3
土屋 勢那(3)   3.52   4.00   4.31    4.31 
ﾂﾁﾔ ｾﾅ 筑摩野中   -0.2   +0.2   -0.8    -0.8
八田 登生(2)   4.28   4.16   4.09    4.28 
ﾊｯﾀ ﾄｵｲ 白馬中   -1.5   -2.5   -3.4    -1.5
池内 隆哉(2)   4.27   4.08   4.05    4.27 
ｲｹｳﾁ ﾀｶﾔ 丘中   -1.0   -0.7   -0.3    -1.0
北原 翔(1)   4.16    x   4.13    4.16 
ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳ 松本工業高   -1.8   -2.0    -1.8
平林 拡人(2)   3.91   4.08   3.90    4.08 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 塩尻広陵中   +0.8   -0.3   +0.4    -0.3
高村 紘汰(3)   3.94   3.83   4.02    4.02 
ﾀｶﾑﾗ ｺｳﾀ 波田中   -1.0   -0.1   -2.1    -2.1
斉間 亮(2)   3.14   3.71   3.82    3.82 
ｻｲﾏ ﾘｮｳ 堀金中   -1.2   +1.8   +0.6    +0.6
小松 悠雅(2)    x   3.52   3.46    3.52 
ｺﾏﾂ ﾕｳｶﾞ 丘中   +0.7   +1.1    +0.7
岩垂 真生(3)    x   3.29   3.18    3.29 
ｲﾜﾀﾞﾚ ﾏｵ 菅野中   -1.2   -1.2    -1.2
春宮 洸也(2)   3.24   2.96   3.10    3.24 
ﾊﾙﾐﾔ ｺｳﾔ 波田中   +0.9   -2.1   -1.0    +0.9
鳥羽 亮太(3)    x    x   3.08    3.08 
ﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 山辺中   -0.1    -0.1
有沢 将也(2)   2.68    x   2.98    2.98 
ｱﾘｻﾜ ﾏｻﾔ 三郷中   -1.7   -3.6    -3.6
米久保 光希(2)   2.34   2.13    x    2.34 
ﾖﾈｸﾎﾞ ﾐﾂｷ 波田中   -1.0   -1.2    -1.0
塩原 倖太郎(2)    x    x    x 記録なし
ｼｵﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 丸ﾉ内中
宮川 蓮(2)    x    x    x 記録なし
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝ 創造学園高
松原 聖将(2)    x    x    x 記録なし
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ 大町岳陽高
大澤 草為(2) 欠場
ｵｵｻﾜ ｿｳﾀ 旭町中
鈴木 睦和(2) 欠場
ｽｽﾞｷ ﾑﾂﾅ 白馬中
伊藤 奨悟(3) 欠場
ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 附属松本中
遠藤 優大(3) 欠場
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ 波田中

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 51  9003

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

2 50  9005

3 52  9040

4 49  2417

5 42  1999

6 47  2497

7 40  2241

8 39  9025

9 44  2252

10 45  2477

11 37  2468

12 41  9001

13 53  2082

14 36  6919

15 33  2165

16 27  6564

17 31  2129

18 38  1956

19 29  6630

20 21  7477

21 25  6711

22 18  7229

23 19  7494

24 22  6831

25 30  7073

26 35  7031

27 23  7169

28 32  7235

29 16  6670

30 26  6830

31 15  7253

32 13  7201

33 7  6282

34 17  7252

35 12  6839

36 20  6454

37 2  2402

38 14  6499

39 3  7404

40 6  8753

41 10  6453

42 9  7227

43 5  7405

44 43  7165

45 11  6708

46 1  7412

4  7034

46  2508

48  2081

8  7074

24  6838

28  7453

34  7402



決勝 4月30日 15:30

 ３回の
 最高記録

佐藤 賢一    x    x    x  15.70    -    x   15.70 
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   +4.3    +4.3
中村 智(3)  13.97  13.53  13.76   13.97  14.02  13.74  13.89   14.02 
ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 塩尻志学館高   +2.7   +2.7   +2.4    +2.7   +1.9   +1.5   +3.2    +1.9
小野澤 達也(3)  13.75  13.79  13.85   13.85  13.47  13.40  13.95   13.95 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 松本大   +3.6   +1.3   +2.9    +2.9   +3.9   +1.6   +2.4    +2.4
丸山 諒太(3)  12.55  13.04  13.10   13.10  12.85  12.58  12.82   13.10 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 松本県ヶ丘高   +2.7   +1.2   +2.3    +2.3   +2.5   +2.2   -0.2    +2.3
川上 文也  12.85    x    x   12.85  11.45    x  12.70   12.85 
ｶﾜｶﾐ ﾌﾐﾔ 松川村AC   +1.9    +1.9   +3.7   +1.4    +1.9
日馬 正貴    x  12.47    x   12.47    x  12.80    x   12.80 
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野市陸協   +2.4    +2.4   +2.3    +2.3
山田 雄太(3)  11.93  11.71  11.63   11.93  11.97    x    x   11.97 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 松本工業高   +2.6   +2.8   +4.1    +2.6   +4.8    +4.8
中澤 達也(3)  11.76  11.91  11.02   11.91    -    x    -   11.91 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 松商学園高   +2.3   +2.0   +2.9    +2.0    +2.0
丸山 龍之介(3) 欠場
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 松本深志高

男子

三段跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 9  9017

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

2 7  1999

3 8  9036

4 6  2264

5 5  9025

6 1  9018

7 4  2418

8 3  2468

2  2241



決勝 4月30日  9:00

上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
池上 大希(1)
ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾛｷ 松本工業高
竹内 恒平(1)
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ 松本工業高
西牧 廉(2)
ﾆｼﾏｷ ﾚﾝ 松本工業高
下村 亮也(2)
ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳﾔ 木曽青峰高
福田 淳
ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
大宮 直人
ｵｵﾐﾔ ﾅｵﾄ 木曽郡陸協
倉澤 一熙(1) 欠場
ｸﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ 田川高
上條 健 欠場
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

4  9012

   x   7.95    x   7.95 

2  2190

  8.50   8.52   8.33   8.52 

7 7  9055
  7.58   7.87    x

   x   8.07   8.44   8.55 

6 6  9014
  8.48   7.50   7.97

  9.18   9.50   9.41   9.50 

5 8  1959
  7.73   7.51   8.55

  9.50   9.82   9.82   9.82 

4 1  2422
  9.28   9.11   9.05

  9.58   9.99   9.75   9.99 

3 5  2431
  9.36   9.24   9.59

 11.30  11.03  11.46  11.50 

2 3  2433
  7.69   8.81   9.44

1 9  9011
 11.09  11.27  11.50

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

砲丸投(7.260kg)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 4月30日 11:30

上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
倉科 佳典(3)
ｸﾗｼﾅ ﾖｼﾉﾘ 松商学園高
三澤 弘季(2)
ﾐｻﾜ ﾋﾛｷ 松本県ヶ丘高
西牧 寛海(2)
ﾆｼﾏｷ ﾋﾛﾐ 塩尻志学館高
上條 健
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
福田 淳
ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
佐々木 海吏(3)
ｻｻｷ ｶｲﾘ 田川高
藤島 晉一郎(3)
ﾌｼﾞｼﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 松本工業高
宮下 陽平(2)
ﾐﾔｼﾀ ﾖｳﾍｲ 田川高

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

   o    o

男子

円盤投(2.000kg)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 30.06    x

記録 備考

1 7  9011
   o    o  33.67

   x    x

   o  33.67 

2 9  2469
 28.62    x    o

   o    o

   o  30.06 

3 8  2275
 26.27    x    x

   o    x

 28.75  28.75 

4 6  2003
   x  27.81    x

   o    o

   x  27.81 

5 3  9012
   o  21.07    x

   o  19.04

   o  21.07 

6 5  9014
 20.16    o    o

   x  18.18 

   x  20.16 

7 1  2177
   x  17.76    o    o

   o

   o

 19.04 

 15.91 

   x   o

9 2  2180
 15.91    o

8 4  2420
   o  18.18



決勝 4月30日 14:00

小林 誠矢(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ 創造学園高
中野 龍星(2)
ﾅｶﾉ ﾘｭｳｾｲ 松本県ヶ丘高
吉澤 佑(2)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｽｸ 塩尻志学館高
宮澤 優斗(3)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 明科高
小澤 匠(4)
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 松本大
前澤 圭人(3)
ﾏｴｻﾞﾜ ｹｲﾄ 梓川高
中島 志伸(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾉﾌﾞ 塩尻志学館高
穗苅 康人(2)
ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 松商学園高
宮入 清志
ﾐﾔｲﾘ ｷﾖｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
島田 一輝(3)
ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ 田川高
長尾 渓(2)
ﾅｶﾞｵ ｹｲ 松本工業高
池上 大希(1)
ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾛｷ 松本工業高
青柳 亮生(3)
ｱｵﾔｷﾞ ｱﾂｷ 田川高
塩原 大樹(3)
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 松商学園高
平野 雄大(2)
ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 梓川高
葛西 優雅(3)
ｶｻｲ ﾕｳｶﾞ 白馬高
佐原 尚門(3) 記録なし
ｻﾊﾗ ﾅｵﾄ 南安曇農業高

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

 57.26    o

男子

やり投(0.800kg)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

   o    o

記録 備考

1 17  2503
   o  55.82    o

   o    o

   o  57.26 

2 11  2278
 51.68    o    o

   o    o

   o  51.68 

3 12  1992
   o  51.12    o

   o    o

   x  51.12 

4 15  2557
   o    o  50.95

   o    o

   o  50.95 

5 16  9037
 50.72    o    o

   x    x

   o  50.72 

6 14  2157
 49.44    o    o

   o    o

   o  49.44 

7 10  2000
   o  46.20    o    x  46.20 

8 4  2462
 44.78    x    o    o  44.78 

9 13  9007
   o  44.14    o  44.14 

10 3  2933
   o  41.32    o  41.32 

11 7  2427
   o    o  40.17  40.17 

12 2  2433
 38.81    o    o  38.81 

13 9  2186
   x    o  38.35  38.35 

14 6  2467
   x    x  38.20

 30.79 

 38.20 

15 8  2165
   x    o  33.82

   x

 33.82 

 30.79

1  2150
   x    x

16 5  2010
   x    o
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