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                                コード　172070 12:00 南南東
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                 共　催　　長野市陸上競技協会 14:00 北北東

                 後　援　　長野市教育委員会 15:00 北北東
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 グランドコンディション 

長野日大3 14'49"5614'49"07

14'30"26

10/14 決勝
大会新

五十嵐　珠己 男

14"87

10/14 決勝
大会新

大池　竜紀 男 長野日大3 14'49"56

3ｍ003ｍ00

10/14 決勝
大会新

秋元　南乃 女 市立長野2 15"13

10/14 決勝
大会タイ

北村　美結 女 長野工業2

49”15
大会新 唐澤　花実1

47”97 田村　純菜1

永原　朱夏2

10/14 決勝

河田　璃音1

女 市立長野

備考

10/14 決勝
大会新

渡利　美穂 女 更級農業1 33ｍ4134ｍ41

 大会で樹立された記録 

日付 種目 記録 氏名 所属 従来の記録



第115回長野市内高等学校陸上競技大会                                             
　期日：平成29年10月14日（土）                                                  

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】172070  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

10/14 男子  -2.0 宮下 翼(2) 11.13 中村 颯人(1) 11.41 峯村 京佑(2) 11.45 池田 翔紀(2) 11.47 中山 勇輝(1) 11.50 石山 丈(1) 11.60 室賀 駿一(2) 11.62
100m 市立長野 長野工業 長野 市立長野 文化学園長野 長野日大 長野吉田

10/14  +1.0 小出 郁弥(3) 22.20 宮下 翼(2) 22.23 峯村 京佑(2) 22.66 中村 颯人(1) 22.67 中山 勇輝(1) 23.42 伊藤 寛(2) 23.44 松橋 健(2) 23.71 池田 翔紀(2) 23.74
200m 市立長野 市立長野 長野 長野工業 文化学園長野 長野日大 長野工業 市立長野

10/14 久保田 翔(2) 52.17 山田 嵩大(2) 53.12 松橋 健(2) 53.52 中島 啓貴(1) 53.78 清水 翔太(2) 54.70 望月 悠也(2) 57.20 島田 樹(1) 57.33 武井 優波(1) 1,01.25
400m 市立長野 長野工業 長野工業 長野工業 長野東 長野商業 長野東 篠ﾉ井

10/14 稲生 元希(1) 2,00.54 青木 祥平(3) 2,00.58 倉嶋 優太(3) 2,00.71 丸山 拓真(1) 2,02.94 丸山 竜矢(2) 2,06.20 中島 啓貴(1) 2,08.74 渋沢 郁未(2) 2,09.31  佐藤 直樹(2) 2,09.34
800m 長野吉田 長野日大 長野日大 長野日大 長野東 長野工業 長野吉田 長野西

10/14 倉嶋 優太(3) 4,09.36 丸山 拓真(1) 4,09.74 青木 祥平(3) 4,15.42  佐藤 直樹(2) 4,26.54  北島  滉輝(2) 4,26.56 北澤 翔馬(1) 4,26.75 小林 怜生(2) 4,26.88 渋沢 郁未(2) 4,31.91
1500m 長野日大 長野日大 長野日大 長野西 長野西 長野吉田 長野吉田戸隠 長野吉田

10/14 大池 竜紀(3) 14,30.26 五十嵐 珠己(3) 14,49.07 髙橋 勇輝(3) 14,53.40 櫻井 陽向(2) 15,18.42 武田 優介(2) 15,56.61 北澤 翔馬(1) 16,18.48 小林 怜生(2) 16,41.58 髙野 可偉(2) 16,44.50
5000m 長野日大 GR 長野日大 GR 長野日大 長野 長野 長野吉田 長野吉田戸隠 長野西

10/14  +0.7 小林 周平(3) 15.32 小﨑 隆史(2) 16.40 鈴木 竜也(1) 17.84 岩瀬 巧巳(1) 18.16 小林 哲士(2) 18.33
110mH(1.067m) 長野東 長野日大 長野工業 長野 長野吉田

10/14 南澤 和輝(2) 58.22 山田 嵩大(2) 58.28 清水 翔太(2) 1,02.28 鈴木 竜也(1) 1,04.33 飯島 詢平(2) 1,04.75
400mH(0.914m) 長野工業 長野工業 長野東 長野工業 長野吉田

10/14 鈴木 英司(2) 22,44.05 中島 明佳(2) 23,06.85 甲田 基也(3) 23,57.70 髙橋 龍広(2) 25,01.51 玉井  歩(1) 28,40.16
5000mW 長野工業 長野工業 長野工業 長野西 長野吉田

10/14 市立長野       42.91 長野工業       43.70 松代       44.81 長野吉田       45.24 長野日大       45.25 長野商業       46.41 篠ﾉ井       49.85
4×100mR 宮下 翼(2) 松橋 健(2) 下田 振全(3) 傳田 聖弥(2) 石山 丈(1) 新井 翔壱(1) 武井 優波(1)

池田 翔紀(2) 吉田 智哉(2) 内堀 岳宏(3) 室賀 駿一(2) 竹花 勇輝(2) 尾身 健人(1) 長坂 龍也(2)
伊東 嵩矢(2) 南澤 和輝(2) 田中 大暉(3) 竹内 優(2) 伊藤 寛(2) 柳澤 啓斗(2) 山野井 尚希(2)
小出 郁弥(3) 中村 颯人(1) 青山 真之介(1) 常田 勘太(2) 小﨑 隆史(2) 望月 悠也(2) 山口 雄也(1)

10/14 市立長野     3,23.71 長野工業     3,31.37 長野吉田     3,33.83 松代     3,35.53 長野東     3,46.61 長野商業     3,47.37 篠ﾉ井     3,48.40 長野西     3,55.06
4×400mR 宮下 翼(2) 山田 嵩大(2) 傳田 聖弥(2) 下田 振全(3) 丸山 竜矢(2) 新井 翔壱(1) 武井 優波(1)  赤尾  駿太(2)

久保田 翔(2) 南澤 和輝(2) 稲生 元希(1) 内堀 岳宏(3) 清水 翔太(2) 大日方 優希(1) 長坂 龍也(2)  佐藤 直樹(2)
小出 郁弥(3) 吉田 智哉(2) 小池 哲平(1) 田中 大暉(3) 高木 章太(1) 尾身 健人(1) 相澤 佑樹(1)  丸山  裕己(2)
池田 翔紀(2) 中村 颯人(1) 室賀 駿一(2) 森田 捷斗(1) 島田 樹(1) 望月 悠也(2) 西野入 優(2)  北島  滉輝(2)

10/14 飯島 詢平(2) 1.65 下村 翔(2) 1.60
走高跳 長野吉田 長野商業

10/14 竹内 優(2) 4.00 小林 汰心(1) 2.80
棒高跳 長野吉田 長野工

10/14 内堀 岳宏(3) 6.75(-1.1) 小池 哲平(1) 6.23(-0.5) 傳田 聖弥(2) 6.03(-0.9) 室賀 駿一(2) 5.99(-0.6) 礒野 巧巳(1) 5.98(-0.8) 中島 竜輝(2) 5.88(-0.7) 竹田 昌史(2) 5.76(-0.6) 黒岩 拓人(2) 5.60(-0.7)
走幅跳 松代 長野吉田 長野吉田 長野吉田 市立長野 市立長野 長野工業 市立長野

10/14 内堀 岳宏(3) 14.60(+0.1) 西澤 和輝(2) 13.14(+1.1) 礒野 巧巳(1) 12.92(+0.8) 小林 哲士(2) 12.80(+1.0) 南澤 和輝(2) 12.66(+1.1) 下田 振全(3) 12.62(+0.7) 森田 捷斗(1) 12.55(+0.9) 黒岩 拓人(2) 12.46(+1.0)
三段跳 松代 長野 市立長野 長野吉田 長野工業 松代 松代 市立長野

10/14 児玉 裕隆(2) 10.05 赤尾  駿太(2) 7.17 望月 悠也(2) 5.83
砲丸投(6.000kg) 長野日大 長野西 長野商業

10/14 児玉 裕隆(2) 29.76 長谷川 悠太(2) 25.90 西澤 和輝(2) 23.74 金児 涼(2) 23.41  赤尾  駿太(2) 20.78 竹内 優(2) 17.69  丸山  裕己(2) 17.55
円盤投(1.750kg) 長野日大 長野吉田 長野 更級農業 長野西 長野吉田 長野西

10/14 金児 涼(2) 36.10
ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 更級農業

10/14 長谷川 悠太(2) 46.55 石山 丈(1) 45.06 山口 雄也(1) 41.44 吉田 智哉(2) 40.29 山岸 大耀(1) 38.04 山野井 尚希(2) 33.58  丸山  裕己(2) 33.18 小林 隼人(2) 30.68
やり投(0.800kg) 長野吉田 長野日大 篠ﾉ井 長野工業 長野吉田 篠ﾉ井 長野西 長野日大

10/14 長野工業 長野日大 長野吉田 市立長野 長野 松代 長野東 長野西
学校対校 77 68 62 45 25 20 16 15



予選 10月14日 10:00
決勝 10月14日 11:15

大会記録            10.79

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 -1.1

 1 池田 翔紀(2) 高校     11.50 Q  1 宮下 翼(2) 高校     11.39 Q
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ 市立長野 ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 市立長野

 2 吉田 智哉(2) 高校     11.59  2 中山 勇輝(1) 高校     11.46 q
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ 長野工業 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 文化学園長野

 3 青山 真之介(1) 高校     11.98  3 室賀 駿一(2) 高校     11.54 q
ｱｵﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ 松代 ﾑﾛｶﾞ ｼｭﾝｲﾁ 長野吉田

 4 竹花 勇輝(2) 高校     12.26  4 原山 泰成(1) 高校     12.05 
ﾀｹﾊﾅ ﾕｳｷ 長野日大 ﾊﾗﾔﾏ ﾀｲｾｲ 長野工業

 5 尾身 健人(1) 高校     12.68  5 岩瀬 巧巳(1) 高校     12.09 
ｵﾐ ｹﾝﾄ 長野商業 ｲﾜｾ ﾀｸﾐ 長野

 6 武井 優波(1) 高校     13.08  6 大原 聖也(1) 高校     12.53 
ﾀｹｲ ﾕｳﾊ 篠ﾉ井 ｵｵﾊﾗ ｾｲﾔ 長野東
傳田 聖弥(2) 高校 丸山 諒也(2) 高校
ﾃﾞﾝﾀﾞ ｾｲﾔ 長野吉田 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 長野南

[ 3組] 風速 +0.8 [ 4組] 風速 +0.1

 1 下田 振全(3) 高校     11.60 Q  1 中村 颯人(1) 高校     11.38 Q
ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ 松代 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 長野工業

 2 伊東 嵩矢(2) 高校     11.66  2 峯村 京佑(2) 高校     11.45 q
ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 市立長野 ﾐﾈﾑﾗ ｹｲｽｹ 長野

 3 柳澤 啓斗(2) 高校     11.87  3 石山 丈(1) 高校     11.52 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾄ 長野商業 ｲｼﾔﾏ ｼﾞｮｳ 長野日大

 4 長島 匠(2) 高校     11.90  4 新井 翔壱(1) 高校     12.15 
ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｸﾐ 長野 ｱﾗｲ ｶｲﾁ 長野商業

 5 山野井 尚希(2) 高校     12.80  5 田中 大暉(3) 高校     12.24 
ﾔﾏﾉｲ ﾅｵｷ 篠ﾉ井 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 松代
小林 周平(3) 高校 内山 力哉(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 長野東 ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ 長野東
髙橋 颯希(1) 高校 西野入 優(2) 高校
ﾀｶﾊｼ ｿｳﾏ 長野俊英 ﾆｼﾉｲﾘ ﾕｳ 篠ﾉ井

風速 -2.0

 1 宮下 翼(2) 高校     11.13 
ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 市立長野

 2 中村 颯人(1) 高校     11.41 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 長野工業

 3 峯村 京佑(2) 高校     11.45 
ﾐﾈﾑﾗ ｹｲｽｹ 長野

 4 池田 翔紀(2) 高校     11.47 
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ 市立長野

 5 中山 勇輝(1) 高校     11.50 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 文化学園長野

 6 石山 丈(1) 高校     11.60 
ｲｼﾔﾏ ｼﾞｮｳ 長野日大

 7 室賀 駿一(2) 高校     11.62 
ﾑﾛｶﾞ ｼｭﾝｲﾁ 長野吉田
下田 振全(3) 高校
ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ 松代

男子

100m

予選 通過基準  4組  1着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   856

8  1159

3  1386

5  1417

4  1274

2  1085
欠場

順 ﾚｰﾝ

7  1141

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   879

5  2722

4  1078

7  1173

2  1127

8  1200

6  1235
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
2  1425

8   859

7  1193
失格(FS)

5  1135

3  1130

4  3121
欠場

順 ﾚｰﾝ No.
8  1169

6  1379

7  1118

4  1260

5  1140

2  1434

3  1191
欠場

6  1394
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   879

5  1169

8  1118

4   856

9  2722

2  1260

3  1078

7  1425
失格(FS)



予選 10月14日 12:55
決勝 10月14日 14:15

大会記録            21.60

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 +0.6

 1 小出 郁弥(3) 高校     22.56 Q  1 宮下 翼(2) 高校     22.56 Q
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野 ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 市立長野

 2 池田 翔紀(2) 高校     23.07 Q  2 峯村 京佑(2) 高校     22.82 Q
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ 市立長野 ﾐﾈﾑﾗ ｹｲｽｹ 長野

 3 中山 勇輝(1) 高校     23.38 q  3 中村 颯人(1) 高校     23.07 q
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 文化学園長野 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 長野工業

 4 松橋 健(2) 高校     23.74 q  4 伊藤 寛(2) 高校     23.44 q
ﾏﾂﾊｼ ｹﾝ 長野工業 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 長野日大

 5 大原 聖也(1) 高校     25.60  5 長島 匠(2) 高校     24.23 
ｵｵﾊﾗ ｾｲﾔ 長野東 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｸﾐ 長野
柳澤 啓斗(2) 高校  6 原山 泰成(1) 高校     24.66 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾄ 長野商業 ﾊﾗﾔﾏ ﾀｲｾｲ 長野工業
山岸 龍羽(2) 高校  7 尾身 健人(1) 高校     25.40 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾊ 長野 ｵﾐ ｹﾝﾄ 長野商業
西野入 優(2) 高校 青山 真之介(1) 高校
ﾆｼﾉｲﾘ ﾕｳ 篠ﾉ井 ｱｵﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ 松代

風速 +1.0

 1 小出 郁弥(3) 高校     22.20 
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野

 2 宮下 翼(2) 高校     22.23 
ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 市立長野

 3 峯村 京佑(2) 高校     22.66 
ﾐﾈﾑﾗ ｹｲｽｹ 長野

 4 中村 颯人(1) 高校     22.67 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 長野工業

 5 中山 勇輝(1) 高校     23.42 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 文化学園長野

 6 伊藤 寛(2) 高校     23.44 
ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 長野日大

 7 松橋 健(2) 高校     23.71 
ﾏﾂﾊｼ ｹﾝ 長野工業

 8 池田 翔紀(2) 高校     23.74 
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ 市立長野

3  1161

7   856

8  2722

2  1251

4  1118

9  1169

6   878

5   879

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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3  1141
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2   879

6
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男子
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順 ﾚｰﾝ順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
3   878



決勝 10月14日 10:45

大会記録            49.12

[ 1組] [ 2組]

 1 中島 啓貴(1) 高校     53.78  1 久保田 翔(2) 高校     52.17 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 長野工業 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳ 市立長野

 2 清水 翔太(2) 高校     54.70  2 山田 嵩大(2) 高校     53.12 
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 長野東 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 長野工業

 3 武井 優波(1) 高校   1,01.25  3 松橋 健(2) 高校     53.52 
ﾀｹｲ ﾕｳﾊ 篠ﾉ井 ﾏﾂﾊｼ ｹﾝ 長野工業

 4 高木 章太(1) 高校   1,02.86  4 望月 悠也(2) 高校     57.20 
ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ 長野東 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾔ 長野商業
児玉 悠作(2) 高校  5 島田 樹(1) 高校     57.33 
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 市立長野 ｼﾏﾀﾞ ｲﾂｷ 長野東
荒井 和也(2) 高校
ｱﾗｲ ｶｽﾞﾔ 長野吉田戸隠

   1 久保田 翔(2) 高校 市立長野       52.17   2   1
   2 山田 嵩大(2) 高校 長野工業       53.12   2   2
   3 松橋 健(2) 高校 長野工業       53.52   2   3
   4 中島 啓貴(1) 高校 長野工業       53.78   1   1
   5 清水 翔太(2) 高校 長野東       54.70   1   2
   6 望月 悠也(2) 高校 長野商業       57.20   2   4
   7 島田 樹(1) 高校 長野東       57.33   2   5
   8 武井 優波(1) 高校 篠ﾉ井     1,01.25   1   3
   9 高木 章太(1) 高校 長野東     1,02.86   1   4

決勝 10月14日 13:55

大会記録          1,56.09

[ 1組] [ 2組]

 1 稲生 元希(1) 高校   2,00.54  1 倉嶋 優太(3) 高校   2,00.71 
ｲﾉｳ ｹﾞﾝｷ 長野吉田 ｸﾗｼﾏ ﾕｳﾀ 長野日大

 2 青木 祥平(3) 高校   2,00.58  2 丸山 拓真(1) 高校   2,02.94 
ｱｵｷ ｼｮｳﾍｲ 長野日大 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ 長野日大

 3 丸山 竜矢(2) 高校   2,06.20  3 渋沢 郁未(2) 高校   2,09.31 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 長野東 ｼﾌﾞｻﾜ ｲｸﾐ 長野吉田

 4 中島 啓貴(1) 高校   2,08.74  4  佐藤 直樹(2) 高校   2,09.34 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 長野工業 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 長野西

 5 相澤 佑樹(1) 高校   2,16.60  5 高木 章太(1) 高校   2,22.35 
ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳｷ 篠ﾉ井 ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ 長野東

 6 塚田 亮介(1) 高校   2,17.78  6 長坂 龍也(2) 高校   2,23.11 
ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 更級農業 ﾅｶﾞｻｶ ﾀﾂﾔ 篠ﾉ井

 7 徳武 雅仁(2) 高校   2,55.41 内山 力哉(3) 高校
ﾄｸﾀｹ ﾏｻﾋﾄ 長野吉田戸隠 ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ 長野東
齊藤 翼(2) 高校
ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 長野

   1 稲生 元希(1) 高校 長野吉田     2,00.54   1   1
   2 青木 祥平(3) 高校 長野日大     2,00.58   1   2
   3 倉嶋 優太(3) 高校 長野日大     2,00.71   2   1
   4 丸山 拓真(1) 高校 長野日大     2,02.94   2   2
   5 丸山 竜矢(2) 高校 長野東     2,06.20   1   3
   6 中島 啓貴(1) 高校 長野工業     2,08.74   1   4
   7 渋沢 郁未(2) 高校 長野吉田     2,09.31   2   3
   8  佐藤 直樹(2) 高校 長野西     2,09.34   2   4
   9 相澤 佑樹(1) 高校 篠ﾉ井     2,16.60   1   5
  10 塚田 亮介(1) 高校 更級農業     2,17.78   1   6
  11 高木 章太(1) 高校 長野東     2,22.35   2   5
  12 長坂 龍也(2) 高校 篠ﾉ井     2,23.11   2   6
  13 徳武 雅仁(2) 高校 長野吉田戸隠     2,55.41   1   7
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決勝 10月14日  9:25

大会記録          4,01.80

 1 倉嶋 優太(3) 高校   4,09.36 
ｸﾗｼﾏ ﾕｳﾀ 長野日大

 2 丸山 拓真(1) 高校   4,09.74 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ 長野日大

 3 青木 祥平(3) 高校   4,15.42 
ｱｵｷ ｼｮｳﾍｲ 長野日大

 4  佐藤 直樹(2) 高校   4,26.54 
ｻﾄｳ ﾅｵｷ 長野西

 5  北島  滉輝(2) 高校   4,26.56 
ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｷ 長野西

 6 北澤 翔馬(1) 高校   4,26.75 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ 長野吉田

 7 小林 怜生(2) 高校   4,26.88 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ 長野吉田戸隠

 8 渋沢 郁未(2) 高校   4,31.91 
ｼﾌﾞｻﾜ ｲｸﾐ 長野吉田

 9 今井 建(2) 高校   4,35.95 
ｲﾏｲ ﾀﾂﾙ 長野商業

10 髙野 可偉(2) 高校   4,37.25 
ﾀｶﾉ ｶｲ 長野西

11 吉越 佳祐(2) 高校   4,57.89 
ﾖｼｺｼ ｹｲｽｹ 長野

12 近藤 諒弥(2) 高校   5,03.04 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾔ 篠ﾉ井

13 徳武 俊介(3) 高校   5,29.47 
ﾄｸﾀｹ ｼｭﾝｽｹ 長野吉田戸隠

14 徳武 雅仁(2) 高校   5,58.89 
ﾄｸﾀｹ ﾏｻﾋﾄ 長野吉田戸隠
竹林 諒(2) 高校
ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｱｷ 篠ﾉ井
丸山 竜矢(2) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 長野東
稲生 元希(1) 高校
ｲﾉｳ ｹﾞﾝｷ 長野吉田
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欠場
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欠場
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男子
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決勝 10月14日 14:25

大会記録         14,49.56

 1 大池 竜紀(3) 高校  14,30.26 
ｵｵｲｹ ﾀﾂﾉﾘ 長野日大

 2 五十嵐 珠己(3) 高校  14,49.07 
ｲｶﾞﾗｼ ｼﾞｭｷ 長野日大

 3 髙橋 勇輝(3) 高校  14,53.40 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 長野日大

 4 櫻井 陽向(2) 高校  15,18.42 
ｻｸﾗｲ ﾋﾅﾀ 長野

 5 武田 優介(2) 高校  15,56.61 
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ 長野

 6 北澤 翔馬(1) 高校  16,18.48 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ 長野吉田

 7 小林 怜生(2) 高校  16,41.58 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ 長野吉田戸隠

 8 髙野 可偉(2) 高校  16,44.50 
ﾀｶﾉ ｶｲ 長野西

 9  北島  滉輝(2) 高校  17,02.02 
ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｷ 長野西

10 塩入 洋弥(1) 高校  17,08.97 
ｼｵｲﾘ ﾋﾛﾔ 長野工

11 今井 建(2) 高校  17,18.51 
ｲﾏｲ ﾀﾂﾙ 長野商業

12 塚田 亮介(1) 高校  17,46.42 
ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 更級農業

13 松尾 勇希(1) 高校  17,48.44 
ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 長野工

14 徳武 俊介(3) 高校  20,43.54 
ﾄｸﾀｹ ｼｭﾝｽｹ 長野吉田戸隠
池田 悠大(1) 高校
ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 長野吉田
中澤 堅太朗(2) 高校
ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 長野
髙橋 龍広(2) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾋﾛ 長野西

男子

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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決勝 10月14日 13:30

大会記録            14.50

風速 +0.7

 1 小林 周平(3) 高校     15.32 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 長野東

 2 小﨑 隆史(2) 高校     16.40 
ｵｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 長野日大

 3 鈴木 竜也(1) 高校     17.84 
ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 長野工業

 4 岩瀬 巧巳(1) 高校     18.16 
ｲﾜｾ ﾀｸﾐ 長野

 5 小林 哲士(2) 高校     18.33 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂｼﾞ 長野吉田
矢野 眞嵩(2) 高校
ﾔﾉ ﾏｻﾀｶ 長野

決勝 10月14日  9:05

大会記録            53.22

 1 南澤 和輝(2) 高校     58.22 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 長野工業

 2 山田 嵩大(2) 高校     58.28 
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 長野工業

 3 清水 翔太(2) 高校   1,02.28 
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 長野東

 4 鈴木 竜也(1) 高校   1,04.33 
ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 長野工業

 5 飯島 詢平(2) 高校   1,04.75 
ｲｲｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 長野吉田
児玉 悠作(2) 高校
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 市立長野

決勝 10月14日 11:25

大会記録         21,23.92

 1 鈴木 英司(2) 高校  22,44.05 
ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ 長野工業

 2 中島 明佳(2) 高校  23,06.85 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾖｼ 長野工業

 3 甲田 基也(3) 高校  23,57.70 
ｺｳﾀﾞ ﾓﾄﾔ 長野工業

 4 髙橋 龍広(2) 高校  25,01.51 
ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾋﾛ 長野西

 5 玉井  歩(1) 高校  28,40.16 
ﾀﾏｲ ｱﾕﾑ 長野吉田
中村 悠汰(1) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 長野南
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決勝 10月14日 12:05

大会記録            41.62

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 市立長野   879 宮下 翼(2)     42.91 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ
  856 池田 翔紀(2)

ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ
  859 伊東 嵩矢(2)

ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ
  878 小出 郁弥(3)

ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ
 2   7 長野工業  1161 松橋 健(2)     43.70 

ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳ ﾏﾂﾊｼ ｹﾝ
 1159 吉田 智哉(2)

ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ
 1160 南澤 和輝(2)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ
 1169 中村 颯人(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ
 3   9 松代  1425 下田 振全(3)     44.81 

ﾏﾂｼﾛ ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ
 1435 内堀 岳宏(3)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ
 1434 田中 大暉(3)

ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ
 1417 青山 真之介(1)

ｱｵﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ
 4   8 長野吉田  1085 傳田 聖弥(2)     45.24 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ﾃﾞﾝﾀﾞ ｾｲﾔ
 1078 室賀 駿一(2)

ﾑﾛｶﾞ ｼｭﾝｲﾁ
 1080 竹内 優(2)

ﾀｹｳﾁ ﾕｳ
 1079 常田 勘太(2)

ﾄｷﾀ ｶﾝﾀ
 5   6 長野日大  1260 石山 丈(1)     45.25 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｲｼﾔﾏ ｼﾞｮｳ
 1274 竹花 勇輝(2)

ﾀｹﾊﾅ ﾕｳｷ
 1251 伊藤 寛(2)

ｲﾄｳ ﾋﾛｼ
 1273 小﨑 隆史(2)

ｵｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ
 6   4 長野商業  1140 新井 翔壱(1)     46.41 

ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳ ｱﾗｲ ｶｲﾁ
 1141 尾身 健人(1)

ｵﾐ ｹﾝﾄ
 1135 柳澤 啓斗(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾄ
 1137 望月 悠也(2)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾔ
 7   5 篠ﾉ井  1386 武井 優波(1)     49.85 

ｼﾉﾉｲ ﾀｹｲ ﾕｳﾊ
 1374 長坂 龍也(2)

ﾅｶﾞｻｶ ﾀﾂﾔ
 1379 山野井 尚希(2)

ﾔﾏﾉｲ ﾅｵｷ
 1399 山口 雄也(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ
  2 長野

ﾅｶﾞﾉ 欠場

男子

4×100mR

決勝



決勝 10月14日 15:25

大会記録          3,19.77

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 市立長野   879 宮下 翼(2)   3,23.71 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ
  880 久保田 翔(2)

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳ
  878 小出 郁弥(3)

ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ
  856 池田 翔紀(2)

ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ
 2   1 長野工業  1162 山田 嵩大(2)   3,31.37 

ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ
 1160 南澤 和輝(2)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ
 1159 吉田 智哉(2)

ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ
 1169 中村 颯人(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ
 3   5 長野吉田  1085 傳田 聖弥(2)   3,33.83 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ﾃﾞﾝﾀﾞ ｾｲﾔ
 1047 稲生 元希(1)

ｲﾉｳ ｹﾞﾝｷ
 1087 小池 哲平(1)

ｺｲｹ ﾃｯﾍﾟｲ
 1078 室賀 駿一(2)

ﾑﾛｶﾞ ｼｭﾝｲﾁ
 4   9 松代  1425 下田 振全(3)   3,35.53 

ﾏﾂｼﾛ ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ
 1435 内堀 岳宏(3)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ
 1434 田中 大暉(3)

ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ
 1415 森田 捷斗(1)

ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾄ
 5   4 長野東  1197 丸山 竜矢(2)   3,46.61 

ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ
 1198 清水 翔太(2)

ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ
 1199 高木 章太(1)

ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ
 1201 島田 樹(1)

ｼﾏﾀﾞ ｲﾂｷ
 6   8 長野商業  1140 新井 翔壱(1)   3,47.37 

ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳ ｱﾗｲ ｶｲﾁ
 1142 大日方 優希(1)

ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕｳｷ
 1141 尾身 健人(1)

ｵﾐ ｹﾝﾄ
 1137 望月 悠也(2)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾔ
 7   3 篠ﾉ井  1386 武井 優波(1)   3,48.40 

ｼﾉﾉｲ ﾀｹｲ ﾕｳﾊ
 1374 長坂 龍也(2)

ﾅｶﾞｻｶ ﾀﾂﾔ
 1370 相澤 佑樹(1)

ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳｷ
 1394 西野入 優(2)

ﾆｼﾉｲﾘ ﾕｳ
 8   2 長野西  1092  赤尾  駿太(2)   3,55.06 

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ｱｶｵ ｼｭﾝﾀ
 1091  佐藤 直樹(2)

ｻﾄｳ ﾅｵｷ
 1098  丸山  裕己(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ
 1096  北島  滉輝(2)

ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｷ
  7 長野

ﾅｶﾞﾉ 欠場

男子

4×400mR

決勝



決勝 10月14日 11:00

大会記録             2.05

飯島 詢平(2) 高校
ｲｲｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 長野吉田
下村 翔(2) 高校
ｼﾓﾑﾗ ｶｹﾙ 長野商業
齊藤 翼(2) 高校 欠場
ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 長野

決勝 10月14日 10:00

大会記録             4.90

3m70 3m80 3m90 4m00 4m10
竹内 優(2) 高校 - - - - - - - - O -
ﾀｹｳﾁ ﾕｳ 長野吉田 XXO - O XO XXX
小林 汰心(1) 高校 - O XXO XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｼﾝ 長野工
矢野 眞嵩(2) 高校 欠場
ﾔﾉ ﾏｻﾀｶ 長野

決勝 10月14日  9:10

大会記録             7.15

内堀 岳宏(3) 高校   6.50   6.40   6.65   6.75   6.60    X    6.75 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ 松代    0.0   -0.3   +0.1   -1.1   -0.5    -1.1
小池 哲平(1) 高校    X   6.01   5.77   5.98   6.23   5.99    6.23 
ｺｲｹ ﾃｯﾍﾟｲ 長野吉田   -0.3   -1.1   -0.5   -0.5   -0.3    -0.5
傳田 聖弥(2) 高校   5.92   5.69   5.96   6.03   5.96   5.93    6.03 
ﾃﾞﾝﾀﾞ ｾｲﾔ 長野吉田   -1.0   -0.5    0.0   -0.9   +0.1   -0.5    -0.9
室賀 駿一(2) 高校   5.79   5.82    X   5.75   5.99   5.75    5.99 
ﾑﾛｶﾞ ｼｭﾝｲﾁ 長野吉田   -0.1   -1.1   -0.7   -0.6   -0.6    -0.6
礒野 巧巳(1) 高校    X   5.97   4.70   4.77   5.98   5.88    5.98 
ｲｿﾉ ﾀｸﾐ 市立長野   -0.1   -0.3   -0.1   -0.8   -0.8    -0.8
中島 竜輝(2) 高校    X   5.75   5.88   5.40   5.37   5.43    5.88 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾂｷ 市立長野   -1.3   -0.7   -0.4   -0.1   -0.8    -0.7
竹田 昌史(2) 高校   5.76   5.45    X   5.55    X    X    5.76 
ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｼ 長野工業   -0.6   -0.9   -0.4    -0.6
黒岩 拓人(2) 高校   5.47   5.41   5.37    X   5.60   5.57    5.60 
ｸﾛｲﾜ ﾀｸﾄ 市立長野   -0.6   -1.2   -0.3   -0.7   -0.6    -0.7
下村 翔(2) 高校   4.32   5.39   5.46    5.46 
ｼﾓﾑﾗ ｶｹﾙ 長野商業   -0.8   -1.0   -0.2    -0.2
森田 捷斗(1) 高校    X   5.35   5.19    5.35 
ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾄ 松代   -0.8   -0.6    -0.8
松山 蒼(2) 高校   4.78   5.27   5.05    5.27 
ﾏﾂﾔﾏ ｿｳ 長野工業   -0.8   -0.9   -1.1    -0.9
荒井 和也(2) 高校   4.50   4.58   4.58    4.58 
ｱﾗｲ ｶｽﾞﾔ 長野吉田戸隠   -1.3   -1.0   -1.1    -1.1
新井 翔壱(1) 高校    X   3.90    X    3.90 
ｱﾗｲ ｶｲﾁ 長野商業   -0.9    -0.9
髙橋 颯希(1) 高校 欠場
ﾀｶﾊｼ ｿｳﾏ 長野俊英
 別府  竜之介(2) 高校 欠場
ﾍﾞｯﾌﾟ ﾀﾂﾉｽｹ 長野西

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m50 1m55 1m60 1m65 1m65
1 3  1082

- - O XXX O  1.65

2 1  1139
- O O XXX X

2  1123

 1.60

2m60 3m10 3m20 3m30 3m40

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
2m40 3m50 3m60

記録 備考

1 3  1080
 4.00

2m80 3m00

2 1  1175
 2.80

2  1116

男子

走幅跳

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 15  1435

2 10  1087

3 13  1085

4 8  1078

5 14   863

6 11   861

7 12  1163

8 6   860

9 5  1139

10 9  1415

11 7  1164

12 2  3112

4  1095

13 3  1140

1  3121



決勝 10月14日 14:30

大会記録            14.97

内堀 岳宏(3) 高校  14.43  14.60  14.13    X    -    -   14.60 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ 松代   +0.7   +0.1   +0.9    +0.1
西澤 和輝(2) 高校  12.59  12.47  12.69  13.09  13.14  12.97   13.14 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 長野   +1.0   +0.3   +1.0   +0.1   +1.1   -0.5    +1.1
礒野 巧巳(1) 高校  12.39  12.30  12.65  12.92  12.54  12.90   12.92 
ｲｿﾉ ﾀｸﾐ 市立長野   +0.5   +0.7   +1.2   +0.8   +0.9   +0.4    +0.8
小林 哲士(2) 高校  12.55  12.76  12.80    X    X  12.80   12.80 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂｼﾞ 長野吉田   +0.6   +0.1   +1.0   -0.3    +1.0
南澤 和輝(2) 高校  11.81  12.58  12.66    X    -    -   12.66 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 長野工業   +0.7   +1.0   +1.1    +1.1
下田 振全(3) 高校  11.62  12.62  12.31  12.59    -    -   12.62 
ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ 松代   +0.5   +0.7   +1.4   -0.6    +0.7
森田 捷斗(1) 高校  12.55  12.50  12.10  11.86    -    -   12.55 
ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾄ 松代   +0.9   +1.0   +0.1   -0.4    +0.9
黒岩 拓人(2) 高校    X  11.89  12.46  12.21  12.09    X   12.46 
ｸﾛｲﾜ ﾀｸﾄ 市立長野   +0.7   +1.0   -0.3   +0.7    +1.0
常田 勘太(2) 高校  12.33  12.27  11.83   12.33 
ﾄｷﾀ ｶﾝﾀ 長野吉田   +0.5   +0.7   +0.8    +0.5
松山 蒼(2) 高校  11.74    X    X   11.74 
ﾏﾂﾔﾏ ｿｳ 長野工業   +3.2    +3.2
大日方 優希(1) 高校    X    X    X 記録なし
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕｳｷ 長野商業
小池 哲平(1) 高校    X    X    X 記録なし
ｺｲｹ ﾃｯﾍﾟｲ 長野吉田
竹田 昌史(2) 高校 欠場
ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｼ 長野工業

決勝 10月14日 14:30

大会記録            14.52

児玉 裕隆(2) 高校
ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛﾀｶ 長野日大
 赤尾  駿太(2) 高校
ｱｶｵ ｼｭﾝﾀ 長野西
望月 悠也(2) 高校
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾔ 長野商業
石井 優登(1) 高校 欠場
ｲｼｲ ﾕｳﾄ 長野工業

決勝 10月14日 10:45

大会記録            41.43

児玉 裕隆(2) 高校
ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛﾀｶ 長野日大
長谷川 悠太(2) 高校
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 長野吉田
西澤 和輝(2) 高校
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 長野
金児 涼(2) 高校
ｶﾈｺ ﾘｮｳ 更級農業
 赤尾  駿太(2) 高校
ｱｶｵ ｼｭﾝﾀ 長野西
竹内 優(2) 高校
ﾀｹｳﾁ ﾕｳ 長野吉田
 丸山  裕己(2) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 長野西

7  1087

3  1163

2  1142

9 13  1079

10 1  1164

7 6  1415

8 8   860

5 5  1160

6 4  1425

3 11   863

4 9  1081

1 12  1435

2 10  1124

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

 5.83  5.78   -   5.83 

2  1176

 6.92  6.51   -   7.17 

3 1  1137
 5.76  4.28  5.02

 9.27  9.94 10.05  10.05 

2 3  1092
 6.95  7.17  6.92

1 4  1261
 9.45  9.21  9.46

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

男子

円盤投(1.750kg)

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 7  1261

29.76   O   X   X   O   O  29.76 

2 6  1083
25.90   X   O   X   O   -  25.90 

3 2  1124
  X   O 21.60   O   O 23.74  23.74 

4 5  2770
  X   O 23.41   O   X   O  23.41 

5 4  1092
  O   O 20.78   O   O   O  20.78 

6 3  1080
17.69   -   -   -   -   -  17.69 

7 1  1098
17.55   X   O   O   O   -  17.55 



決勝 10月14日  9:10

大会記録            52.67

金児 涼(2) 高校
ｶﾈｺ ﾘｮｳ 更級農業
石井 優登(1) 高校 欠場
ｲｼｲ ﾕｳﾄ 長野工業

決勝 10月14日 12:45

大会記録            56.46

長谷川 悠太(2) 高校
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 長野吉田
石山 丈(1) 高校
ｲｼﾔﾏ ｼﾞｮｳ 長野日大
山口 雄也(1) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 篠ﾉ井
吉田 智哉(2) 高校
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ 長野工業
山岸 大耀(1) 高校
ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｲﾖｳ 長野吉田
山野井 尚希(2) 高校
ﾔﾏﾉｲ ﾅｵｷ 篠ﾉ井
 丸山  裕己(2) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 長野西
小林 隼人(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 長野日大
山岸 龍羽(2) 高校 欠場
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾊ 長野
 別府  竜之介(2) 高校 欠場
ﾍﾞｯﾌﾟ ﾀﾂﾉｽｹ 長野西

男子

ハンマー投(6.000kg)

-6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  X

-1- -2- -3- -4- -5- 記録 備考
1 2  2770

36.10   X   O   X

所属名

  O  36.10 

1  1176

-6-

男子

やり投(0.800kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

  -   O

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

  O   O

記録 備考
1 9  1083

  O   X 46.55

  O   O

  O  46.55 

2 10  1260
  O 45.06   O

  O 40.29

  O  45.06 

3 8  1399
  O 40.46   O

  O   O

41.44  41.44 

4 6  1159
  O 40.01   O

  O   O

  O  40.29 

5 7  1049
38.04   O   O

  X   O

  O  38.04 

6 3  1379
  O 33.58   O

  O   O

  O  33.58 

7 2  1098
  O   X 33.18   O  33.18 

8 1  1272
  O 30.68   O   O  30.68 

4  1122

5  1095



10月14日 10:15

[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 -0.8

 1 秋山 航(2) 高校     11.75  1 小出 郁弥(3) 高校     11.09 
ｱｷﾔﾏ ﾜﾀﾙ 屋代 ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野

 2 山際 創平(2) 高校     11.96  2 村越 友哉(1) 高校     11.95 
ﾔﾏｷﾞﾜ ｿｳﾍｲ 須坂 ﾑﾗｺｼ ﾄﾓﾔ 中野西

 3 中島 竜輝(2) 高校     12.18  3 沼田 誠也(2) 高校     12.01 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾂｷ 市立長野 ﾇﾏﾀ ｾｲﾔ 須坂

 4 中村 匠(1) 高校     12.78  4 小林そら(2) 高校     12.53 
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 須坂 ｺﾊﾞﾔｼｿﾗ 中野立志舘

 5 鈴木智也(1) 高校     12.82  5 望月 悠也(2) 高校     12.54 
ｽｽﾞｷﾄﾓﾔ 中野立志舘 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾔ 長野商業
石坂巽海(1) 高校  6 小林 輝虎(1) 高校     12.86 
ｲｼｻﾞｶﾀﾂﾐ 中野立志舘 ｺﾊﾞﾔｼﾃﾙﾄﾗ 中野立志舘
飯田 陽介(2) 高校 佐藤 大樹(1) 高校
ｲｲﾀﾞ ﾖｳｽｹ 須坂創成 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 須坂創成

[ 3組] 風速 -1.0 [ 4組] 風速 -0.8

 1 堀米優兵(2) 高校     11.80  1 青木 駿哉(1) 高校     11.82 
ﾎﾘｺﾞﾒﾕｳﾍｲ 中野立志舘 ｱｵｷ ｼｭﾝﾔ 中野西

 2 山本 陽介(2) 高校     11.86  2 曽根 健太(2) 高校     11.85 
ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ 須坂 ｿﾈ ｹﾝﾀ 屋代

 3 丸山 優星(2) 高校     12.14  3 吉澤洸心(2) 高校     12.41 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｾｲ 須坂創成 ﾖｼｻﾞﾜｺｳｼﾝ 中野立志舘

 4 富井 俊介(2) 高校     12.40  4 大日方 優希(1) 高校     12.80 
ﾄﾐｲ ｼｭﾝｽｹ 中野西 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕｳｷ 長野商業

 5 岡田 大輝(1) 高校     12.79 山岸 駿莉(2) 高校
ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｷ 須坂 ﾔﾏｷﾞｼ ｼｭﾘ 須坂
高見澤亮哉(2) 高校 宇佐美 光一(2) 高校
ﾀｶﾐｻﾜﾘｮｳﾔ 中野立志舘 ｳｻﾐ ｺｳｲﾁ 須坂創成

10月14日 13:03

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 -0.3

 1 秋山 航(2) 高校     23.28  1 丸山 優星(2) 高校     24.46 
ｱｷﾔﾏ ﾜﾀﾙ 屋代 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｾｲ 須坂創成

 2 岡田 大輝(1) 高校     25.98  2 小森 巧巳(1) 高校     25.12 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾛｷ 須坂 ｺﾓﾘ ﾀｸﾐ 須坂創成
宇佐美 光一(2) 高校 小林 汰心(1) 高校
ｳｻﾐ ｺｳｲﾁ 須坂創成 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｼﾝ 長野工
小林 輝虎(1) 高校 曽根 健太(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼﾃﾙﾄﾗ 中野立志舘 ｿﾈ ｹﾝﾀ 屋代
飯田 陽介(2) 高校 富井 俊介(2) 高校
ｲｲﾀﾞ ﾖｳｽｹ 須坂創成 ﾄﾐｲ ｼｭﾝｽｹ 中野西
佐藤 大樹(1) 高校
ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 須坂創成

10月14日 10:53

[ 1組] [ 2組]

 1 村越 友哉(1) 高校     52.49  1 仙田 勇人(2) 高校     53.10 
ﾑﾗｺｼ ﾄﾓﾔ 中野西 ｾﾝﾀ ﾊﾔﾄ 屋代

 2 蟻川 喬生(2) 高校     54.14  2 沼田 誠也(2) 高校     53.12 
ｱﾘｶﾜ ﾀｶｷ 須坂 ﾇﾏﾀ ｾｲﾔ 須坂

 3 碓井 真凪斗(2) 高校     55.45  3 浦野 旭(2) 高校     57.12 
ｳｽｲ ﾏﾅﾄ 須坂創成 ｳﾗﾉ ｱｻﾋ 須坂

 4 小森 巧巳(1) 高校     56.85  4 小林 寛太(1) 高校     58.53 
ｺﾓﾘ ﾀｸﾐ 須坂創成 ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ 須坂創成
阪本心(1) 高校 戸澤 大樹(2) 高校
ｻｶﾓﾄｼﾝ 中野立志舘 ﾄｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 須坂創成

欠場

記録／備考氏  名

7
欠場

4   891 3  1448
欠場 欠場

5   952   949

3   954 2  1175
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ﾚｰﾝ No. 氏  名

4   960

6  1439 6   956

2   988

欠場

  963

記録／備考 順

欠場

5

男子オープン

100m

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
6  1439 6   878

2   995 3   927

7   861 7   994

8   989 8   923

5   894 2  1137

3   889 4   891
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4   952 5   963
欠場 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
5   882 5   929

6   998 4  1448

7   956 6   886

4   949 7  1142

2   988 2  1000

3   881 3   954

No. 氏  名

男子オープン

200m

順

順所属名

欠場

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名所属名

ﾚｰﾝ

記録／備考

所属名

欠場 欠場

男子オープン

400m

順 ﾚｰﾝ No. 記録／備考

4  1002 6   994

3   927 4  1442

6   957 2  1001

2   960 3   962

欠場 欠場
5   893 5   953



10月14日 14:05

 1 小林 寛太(1) 高校   2,17.92 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ 須坂創成

 2 島田 樹(1) 高校   2,22.86 
ｼﾏﾀﾞ ｲﾂｷ 長野東
相馬 舜也(2) 高校
ｿｳﾏ ｼｭﾝﾔ 中野西
戸澤 大樹(2) 高校
ﾄｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 須坂創成

10月14日  9:32

 1 藤井 太喜(1) 高校   4,25.86 
ﾌｼﾞｲ ﾀｲｷ 須坂

 2 上原 海里(1) 高校   4,26.06 
ｳｴﾊﾗ ﾜﾀﾘ 長野日大

 3 宮川颯太郞(1) 高校   4,39.07 
ﾐﾔｶﾞﾜｿｳﾀﾛｳ 中野立志舘

 4 三井 悦志(1) 高校   4,43.81 
ﾐﾂｲ ｴﾂｼ 長野日大

 5 西野 伸(1) 高校   4,53.17 
ﾆｼﾉ ｼﾝ 須坂

 6 藤森 健(2) 高校   4,57.14 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｹﾝ 須坂

 7 藤本 飛翔(1) 高校   5,01.11 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 須坂創成
阪本心(1) 高校
ｻｶﾓﾄｼﾝ 中野立志舘

10月14日 14:50

 1 清水 拓斗(3) 高校  14,57.02 
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ 長野日大

 2 田中 圭(1) 高校  15,49.13 
ﾀﾅｶ ｹｲ 長野日大

 3 井上 正望(3) 高校  16,10.15 
ｲﾉｳｴ ﾏｻﾐ 長野日大

 4 三井 航志(1) 高校  16,19.86 
ﾐﾂｲ ｺｳｼ 長野日大

 5 池田 俊太(1) 高校  16,40.41 
ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 須坂

 6 田中 亮丞(1) 高校  16,50.13 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 長野日大

 7 櫻井祐馬(2) 高校  17,05.63 
ｻｸﾗｲﾕｳﾏ 中野立志舘

 8 吉田 春城(1) 高校  17,23.35 
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙｷ 長野

 9 香山 壱星(2) 高校  17,47.28 
ｶﾔﾏ ｲｯｾｲ 長野

10 水田 遼太郎(1) 高校  18,18.22 
ﾐｽﾞﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 長野

11 原 圭佑(1) 高校  18,22.64 
ﾊﾗ ｹｲｽｹ 長野
駒村 壮眞(3) 高校
ｺﾏﾑﾗ ｿｳﾏ 長野日大
小林 琉吾(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｺﾞ 長野
小山 颯也(3) 高校
ｺﾔﾏ ｿｳﾔ 長野日大

2   948
欠場

5   953
欠場

3   962

4  1201

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子オープン

800m

男子オープン

5000m
順
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欠場

2   986

6   999

3   895

7  1287

4   987

5  1294

男子オープン

1500m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1290

14  1281

12  1277

2  1283

9   990

8  1300

7   924

5  1111

11  3104

13  1128

3  1112

1  1126
欠場

10  1308
欠場

4  1306
途中棄権



10月14日 13:35

風速 -0.3

 1 勝山 誠也(1) 高校     17.51 
ｶﾂﾔﾏ ﾏｻﾔ 須坂創成

 2 宮本 和真(1) 高校     17.59 
ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 中野西

 3 黒岩厚志(2) 高校     17.74 
ｸﾛｲﾜｱﾂｼ 中野立志舘

 4 上野輝大(2) 高校     18.66 
ｳｴﾉｺｳﾀ 中野立志舘

 5 小林そら(2) 高校     19.72 
ｺﾊﾞﾔｼｿﾗ 中野立志舘

10月14日  9:06

 1 池田直樹(2) 高校     58.63 
ｲｹﾀﾞﾅｵｷ 中野立志舘

 2 浦野 旭(2) 高校   1,04.42 
ｳﾗﾉ ｱｻﾋ 須坂

10月14日 11:26

 1 塩入 洋弥(1) 高校  26,05.67 
ｼｵｲﾘ ﾋﾛﾔ 長野工

 2 松尾 勇希(1) 高校  32,54.51 
ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 長野工

10月14日 12:10

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 屋代  1450 関口 竣介(1)     43.49 

ﾔｼﾛ ｾｷｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ
 1449 松岡 龍哉(1)

ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾔ
 1448 曽根 健太(2)

ｿﾈ ｹﾝﾀ
 1439 秋山 航(2)

ｱｷﾔﾏ ﾜﾀﾙ
 2   4 中野西   949 富井 俊介(2)     44.01 

ﾅｶﾉﾆｼ ﾄﾐｲ ｼｭﾝｽｹ
  928 宮本 和真(1)

ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾏ
  927 村越 友哉(1)

ﾑﾗｺｼ ﾄﾓﾔ
  929 青木 駿哉(1)

ｱｵｷ ｼｭﾝﾔ
 3   6 須坂   998 山本 陽介(2)     44.23 

ｽｻﾞｶ ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ
  995 山際 創平(2)

ﾔﾏｷﾞﾜ ｿｳﾍｲ
  994 沼田 誠也(2)

ﾇﾏﾀ ｾｲﾔ
  997 千葉 俊紀(2)

ﾁﾊﾞ ﾄｼﾉﾘ
 4   5 中野立志舘   882 堀米優兵(2)     45.71 

ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝ ﾎﾘｺﾞﾒﾕｳﾍｲ
  888 池田直樹(2)

ｲｹﾀﾞﾅｵｷ
  886 吉澤洸心(2)

ﾖｼｻﾞﾜｺｳｼﾝ
  925 黒岩厚志(2)

ｸﾛｲﾜｱﾂｼ
  2 須坂創成

ｽｻﾞｶｿｳｾｲ 欠場

  883

3   928

4   923

6   925

2

氏  名 所属名 記録／備考
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7  1174

男子オープン

5000mW
順 No.

110mH(1.067m)

順

9  1001

男子オープン

男子オープン

4×100mR

No.

400mH(0.914m)
順 ﾚｰﾝ 記録／備考

男子オープン

ﾚｰﾝ No.



10月14日 15:32

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 屋代  1448 曽根 健太(2)   3,34.60 

ﾔｼﾛ ｿﾈ ｹﾝﾀ
 1450 関口 竣介(1)

ｾｷｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ
 1442 仙田 勇人(2)

ｾﾝﾀ ﾊﾔﾄ
 1439 秋山 航(2)

ｱｷﾔﾏ ﾜﾀﾙ
 2   4 中野立志舘   888 池田直樹(2)   3,41.84 

ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝ ｲｹﾀﾞﾅｵｷ
  882 堀米優兵(2)

ﾎﾘｺﾞﾒﾕｳﾍｲ
  886 吉澤洸心(2)

ﾖｼｻﾞﾜｺｳｼﾝ
  885 宮澤晃大(2)

ﾐﾔｻﾞﾜｱｷﾋﾛ
 3   2 中野西   928 宮本 和真(1)   3,43.47 

ﾅｶﾉﾆｼ ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾏ
  927 村越 友哉(1)

ﾑﾗｺｼ ﾄﾓﾔ
  929 青木 駿哉(1)

ｱｵｷ ｼｭﾝﾔ
  948 相馬 舜也(2)

ｿｳﾏ ｼｭﾝﾔ
  5 須坂創成

ｽｻﾞｶｿｳｾｲ 欠場

男子オープン

4×400mR



10月14日 10:00

羽生田倫世(1) 高校
ﾊﾆｳﾀﾞﾘﾝｾﾞ 中野立志舘
戸谷 泰生(2) 高校
ﾄﾔ ﾀｲｾｲ 屋代
上野輝大(2) 高校
ｳｴﾉｺｳﾀ 中野立志舘
吉澤洸心(2) 高校
ﾖｼｻﾞﾜｺｳｼﾝ 中野立志舘

10月14日 10:01

3m70 3m80 3m90 4m00 4m10
山際 創平(2) 高校 - - - - - - - - - O
ﾔﾏｷﾞﾜ ｿｳﾍｲ 須坂 O XO O XXX
高見澤亮哉(2) 高校 - O XXO XXX
ﾀｶﾐｻﾜﾘｮｳﾔ 中野立志舘
中村 匠(1) 高校 XXO XXX
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 須坂
中島 啓介(1) 高校 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｽｹ 屋代
石坂巽海(1) 高校 欠場
ｲｼｻﾞｶﾀﾂﾐ 中野立志舘

10月14日  9:10

須甲 寛大(2) 高校   5.95   5.91   6.03    6.03 
ｽｺｳ ﾋﾛｷ 須坂   -0.6   -1.4   -0.8    -0.8
千葉 俊紀(2) 高校   5.81   5.90   5.79    5.90 
ﾁﾊﾞ ﾄｼﾉﾘ 須坂    0.0   -0.3   -0.2    -0.3
堀米優兵(2) 高校   5.62   3.25   5.76    5.76 
ﾎﾘｺﾞﾒﾕｳﾍｲ 中野立志舘   -0.8   -1.2   -0.2    -0.2
宮澤晃大(2) 高校   5.48   5.57   5.67    5.67 
ﾐﾔｻﾞﾜｱｷﾋﾛ 中野立志舘   -0.7   -0.4   -0.3    -0.3
山岸 駿莉(2) 高校   4.90   4.87   5.56    5.56 
ﾔﾏｷﾞｼ ｼｭﾘ 須坂   -0.3   +0.1   -0.3    -0.3
常田 勘太(2) 高校   4.43   5.40   5.45    5.45 
ﾄｷﾀ ｶﾝﾀ 長野吉田   -0.9   -0.7   -0.9    -0.9
青木 駿哉(1) 高校   3.87   5.09   5.19    5.19 
ｱｵｷ ｼｭﾝﾔ 中野西   -1.1    0.0   -0.4    -0.4
勝山 誠也(1) 高校   4.99   4.92   5.13    5.13 
ｶﾂﾔﾏ ﾏｻﾔ 須坂創成   -1.0   -0.3   -0.5    -0.5
中島 啓介(1) 高校 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｽｹ 屋代

10月14日 14:30

須甲 寛大(2) 高校  13.65  13.47  13.27   13.65 
ｽｺｳ ﾋﾛｷ 須坂   +0.6   +0.3   +1.3    +0.6
戸谷 泰生(2) 高校  12.78  12.39    X   12.78 
ﾄﾔ ﾀｲｾｲ 屋代   +1.0   +0.5    +1.0
羽生田倫世(1) 高校    X    X    X 記録なし
ﾊﾆｳﾀﾞﾘﾝｾﾞ 中野立志舘

3  1443

-4- -5- -6- 記録 備考

1   890

1 2   996

2

男子オープン

三段跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

男子オープン

走高跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 1m85

1 1   890
- - - O O XXO XXO XXX  1.80

2 2  1443
- - - - O XXX  1.70

3 3   883
- - O O XO XXX  1.70

4 4   886
- O XO

所属名
2m40 2m60

 1.65XO XXX

3m10 3m20 3m30 3m40

男子オープン

棒高跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

3m50 3m60
記録 備考

1 4   995
 3.90

2m80 3m00

2 1   881
 2.80

3 5   989
 2.40

2  1452

3   889

男子オープン

走幅跳
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 8   996

2 4   997

3 9   882

  885

5 6  1000

6 7  1079

4 5

2  1452

7 1   929

8 3   958



10月14日 14:30

髙橋 理人(1) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 須坂創成
井浦 椋介(1) 高校
ｲｳﾗ ﾘｮｳｽｹ 須坂創成
池田拓矢(1) 高校
ｲｹﾀﾞﾀｸﾔ 中野立志舘

10月14日 10:45

髙橋 理人(1) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 須坂創成
小林 翔一(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁ 須坂創成
齋藤勇輝(1) 高校
ｻｲﾄｳﾕｳｷ 中野立志舘
峯村 悠(2) 高校
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳ 中野西
池田拓矢(1) 高校
ｲｹﾀﾞﾀｸﾔ 中野立志舘
井浦 直紀(2) 高校 欠場
ｲｳﾗ ﾅｵｷ 須坂創成

10月14日  9:10

齊藤 裕貴(1) 高校
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 須坂東
諏訪 礼人(2) 高校
ｽﾜ ｱﾔﾄ 須坂東
井浦 椋介(1) 高校
ｲｳﾗ ﾘｮｳｽｹ 須坂創成
井浦 直紀(2) 高校 欠場
ｲｳﾗ ﾅｵｷ 須坂創成

10月14日 12:45

千葉 俊紀(2) 高校
ﾁﾊﾞ ﾄｼﾉﾘ 須坂
峯村 悠(2) 高校
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳ 中野西
山本 陽介(2) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ 須坂
齊藤 裕貴(1) 高校
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 須坂東
齋藤勇輝(1) 高校
ｻｲﾄｳﾕｳｷ 中野立志舘
小林 翔一(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁ 須坂創成
宮本 和真(1) 高校 欠場
ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 中野西

  8.70 

  9.96  9.69

3 2   887
 8.51  8.70  8.56

11.01  11.29 

2 1   961
 9.96  9.42

-4- -5- -6- 記録 備考
1 3   959

11.29 10.34

男子オープン

砲丸投(6.000kg)
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

 31.29 

2   928

 40.51 

6 1   965
  O 31.29   O

 44.03 

5 3   892
  O 40.51   O

 44.78 

4 5   977
44.03   O   O

 45.52 

3 4   998
44.78   O   O

 55.11 

2 6   950
45.52   O   O

記録 備考
1 7   997

55.11   X   X

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

男子オープン

やり投(0.800kg)
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 28.00 

4   955

 28.71 

3 2   961
  O   X 28.00

 31.31 

2 1   979
28.71   X   O

記録 備考
1 3   977

  O   O 31.31

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

4   955

男子オープン

ハンマー投(6.000kg)

 18.04 

 21.55 

5 3   887
18.04   X   X

 24.43 

4 1   950
  X   X 21.55

 24.43 

2 5   892
24.43   X   O

 28.19 

2 2   965
24.43   O

1 6   959
  X   O 28.19

-4- -5- -6- 記録 備考

  O

男子オープン

円盤投(1.750kg)
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-
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