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■グラウンドコンディション 

時刻 天候 風向 風速 m/s 気温℃ 湿度% 

 8:30 曇り 南南西 2.8 22.0 50 

 9:00 晴 南西 2.2 23.0 44 
10:00 曇り 南南西 2.3 21.0 57 
11:00 曇り 南南西 2.8 20.5 56 
12:00 曇り 南西 2.5 22.5 66 
13:00 曇り 西 3.1 22.0 54 
14:00 曇り 南南西 2.5 22.0 70 
15:00 曇り 南南西 2.6 21.5 57 
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主催：松本市・（一財）松本体育協会・松本市陸上競技協会 跳躍審判長 藤森茂幸
主管：松本市陸上競技協会 投擲審判長 藤森茂幸
【開催日】 平成29年5月6日（土） 記録主任： 征矢野達彦

【主催団体】 主催：松本市・松本陸上競技協会・（一財）松本体育協 決勝記録一覧表
男  子 【競技場】県松本平広域公園

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 5/ 6 男子  -3.5宮澤 裕輝 11.21 安藤 直哉 11.33 成澤 稜(1) 11.33 越山 凌雅(3) 11.61 坂中 勇磨(3) 11.61 塩野入 信栄 11.85 小林 知季(2) 11.95 今西 康太(1) 12.21

100m skIpまつもとAC 松本陸協 松本大 松商学園高 松本県ヶ丘高 skIpまつもとAC 松商学園高 松商学園高
 5/ 6 花形 駿介(1) 51.86 伊藤 良多 52.06 丸山 玲央(3) 52.33 村瀬 雅人 52.35 川西 翔太 52.51 塩原 大樹(3) 52.81

400m 松本大 松本陸協 松本大 トミタ・ｱｽﾘｰﾂ skIpまつもとAC 松商学園高
 5/ 6 徳原 冬威(3) 2:05.04 逢澤 智広 2:07.03 降籏 一誓(2) 2:07.40 齋藤 武蔵 2:13.72 野村 拓未(2) 2:15.92 小口 貴也(3) 2:15.99 池村 尚希 2:18.39 金子 昆也 2:18.59

800m 松本深志高 松本陸協 松商学園高 トミタ・ｱｽﾘｰﾂ 田川高 田川高 松本自衛隊 松本自衛隊
 5/ 6 小松 晃人(1) 16:49.09 金子 昆也 17:50.10 太田 隼弥(3) 17:53.08 伊藤 周也(3) 18:09.89 池村 尚希 18:13.92 矢花 博貴 18:21.46 菊川 史哉 18:38.91 大西 航騎 18:58.00

5000m 松本大 松本自衛隊 松商学園高 松商学園高 松本自衛隊 松本自衛隊 松本自衛隊 松本自衛隊
 5/ 6 丸山 拓哉(2) 1.90 青柳 朋和 1.85 都筑 悠佑(2) 1.80 二村 峻平(2) 1.75 藤村 良汰(3) 1.70 矢ヶ崎 至門(2) 1.55

走高跳 松本大 トミタ・ｱｽﾘｰﾂ 松本深志高 松本県ヶ丘高 松本県ヶ丘高 松商学園高
 5/ 6 穗苅 康人(2) 6.70(+1.9) 小野澤 達也(3)6.51(+6.8) 丸山 龍之介(3)6.50(-0.5) 柴本 遼河(1) 6.40(+2.8) 山本 祐己(1) 6.26(+1.2) 種山 翔太 6.14(+1.6) 村瀬 直希(3) 6.09(+0.8) 山本 将裕(2) 6.08(+2.6)

走幅跳 松商学園高 松本大 松本深志高 松本大 松商学園高 トミタ・ｱｽﾘｰﾂ 松本大 松本深志高
 5/ 6 中野 龍星(2) 50.78 小澤 匠(4) 46.43 富田 裕也(3) 36.38 宮入 清志 35.18 福田 淳 33.15 矢ヶ崎 至門(2) 28.82 佐原 尚門(3) 21.52

やり投 松本県ヶ丘高 松本大 松本県ヶ丘高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松商学園高 南安曇農業高
 5/ 6 松本大       42.01 松商学園高(B)      44.04

4×100m 成澤 稜(1) 伊藤 拓海(3)
水島 優(3) 山口 竜也(2)
斉藤 巧(1) 神田 来夢(2)
常盤 大智(4) 小林 知季(2)

 5/ 6 中学男子  +1.6河野 統徳(2) 11.78 村上 裕太郎(3) 12.23 泰永 新(3) 12.29 平本 夏輝(3) 12.52 斉藤 侑里(3) 12.56 田中 幸輔(2) 12.73 古畑 秀都(3) 12.97
100m 才教学園中 菅野中 波田中 附属松本中 女鳥羽中 菅野中 波田中

 5/ 6 椋野 寛大(3) 54.04 森 拓己(3) 54.41 角崎 雅武(3) 55.00 太田 夏暉(3) 59.14 今井 悠一郎(3) 59.31 窪田 涼佑(3) 59.50 百瀬 友翔(2) 1:04.02 吉江 太陽(2) 1:20.54
400m 附属松本中 信明中 女鳥羽中 信明中 附属松本中 附属松本中 開成中 菅野中

 5/ 6 永田 宗太郎(3) 4:48.72 青木 海斗(2) 4:49.67 西村 大貴(2) 4:50.61 古畑 充稀(3) 4:52.14 清水 遥斗(2) 4:59.81 中野 晃(2) 5:02.14 床尾 礼(2) 5:06.86 黒岩 優樹(2) 5:06.88
1500m 附属松本中 菅野中 菅野中 信明中 附属松本中 鎌田中 清水中 女鳥羽中

 5/ 6 小林 史弥(3) 9:54.24 元田 希海(3) 10:15.32 小澤 拓真(2) 10:17.85 鈴木 章訓(2) 10:24.04 柳澤 昂弥(2) 11:04.20 酒井 涼希(3) 11:52.94 宇都宮 拓磨(3) 12:09.27 徳原 伊織(3) 12:10.55
3000m 菅野中 菅野中 菅野中 女鳥羽中 鉢盛中 附属松本中 菅野中 高綱中

 5/ 6  -0.4森 遼己(2) 17.51 有村 尋仁(3) 18.96 濱田 仁介(3) 18.96 高木 宙夢(2) 20.07 鏑木 拓真(3) 22.65
110mH(0.914m) 信明中 鉢盛中 附属松本中 清水中 附属松本中

 5/ 6 黒田 海斗(3) 1.70 関本 遊大(2) 1.50 伊藤 優斗(3) 1.45 小澤 慶文(2) 清水中 1.35 三好 駿平(2) 1.30
走高跳 鎌田中 鎌田中 山辺中 山田 隼平(3) 旭町中 附属松本中

 5/ 6 野本 駿介(3) 6.01(+3.2) 鳥羽 亮太(3) 5.49(+2.3) 杏 朋樹(3) 5.33(+3.3) 伊藤 奨悟(3) 5.26(+2.2) 松尾 秀彦(2) 5.20(+3.9) 遠藤 優大(3) 5.19(+1.5) 山本 隆矢(3) 4.99(+1.6) 水野 一輝(3) 4.92(+1.6)
走幅跳 丸ﾉ内中 山辺中 旭町中 附属松本中 山辺中 波田中 菅野中 菅野中

 5/ 6 神田 雅翔(3) 10.17 萩原 道斗(3) 9.66 水口 拓実(3) 9.13 富田 雅也(3) 8.98 山本 海斗(3) 8.74 上條 泰斗(3) 8.39 椙浦 大喜(3) 7.46 大澤 真叶(2) 7.41
砲丸投 大野川中 清水中 菅野中 山辺中 鉢盛中 波田中 清水中 波田中

 5/ 6 信明中       48.13 鉢盛中       48.56 附属松本中(A)      48.66 波田中       48.91 山辺中       49.53 菅野中       49.70 清水中       50.38 開成中       51.38
4×100m 森 遼己(2) 近藤 大介(2) 佐藤 寿樹(2) 上條 泰斗(3) 伊藤 優斗(3) 田中 幸輔(2) 小澤 慶文(2) 百瀬 友翔(2)

森 拓己(3) 有村 尋仁(3) 今井 悠一郎(3) 泰永 新(3) 鳥羽 亮太(3) 水野 一輝(3) 佐々木 真事(2) 池田 翔統(3)
古畑 充稀(3) 上條 楓希(2) 窪田 涼佑(3) 古畑 秀都(3) 松尾 秀彦(2) 山本 隆矢(3) 萩原 道斗(3) 赤堀 裕太(3)
太田 夏暉(3) 山本 海斗(3) 平本 夏輝(3) 遠藤 優大(3) 富田 雅也(3) 村上 裕太郎(3) 三代澤 侑希(2) 安坂 丈瑠(1)

 5/ 6 小学4_6男子 百瀬 稜(6) 13.73 石田 朗雅(6) 14.19 武田 龍治(6) 14.34 片桐 拓真(6) 14.43 根橋 建介(6) 14.93 赤羽 大夢(6) 15.20 青栁 颯(6) 15.28 山口 洸斗(6) 15.32
100m 筑摩小 旭町小 鎌田小 菅野小 旭町小 筑摩小 筑摩小 ｺﾒｯﾄ波田

 5/ 6 古澤 昇吾(6) 3:26.72 水野 琉斗(6) 3:32.45 濱野 大輝(5) 3:34.84 中平 遥(6) 3:37.99 中山 太智(6) 3:41.55 清水 和玖(5) 3:42.73 原田 匠海(4) 3:47.97 小林 陽琉(5) 3:49.63
1000m 芝沢小 ｺﾒｯﾄ波田 芳川小 二子小 ｺﾒｯﾄ波田 島内小 山辺小 鎌田小

 5/ 6 山本 健流(6) 3.77(-2.1) 伊藤 仁城(6) 3.52(-3.5) 八田 爽羽(5) 3.48(-2.9) 黒田 隼矢(6) 3.45(-0.6) 八懸 一星(6) 3.32(-1.6) 髙田 真平(6) 3.29(-1.2) 齋藤 圭吾(5) 3.11(+0.9) 本田 龍之介(4)3.09(-1.3)
走幅跳 田川小 ｺﾒｯﾄ波田 大野川小 筑摩小 大野川小 附属松本小 大野川小 旭町小

 5/ 6 田中 旭(5) 42.14 笹岡 優樹(5) 40.22 中村 優作(6) 39.22 黄木 雄斗(6) 38.89 黄木 秀悟(5) 38.32 飯ヶ濵 崇人(6) 35.66 安坂 充瑠(5) 35.35 関口 仁(5) 34.85
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 芳川小 岡田小 芝沢小 島内小 島内小 山辺小 筑摩小 岡田小
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 5/ 6 小学男子 筑摩小       58.15 鎌田小(A)     1:00.27 ｺﾒｯﾄ波田     1:03.15 田川小(A)     1:04.48 鎌田小(B)     1:05.24 旭町小     1:06.39

4×100m 有江 禅 吉岡 秀也(6) 根本 昊太(6) 永井つかさ(6) 木山沢 侑希(5) 阿部 康介(5)
青栁 颯(6) 酒本 悠慎(5) 甕 昂琉(5) 村松 洸典(5) 後藤 新汰(4) 松崎 晴(4)
赤羽 大夢(6) 相馬 健吾(6) 酒井 大貴(5) 坂本 優気(5) 野村 聡太(4) 松澤 朋生(4)
百瀬 稜(6) 武田 龍治(6) 冨田 隆嗣(6) 宮坂 俊輝(4) 金 俊宏(5) 森山 嶺馬(6)



[ 1組] 風速 -1.7 [ 2組] 風速 +0.1

 1 金 俊宏(5)     15.83  1 片桐 拓真(6)     14.43 
ｷﾝ ﾄｼﾋﾛ 鎌田小 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｸﾏ 菅野小

 2 中村 駿汰(5)     16.13  2 根橋 建介(6)     14.93 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 旭町小 ﾈﾊﾞｼ ｹﾝｽｹ 旭町小

 3 村松 洸典(5)     16.47  3 奥原 悠月(6)     15.79 
ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｽｹ 田川小 ｵｸﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ 芝沢小

 4 櫻井 脩豊(5)     16.48  4 片倉 彪我(5)     16.12 
ｻｸﾗｲ ｼｭｳﾄ 今井小 ｶﾀｸﾗ ﾋｭｳｶﾞ 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ

 5 鬼頭 快成(6)     16.68  5 森本 快(6)     16.18 
ｷﾄｳ ｶｲｾｲ 二子小 ﾓﾘﾓﾄ ｶｲ ｺﾒｯﾄ波田

 5 山本 怜司(4)     16.68  6 舩坂 大介(4)     16.69 
ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 附属松本小 ﾌﾅｻｶ ﾀﾞｲｽｹ 島内小

 7 逸見 飛太(4)     16.91  7 小林 昌弘(5)     17.20 
ﾍﾝﾐ ﾋﾅﾀ 菅野小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 芳川小

 8 中野 響介(4)     17.39  8 高木 雅仁(4)     18.97 
ﾅｶﾉ ｷｮｳｽｹ 芝沢小 ﾀｶｷﾞ ﾏｻﾄ 二子小

 9 花村 結貴(4)     18.14 細川 心那(6)
ﾊﾅﾑﾗ ﾕｳｷ 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ ﾎｿｶﾜ ｺｺﾅ 寿AC

[ 3組] 風速 -0.9 [ 4組] 風速 -0.3

 1 武田 龍治(6)     14.34  1 赤羽 大夢(6)     15.20 
ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ 鎌田小 ｱｶﾊﾈ ﾋﾛﾑ 筑摩小

 2 青栁 颯(6)     15.28  2 山口 洸斗(6)     15.32 
ｱｵﾔｷﾞ ﾊﾔﾃ 筑摩小 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ ｺﾒｯﾄ波田

 3 林 裕雅(6)     15.41  3 相馬 健吾(6)     15.35 
ﾊﾔｼ ﾕｳｶﾞ 開智小 ｿｳﾏ ｹﾝｺﾞ 鎌田小

 4 古野 幌大(6)     15.62  4 島崎 理央(6)     15.52 
ﾌﾙﾉ ｺｳﾀﾞｲ ｺﾒｯﾄ波田 ｼﾏｻﾞｷ ﾘｵ 旭町小

 5 稲田 太一(5)     16.54  5 柿崎 友徳(5)     16.19 
ｲﾅﾀﾞ ﾀｲﾁ 寿小 ｶｷｻﾞｷ ﾄﾓﾅﾘ 開智小

 6 坂本 優気(5)     17.39  6 遠藤 悠空(4)     17.29 
ｻｶﾓﾄ ﾕｳｷ 田川小 ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾗ 田川小

 7 櫻井 聡瑛(4)     17.67  7 伊藤 駿(4)     18.13 
ｻｸﾗｲ ｿｳｴｲ 今井小 ｲﾄｳ ｼｭﾝ 今井小
赤羽 草太(4)  8 師岡 明以(4)     18.65 
ｱｶﾊﾈ ｿｳﾀ 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ ﾓﾛｵｶ ﾒｲ 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ

[ 5組] 風速 -1.1

 1 百瀬 稜(6)     13.73 
ﾓﾓｾ ﾘｮｳ 筑摩小

 2 石田 朗雅(6)     14.19 
ｲｼﾀﾞ ｱｷﾏｻ 旭町小

 3 酒本 悠慎(5)     15.94 
ｻｹﾓﾄ ﾕｳﾏ 鎌田小

 4 川上 颯大(5)     16.14 
ｶﾜｶﾐ ｿｳﾀ 開智小

 5 躑躅 琉唯(5)     16.76 
ﾂﾂｼﾞ ﾙｲ 寿小

 6 西沢 爽人(6)     17.20 
ﾆｼｻﾞﾜ ｱｷﾄ ｺﾒｯﾄ波田

 7 小林 湊(4)     17.33 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾄ 田川小

 8 小林 丈航(5)     17.60 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 菅野小

   1 百瀬 稜(6) 筑摩小     13.73 (-1.1)   5   1
   2 石田 朗雅(6) 旭町小     14.19 (-1.1)   5   2
   3 武田 龍治(6) 鎌田小     14.34 (-0.9)   3   1
   4 片桐 拓真(6) 菅野小     14.43 (+0.1)   2   1
   5 根橋 建介(6) 旭町小     14.93 (+0.1)   2   2
   6 赤羽 大夢(6) 筑摩小     15.20 (-0.3)   4   1
   7 青栁 颯(6) 筑摩小     15.28 (-0.9)   3   2
   8 山口 洸斗(6) ｺﾒｯﾄ波田     15.32 (-0.3)   4   2
   9 相馬 健吾(6) 鎌田小     15.35 (-0.3)   4   3
  10 林 裕雅(6) 開智小     15.41 (-0.9)   3   3
  11 島崎 理央(6) 旭町小     15.52 (-0.3)   4   4
  12 古野 幌大(6) ｺﾒｯﾄ波田     15.62 (-0.9)   3   4
  13 奥原 悠月(6) 芝沢小     15.79 (+0.1)   2   3
  14 金 俊宏(5) 鎌田小     15.83 (-1.7)   1   1
  15 酒本 悠慎(5) 鎌田小     15.94 (-1.1)   5   3
  16 片倉 彪我(5) 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ     16.12 (+0.1)   2   4
  17 中村 駿汰(5) 旭町小     16.13 (-1.7)   1   2
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タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県

5   288

6   255

2   241

9   117

4   182

3   172

欠場

7   274

8   138

5   278

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   283

9   193

6   109

3   141

  184

8   164

順 ﾚｰﾝ No.
7   273

5   205

7   279

2

3   233

4   286

8   177

6   104

2   187

9   272

欠場

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

3   307

8   231

7   303

1   321

5   280

2   115

所属名

9   133

4   223

3   277

記録／備考
6   257

ﾚｰﾝ No. 氏  名

6   243

4   229

1   306

2   316

7   289

5   206

9   180

8   140

小学4_6男子

100m

決勝
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  18 川上 颯大(5) 開智小     16.14 (-1.1)   5   4
  19 森本 快(6) ｺﾒｯﾄ波田     16.18 (+0.1)   2   5
  20 柿崎 友徳(5) 開智小     16.19 (-0.3)   4   5
  21 村松 洸典(5) 田川小     16.47 (-1.7)   1   3
  22 櫻井 脩豊(5) 今井小     16.48 (-1.7)   1   4
  23 稲田 太一(5) 寿小     16.54 (-0.9)   3   5
  24 鬼頭 快成(6) 二子小     16.68 (-1.7)   1   5
  24 山本 怜司(4) 附属松本小     16.68 (-1.7)   1   5
  26 舩坂 大介(4) 島内小     16.69 (+0.1)   2   6
  27 躑躅 琉唯(5) 寿小     16.76 (-1.1)   5   5
  28 逸見 飛太(4) 菅野小     16.91 (-1.7)   1   7
  29 西沢 爽人(6) ｺﾒｯﾄ波田     17.20 (-1.1)   5   6
  29 小林 昌弘(5) 芳川小     17.20 (+0.1)   2   7
  31 遠藤 悠空(4) 田川小     17.29 (-0.3)   4   6
  32 小林 湊(4) 田川小     17.33 (-1.1)   5   7
  33 坂本 優気(5) 田川小     17.39 (-0.9)   3   6
  33 中野 響介(4) 芝沢小     17.39 (-1.7)   1   8
  35 小林 丈航(5) 菅野小     17.60 (-1.1)   5   8
  36 櫻井 聡瑛(4) 今井小     17.67 (-0.9)   3   7
  37 伊藤 駿(4) 今井小     18.13 (-0.3)   4   7
  38 花村 結貴(4) 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ     18.14 (-1.7)   1   9
  39 師岡 明以(4) 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ     18.65 (-0.3)   4   8
  40 高木 雅仁(4) 二子小     18.97 (+0.1)   2   8
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[ 1組] [ 2組]

 1 古澤 昇吾(6)   3:26.72  1 水野 琉斗(6)   3:32.45 
ﾌﾙｻﾜ ｼｮｳｺﾞ 芝沢小 ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳﾄ ｺﾒｯﾄ波田

 2 濱野 大輝(5)   3:34.84  2 清水 和玖(5)   3:42.73 
ﾊﾏﾉ ﾀﾞｲｷ 芳川小 ｼﾐｽﾞ ﾜｸ 島内小

 3 中平 遥(6)   3:37.99  3 手塚 悠登(4)   3:51.61 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾊﾙ 二子小 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾄ 菅野小

 4 中山 太智(6)   3:41.55  4 西村 連太朗(5)   4:04.79 
ﾅｶﾔﾏ ﾀｲﾁ ｺﾒｯﾄ波田 ﾆｼﾑﾗ ﾚﾝﾀﾛｳ 岡田小

 5 原田 匠海(4)   3:47.97  5 黒田 真汰(5)   4:07.08 
ﾊﾗﾀ ﾀｸﾐ 山辺小 ｸﾛﾀﾞ ｼﾝﾀ ｺﾒｯﾄ波田

 6 小林 陽琉(5)   3:49.63  6 堀井 宏輝(5)   4:08.78 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ 鎌田小 ﾎﾘｲ ﾋﾛｷ 二子小

 7 阿部 颯人(4)   3:51.80  7 櫻井 亮太(5)   4:12.72 
ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ 菅野小 ｻｸﾗｲ ﾘｮｳﾀ 鎌田小

 8 千野 大樹(5)   3:58.68  8 スミス 大和(4)   4:17.36 
ﾁﾉ ﾀﾞｲｷ 山辺小 ｽﾐｽ ﾔﾏﾄ 山辺小

 9 大澤 翔太(6)   4:00.25  9 栁澤 彪芽(4)   4:25.79 
ｵｵｻﾜ ｼｮｳﾀ ｺﾒｯﾄ波田 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｭｳｶﾞ 鎌田小

10 宇都宮 創太(6)   4:05.20 10 小松 海斗(6)   4:25.85 
ｳﾂﾉﾐﾔ ｿｳﾀ 二子小 ｺﾏﾂ ｶｲﾄ 開智小
南波 勇吹(4)
ﾅﾝﾊﾞ ｲﾌﾞｷ 鎌田小

   1 古澤 昇吾(6) 芝沢小     3:26.72   1   1
   2 水野 琉斗(6) ｺﾒｯﾄ波田     3:32.45   2   1
   3 濱野 大輝(5) 芳川小     3:34.84   1   2
   4 中平 遥(6) 二子小     3:37.99   1   3
   5 中山 太智(6) ｺﾒｯﾄ波田     3:41.55   1   4
   6 清水 和玖(5) 島内小     3:42.73   2   2
   7 原田 匠海(4) 山辺小     3:47.97   1   5
   8 小林 陽琉(5) 鎌田小     3:49.63   1   6
   9 手塚 悠登(4) 菅野小     3:51.61   2   3
  10 阿部 颯人(4) 菅野小     3:51.80   1   7
  11 千野 大樹(5) 山辺小     3:58.68   1   8
  12 大澤 翔太(6) ｺﾒｯﾄ波田     4:00.25   1   9
  13 西村 連太朗(5) 岡田小     4:04.79   2   4
  14 宇都宮 創太(6) 二子小     4:05.20   1  10
  15 黒田 真汰(5) ｺﾒｯﾄ波田     4:07.08   2   5
  16 堀井 宏輝(5) 二子小     4:08.78   2   6
  17 櫻井 亮太(5) 鎌田小     4:12.72   2   7
  18 スミス 大和(4) 山辺小     4:17.36   2   8
  19 栁澤 彪芽(4) 鎌田小     4:25.79   2   9
  20 小松 海斗(6) 開智小     4:25.85   2  10  170
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順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 筑摩小   276 有江 禅     58.15 

ﾂｶﾏｼｮｳ ｱﾘｴ ｾﾞﾝ
  272 青栁 颯(6)

ｱｵﾔｷﾞ ﾊﾔﾃ
  273 赤羽 大夢(6)

ｱｶﾊﾈ ﾋﾛﾑ
  274 百瀬 稜(6)

ﾓﾓｾ ﾘｮｳ
 2   4 鎌田小(A)   179 吉岡 秀也(6)   1:00.27 

ｶﾏﾀﾞｼｮｳA ﾖｼｵｶ ｼｭｳﾔ
  182 酒本 悠慎(5)

ｻｹﾓﾄ ﾕｳﾏ
  184 相馬 健吾(6)

ｿｳﾏ ｹﾝｺﾞ
  187 武田 龍治(6)

ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ
 3   2 ｺﾒｯﾄ波田   108 根本 昊太(6)   1:03.15 

ｺﾒｯﾄﾊﾀ ﾈﾓﾄ ｺｳﾀ
  129 甕 昂琉(5)

ﾓﾀｲ ｽﾊﾞﾙ
  112 酒井 大貴(5)

ｻｶｲ ﾀｲｷ
  126 冨田 隆嗣(6)

ﾄﾐﾀ ﾀｶｼ
 4   7 田川小(A)   281 永井つかさ(6)   1:04.48 

ﾀｶﾞﾜｼｮｳA ﾅｶﾞｲ ﾂｶｻ
  289 村松 洸典(5)

ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｽｹ
  286 坂本 優気(5)

ｻｶﾓﾄ ﾕｳｷ
  284 宮坂 俊輝(4)

ﾐﾔｻｶ ﾄｼｷ
 5   8 鎌田小(B)   188 木山沢 侑希(5)   1:05.24 

ｶﾏﾀﾞｼｮｳB ｷﾔﾏｻﾞﾜ ﾕｳｷ
  181 後藤 新汰(4)

ｺﾞﾄｳ ｱﾗﾀ
  189 野村 聡太(4)

ﾉﾑﾗ ｿｳﾀ
  180 金 俊宏(5)

ｷﾝ ﾄｼﾋﾛ
 6   6 旭町小   132 阿部 康介(5)   1:06.39 

ｱｻﾋﾏﾁｼｮｳ ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ
  135 松崎 晴(4)

ﾏﾂｻﾞｷ ｾｲ
  136 松澤 朋生(4)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾄﾓｷ
  137 森山 嶺馬(6)

ﾓﾘﾔﾏ ﾘｮｳﾏ
  5 田川小(B)   291 柳原 昊之介(4)

ﾀｶﾞﾜｼｮｳB ﾔﾅｷﾞﾊﾗ ｺｳﾉｽｹ 失格
  288 小林 湊(4) R1(1-2）

ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾄ
  290 渡邊 響大(4)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｷｮｳﾀ
  283 遠藤 悠空(4)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕﾗ

小学男子

4×100m

決勝



 ３回の
 最高記録

山本 健流(6)   3.77   3.73    x    3.77    3.77 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 田川小   -2.1   -1.5    -2.1    -2.1
伊藤 仁城(6)   3.27   3.52   3.26    3.52    3.52 
ｲﾄｳ ﾏｻｷ ｺﾒｯﾄ波田   -1.9   -3.5   +0.5    -3.5    -3.5
八田 爽羽(5)   3.48   3.46    x    3.48    3.48 
ﾊｯﾀ ｿｳﾊ 大野川小   -2.9   -2.0    -2.9    -2.9
黒田 隼矢(6)   3.45   3.11   3.20    3.45    3.45 
ｸﾛﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 筑摩小   -0.6   -2.3   -0.5    -0.6    -0.6
八懸 一星(6)   3.22   3.32   3.15    3.32    3.32 
ﾔﾂｶﾞｹ ｲｯｾ 大野川小   -2.1   -1.6   +1.0    -1.6    -1.6
髙田 真平(6)   2.71   3.08   3.29    3.29    3.29 
ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 附属松本小   -3.5   -2.4   -1.2    -1.2    -1.2
齋藤 圭吾(5)   3.06    x   3.11    3.11    3.11 
ｻｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 大野川小   -2.1   +0.9    +0.9    +0.9
本田 龍之介(4)   3.09   3.07   3.06    3.09    3.09 
ﾎﾝﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 旭町小   -1.3   -0.8   -1.0    -1.3    -1.3
下原 斗輝(6)   3.07   2.70   3.05    3.07    3.07 
ｼﾓﾊﾗ ﾄｷ 今井小   -2.8   -2.3   +0.3    -2.8    -2.8
美里 晃汰(4)   3.02   2.85   2.80    3.02    3.02 
ﾐｻﾄ ｺｳﾀ 旭町小   -1.3   -0.6   -3.8    -1.3    -1.3
古神子 知紘(4)   2.77   2.81    x    2.81    2.81 
ｺｶｺﾞ ﾁﾋﾛ 島内小   -4.7   -1.8    -1.8    -1.8
百瀬 悠生(5)   2.61   2.50   2.18    2.61    2.61 
ﾓﾓｾ ﾕｳｷ ｺﾒｯﾄ波田   -1.1   -1.9   +0.2    -1.1    -1.1
中澤 藍希(6)   2.59   2.39   2.54    2.59    2.59 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱｲｷ 山辺小   -1.4   -1.0   +0.2    -1.4    -1.4
太田 充(4)   2.42   2.53   2.41    2.53    2.53 
ｵｵﾀ ﾐﾂｷ 旭町小   -0.5   -1.7   -2.5    -1.7    -1.7
中澤 希優(4)    x    x   2.49    2.49    2.49 
ﾅｶｻﾞﾜ ｷﾋﾛ 山辺小   -1.5    -1.5    -1.5
斉藤 新(6)   2.33   2.04    x    2.33    2.33 
ｻｲﾄｳ ｱﾗﾀ ｺﾒｯﾄ波田   -3.8   -0.2    -3.8    -3.8
大池 蒼也(5)   2.23   2.06   2.29    2.29    2.29 
ｵｵｲｹ ｿｳﾔ 芝沢小   -0.7   -1.3   +0.5    +0.5    +0.5
藤山 和宏(6)    x    x    x 記録なし
ﾌｼﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 安曇小

小学4_6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 17   287

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

2 18   101

3 14   262

4 7   268

5 16   261

6 12   319

7 4   263

8 3   144

9 10   195

10 1   143

11 9   295

12 15   125

13 13   214

14 2   139

15 5   213

8   147

16 11   119

17 6   227



 ３回の
 最高記録

田中 旭(5)
ﾀﾅｶ ｱｻﾋ 芳川小
笹岡 優樹(5)
ｻｻｵｶ ﾕｳｷ 岡田小
中村 優作(6)
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｻｸ 芝沢小
黄木 雄斗(6)
ｵｳｷﾞ ﾕｳﾄ 島内小
黄木 秀悟(5)
ｵｳｷﾞ ｼｭｳｺﾞ 島内小
飯ヶ濵 崇人(6)
ｲｲｶﾞﾊﾏ ﾀｶﾄ 山辺小
安坂 充瑠(5)
ｱｻﾞｶ ﾐﾂﾙ 筑摩小
関口 仁(5)
ｾｷｸﾞﾁ ｼﾞﾝ 岡田小
山﨑 将太郎(5)
ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 大野川小
中野 浬(5)
ﾅｶﾉ ｶｲﾘ 開智小
山本 正治(6)
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ ｺﾒｯﾄ波田
西塔 康太(5)
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 芝沢小
三村 佳(5)
ﾐﾑﾗ ｹｲ 開智小
宮坂 俊輝(4)
ﾐﾔｻｶ ﾄｼｷ 田川小
田中 大稀(5)
ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 今井小

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

小学4_6男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  40.22

記録 備考

1 6   324
 38.39  42.14  35.43   42.14

2 14   152
 35.98  40.22    x  40.22 

 42.14 

  38.89

   x  30.67   39.22
3 8   228

 39.22

4 15   293
 32.56  38.89  37.08  38.89 

 39.22 

  35.66

 38.32  29.65   38.32
5 11   292

 35.82

6 10   217
 35.66  34.85  33.31  35.66 

 38.32 

  34.85

 29.98  35.35   35.35
7 2   264

 35.34

8 12   148
 34.85  33.45  29.81  34.85 

 35.35 

  32.72

 32.15  33.28   33.28
9 1   260

 29.45

10 3   173
 32.72  30.93  24.28  32.72 

 33.28 

  26.16

 32.06  28.65   32.06
11 13   110

   x

12 5   226
 25.77  26.16  23.20  26.16 

 32.06 

 21.13  21.80   21.80
13 9   169

   x

 20.97 

 21.80 

14 7   284
   x  17.79

15 4   203
   x

 20.97   20.97

 12.65  12.65    x   12.65



[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +1.0

 1 村上 裕太郎(3)     12.44 Q  1 小坂 駿翔(2)     12.48 Q
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 菅野中 ｺｻｶ ｼｭﾝﾄ 丸ﾉ内中

 2 平本 夏輝(3)     12.61 Q  2 斉藤 侑里(3)     12.56 Q
ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂｷ 附属松本中 ｻｲﾄｳ ﾕｳﾘ 女鳥羽中

 3 佐藤 寿樹(2)     13.02  3 近藤 大介(2)     13.04 
ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 附属松本中 ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 鉢盛中

 4 上條 楓希(2)     13.29  4 安坂 丈瑠(1)     13.36 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾌｳｷ 鉢盛中 ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 開成中

 5 栁澤 健太(2)     13.81  5 小野澤 巧光(2)     14.01 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹﾝﾀ 波田中 ｵﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 菅野中

 6 吉田 晴太(2)     14.50  6 小池 楽護(2)     14.44 
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾀ 清水中 ｺｲｹ ﾗｸ 附属松本中

 7 本田 智哉(2)     15.41 根津 望嵩(2)
ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾔ 菅野中 ﾈﾂ ﾎﾀｶ 女鳥羽中
上辻 宏京(2)
ｳｴﾂｼﾞ ﾋﾛｷ 旭町中

[ 3組] 風速 -0.4 [ 4組] 風速 -0.4

 1 泰永 新(3)     12.45 Q  1 河野 統徳(2)     11.83 Q
ﾔｽﾅｶﾞ ｱﾗﾀ 波田中 ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園中

 2 田中 幸輔(2)     12.69 Q  2 古畑 秀都(3)     12.86 Q
ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 菅野中 ﾌﾙﾊﾀ ｼｭｳﾄ 波田中

 3 中村 恵輔(3)     12.98  3 古田 海輝(2)     12.99 
ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 高綱中 ﾌﾙﾀ ｱｷ 丸ﾉ内中

 4 佐々木 真事(2)     13.15  4 三代澤 侑希(2)     13.11 
ｻｻｷ ﾏｺﾄ 清水中 ﾐﾖｻﾜ ﾕｳｷ 清水中

 5 齊藤 智也(2)     13.56  5 野中 幸樹(3)     13.41 
ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ 波田中 ﾉﾅｶ ｺｳｷ 附属松本中

 6 麻原 彌仁(2)     13.68  6 横内 理玖(3)     13.96 
ｱｻﾊﾗ ﾔﾄ 鉢盛中 ﾖｺｳﾁ ﾘｸ 山辺中

 7 麻原 光稀(2)     14.58  7 宮川 永輝(3)     14.53 
ｱｻﾊﾗ ｺｳｷ 清水中 ﾐﾔｶﾞﾜ ｴｲｷ 旭町中

風速 +1.6

 1 河野 統徳(2)     11.78 
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園中

 2 村上 裕太郎(3)     12.23 
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 菅野中

 3 泰永 新(3)     12.29 
ﾔｽﾅｶﾞ ｱﾗﾀ 波田中

 4 平本 夏輝(3)     12.52 
ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂｷ 附属松本中

 5 斉藤 侑里(3)     12.56 
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾘ 女鳥羽中

 6 田中 幸輔(2)     12.73 
ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 菅野中

 7 古畑 秀都(3)     12.97 
ﾌﾙﾊﾀ ｼｭｳﾄ 波田中
小坂 駿翔(2)
ｺｻｶ ｼｭﾝﾄ 丸ﾉ内中 欠場

2  7401

4  7033

8  7292

3  7202

7  7400

9  7478

記録／備考
6  7500

5  7233

2  7072

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  7481

8  7164

3  7036

7  6953

所属名 記録／備考
6  7500

4  7401

3  6956

順

4  7444

7  6947

5  7202

8  7407

6  7189

ﾚｰﾝ No. 氏  名
2  7400

4  7282
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  7203

8  7491

6  7441

7  7138

記録／備考
5  7033

2  7292

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  7200

2  7075

3  7406

7  6955

5  7494

8  7445

記録／備考
4  7233

9  7478

中学男子

100m

予選 通過基準  4組  2着 + 0 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



 1 椋野 寛大(3)     54.04 
ﾑｸﾉ ｺｳﾀ 附属松本中

 2 森 拓己(3)     54.41 
ﾓﾘ ﾀｸﾐ 信明中

 3 角崎 雅武(3)     55.00 
ｶｸｻﾞｷ ﾏｻﾑ 女鳥羽中

 4 太田 夏暉(3)     59.14 
ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 信明中

 5 今井 悠一郎(3)     59.31 
ｲﾏｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ 附属松本中

 6 窪田 涼佑(3)     59.50 
ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 附属松本中

 7 百瀬 友翔(2)   1:04.02 
ﾓﾓｾ ﾕｳﾄ 開成中

 8 吉江 太陽(2)   1:20.54 
ﾖｼｴ ﾀｲﾖｳ 菅野中
並木 蒼真(2)
ﾅﾐｷ ｿｳﾏ 菅野中

8  7210
欠場

1  7135

6  7204

7  7480

9  7450

3  7290

2  7012

5  7452

4  7015

中学男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



 1 永田 宗太郎(3)   4:48.72 
ﾅｶﾞﾀ ｿｳﾀﾛｳ 附属松本中

 2 青木 海斗(2)   4:49.67 
ｱｵｷ ｶｲﾄ 菅野中

 3 西村 大貴(2)   4:50.61 
ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 菅野中

 4 古畑 充稀(3)   4:52.14 
ﾌﾙﾊﾀ ﾐｽﾞｷ 信明中

 5 清水 遥斗(2)   4:59.81 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 附属松本中

 6 中野 晃(2)   5:02.14 
ﾅｶﾉ ｱｷﾗ 鎌田中

 7 床尾 礼(2)   5:06.86 
ﾄｺｵ ﾚｲ 清水中

 8 黒岩 優樹(2)   5:06.88 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳｷ 女鳥羽中

 9 田口 隼人(2)   5:09.00 
ﾀｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ 松本秀峰中

10 山上 悠翔(2)   5:10.38 
ﾔﾏｶﾐ ﾕｳﾄ 開成中

11 樋口 仁志(2)   5:10.66 
ﾋｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 附属松本中

12 並木 蒼真(2)   5:23.73 
ﾅﾐｷ ｿｳﾏ 菅野中

13 新宮 彩巴(2)   5:27.26 
ｼﾝｸﾞｳ ｲﾛﾊ 清水中
小澤 拓真(2)
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 菅野中
武本 祐樹(2)
ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｷ 菅野中
安坂 光瑠(3)
ｱｻﾞｶ ﾋｶﾙ 開成中 欠場

欠場
13  7207

欠場

10  6948

5  7208

15  7128

14  7496

16  7210

11  7517

7  7132

8  6950

6  7281

2  7495

9  6972

1  7206

4  7014

12  7482

3  7205

中学男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



 1 小林 史弥(3)   9:54.24 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 菅野中

 2 元田 希海(3)  10:15.32 
ﾓﾄﾀﾞ ﾉｱ 菅野中

 3 小澤 拓真(2)  10:17.85 
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 菅野中

 4 鈴木 章訓(2)  10:24.04 
ｽｽﾞｷ ｱｷﾉﾘ 女鳥羽中

 5 柳澤 昂弥(2)  11:04.20 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳﾔ 鉢盛中

 6 酒井 涼希(3)  11:52.94 
ｻｶｲ ﾘｮｳｷ 附属松本中

 7 宇都宮 拓磨(3)  12:09.27 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾀｸﾏ 菅野中

 8 徳原 伊織(3)  12:10.55 
ﾄｸﾊﾗ ｲｵﾘ 高綱中

 9 中垣 智洋(3)  13:05.72 
ﾅｶｶﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 附属松本中
永津 幹一(3)
ﾅｶﾞ ﾂｶﾝｲﾁ 附属松本中 途中棄権

3  7469

2  7209

9  7190

1  7455

4  7442

5  7454

10  7208

7  7280

6  7226

8  7234

中学男子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



風速 -0.4

 1 森 遼己(2)     17.51 
ﾓﾘ ﾊﾙｷ 信明中

 2 有村 尋仁(3)     18.96 
ｱﾘﾑﾗ ﾋﾛﾄ 鉢盛中

 3 濱田 仁介(3)     18.96 
ﾊﾏﾀ ﾞｼﾞﾝｽｹ 附属松本中

 4 高木 宙夢(2)     20.07 
ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾑ 清水中

 5 鏑木 拓真(3)     22.65 
ｶﾌﾞﾗｷ ﾞｻｸﾏ 附属松本中

中学男子

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  7477

3  7017

5  7438

4  6949

6  7490



[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 波田中  7403 上條 泰斗(3)     48.26 Q  1   6 信明中  7017 森 遼己(2)     48.11 Q

ﾊﾀﾁｭｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｲﾄ ｿﾝﾒｲﾁｭｳ ﾓﾘ ﾊﾙｷ
 7400 泰永 新(3)  7015 森 拓己(3)

ﾔｽﾅｶﾞ ｱﾗﾀ ﾓﾘ ﾀｸﾐ
 7401 古畑 秀都(3)  7014 古畑 充稀(3)

ﾌﾙﾊﾀ ｼｭｳﾄ ﾌﾙﾊﾀ ﾐｽﾞｷ
 7402 遠藤 優大(3)  7012 太田 夏暉(3)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ ｵｵﾀ ﾅﾂｷ
 2   3 附属松本中(A)  7494 佐藤 寿樹(2)     48.77 Q  2   2 鉢盛中  7441 近藤 大介(2)     48.94 Q

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳA ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ
 7480 今井 悠一郎(3)  7438 有村 尋仁(3)

ｲﾏｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ ｱﾘﾑﾗ ﾋﾛﾄ
 7450 窪田 涼佑(3)  7445 上條 楓希(2)

ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾌｳｷ
 7478 平本 夏輝(3)  7437 山本 海斗(3)

ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂｷ ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ
 3   6 山辺中  7163 伊藤 優斗(3)     49.04 Q  3   3 菅野中  7202 田中 幸輔(2)     49.33 Q

ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳ ｲﾄｳ ﾕｳﾄ ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ
 7165 鳥羽 亮太(3)  7229 水野 一輝(3)

ﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞｷ
 7168 松尾 秀彦(2)  7235 山本 隆矢(3)

ﾏﾂｵ ﾋﾃﾞﾋｺ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾔ
 7162 富田 雅也(3)  7233 村上 裕太郎(3)

ﾄﾐﾀ ﾏｻﾔ ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ
 4   4 清水中  6946 小澤 慶文(2)     50.18 q  4   4 旭町中  7072 宮川 永輝(3)     54.13 

ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ｵｻﾞﾜ ﾖｼﾌﾐ ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾐﾔｶﾞﾜ ｴｲｷ
 6947 佐々木 真事(2)  7073 杏 朋樹(3)

ｻｻｷ ﾏｺﾄ ｶﾗﾓﾓ ﾄﾓｷ
 6942 萩原 道斗(3)  7070 山田 隼平(3)

ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾁﾄ ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
 6953 三代澤 侑希(2)  7074 大澤 草為(2)

ﾐﾖｻﾜ ﾕｳｷ ｵｵｻﾜ ｿｳﾀ
 5   5 開成中  7135 百瀬 友翔(2)     51.49 q   5 高綱中(A)  7189 中村 恵輔(3)

ｶｲｾｲﾁｭｳ ﾓﾓｾ ﾕｳﾄ ﾀｶﾂﾅﾁｭｳA ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 失格
 7130 池田 翔統(3)  7192 塩原 慶宣(2) FS

ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾄ ｼｵﾊﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ
 7129 赤堀 裕太(3)  7190 徳原 伊織(3)

ｱｶﾎﾘ ﾕｳﾀ ﾄｸﾊﾗ ｲｵﾘ
 7138 安坂 丈瑠(1)  7188 大宮司 葵生(3)

ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ ﾀﾞｲｸﾞｳｼﾞ ｱｵｲ

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 信明中  7017 森 遼己(2)     48.13 

ｿﾝﾒｲﾁｭｳ ﾓﾘ ﾊﾙｷ
 7015 森 拓己(3)

ﾓﾘ ﾀｸﾐ
 7014 古畑 充稀(3)

ﾌﾙﾊﾀ ﾐｽﾞｷ
 7012 太田 夏暉(3)

ｵｵﾀ ﾅﾂｷ
 2   7 鉢盛中  7441 近藤 大介(2)     48.56 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ
 7438 有村 尋仁(3)

ｱﾘﾑﾗ ﾋﾛﾄ
 7445 上條 楓希(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾌｳｷ
 7437 山本 海斗(3)

ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ
 3   4 附属松本中(A)  7494 佐藤 寿樹(2)     48.66 

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳA ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ
 7480 今井 悠一郎(3)

ｲﾏｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ
 7450 窪田 涼佑(3)

ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ
 7478 平本 夏輝(3)

ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂｷ
 4   5 波田中  7403 上條 泰斗(3)     48.91 

ﾊﾀﾁｭｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｲﾄ
 7400 泰永 新(3)

ﾔｽﾅｶﾞ ｱﾗﾀ
 7401 古畑 秀都(3)

ﾌﾙﾊﾀ ｼｭｳﾄ
 7402 遠藤 優大(3)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ

決勝

中学男子

4×100m

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



 5   9 山辺中  7163 伊藤 優斗(3)     49.53 
ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳ ｲﾄｳ ﾕｳﾄ

 7165 鳥羽 亮太(3)
ﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ

 7168 松尾 秀彦(2)
ﾏﾂｵ ﾋﾃﾞﾋｺ

 7162 富田 雅也(3)
ﾄﾐﾀ ﾏｻﾔ

 6   8 菅野中  7202 田中 幸輔(2)     49.70 
ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ

 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

 7   3 清水中  6946 小澤 慶文(2)     50.38 
ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ｵｻﾞﾜ ﾖｼﾌﾐ

 6947 佐々木 真事(2)
ｻｻｷ ﾏｺﾄ

 6942 萩原 道斗(3)
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾁﾄ

 6953 三代澤 侑希(2)
ﾐﾖｻﾜ ﾕｳｷ

 8   2 開成中  7135 百瀬 友翔(2)     51.38 
ｶｲｾｲﾁｭｳ ﾓﾓｾ ﾕｳﾄ

 7130 池田 翔統(3)
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾄ

 7129 赤堀 裕太(3)
ｱｶﾎﾘ ﾕｳﾀ

 7138 安坂 丈瑠(1)
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ



1m75
黒田 海斗(3) - - - - - o o o o o
ｸﾛﾀﾞｶｲﾄ 鎌田中 xxx
関本 遊大(2) o o o o xo o xxx
ｾｷﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 鎌田中
伊藤 優斗(3) o xo - o xo xxx
ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 山辺中
小澤 慶文(2) o o o
ｵｻﾞﾜ ﾖｼﾌﾐ 清水中
山田 隼平(3) - - o xxx
ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 旭町中
三好 駿平(2) xxo xxo xxx
ﾐﾖｼ ｼｭﾝﾍﾟｲ 附属松本中

6 3  7456
 1.30

4 1  6946
 1.35

4 2  7070
 1.35

2 4  6973
 1.50

3 5  7163
 1.45

1m65 1m70

1 6  6971
 1.70

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

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



 ３回の
 最高記録

野本 駿介(3)    x   5.55   5.74    5.74   5.62   5.90   6.01    6.01 
ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 丸ﾉ内中   +2.0   +0.4    +0.4   +1.0   +1.2   +3.2    +3.2
鳥羽 亮太(3)   5.49   4.75    x    5.49    x   5.48   5.33    5.49 
ﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 山辺中   +2.3   +0.2    +2.3   +2.8   +4.0    +2.3
杏 朋樹(3)    x   5.02   5.13    5.13   5.05   5.33   5.27    5.33 
ｶﾗﾓﾓ ﾄﾓｷ 旭町中   -0.3   +2.1    +2.1   +0.2   +3.3   +1.7    +3.3
伊藤 奨悟(3)   5.11   4.12   5.26    5.26   4.78   3.62   3.62    5.26 
ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 附属松本中   +0.3   +3.2   +2.2    +2.2   +1.1   +0.5   -0.4    +2.2
松尾 秀彦(2)    x   5.20   4.77    5.20    x    x    x    5.20 
ﾏﾂｵ ﾋﾃﾞﾋｺ 山辺中   +3.9   +2.3    +3.9    +3.9
遠藤 優大(3)   4.51   4.44   4.97    4.97   5.19    x   5.05    5.19 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ 波田中   +1.0   +5.2   +4.5    +4.5   +1.5   +3.8    +1.5
山本 隆矢(3)   4.68   4.97   4.48    4.97   4.99   4.67   4.88    4.99 
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 菅野中   -0.5   +1.5   +3.4    +1.5   +1.6   +0.4   +1.0    +1.6
水野 一輝(3)    x   4.76   4.92    4.92    x    x    x    4.92 
ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞｷ 菅野中   +1.3   +1.6    +1.6    +1.6
矢島 聡士(2)   4.08   4.59   4.67    4.67    4.67 
ﾔｼﾞﾏ ｻﾄｼ 菅野中   +2.3   -1.7   +3.4    +3.4    +3.4
伊藤 洋介(2)   4.54   4.52   4.53    4.54    4.54 
ｲﾄｳ ﾖｳｽｹ 山辺中   +4.6   +1.1   +3.8    +4.6    +4.6
塩原 慶宣(2)   4.34   3.47   4.02    4.34    4.34 
ｼｵﾊﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 高綱中   -1.8   +1.3   -0.5    -1.8    -1.8
高村 紘汰(3)   3.70   4.12   3.85    4.12    4.12 
ﾀｶﾑﾗ ｺｳﾀ 波田中   +0.4   +0.5   +2.0    +0.5    +0.5
大澤 草為(2)   3.96   3.52   3.16    3.96    3.96 
ｵｵｻﾜ ｿｳﾀ 旭町中   +1.1   +2.9   -0.8    +1.1    +1.1
春宮 勇也(2)   3.41   3.06   2.89    3.41    3.41 
ﾊﾙﾐﾔ ﾕｳﾔ 波田中   +2.8   +2.2   +5.7    +2.8    +2.8
三木 基弘(2)   3.36   3.33    x    3.36    3.36 
ﾐｷ ﾓﾄﾋﾛ 波田中   +0.4   -1.5    +0.4    +0.4

14 2  7410

15 3  7411

12 4  7404

13 5  7074

10 6  7169

11 1  7192

8 9  7229

9 7  7201

6 11  7402

7 10  7235

4 15  7453

5 8  7168

2 13  7165

3 12  7073

記録 備考

1 14  7031
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中学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



 ３回の
 最高記録

神田 雅翔(3)
ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾄ 大野川中
萩原 道斗(3)
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾁﾄ 清水中
水口 拓実(3)
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 菅野中
富田 雅也(3)
ﾄﾐﾀ ﾏｻﾔ 山辺中
山本 海斗(3)
ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ 鉢盛中
上條 泰斗(3)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｲﾄ 波田中
椙浦 大喜(3)
ｽｷﾞｳﾗ ﾀｲｷ 清水中
大澤 真叶(2)
ｵｵｻﾜ ﾏｻﾄ 波田中
岩垂 真生(3)
ｲﾜﾀﾞﾚ ﾏｵ 菅野中
西牧 城(2)
ﾆｼﾏｷ ｼﾞｮｳ 清水中
田中 秀樹(3)
ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 附属松本中
米久保 光希(2)
ﾖﾈｸﾎﾞ ﾐﾂｷ 波田中
大宮司 葵生(3)
ﾀﾞｲｸﾞｳｼﾞ ｱｵｲ 高綱中
春宮 洸也(2)
ﾊﾙﾐﾔ ｺｳﾔ 波田中
有賀 功亮(2)
ｱﾙｶﾞ ｺｳｽｹ 高綱中

  3.53   3.00   3.46    3.53
15 1  7191

  3.53

  5.64    5.64   5.64 

   6.06   6.06 

14 2  7405
  5.24   5.28

13 5  7188
   -   5.60   6.06

  6.22    6.22   6.22 

   6.85   6.85 

12 3  7412
  5.45   5.87

11 6  7458
  6.80   6.85   5.86

   x    7.08   7.08 

   7.12   7.12 

10 9  6951
   x   7.08

9 8  7227
  6.91   7.12   6.82

  7.13    7.13   6.56   7.31   7.41   7.41 

   7.46   7.42   7.42   7.21   7.46 

8 7  7408
   x    x

7 10  6941
  7.46    x   7.16

  8.16    8.39   6.50   7.18   7.21   8.39 

   8.74   8.35   8.58   8.21   8.74 

6 13  7403
  8.02   8.39

5 11  7437
   -   8.19   8.74

  8.53    8.98   7.88   7.96   8.52   8.98 

   9.13   8.42   8.52   8.82   9.13 

4 4  7162
  8.01   8.98

3 12  7232
  8.93   8.54   9.13

  9.66    9.66   9.45   9.17   9.54   9.66 

  10.15   9.88  10.17   9.94  10.17 

2 14  6942
  9.15   9.48

1 15  7333
 10.02  10.15   9.61

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 -2.8

 1 安藤 直哉     11.36 Q  1 成澤 稜(1)     11.32 Q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本陸協 ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松本大

 2 越山 凌雅(3)     11.57 Q  2 塩野入 信栄     11.89 Q
ｺｼﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ 松商学園高 ｼｵﾉｲﾘ ｼﾝｴｲ skIpまつもとAC

 3 今西 康太(1)     12.03 q  3 佐竹 哲寛(2)     12.04 
ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 松商学園高 ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ 松商学園高

 4 林 裕貴(3)     12.37  4 本田 翔哉(2)     12.33 
ﾊﾔｼ ﾋﾛﾀｶ 松本県ヶ丘高 ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾔ 田川高

 5 河合 輝(1)     12.42  5 赤瀬 崇     13.63 
ｶﾜｲ ｱｷﾗ 松本秀峰高 ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

 6 堺 信一     14.05 齋藤 武蔵
ｻｶｲ ｼﾝｲﾁ 松本市 ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ トミタ・ｱｽﾘｰﾂ
倉澤 一熙(1)
ｸﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ 田川高

[ 3組] 風速 -4.2

 1 宮澤 裕輝     11.42 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ skIpまつもとAC

 2 坂中 勇磨(3)     11.81 Q
ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘高

 3 小林 知季(2)     11.96 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 松商学園高

 4 村瀬 雅人     12.10 
ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ トミタ・ｱｽﾘｰﾂ

 5 高木 秀昭     12.86 
ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 松本市

 6 小松 誠     13.52 
ｺﾏﾂ ﾏｺﾄ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

風速 -3.5

 1 宮澤 裕輝     11.21 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ skIpまつもとAC

 2 安藤 直哉     11.33 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本陸協

 3 成澤 稜(1)     11.33 
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松本大

 4 越山 凌雅(3)     11.61 
ｺｼﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ 松商学園高

 5 坂中 勇磨(3)     11.61 
ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘高

 6 塩野入 信栄     11.85 
ｼｵﾉｲﾘ ｼﾝｴｲ skIpまつもとAC

 7 小林 知季(2)     11.95 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 松商学園高

 8 今西 康太(1)     12.21 
ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 松商学園高

3  2500

2  2478

9  2262

8  9001

4  9039

6  2473

記録／備考
5  9002

7  9012

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4  9010

6  9009

5  2500

7  9014

3  9002

2  2262

4  9017
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  2179

氏  名 所属名 記録／備考
3  9039

ﾚｰﾝ No.

5  2461

2  9006

6  9001

3  9011

5  2190
欠場

6  2971

2  2478

8  2269

4  2473

所属名 記録／備考
7  9012

男子

100m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 順



[ 1組] [ 2組]

 1 輪湖 勇哉(1)     51.71 Q  1 川西 翔太     52.11 Q
ﾜｺ ﾕｳﾔ 松本大 ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ skIpまつもとAC

 2 花形 駿介(1)     52.18 Q  2 塩原 大樹(3)     52.19 Q
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 松本大 ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 松商学園高

 3 北野 玄仁(3)     53.09  3 伊藤 良多     52.50 q
ｷﾀﾉ ﾊﾙﾋﾄ 松本県ヶ丘高 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ トミタ・ｱｽﾘｰﾂ

 4 柳沢 優生(1)     53.72  4 丸山 玲央(3)     52.65 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 松商学園高 ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松本大

 5 浅井 聡史(3)     56.55  5 知久平 恒希(3)     56.22 
ｱｻｲ ｻﾄｼ 松本県ヶ丘高 ﾁｸﾀﾞｲﾗ ｺｳｷ 松本県ヶ丘高

 6 堺 信一   1:12.77  6 小口 貴也(3)     58.36 
ｻｶｲ ｼﾝｲﾁ 松本市 ｵｸﾞﾁ ﾀｶﾔ 田川高
富井 慶太  7 渡邊 駿(2)   1:01.11 
ﾄﾐｲ ｹｲﾀ 松本陸協 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 田川高
田中 拓巳(3)
ﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 田川高

[ 3組]

 1 村瀬 雅人     54.66 Q
ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ トミタ・ｱｽﾘｰﾂ

 2 中條 開吏(2)     55.72 Q
ﾅｶｼﾞｮｳ ｶｲﾘ 南安曇農業高

 3 大森 靖之(3)   1:04.25 
ｵｵﾓﾘ ﾔｽﾕｷ 田川高
小松 勇人(3)
ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 松本県ヶ丘高
成澤 稜(1)
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松本大
山口 竜也(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 松商学園高
小池 孝憲(2)
ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ 松商学園高

 1 花形 駿介(1)     51.86 
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 松本大

 2 伊藤 良多     52.06 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ トミタ・ｱｽﾘｰﾂ

 3 丸山 玲央(3)     52.33 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松本大

 4 村瀬 雅人     52.35 
ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ トミタ・ｱｽﾘｰﾂ

 5 川西 翔太     52.51 
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ skIpまつもとAC

 6 塩原 大樹(3)     52.81 
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 松商学園高
輪湖 勇哉(1)
ﾜｺ ﾕｳﾔ 松本大
中條 開吏(2)
ﾅｶｼﾞｮｳ ｶｲﾘ 南安曇農業高 欠場
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欠場

8  2128

4  9003

9  2467

3  9040

5  9014
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欠場
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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5  9011

6  9015

3  2268

2  2475

記録／備考
8  9045

4  9044

男子

400m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



[ 1組] [ 2組]

 1 逢澤 智広   2:07.03  1 徳原 冬威(3)   2:05.04 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本陸協 ﾄｸﾊﾗ ﾄｳｲ 松本深志高

 2 降籏 一誓(2)   2:07.40  2 齋藤 武蔵   2:13.72 
ﾌﾘﾊﾀ ｲｯｾｲ 松商学園高 ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ トミタ・ｱｽﾘｰﾂ

 3 野村 拓未(2)   2:15.92  3 小口 貴也(3)   2:15.99 
ﾉﾑﾗ ﾀｸﾐ 田川高 ｵｸﾞﾁ ﾀｶﾔ 田川高

 4 池村 尚希   2:18.39  4 金子 昆也   2:18.59 
ｲｹﾑﾗ ﾅｵｷ 松本自衛隊 ｶﾈｺ ｾｲﾔ 松本自衛隊

 5 斉藤 洸大(1)   2:24.69  5 北山 虎太郎(1)   2:23.86 
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 松商学園高 ｷﾀﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 松商学園高
中村 剣志  6 横内 亮太(1)   2:27.62 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼ 松本自衛隊 ﾖｺｳﾁ ﾘｮｳﾀ 松本秀峰高

   1 徳原 冬威(3) 松本深志高     2:05.04   2   1
   2 逢澤 智広 松本陸協     2:07.03   1   1
   3 降籏 一誓(2) 松商学園高     2:07.40   1   2
   4 齋藤 武蔵 トミタ・ｱｽﾘｰﾂ     2:13.72   2   2
   5 野村 拓未(2) 田川高     2:15.92   1   3
   6 小口 貴也(3) 田川高     2:15.99   2   3
   7 池村 尚希 松本自衛隊     2:18.39   1   4
   8 金子 昆也 松本自衛隊     2:18.59   2   4
   9 北山 虎太郎(1) 松商学園高     2:23.86   2   5
  10 斉藤 洸大(1) 松商学園高     2:24.69   1   5
  11 横内 亮太(1) 松本秀峰高     2:27.62   2   6
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男子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



 1 小松 晃人(1)  16:49.09 
ｺﾏﾂ ｱｷﾄ 松本大

 2 金子 昆也  17:50.10 
ｶﾈｺ ｾｲﾔ 松本自衛隊

 3 太田 隼弥(3)  17:53.08 
ｵｵﾀ ｼｭﾝﾔ 松商学園高

 4 伊藤 周也(3)  18:09.89 
ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 松商学園高

 5 池村 尚希  18:13.92 
ｲｹﾑﾗ ﾅｵｷ 松本自衛隊

 6 矢花 博貴  18:21.46 
ﾔﾊﾞﾅﾋﾛｷ 松本自衛隊

 7 菊川 史哉  18:38.91 
ｷｸｶﾜ ﾌﾐﾔ 松本自衛隊

 8 大西 航騎  18:58.00 
ｵｵﾆｼ ｺｳｷ 松本自衛隊

 9 廣澤 武  19:18.94 
ﾋﾛｻﾜ ﾀｹｼ 松本自衛隊

10 加藤 卓美  19:46.49 
ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 松本市
中村 剣志
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼ 松本自衛隊
塩原 大
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲ 松本陸協

男子

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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欠場
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欠場
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順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 松本大  9039 成澤 稜(1)     42.01 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
 9054 水島 優(3)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 9055 斉藤 巧(1)

ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 9053 常盤 大智(4)

ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ
 2   3 松商学園高(B)  2466 伊藤 拓海(3)     44.04 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳB ｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 2499 山口 竜也(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ
 2497 神田 来夢(2)

ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ
 2500 小林 知季(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ
  4 松本県ヶ丘高

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ 欠場

  5 松商学園高(A)
ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳA 欠場

男子

4×100m

決勝



丸山 拓哉(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 松本大
青柳 朋和
ｱｵﾔｷﾞ ﾄﾓｶｽﾞ トミタ・ｱｽﾘｰﾂ
都筑 悠佑(2)
ﾂﾂﾞｸ ﾕｳｽｹ 松本深志高
二村 峻平(2)
ﾆﾑﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ 松本県ヶ丘高
藤村 良汰(3)
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 松本県ヶ丘高
矢ヶ崎 至門(2)
ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ 松商学園高
榎本 崚冴(2) 記録なし
ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳｺﾞ 信州大
廣部 幹也(3) 欠場
ﾋﾛﾍﾞ ﾐｷﾔ 南安曇農業高
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 ３回の
 最高記録

穗苅 康人(2)   6.70   6.65   6.70    6.70   6.57   6.70    x    6.70 
ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 松商学園高   +2.5   +0.2   +1.9    +1.9   -0.4   +2.4    +1.9
小野澤 達也(3)   6.07   6.30   6.33    6.33   4.97   6.51   6.35    6.51 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 松本大   +2.4   +1.5   +0.5    +0.5   +1.3   +6.8   +0.8    +6.8
丸山 龍之介(3)   6.14   6.31   6.47    6.47   5.88    x   6.50    6.50 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 松本深志高   +3.9   +4.5   +1.6    +1.6   -1.4   -0.5    -0.5
柴本 遼河(1)   6.38   6.33   6.16    6.38   6.37   6.40   6.25    6.40 
ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 松本大   +2.8   +0.4   -1.9    +2.8   +1.8   +2.8   +0.2    +2.8
山本 祐己(1)   6.26    x   6.23    6.26    x   6.06   5.95    6.26 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 松商学園高   +1.2   +2.4    +1.2   +1.9   +0.3    +1.2
種山 翔太    x    x   6.14    6.14   4.72    x    x    6.14 
ﾀﾈﾔﾏ ｼｮｳﾀ トミタ・ｱｽﾘｰﾂ   +1.6    +1.6   +0.6    +1.6
村瀬 直希(3)   6.09   5.82   6.07    6.09   5.88   5.99    x    6.09 
ﾑﾗｾ ﾅｵｷ 松本大   +0.8   -0.1   +2.0    +0.8   -0.8   -0.8    +0.8
山本 将裕(2)   6.08    x   5.61    6.08    x    x    x    6.08 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 松本深志高   +2.6   +0.6    +2.6    +2.6
安藤 直哉   5.90    -    -    5.90    5.90 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本陸協   +4.2    +4.2    +4.2
富井 慶太   5.27   5.21   5.76    5.76    5.76 
ﾄﾐｲ ｹｲﾀ 松本陸協   +0.8   +0.2   +6.6    +6.6    +6.6
奥原 隼太    x   5.70    x    5.70    5.70 
ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ with   +1.5    +1.5    +1.5
高木 秀昭   5.52   5.20   5.40    5.52    5.52 
ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 松本市   +4.3   +1.7   +4.2    +4.3    +4.3
塩原 大樹(3)   4.82   5.35   4.48    5.35    5.35 
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 松商学園高   +2.7   +2.6   +2.0    +2.6    +2.6
中澤 達也(3) 欠場
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 松商学園高
榎本 崚冴(2) 欠場
ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳｺﾞ 信州大
深沢 友昭(1) 欠場
ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ 松本大
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 ３回の
 最高記録

中野 龍星(2)
ﾅｶﾉ ﾘｭｳｾｲ 松本県ヶ丘高
小澤 匠(4)
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 松本大
富田 裕也(3)
ﾄﾐﾀ ﾕｳﾔ 松本県ヶ丘高
宮入 清志
ﾐﾔｲﾘ ｷﾖｼ 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
矢ヶ崎 至門(2)
ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ 松商学園高
佐原 尚門(3)
ｻﾊﾗ ﾅｵﾄ 南安曇農業高
赤瀬 崇 欠場
ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
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