
大会コード 18170003

： ２０１８年４月２１日(土) － ２２日(日)
： 県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： 一般財団法人長野陸上競技協会
： 公益財団法人長野県体育協会

長野県高等学校体育連盟・長野県中学校体育連盟
： 長野県教育委員会・松本市教育委員会・信濃毎日新聞社
： 一般財団法人長野陸上競技協会
： 内山 了治
： 玉城 良二(トラック)　 藤森 要(スタート)　

内堀 俊彦(跳躍)　 小林 至(跳躍)　
良波 克也(投てき)　 小林 初美(招集所)　

： 瀧沢 佳生

■グラウンドコンディション
4月21日(土) 4月22日(日)

■失格の略号の説明
不正スタート (R162-7)
他のレーンに入った (R163-3a)
縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b)
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (R163-5)
ﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で3名以上がレッドカードを出した (R230-7a)
リレーでテイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった (R170-7)
()内は区間を表す　 (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走

第 58 回 長 野 県 陸 上 競 技 春 季 大 会
兼 第73回国民体育大会陸上競技長野県予選会

記 録 集
期 日
会 場
主 催
共 催

後 援
主 管
総 務
審 判 長

記録・情報主任

時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 時刻 天候 風向 風速 気温 湿度
(m/s) (℃) (%) (m/s) (℃) (%)

09:45 晴 南南東 2.5 22.4 34.4 09:30 晴 西南西 0.6 23.3 31.7
10:00 晴 南東 3.0 23.0 31.3 10:00 晴 南南西 0.5 25.0 30.0
11:00 晴 南南東 2.7 26.3 24.0 11:00 晴 南西 1.2 26.5 26.4
12:00 晴 南東 2.2 27.1 20.0 12:00 晴 西 1.5 27.4 20.0
13:00 晴 南 1.3 28.3 20.0 13:00 晴 東北東 1.6 29.1 20.0
14:00 晴 南東 1.6 29.3 20.0 14:00 晴 東 1.4 30.4 20.0
15:00 晴 東南東 1.8 29.0 20.0 15:00 晴 南東 2.4 29.0 20.0
16:00 曇 南東 0.7 28.1 21.7 16:00 晴 南 1.2 28.8 20.0
17:00 曇 南 2.0 26.6 26.9
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■この大会で樹立された記録

■フィールド競技における記号の説明
成功・有効試技  (走高跳・棒高跳)
失敗・無効試技
パス
試合放棄

日付 クラス 種目 ラウンド 記録 氏名 所属 従来の記録 備考
04/21 女子 4x100mR 予選 47秒92 河田 璃音(2) 市立長野高 48秒00 大会新

唐澤 花実(2)
田村 純菜(2)
永原 朱夏(3)

04/21 女子 走高跳 決勝 1m75 小野 美紗(4) 日女体大 1m72 大会新
04/21 男子 400mH 予選 51秒00 中野 直哉 飯田病院 51秒61 大会新
04/21 女子 4x100mR 準決勝 47秒80 河田 璃音(2) 市立長野高 48秒00 大会新

唐澤 花実(2)
田村 純菜(2)
永原 朱夏(3)

04/21 女子 1500m 決勝 9分28秒39 萩谷 楓(3) 長野東高 9分35秒00 大会新
04/21 女子 1500m 決勝 9分34秒73 高松 いずみ(2) 長野東高 9分35秒00 大会新
04/21 男子 400mH 決勝 50秒62 中野 直哉 飯田病院 51秒61 大会新
04/21 男子 400mH 決勝 51秒15 小林 英和 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 51秒61 大会新
04/21 女子 4x100mR 決勝 47秒90 河田 璃音(2) 市立長野高 48秒00 大会新

唐澤 花実(2)
田村 純菜(2)
永原 朱夏(3)

04/22 男子 4x400mR 予選 3分19秒12 輪湖 勇哉(2) 松本大 3分19秒34 大会新
小林 航(4)

花形 駿介(2)
熊谷 悟(1)

04/22 男子 100m 準決勝 10秒54 西村 陽杜(3) 松商学園高 10秒61 大会新
04/22 男子 400m 決勝 47秒55 中野 直哉 飯田病院 48秒00 大会新
04/22 女子少年B 100mH 決勝 14秒75 中津 晴葉(1) 佐久長聖高高 15秒32 大会新
04/22 女子 4x400mR 決勝 3分58秒27 北岡 依生希(1) 東海大諏訪高 3分59秒90 大会新

今井 希生(3)
小林 舞香(1)
小林 叶音(3)

04/22 男子 4x400mR 決勝 3分17秒13 岩田 晃 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 3分19秒34 大会新
小林 英和
浦野 泰希
近藤 雅哉

04/22 男子 4x400mR 決勝 3分19秒03 輪湖 勇哉(2)
小林 航(4)

松本大 3分19秒34 大会新

熊谷 悟(1)
花形 駿介(2)
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第58回長野県陸上競技春季大会 (18170003) 総　　  務 内山 了冶
兼 第73回国民体育大会陸上競技長野県予選会 ﾄﾗｯｸ審判長 玉城 良二
主催：(一財)長野陸上競技協会 ｽﾀｰﾄ審判長 藤森   要
共催：(公財)長野県体育協会・長野県高等学校体育連盟・長野県中学校体育連盟 跳躍審判長 内堀 俊彦 / 小林 至
後援：長野県教育委員会・松本市教育委員会・信濃毎日新聞社 投擲審判長 吉波 克也
期日：平成30(2018)年4月21日(土)・22日(日) 招集所審判長 小林 初美

会場：長野県松本平広域公園陸上競技場(171020) 決勝記録一覧表 記 録 主任 瀧沢 佳生
(GR:大会新) 男  子

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
 4/22 男子  +1.2中嶋 謙(3) 10.70 西村 陽杜(3) 10.71 宮下 翼(3) 10.90 小出 郁弥(1) 11.06 田中 駿祐(3) 11.09 木下 博貴(1) 11.15 篠澤 蒼平(2) 11.19 中島 大智(2) 11.26

100m 松商学園高 松商学園高 市立長野高 中京大 松本深志高 愛  知･中京大 佐久長聖高 松本国際高
 4/21  +0.9樋口 一馬(2) 21.00 岩田 晃 21.24 宮下 翼(3) 21.48 髙橋 和真(3) 21.78 三澤 駿之介(4) 21.86 斉藤 巧(2) 21.94 中村 颯人(2) 22.21 佐々木 悠登(3) 22.53

200m 法大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 市立長野高 長野高専 信州大 松本大 長野工高 野沢南高
 4/22 中野 直哉 47.55 三澤 駿之介(4) 48.22 小林 英和 48.35 児玉 悠作(3) 49.08 小林 航(4) 49.41 柳沢 直生(3) 50.27 髙木 涼(3) 50.94

400m 飯田病院 GR 信州大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 市立長野高 松本大 松商学園高 上田千曲高
 4/21 中島 大智(4) 1:55.94 小澤 大輝(3) 1:57.58 北原 崇志 1:57.63 髙橋 一輝(3) 1:57.76 蟻川 喬生(3) 1:58.88 古川 晴貴(3) 2:01.63 畠山 龍大(3) 2:06.60

800m 信州大 大町岳陽高 EASTERS 長野高専 須坂高 木曽青峰高 大町岳陽高
 4/22 古山 雄一郎(4) 4:11.76 北原 崇志 4:11.82 野村 純也(3) 4:12.56 清沢 創一 4:13.01 阿藤 紘己(3) 4:13.43 酒井 龍一(3) 4:14.63 水野 裕司(2) 4:16.42 矢野 大和(3) 4:16.51

1500m 信州大 EASTERS 上田西高 諏訪市陸協 上田高 伊那北高 信州大 上田西高
 4/21 原 広野 15:03.99 宮入 一海 15:05.95 金澤 拓則 15:34.71 西澤 洋務 15:35.07 木村 暁仁(2) 15:37.48 米山 哲弘(3) 15:40.34 矢野 大和(3) 15:41.52 野部 勇貴(3) 15:46.82

5000m 上伊那郡陸協 北佐久郡陸協 諏訪市陸協 茅野市陸協 佐久長聖高 佐久長聖高 上田西高 信州大
 4/22  -0.5東山 由輝 15.01 小林 涼 15.13 酒井 和馬(3) 15.32 清水 泰志 15.32 井出 純一朗(3) 15.55 越山 遥斗(2) 15.55 宮尾 将文 16.47

110mH(1.067m) ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 信大医陸 上伊那農高 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 諏訪清陵高 松本工高 三  重･三重大医陸
 4/21 中野 直哉 50.62 小林 英和 51.15 小林 航(4) 51.65 熊谷 悟(1) 54.32 岡村 州紘(3) 54.61 清水 泰志 54.85 山内 一輝(3) 54.92 洞澤 光(3) 57.64

400mH(0.914m) 飯田病院 GR ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC GR 松本大 松本大 岩村田高 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 上伊那農高 大町岳陽高
 4/21 割田 雄磨 9:33.61 水野 裕司(2) 9:44.24 武田 優介(3) 9:48.58 関 剛洸(3) 9:49.13 小林 大亮(3) 9:56.66 上田 桂悟(3) 10:04.00 關 凱人(1) 10:05.85 辻野 智樹(4) 10:07.85

3000mSC(0.914m) 長野市陸協 信州大 長野高 東海大諏訪高 東海大諏訪高 松本国際高 信州大 信州大
 4/21 鈴木 英司(3) 21:50.78 小林 亮太(2) 22:03.61 中島 明佳(3) 23:06.07 石井 慎也(3) 23:20.14 塩入 洋弥(2) 23:20.29 髙橋 龍広(3) 24:19.10 井出 匡紀(2) 24:22.74 塩島 和弥(2) 25:29.94

5000m競歩 長野工高 東海大諏訪高 長野工高 東海大諏訪高 長野工高 長野西高 岩村田高 大町岳陽高
 4/21 芋川 駿(4) 2.10 片平 大地 2.01 宮坂 夏輝(3) 諏訪清陵高 2.01 相澤 翼(3) 1.98 高田 幸之介(2) 1.98 大塚 樹也(3) 1.95 松澤 和也(3) 松本大1.90

走高跳 法大 長野吉田AC 丸山 拓哉(3) 松本大 松本深志高 松本県ヶ丘高 新潟医福大
宮坂 駿吾(2)     東学大
笠原 理央(3) 諏訪清陵高

 4/22 中山 蓮(3) 4.30 竹内 優(3) 4.20 鎌倉 慎太郎(3) 4.10 石坂 巽海(2) 4.00 山際 創平(3) 4.00 丸山 康生(2) 3.80 有賀 玄太(3) 3.80 恒川 直澄(2) 3.70
棒高跳 高遠高 長野吉田高 下諏訪向陽高 中野立志館高 須坂高 松本国際高 南箕輪中 伊那北高

 4/21 穗苅 康人(3)7.19(+0.7) 松本 陸(3) 7.18(+2.6) 日向 一機(M)7.17(+0.9) 小野澤達也(4)7.14(+0.8) 上條 将吾 7.10(+0.2) 山本 祐己(2)6.90(+0.4) 柴本 遼河(2)6.87(-0.1) 浅原 一熙(4)6.83(+1.1)
走幅跳 松商学園高 諏訪二葉高 信州大 松本大 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 松商学園高 松本大 諏訪東理大

 4/22 日向 一機(M)14.92(+1.1) 小野澤達也(4)14.60(-0.8) 井上 健次 14.15(+2.2) 金子 司 14.11(+0.5) 櫻井 大幹 14.06(+1.5) 内堀 岳宏(1)13.88(+1.5) 山本 祐己(2)13.69(+1.5) 吉澤 洸心(3)13.30(+1.4)
三段跳 信州大 松本大 長野市陸協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 長野市陸協 松本大 松商学園高 中野立志館高

 4/21 米倉 朋輝(3) 13.77 竹村 地智(2) 12.24 松野 太輝 10.01 草間 拓海(2) 9.41 森田 修史(3) 8.03 上條 健 7.55
砲丸投(7.260kg) 新潟医福大 国武大 かもしか倶楽部 信州大 信州大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 4/21 米倉 朋輝(3) 42.27 北村 将也(2) 40.52 神田 郁実 39.25 竹村 地智(2) 38.35 上原 隆伸 36.36 東井 航平(4) 32.37 丸山 貴由人(4) 30.32 赤澤 虎太郎(4) 29.24
円盤投(2.000kg) 新潟医福大 同志社大 長野市陸協 国武大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 信州大 松本大 長野高専

 4/22 神田 郁実 56.09 東井 航平(4) 49.72 上原 隆伸 42.46 小林 和夫 32.54 上條 健 26.67
ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg) 長野市陸協 信州大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 上伊那郡陸協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 4/22 岩﨑 まお(3) 65.07 中野 龍星(3) 58.86 上條 俊(4) 56.72 石山 丈(2) 49.75 倉田 優希(3) 49.52 浅原 一熙(4) 49.30 松永 春樹 49.03 長谷川 悠太(3) 47.93
やり投(800g) 新潟医福大 松本県ヶ丘高 長野高専 長野日大高 高遠高 諏訪東理大 長野吉田AC 長野吉田高

 4/21 松本大       41.68 信州大       41.93 市立長野高       42.08 屋代高       42.52 長野高専       42.77 長野工高       42.91 上伊那農高       42.94 小諸高       43.09
4×100m 小林 航(4) 相川 史弥(4) 宮下 翼(3) 関口 竣介(2) 宮林 祥汰(2) 松橋 健(3) 関 雄飛(2) 井出 洲大(3)

水島 優(4) 本多 倖基(4) 池田 翔紀(3) 松岡 龍哉(2) 宮澤 陽斗(3) 吉田 智哉(3) 酒井 和馬(3) 堀込 碧(2)
成澤 稜(2) 三澤 駿之介(4) 伊東 嵩矢(3) 曽根 健太(3) 髙橋 和真(3) 南澤 和輝(3) 小濱 律(2) 井出 直哉(3)
斉藤 巧(2) 松井 一陽(4) 児玉 悠作(3) 秋山 航(3) 小林 嶺(4) 中村 颯人(2) 山内 一輝(3) 原 泰三(2)

 4/22 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC    3:17.13 松本大     3:19.03 市立長野高     3:19.49 上伊那農高     3:26.43 長野高専     3:26.97 豊科高     3:28.11 岩村田高     3:37.22
4×400m 岩田 晃 GR 輪湖 勇哉(2) GR 宮下 翼(3) 関 雄飛(2) 髙橋 和真(3) 大月 洸典(2) 竹内 滉一(3)

小林 英和 花形 駿介(2) 池田 翔紀(3) 小濱 律(2) 宮澤 陽斗(3) 篠原 翔(2) 土屋 舜太朗(2)
浦野 泰希 水島 優(4) 久保田 翔(3) 酒井 和馬(3) 宮林 祥汰(2) 加藤 優馬(3) 遠山 舜也(3)
近藤 雅哉 小林 航(4) 児玉 悠作(3) 山内 一輝(3) 髙橋 一輝(3) 福岡 歩武(3) 市ヶ谷 将英(2)

 4/21 男子高校 藤井 隆聖(3) 12.95 髙橋 理人(2) 12.83 金子 周平(3) 12.68 竹内 恒平(2) 12.08 小林 篤央(3) 11.75 ﾊﾘｽ ﾏｲﾙｽﾞ翔馬(2) 11.55 加藤 耀央(3) 11.29 長谷川 悠太(3) 11.00
砲丸投(6.000kg) 飯田高 須坂創成高 松本工高 松本工高 上田高 松商学園高 松本蟻ヶ崎高 長野吉田高

 4/21 小林 篤央(3) 39.29 萩原 倖司(3) 36.22 小林 翔一(2) 33.13 三澤 弘季(3) 32.42 児玉 裕隆(3) 31.55 竹内 恒平(2) 31.52 赤尾 聡良(2) 31.27 髙橋 理人(2) 30.51
円盤投(1.750kg) 上田高 梓川高 須坂創成高 松本県ヶ丘高 長野日大高 松本工高 上田染谷丘高 須坂創成高

 4/22 萩原 倖司(3) 49.69 末元 昂成(3) 46.45 山田 勇里(2) 46.07 松田 直也(3) 44.91 野中 優海(3) 41.29 井浦 椋介(2) 39.49 金児 涼(3) 38.07 後藤 翔(3) 38.04
ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 梓川高 阿南高 梓川高 上伊那農高 松本県ヶ丘高 須坂創成高 更級農高 明科高

 4/22 男子少年共通  -0.6原 惇也(1) 15.79 宮澤 武流(1) 15.83 飯島 大陽(1) 16.18 森 遼己(3) 16.38 土屋 海斗(3) 16.95
110mH(0.991m) 佐久長聖高 佐久長聖高 佐久長聖高 信明中 上田第五中

 4/21 男子少年B 伊藤 大志(1) 8:50.38 山川 拓馬(3) 9:07.99 依田 健汰(1) 9:09.90 越 陽汰(1) 9:17.28 本島 尚緒(3) 9:18.40 安坂 光瑠(1) 9:22.39 手塚 智也(1) 9:28.46 土赤 本気(3) 9:30.86
3000m 佐久長聖高 箕輪中 上田西高 佐久長聖高 高森中 佐久長聖高 上田西高 小諸東中

 4/21 永田 智哉(1) 10.92 下平 朱莉(3) 9.27 土屋 海斗(3) 9.15 川上 大輝(3) 8.97
砲丸投(5.000kg) 諏訪二葉高 春富中 上田第五中 山辺中

羽生田 倫世(2) 中野立志館高



予選 4月22日 11:50
準決勝 4月22日 14:45
決勝 4月22日 16:05

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速  0.0

 1 田中 駿祐(3)     11.13 Q  1 宮下 翼(3)     10.94 Q
ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 松本深志高 ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 市立長野高

 2 池田 翔紀(3)     11.37  2 水島 優(4)     11.23 
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ 市立長野高 ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松本大

 3 佐々木 悠登(3)     11.55  3 関口 竣介(2)     11.37 
ｻｻｷ ﾕｳﾄ 野沢南高 ｾｷｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 屋代高

 4 遠山 龍之介(1)     11.62  4 竹花 勇輝(3)     11.51 
ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 東海大諏訪高 ﾀｹﾊﾅ ﾕｳｷ 長野日大高

 5 今西 康太(2)     11.65  5 松山 周平     11.53 
ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 松商学園高 ﾏﾂﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 長野市陸協

 6 友保 尚樹(3)     11.67  6 小林 雅人     11.73 
ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 飯田高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ FIVETOOL

 7 塩野入 信栄     11.77  7 荻原 凌我(2)     11.76 
ｼｵﾉｲﾘ ｼﾝｴｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 赤穂高

 8 柳澤 啓斗(3)     11.92  8 青木 駿哉(2)     11.89 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾄ 長野商高 ｱｵｷ ｼｭﾝﾔ 中野西高
成澤 稜(2)  9 丸岡 精二     12.29 
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松本大 ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

[ 3組] 風速 -0.6 [ 4組] 風速 -1.0

 1 木下 博貴(1) 愛  知     11.12 Q  1 西村 陽杜(3)     10.82 Q
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 中京大 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 松商学園高

 2 齊藤 舜太郎(1)     11.27  2 今井 頼人(3)     11.50 
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀﾛｳ 市立長野高 ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 辰野中

 3 宮澤 陽斗(3)     11.44  3 秋山 航(3)     11.53 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 長野高専 ｱｷﾔﾏ ﾜﾀﾙ 屋代高

 4 小濱 律(2)     11.45  4 中澤 新(2)     11.55 
ｺﾊﾏ ﾘﾂ 上伊那農高 ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 諏訪清陵高

 5 岩崎 奬輝(4)     11.63  5 輪湖 幸太(3)     11.55 
ｲﾜｻｷ ｼｮｳｷ 信州大 ﾜｺｺｳﾀ 松本美須々ヶ丘高

 6 井原 晟斗(3)     11.69  6 小林 嶺(4)     11.60 
ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 松川高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 長野高専

 7 小野沢 侑也(3)     11.72  7 原 大樹(2)     11.73 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 飯山高 ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ 木曽青峰高

 8 林 力輝(2)     11.73  8 山口 大貴(1)     11.79 
ﾊﾔｼ ﾘｷ 飯田風越高 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 佐久長聖高
石山 丈(2)  9 小林 祐紀(M)     11.84 
ｲｼﾔﾏ ｼﾞｮｳ 長野日大高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 信州大

[ 5組] 風速 +2.2 [ 6組] 風速 +1.2

 1 中嶋 謙(3)     10.58 Q  1 篠澤 蒼平(2)     11.25 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 松商学園高 ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 佐久長聖高

 2 相川 史弥(4)     11.04 q  2 松岡 龍哉(2)     11.29 
ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ 信州大 ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾔ 屋代高

 3 松本 陸(3)     11.22  3 永田 光央(3)     11.42 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 諏訪二葉高 ﾅｶﾞﾀ ﾐﾂｵ 信州大

 4 栗林 雄大(3)     11.24  4 竹内 貴史(3)     11.45 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 明科高 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 松本国際高

 5 嵯峨座 綾(3)     11.36  5 肥後 琉之介(3)     11.67 
ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ 飯田風越高 ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ｲｲﾀﾞｯｼｭAC

 6 古厩 海聖(2)     11.40  6 堀米 優兵(3)     11.85 
ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 佐久長聖高 ﾎﾘｺﾞﾒﾕｳﾍｲ 中野立志館高

 7 上條 肇(3)     11.44  7 矢澤 恵一     11.99 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ 松本美須々ヶ丘高 ﾔｻﾞﾜ ｹｲｲﾁ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

 8 伊東 嵩矢(3)     11.56 中野 涼介(4)
ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 市立長野高 ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 筑波大
清水 憲一(3) 峯村 京佑(3)
ｼﾐｽﾞｹﾝｲﾁ 飯田高 ﾐﾈﾑﾗ ｹｲｽｹ 長野高 欠場欠場
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100m
予選 通過基準  10組  1着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

No.



[ 7組] 風速 +1.0 [ 8組] 風速 +1.1

 1 中山 勇輝(2)     11.18 Q  1 安藤 直哉     11.05 Q
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 文化学園長野高 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 2 佐野 希汐(1)     11.21 q  2 斉藤 巧(2)     11.16 q
ｻﾉ ｷｾｷ 佐久長聖高 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松本大

 3 青沼 和紀     11.42  3 中島 大智(2)     11.19 q
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ with ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 松本国際高

 4 藤島 大翔(2)     11.51  4 吉田 智哉(3)     11.49 
ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ 上田染谷丘高 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ 長野工高

 5 本田 翔哉(3)     11.65  5 大月 洸典(2)     11.62 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾔ 田川高 ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 豊科高

 6 矢澤 悠哉     11.73  6 今井 知樹     11.65 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 諏訪市陸協 ｲﾏｲ ﾄﾓｷ 長野高専

 7 原 泰三(2)     14.78  7 有賀 匠吾(1)     11.68 
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小諸高 ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 上伊那農高
西澤 雅志(3)  8 白澤 稜馬(1)     11.88 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 野沢南高 ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ 佐久長聖高
川上 真弥
ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾔ 飯田病院

[ 9組] 風速 +3.1 [ 10組] 風速 -0.1

 1 内堀 直也     10.91 Q  1 小出 郁弥(1)     11.06 Q
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 中京大

 2 本多 倖基(4)     11.13 q  2 三村 瑞樹     11.21 
ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ 信州大 ﾐﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 上伊那郡陸協

 3 吉井 一博     11.13 q  3 室賀 駿一(3)     11.36 
ﾖｼｲ ｶｽﾞﾋﾛ かもしか倶楽部 ﾑﾛｶﾞ ｼｭﾝｲﾁ 長野吉田高

 4 菅沢 晴樹(3)     11.50  4 横山 弥晏(1)     12.01 
ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 野沢南高 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾊﾙ 長野工高
曽根 健太(3) 市川 拓也(4)
ｿﾈ ｹﾝﾀ 屋代高 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 信州大
志村 尚士(1) 岩井 遼太郎(3)
ｼﾑﾗ ﾋｻｼ 松本大 ｲﾜｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 上田高
山下 幹生(3) 柴本 遼河(2)
ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ 上田高 ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 松本大
小林 知季(3) 赤羽 健一(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 松商学園高 ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 下諏訪向陽高

[ 1組] 風速 +1.9 [ 2組] 風速 -0.5

 1 西村 陽杜(3)     10.54 Q  1 中嶋 謙(3)     10.77 Q
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 松商学園高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 松商学園高

 2 小出 郁弥(1)     10.91 Q  2 宮下 翼(3)     11.03 Q
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 中京大 ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 市立長野高

 3 中島 大智(2)     11.04 Q  3 田中 駿祐(3)     11.17 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 松本国際高 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 松本深志高

 4 木下 博貴(1) 愛  知     11.14 q  4 安藤 直哉     11.22 
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 中京大 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 5 篠澤 蒼平(2)     11.15 q  5 吉井 一博     11.31 
ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 佐久長聖高 ﾖｼｲ ｶｽﾞﾋﾛ かもしか倶楽部

 6 相川 史弥(4)     11.21  6 佐野 希汐(1)     11.33 
ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ 信州大 ｻﾉ ｷｾｷ 佐久長聖高
斉藤 巧(2)  7 中山 勇輝(2)     11.36 
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松本大 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 文化学園長野高
内堀 直也  8 本多 倖基(4)     11.44 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ 信州大

風速 +1.2

 1 中嶋 謙(3)     10.70 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 松商学園高

 2 西村 陽杜(3)     10.71 
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 松商学園高

 3 宮下 翼(3)     10.90 
ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 市立長野高

 4 小出 郁弥(1)     11.06 
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 中京大

 5 田中 駿祐(3)     11.09 
ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 松本深志高

 6 木下 博貴(1) 愛  知     11.15 
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 中京大

 7 篠澤 蒼平(2)     11.19 
ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 佐久長聖高

 8 中島 大智(2)     11.26 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 松本国際高
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予選 4月21日 12:00
決勝 4月21日 16:10

[ 1組] 風速 +1.9 [ 2組] 風速 -0.3

 1 岩田 晃     21.36 q  1 松岡 龍哉(2)     22.13 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾔ 屋代高

 2 篠原 翔(2)     22.30  2 松井 一陽(4)     22.30 
ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科高 ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 信州大

 3 與川 夢翔(2)     22.57  3 竹花 勇輝(3)     22.67 
ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ 上田西高 ﾀｹﾊﾅ ﾕｳｷ 長野日大高

 4 河野 統徳(3)     22.81  4 古厩 海聖(2)     22.91 
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園中 ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 佐久長聖高

 5 市川 拓也(4)     22.84  5 秋山 航(3)     23.01 
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 信州大 ｱｷﾔﾏ ﾜﾀﾙ 屋代高

 6 藤島 大翔(2)     23.20  6 栗林 雄大(3)     23.21 
ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ 上田染谷丘高 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 明科高

 7 丸岡 精二     23.79  7 上條 肇(3)     23.32 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ 松本美須々ヶ丘高
西澤 雅志(3) 柳澤 啓斗(3)
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 野沢南高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾄ 長野商高
柳沢 優生(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 松商学園高

[ 3組] 風速 +1.0 [ 4組] 風速 +0.4

 1 髙橋 和真(3)     21.59 q  1 柳沢 直生(3)     22.23 
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 長野高専 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 松商学園高

 2 佐々木 悠登(3)     22.03 q  2 輪湖 幸太(3)     22.76 
ｻｻｷ ﾕｳﾄ 野沢南高 ﾜｺｺｳﾀ 松本美須々ヶ丘高

 3 中山 勇輝(2)     22.59  3 長谷川 遼亮(2)     22.81 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 文化学園長野高 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 国武大

 4 吉田 智哉(3)     22.73  4 宮坂 空(3)     22.89 
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ 長野工高 ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 下諏訪向陽高

 5 原 大樹(2)     23.12  5 今井 頼人(3)     22.89 
ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ 木曽青峰高 ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 辰野中

 6 山形 一歩(3)     23.76  6 唐澤 秀作(2)     23.13 
ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯﾎﾟ 大町岳陽高 ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ 伊那弥生ヶ丘高
小坂 晃大(2)  7 井手 翼(2)     23.35 
ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 東海大諏訪高 ｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ 諏訪清陵高
岩井 遼太郎(3)  8 山口 大輝(1)     23.62 
ｲﾜｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 上田高 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 諏訪二葉高

[ 5組] 風速 +0.5 [ 6組] 風速 +0.3

 1 斉藤 巧(2)     21.98 q  1 宮下 翼(3)     21.61 q
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松本大 ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 市立長野高

 2 水島 優(4)     22.07  2 三澤 駿之介(4)     21.89 q
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松本大    (22.068) ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大

 3 越山 遥斗(2)     22.41  3 鴨志田 巽(2)     22.62 
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 松本工高 ｶﾓｼﾀﾞ ﾀﾂﾐ 上田高

 4 曽根 健太(3)     22.56  4 宮林 祥汰(2)     22.75 
ｿﾈ ｹﾝﾀ 屋代高 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 長野高専

 5 室賀 駿一(3)     22.76  5 松橋 健(3)     23.08 
ﾑﾛｶﾞ ｼｭﾝｲﾁ 長野吉田高 ﾏﾂﾊｼ ｹﾝ 長野工高

 6 伊藤 良多     23.25  6 白澤 稜馬(1)     23.80 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ かもしか倶楽部 ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ 佐久長聖高

 7 柳沢 貴之     23.94  7 小林 知季(3)     33.72 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 松商学園高
小池 潤優(3) 山下 幹生(3)
ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ 伊那弥生ヶ丘高 ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ 上田高

男子

200m
予選 通過基準  9組  0着 + 8 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
5  9024

2  2540

3  1908

1  7500

8  9036

4  9085

9  2475
欠場

順

6  1546
欠場

7  1846

記録／備考
8  1449

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  9088

5  1274

7  2808

6  1439

9  2553

3  2346

4  1135
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
5  3511

7  1550

2  2722

9  1159

4  1967

6  2077

3    56
欠場

8  1794
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

5  9041

3  7950

8   116

所属名 記録／備考
4  2496

9  2343

6   165

2   440

7  2606

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  9063

6  9061

5  2434

2  9005

4  1448

9   435
欠場

順

3  9022

7  1078

記録／備考
2   879

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4  9083

7  1766

6  3525

3  1161

9  2812

8  2500

5  1793
欠場



[ 7組] 風速 +0.5 [ 8組] 風速 +1.1

 1 髙木 涼(3)     22.45  1 田中 駿祐(3)     22.11 
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳ 上田千曲高 ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 松本深志高

 2 今西 康太(2)     22.48  2 中島 大智(2)     22.53 
ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 松商学園高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 松本国際高

 3 佐野 希汐(1)     22.81  3 山本 陽介(3)     22.53 
ｻﾉ ｷｾｷ 佐久長聖高 ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ 須坂高

 4 林 泰希(2)     23.08  4 本多 倖基(4)     22.66 
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 諏訪清陵高 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ 信州大

 5 竹内 貴史(3)     23.15  5 荻原 凌我(2)     22.97 
ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 松本国際高 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 赤穂高
中嶋 謙(3)  6 大月 洸典(2)     23.17 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 松商学園高 ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 豊科高
伊藤 陸(3)  7 遠山 龍之介(1)     23.27 
ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那弥生ヶ丘高 ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 東海大諏訪高
丸山 拓海(1) 川上 真弥
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ 松本国際高 ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾔ 飯田病院

[ 9組] 風速 +1.8

 1 樋口 一馬(2)     21.03 q
ﾋｸﾞﾁｶｽﾞﾏ 法大

 2 中村 颯人(2)     22.07 q 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 長野工高    (22.064)

 3 小濱 律(2)     22.31 
ｺﾊﾏ ﾘﾂ 上伊那農高

 4 久保田 翔(3)     22.34 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳ 市立長野高

 5 宮崎 日向(3)     22.53 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 佐久長聖中

 6 宮澤 陽斗(3)     22.59 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 長野高専

 7 福岡 歩武(3)     23.16 
ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ 豊科高

 8 柏木 優(2)     23.18 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 佐久長聖高

風速 +0.9

 1 樋口 一馬(2)     21.00 
ﾋｸﾞﾁｶｽﾞﾏ 法大

 2 岩田 晃     21.24 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 3 宮下 翼(3)     21.48 
ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 市立長野高

 4 髙橋 和真(3)     21.78 
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 長野高専

 5 三澤 駿之介(4)     21.86 
ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大

 6 斉藤 巧(2)     21.94 
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松本大

 7 中村 颯人(2)     22.21 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 長野工高

 8 佐々木 悠登(3)     22.53 
ｻｻｷ ﾕｳﾄ 野沢南高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
2  1882

9  2478

5  2805

7   117

4  2506

3  2495
欠場

6   434
欠場

8  3147
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

4   998

5   481

9    48

所属名 記録／備考
3  2248

2  2524

7  9109

8  2539

6  9148
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  9151

3  1169

6   334

2   880

7  4363

8  3507

4  2538

9  2809

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  9151

5  9024

7   879

4  3511

8  9083

9  9063

2  1169

3  1550



予選 4月22日 13:30
決勝 4月22日 15:20

[ 1組] [ 2組]

 1 児玉 悠作(3)     49.07 q  1 髙橋 一輝(3)     50.07 
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 市立長野高 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 長野高専

 2 池田 翔紀(3)     50.29  2 松本 直大(2)     51.40 
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ 市立長野高 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 東海大諏訪高

 3 林 泰希(2)     51.64  3 村越 友哉(2)     51.54 
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 諏訪清陵高 ﾑﾗｺｼ ﾄﾓﾔ 中野西高

 4 長谷川 遼亮(2)     51.82  4 近藤 恵哉(3)     51.77 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 国武大 ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ 松川高

 5 福岡 歩武(3)     52.18  5 大橋 佑斗(3)     52.61 
ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ 豊科高 ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ 木曽青峰高

 6 和田 響一(2)     52.96  6 洞澤 光(3)     53.17 
ﾜﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ 飯山高 ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 大町岳陽高

 7 竹内 滉一(3)     53.45  7 仙田 勇人(3)     54.16 
ﾀｹｳﾁ ｺｳｲﾁ 岩村田高 ｾﾝﾀﾞ ﾊﾔﾄ 屋代高

 8 加藤 優馬(3)     55.27 松井 一陽(4)
ｶﾄｳ ﾕｳﾏ 豊科高 ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 信州大
柳沢 優生(2) 樋口 一馬(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 松商学園高 ﾋｸﾞﾁｶｽﾞﾏ 法大

[ 3組] [ 4組]

 1 小林 英和     48.33 q  1 小林 航(4)     49.11 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本大

 2 柳沢 直生(3)     49.64 q  2 中村 颯人(2)     49.71 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 松商学園高 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 長野工高

 3 原 大貴(2)     51.35  3 髙木 涼(3)     49.89 q
ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 伊那弥生ヶ丘高 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳ 上田千曲高

 4 柏木 優(2)     51.88  4 輪湖 勇哉(2)     50.46 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 佐久長聖高 ﾜｺ ﾕｳﾔ 松本大

 5 丸山 玲央(4)     51.89  5 鹿川 和樹(3)     51.63 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松本大 ｼｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 大町岳陽高

 6 古川 晴貴(3)     52.03  6 篠原 翔(2)     52.18 
ﾌﾙﾊﾀ ﾊﾙｷ 木曽青峰高 ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科高

 7 伊藤 寛(3)     52.55  7 石曽根 歩(3)     52.68 
ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 長野日大高 ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ 松本国際高

 8 中島 啓貴(2)     53.26  8 上原 拓(3)     52.95 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 長野工高 ｳｴﾊﾗ ﾀｸ 上田染谷丘高
井出 洲大(3)  9 柳沢 貴之     54.66 
ｲﾃﾞ ｸﾆﾋﾛ 小諸高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

[ 5組] [ 6組]

 1 三澤 駿之介(4)     48.72 q  1 中野 直哉     48.32 q
ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大 ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 飯田病院

 2 小池 潤優(3)     50.55  2 宮坂 空(3)     51.35 
ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ 伊那弥生ヶ丘高 ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 下諏訪向陽高

 3 渡部 翔太(1)     51.54  3 山内 一輝(3)     51.72 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 松本大 ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 上伊那農高

 4 宮崎 日向(3)     51.94  4 坂井 健留(3)     52.51 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 佐久長聖中 ｻｶｲ ﾀｹﾙ 大町岳陽高

 5 鈴木 颯太(3)     52.17  5 横山 絢大(3)     53.02 
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 諏訪二葉高 ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ 松本国際高

 6 南澤 和輝(3)     52.57  6 沼田 誠也(3)     53.37 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 長野工高 ﾇﾏﾀ ｾｲﾔ 須坂高

 7 田口 翔斗(3)     52.67  7 井手 翼(2)     53.67 
ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ 木曽青峰高 ｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ 諏訪清陵高

 8 清水 翔太(3)     53.78  8 與川 夢翔(2)     53.82 
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 長野東高 ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ 上田西高

 9 石川 智也(3)     54.58 小坂 晃大(2)
ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾔ 飯山高 ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 東海大諏訪高

男子

400m
予選 通過基準  7組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   857

4   856

3   117

1  9041

6  1600

9  2538

2  2475
欠場

順

5  2537

7   828

記録／備考
9  3512

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6    58

8   927

2   540

3  1958

5  2079

1  1442

7  9088
失格(T2)

4  9151
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
4  9028

6  2496

9   437

5  2809

8  9053

2  1961

1  1251

3  1171

7  1704
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
9  9059

4  1169

8  1882

1  9068

6  2082

7  2540

2  2512

5  1839

3  9022

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
8  9083

6   435

3  9065

1  4363

5   144

7  1160

4  1960

2  1198

9   817

記録／備考
1  9149

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5   165

7   360

9  2076

3  2509

2   994

6   116

4  1908

8    56
欠場



[ 7組]

 1 髙橋 和真(3)     50.81 
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 長野高専

 2 熊谷 悟(1)     51.82 
ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ 松本大

 3 片桐 聖護(2)     52.01 
ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ 赤穂高

 4 伊東 嵩矢(3)     52.85 
ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 市立長野高

 5 山田 嵩大(3)     53.41 
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 長野工高

 6 井上 広章(1)     53.75 
ｲﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ 長野日大高
吉冨 和弥
ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC
浦野 泰希
ｳﾗﾉ ﾀｲｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 1 中野 直哉     47.55 
ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 飯田病院

 2 三澤 駿之介(4)     48.22 
ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大

 3 小林 英和     48.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 4 児玉 悠作(3)     49.08 
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 市立長野高

 5 小林 航(4)     49.41 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本大

 6 柳沢 直生(3)     50.27 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 松商学園高

 7 髙木 涼(3)     50.94 
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳ 上田千曲高
中村 颯人(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 長野工高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  3511

9  9054

8   468

3   859

5  1162

7  1277

4  9025
欠場

6  9023
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  9149

大会新
4  9083

7  9028

6   857

9  9059

8  2496

棄権

2  1882

3  1169



予選 4月21日 13:50
決勝 4月21日 15:55

[ 1組] [ 2組]

 1 中島 大智(4)   1:56.53 Q  1 髙橋 一輝(3)   1:56.54 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 信州大 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 長野高専

 2 鈴木 颯太(3)   1:58.33  2 畠山 龍大(3)   1:56.99 q
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 諏訪二葉高 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 大町岳陽高

 3 山川 幸祐(4)   1:59.31  3 酒井 龍一(3)   1:57.49 
ﾔﾏｶﾜ ｺｳｽｹ 信大医陸 ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 伊那北高  (1:57.489)

 4 原 大貴(2)   2:02.23  4 大蔵 泰生(2)   1:58.30 
ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 伊那弥生ヶ丘高 ｵｵｸﾗ ﾀｲｾｲ 木曽青峰高

 5 安藤 悠希(2)   2:03.34  5 稲生 元希(2)   1:59.60 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 飯田風越高 ｲﾉｳ ｹﾞﾝｷ 長野吉田高

 6 天児 幹治(3)   2:03.77  6 鹿川 和樹(3)   2:02.59 
ｱﾏｺ ｶﾝｼﾞ 松本深志高 ｼｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 大町岳陽高

 7 鷹野 光佑(3)   2:03.82  7 北村 隆之介(3)   2:06.12 
ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ 岩村田高 ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖中

 8 佐藤 公一郎(2)   2:05.43  8 春日 雄大郎(2)   2:10.89 
ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 上田染谷丘高 ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 伊那北高
小菅 雅人(3)
ｺｽｹﾞ ﾏｻﾄ 信州大

[ 3組] [ 4組]

 1 古川 晴貴(3)   1:56.79 Q  1 鈴木 風春(2)   1:57.94 Q
ﾌﾙﾊﾀ ﾊﾙｷ 木曽青峰高 ｽｽﾞｷ ﾌｳｼｭﾝ 信州大

 2 蟻川 喬生(3)   1:57.49 q  2 山田 大貴(4)   1:58.32 
ｱﾘｶﾜ ﾀｶｷ 須坂高  (1:57.486) ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 信州大

 3 林 亮太(2)   1:57.79  3 角銅 啓多(3)   1:58.78 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ 上田高 ｶｸﾄﾞｳ ｹｲﾀ 信州大

 4 宮脇 祐歩(2)   2:01.53  4 野村 純也(3)   1:59.37 
ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾎ 伊那北高 ﾉﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 上田西高

 5 上原 拓(3)   2:02.56  5 和田 直己(2)   2:01.78 
ｳｴﾊﾗ ﾀｸ 上田染谷丘高 ﾜﾀﾞ ﾅｵｷ 木曽青峰高

 6 小宮山 貴大(3)   2:06.46  6 岡田 遥人(3)   2:04.95 
ｺﾐﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 上田千曲高 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 7 石川 智也(3)   2:08.38  7 小宮山 達也(3)   2:08.34 
ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾔ 飯山高 ｺﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 上田西高

 8 丸山 竜矢(3)   2:11.39 熊谷 康成(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 長野東高 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ 伊那北高

[ 5組] [ 6組]

 1 小澤 大輝(3)   1:57.79 Q  1 北原 崇志   1:58.01 Q
ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 大町岳陽高 ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ EASTERS

 2 二見 優輝(1)   1:57.90  2 服部 凱杏(2)   1:58.32 
ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ 諏訪清陵高 ﾊｯﾄﾘ ｶｲｼﾝ 佐久長聖高

 3 竹内 滉一(3)   2:00.41  3 大峽 和(3)   1:58.91 
ﾀｹｳﾁ ｺｳｲﾁ 岩村田高 ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ 飯田高

 4 中島 啓貴(2)   2:02.65  4 堀内 晟壱(3)   2:02.21 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 長野工高 ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｮｳｲﾁ 佐久長聖高

 5 小口 優希   2:03.87  5 渋沢 郁未(3)   2:02.46 
ｵｸﾞﾁ ﾕｳｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｼﾌﾞｻ ﾜｲｸﾐ 長野吉田高

 6 堀田 雅司(3)   2:08.40  6 白井 雅人(2)   2:02.79 
ﾎｯﾀ ﾏｻｼ 松本美須々ヶ丘高 ｼﾗｲ ﾏｻﾄ 信州大
井内 一朗(2)  7 佐藤 直樹(3)   2:08.72 
ｲｳﾁ ｲﾁﾛｳ 伊那弥生ヶ丘高 ｻﾄｳ ﾅｵｷ 長野西高
河西 希隆(1)  8 関﨑 暁武(2)   2:09.73 
ｶｻｲ ｷﾘｭｳ 赤穂高 ｾｷｻﾞｷ ｱｷﾑ 松本深志高

 1 中島 大智(4)   1:55.94 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 信州大

 2 小澤 大輝(3)   1:57.58 
ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 大町岳陽高

 3 北原 崇志   1:57.63 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ EASTERS

 4 髙橋 一輝(3)   1:57.76 
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 長野高専

 5 蟻川 喬生(3)   1:58.88 
ｱﾘｶﾜ ﾀｶｷ 須坂高

 6 古川 晴貴(3)   2:01.63 
ﾌﾙﾊﾀ ﾊﾙｷ 木曽青峰高

 7 畠山 龍大(3)   2:06.60 
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 大町岳陽高
鈴木 風春(2)
ｽｽﾞｷ ﾌｳｼｭﾝ 信州大

男子

800m
予選 通過基準  6組  1着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  9100

6   144

8  9113

5   437

2  1605

4   600

7  9086
欠場

順

9  1845

1  2249

記録／備考
5  3512

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8  2080

3   405

1  1972

2  1050

6  2082

4  4361

7   418

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名順 ﾚｰﾝ
3  1961

8  1002

4  1768

1   817

7   410

5  1839

2  1197

5  9078

1  1965

所属名 記録／備考
7  9111

3  9084

No.

 2771

6  7733

 27844

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8

6  1880

8  2074

6   120

2   402
欠場

 2342

3  1600

1  1171

2   441
欠場

7   472

5  9033

4

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
8  9001

7  1651

5   579

3  1667

1  1084

4  9106

2  1091

6  2227

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

7  9100

5  2074

8  9001

6  3512

2  1002

4  1961

棄権

3  2080

9  9111



予選 4月22日 12:50
決勝 4月22日 16:20

[ 1組] [ 2組]

 1 北原 崇志   4:07.23 Q  1 水野 裕司(2)   4:05.85 Q
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ EASTERS ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｼﾞ 信州大

 2 酒井 龍一(3)   4:07.60 Q  2 古山 雄一郎(4)   4:06.26 Q
ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 伊那北高 ｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 信州大

 3 清沢 創一   4:07.62 Q  3 矢野 大和(3)   4:08.27 Q
ｷﾖｻﾜ ｿｳｲﾁ 諏訪市陸協 ﾔﾉ ﾔﾏﾄ 上田西高

 4 三井 悦志(2)   4:07.72 q  4 島田 佳祐(3)   4:11.31 
ﾐﾂｲ ｴﾂｼ 長野日大高 ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 長野高専

 5 阿藤 紘己(3)   4:07.82 q  5 大峽 和(3)   4:16.89 
ｱﾄｳ ﾋﾛｷ 上田高 ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ 飯田高

 6 木下 陽平(3)   4:10.44  6 畠山 龍大(3)   4:19.31 
ｷｼﾀ ﾖｳﾍｲ 上田西高 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 大町岳陽高

 7 蟻川 喬生(3)   4:11.60  7 河合 崇成(M)   4:19.94 
ｱﾘｶﾜ ﾀｶｷ 須坂高 ｶﾜｲ ﾀｶﾅﾘ 信州大

 8 小澤 大輝(3)   4:11.99  8 小宮山 達也(3)   4:20.18 
ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 大町岳陽高 ｺﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 上田西高

 9 松尾 悠登(2)   4:12.18  9 中島 明佳(3)   4:20.51 
ﾏﾂｵ ﾊﾙﾄ 下諏訪社中 ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾖｼ 長野工高

10 宮脇 祐歩(2)   4:13.11 10 鷹野 光佑(3)   4:21.03 
ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾎ 伊那北高 ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ 岩村田高

11 小坂 悠太(2)   4:14.70 11 中村 駿吾(1)   4:21.24 
ｺｻｶ ﾕｳﾀ 仁科台中 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 信州大

12 宮嶋 宇明(2)   4:16.24 12 寺尾 昴(3)   4:21.84 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 松川高 ﾃﾗｵ ｽﾊﾞﾙ 上田西高

13 小山 琉弥(2)   4:16.60 13 瀧澤 裕之(2)   4:22.86 
ｺﾔﾏ ﾘｭｳﾔ 上田西高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 上田高

14 上原 海里(2)   4:30.97 田中 仁悟
ｳｴﾊﾗ ﾜﾀﾘ 長野日大高 ﾀﾅｶ ｼﾞﾝｺﾞ CITYRUNNER
清水 龍斗(3) 久保田 祐梨(2)
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾄ 伊那北高 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾘ 上伊那農高
川島 翔太(3) 山岸 雄気
ｶﾜｼﾏ ｼｮｳﾀ 上田西高 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｷ 須坂市陸協
樋口 正晃
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協

[ 3組]

 1 村瀬 崚(4)   4:06.74 Q
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 信州大

 2 鈴木 稜哉(3)   4:08.08 Q
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ 諏訪二葉高

 3 野村 純也(3)   4:08.09 Q
ﾉﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 上田西高

 4 和田 輝(3)   4:08.61 q
ﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ 松本国際高

 5 丸山 翔平(3)   4:15.73 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 川中島中

 6 菅沼 直紘(3)   4:16.48 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾅｵﾋﾛ 松本深志高

 7 中澤 堅太朗(3)   4:16.75 
ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 長野高

 8 松野 邦大(3)   4:19.18 
ﾏﾂﾉ ｸﾆﾋﾛ 信州大

 9 小林 勝太   4:20.64 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 北佐久郡陸協

10 安田 圭祐(3)   4:21.52 
ﾔｽﾀﾞ ｹｲｽｹ 信州大

11 中村 剛(3)   4:28.92 
ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 塩尻志学館高
山田 大貴(4)
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 信州大
北野 宏哉(3)
ｷﾀﾉ ｺｳﾔ 信州大
大峡 翔太
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 須坂市陸協
熊谷 康成(3)
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ 伊那北高
小林 季生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ CITYRUNNER

16  9000
欠場

欠場
15   402

欠場

4  9108
欠場

12  9125

2  9084
欠場

10  9074

3  2001

7  9154

13  3102

8  9089

1  2250

9  2511

11  5977

6  2771

14  9097

5   145

欠場欠場
8  9072

欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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欠場

16  9124

7  9013
欠場

4  1914

8  1772

1  9099
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5  1605

14  2784

12  2080

15  9077

10   579

6  2782

2  3510

3  9082

11  9091
順 No. 氏  名

4   401
欠場

7  1912

17  1294

1   538

13  2786

16  6890

3  7692

10   410

6  2074

5  2772

11  1002

14  1790

9  9119

15  1287

2   405

12  9001
順 No. 氏  名

男子

1500m
予選 通過基準  3組  3着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

所属名 記録／備考 所属名 記録／備考



 1 古山 雄一郎(4)   4:11.76 
ｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 信州大

 2 北原 崇志   4:11.82 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ EASTERS

 3 野村 純也(3)   4:12.56 
ﾉﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 上田西高

 4 清沢 創一   4:13.01 
ｷﾖｻﾜ ｿｳｲﾁ 諏訪市陸協

 5 阿藤 紘己(3)   4:13.43 
ｱﾄｳ ﾋﾛｷ 上田高

 6 酒井 龍一(3)   4:14.63 
ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 伊那北高

 7 水野 裕司(2)   4:16.42 
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｼﾞ 信州大

 8 矢野 大和(3)   4:16.51 
ﾔﾉ ﾔﾏﾄ 上田西高

 9 三井 悦志(2)   4:19.72 
ﾐﾂｲ ｴﾂｼ 長野日大高

10 和田 輝(3)   4:21.89 
ﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ 松本国際高

11 村瀬 崚(4)   4:23.05 
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 信州大

12 鈴木 稜哉(3)   4:42.20 
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ 諏訪二葉高

5   145

11  9097

1  1287

2  2511

12  2782

3   405

7  9091

6  1790

9  2771

10  9119

8  9001

所属名 記録／備考
4  9082

順 No. 氏  名

決勝



決勝 4月21日 16:20

 1 伊藤 大志(1)   8:50.38 
ｲﾄｳ ﾀｲｼ 佐久長聖高

 2 山川 拓馬(3)   9:07.99 
ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾏ 箕輪中

 3 依田 健汰(1)   9:09.90 
ﾖﾀﾞ ｹﾝﾀ 上田西高

 4 越 陽汰(1)   9:17.28 
ｺｼ ﾊﾙﾀ 佐久長聖高

 5 本島 尚緒(3)   9:18.40 
ﾓﾄｼﾞﾏ ﾅｵ 高森中

 6 安坂 光瑠(1)   9:22.39 
ｱｻﾞｶ ﾋｶﾙ 佐久長聖高

 7 手塚 智也(1)   9:28.46 
ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓﾔ 上田西高

 8 土赤 本気(3)   9:30.86 
ﾂﾁｱｶ ﾏｼﾞ 小諸東中

 9 植松 孝太(1)   9:32.23 
ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 佐久長聖高

10 上野 鼓喜(1)   9:38.84 
ｳｴﾉ ﾂﾂﾞｷ 佐久長聖高

11 菅沼 蒼太(3)   9:40.46 
ｽｶﾞﾇﾏ ｿｳﾀ 駒ヶ根東中

12 内田 飛河(1)   9:42.86 
ｳﾁﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 上田西高

13 佐原 楓英(3)   9:45.78 
ｻﾊﾗ ﾌｳｴｲ 堀金中

14 大場 晴仁(3)   9:47.13 
ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾋﾄ 箕輪中

15 征矢 快誠(1)   9:47.67 
ｿﾔ ｶｲｾｲ 上田西高

16 出澤 周大(3)   9:53.24 
ﾃﾞｻﾜ ｼｭｳﾀ 赤穂中

17 二見 拓輝(1)   9:54.16 
ﾌﾀﾐ ﾋﾛｷ 諏訪清陵高

18 真柳 則希(1)   9:54.26 
ﾏﾔﾅｷﾞ ﾉﾘｷ 上田西高

19 古川 楓馬(3)   9:55.53 
ﾌﾙｶﾜ ﾌｳﾏ 豊科北中

20 鈴木 駿平(1)   9:56.80 
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 上伊那農高

21 保科 大樹(3)  10:08.72 
ﾎｼﾅ ﾀﾞｲｷ 赤穂中

22 瀧澤 健人(3)  10:14.24 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 鼎中

23 岡村 康太(3)  10:15.81 
ｵｶﾑﾗ ｺｳﾀ 川中島中
古旗 朝輝(1)
ﾌﾙﾊﾀ ﾄﾓｷ 佐久長聖高

14  1660
欠場

1  8655

7  5978

22  8225

23  6643

12   339

13  2775

8  8223

20   119

11  1906

4  8754

9  8000

5  1911

6  1657

2  8281

16  1658

21  1913

17  4284

18  1655

24  1659

3  8384

15  1907

10  1656

19  8004

男子少年B

3000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 4月21日 16:35

 1 原 広野  15:03.99 
ﾊﾗ ｺｳﾔ 上伊那郡陸協

 2 宮入 一海  15:05.95 
ﾐﾔｲﾘ ﾓﾄﾐ 北佐久郡陸協

 3 金澤 拓則  15:34.71 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 諏訪市陸協

 4 西澤 洋務  15:35.07 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 茅野市陸協

 5 木村 暁仁(2)  15:37.48 
ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾄ 佐久長聖高

 6 米山 哲弘(3)  15:40.34 
ｺﾒﾔﾏ ﾃﾂﾋﾛ 佐久長聖高

 7 矢野 大和(3)  15:41.52 
ﾔﾉ ﾔﾏﾄ 上田西高

 8 野部 勇貴(3)  15:46.82 
ﾉﾍﾞ ﾕｳｷ 信州大

 9 宇津野 篤(2)  15:48.46 
ｳﾂﾉ ｱﾂｼ 佐久長聖高

10 坪井 響己(3)  15:56.18 
ﾂﾎﾞｲ ﾋﾋﾞｷ 信州大

11 佐藤 龍我(3)  15:59.82 
ｻﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 上伊那農高

12 古山 雄一郎(4)  16:02.13 
ｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 信州大

13 永井 慎也  16:11.32 
ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾔ ｺﾄﾋﾗ工業

14 山岸 雄気  16:21.11 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｷ 須坂市陸協

15 荒井 佑輔  16:24.38 
ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 須坂市陸協

16 樋口 正晃  16:36.75 
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協

17 鈴木 稜哉(3)  16:36.78 
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ 諏訪二葉高

18 木下 陽平(3)  16:39.63 
ｷｼﾀ ﾖｳﾍｲ 上田西高

19 塚原 和人(3)  16:47.22 
ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 信州大

20 広瀬 竜也(1)  16:52.73 
ﾋﾛｾ ﾀﾂﾔ 飯水陸協

21 松﨑 文哉(2)  17:04.25 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 東海大諏訪高

22 菅沼 直紘(3)  17:06.02 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾅｵﾋﾛ 松本深志高

23 河合 崇成(M)  17:09.56 
ｶﾜｲ ﾀｶﾅﾘ 信州大

24 三井 航志(2)  17:21.23 
ﾐﾂｲ ｺｳｼ 長野日大高
小林 勝太
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 北佐久郡陸協
大峡 翔太
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 須坂市陸協
松野 邦大(3)
ﾏﾂﾉ ｸﾆﾋﾛ 信州大
杉田 真英(2)
ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾋﾃﾞ 佐久長聖高
眞田 稜生(2)
ｻﾅﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖高
川島 翔太(3)
ｶﾜｼﾏ ｼｮｳﾀ 上田西高
北野 宏哉(3)
ｷﾀﾉ ｺｳﾔ 信州大
小林 季生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ CITYRUNNER
櫻井 陽向(3)
ｻｸﾗｲ ﾋﾅﾀ 長野高
清水 龍斗(3)
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾄ 伊那北高
金田 凜太郎(3)
ｶﾈﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 佐久長聖高
牛山 純一
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ

欠場
31  9012

欠場

27   401
欠場

28  1654

欠場
20  3105

欠場

17  9108
欠場

19  9000

欠場
10  1912

欠場

6  1647
欠場

8  1646

途中棄権
3  9089

欠場

1  9154
途中棄権

9  9125

35  1283

23  2250

13  9077

11    41

33  9101

30   104

14  2772

32  9072

2   145

25  9123

18  9011

29  9124

5  9082

21  9103

12   359

36  1642

22  2782

15  9110

4  1663

24  9035

34  1644

16  9118

26  9069

7  9153

男子

5000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 4月22日 15:45

風速 -0.6

 1 原 惇也(1)     15.79 
ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 佐久長聖高

 2 宮澤 武流(1)     15.83 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 佐久長聖高

 3 飯島 大陽(1)     16.18 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 佐久長聖高

 4 森 遼己(3)     16.38 
ﾓﾘ ﾊﾙｷ 信明中

 5 土屋 海斗(3)     16.95 
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 上田第五中

男子少年共通

110mH(0.991m)
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  2813

4  2842

8  2802

7  7017

3  4693



予選 4月22日 14:15
決勝 4月22日 15:50

[ 1組] 風速 +2.1 [ 2組] 風速 +1.3

 1 東山 由輝     15.09 Q  1 酒井 和馬(3)     15.34 Q
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾖｼｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 上伊那農高

 2 井出 純一朗(3)     15.58 q  2 岡村 州紘(3)     15.40 q
ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 諏訪清陵高 ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 岩村田高

 3 宮尾 将文 三  重     15.77 q  3 雨宮 海斗(3)     16.03 
ﾐﾔｵ ﾏｻﾌﾐ 三重大医陸 ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ 諏訪二葉高

 4 相羽 俊輝(3)     16.03  4 宮林 祥汰(2)     16.73 
ｱｲﾊﾞ ﾄｼｷ 信州大 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 長野高専

 5 勝山 誠也(2)     16.74  5 松田 蓮太郎(2)     18.09 
ｶﾂﾔﾏ ﾏｻﾔ 須坂創成高 ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ 下諏訪向陽高

 6 草間 拓海(2)     17.17  6 小﨑 隆史(3)     19.27 
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 信州大 ｵｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 長野日大高
井出 直哉(3) 石田 優音(2)
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸高 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 松本工高
五十嵐 大樹
ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｷ 野沢北ｸﾗﾌﾞ

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速 +0.2

 1 清水 泰志     15.69 Q  1 小林 涼     15.32 Q
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 信大医陸

 2 北村 剣臣(2)     16.33  2 越山 遥斗(2)     15.76 q
ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 豊科高 ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 松本工高

 3 堀込 碧(2)     16.40  3 倉田 歩夢(2)     15.81 
ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 小諸高 ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 松商学園高

 4 中山 晃希(2)     16.96  4 福元 聖矢(4)     16.24 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ 松本美須々ヶ丘高 ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾔ 信州大

 5 宮本 和真(2)     18.32  5 関 雄飛(2)     16.33 
ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 中野西高 ｾｷ ﾕｳﾋ 上伊那農高
矢野 眞嵩(3)  6 岩瀬 巧巳(2)     17.05 
ﾔﾉ ﾏｻﾀｶ 長野高 ｲﾜｾ ﾀｸﾐ 長野高
黒岩 厚志(3)  7 矢ヶ崎 至門(3)     17.11 
ｸﾛｲﾜｱﾂｼ 中野立志館高 ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ 松商学園高

風速 -0.5

 1 東山 由輝     15.01 
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾖｼｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 小林 涼     15.13 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 信大医陸

 3 酒井 和馬(3)     15.32 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 上伊那農高

 4 清水 泰志     15.32 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 5 井出 純一朗(3)     15.55 
ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 諏訪清陵高

 6 越山 遥斗(2)     15.55 
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 松本工高

 7 宮尾 将文 三  重     16.47 
ﾐﾔｵ ﾏｻﾌﾐ 三重大医陸
岡村 州紘(3)
ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 岩村田高

所属名

  109

男子

110mH(1.067m)
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

5  9048

6  9094

記録／備考
3  9030

9

欠場
7  9155

8   958

4  9096

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   361

5  1603

6   143

7  3525

4   151

2  1273

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  9029

8  2432
欠場

欠場

2  1701

3  2541

5   928

4  1706

6   925
欠場

順

2  1116
欠場

8  2324

所属名 記録／備考
3  9114

2  2434

ﾚｰﾝ No. 氏  名

4  2476

7  9107

5   331

8  1127

6  2463

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  9030

4  9114

5   361

7  9029

8   109

3  2434

棄権

2  9048

9  1603



予選 4月21日 12:55
決勝 4月21日 15:40

[ 1組] [ 2組]

 1 中野 直哉     51.00 Q  1 小林 航(4)     52.62 Q
ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 飯田病院 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本大

 2 山内 一輝(3)     54.36 q  2 熊谷 悟(1)     55.31 q
ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 上伊那農高 ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ 松本大

 3 南澤 和輝(3)     56.71  3 倉田 歩夢(2)     56.42 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 長野工高 ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 松商学園高

 4 山田 嵩大(3)     56.88  4 中山 晃希(2)     57.78 
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 長野工高 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ 松本美須々ヶ丘高

 5 堀込 碧(2)     57.83  5 小池 孝憲(3)     58.43 
ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 小諸高 ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ 松商学園高

 6 豊田 利彦   1:00.51  6 熊谷 憲     58.79 
ﾄﾖﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 長野市陸協 ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 7 池田 直樹(3)   1:01.21  7 塚田 千紘(2)   1:00.62 
ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ 中野立志館高 ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 下諏訪向陽高

 8 長谷川 渡(2)   1:01.59  8 伊藤 寛(3)   1:02.80 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎高 ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 長野日大高
小林 嶺(4)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 長野高専

[ 3組] [ 4組]

 1 清水 泰志     55.25 Q  1 小林 英和     52.17 Q
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 花形 駿介(2)     56.97  2 岡村 州紘(3)     54.40 q
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 松本大 ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 岩村田高

 3 清水 翔太(3)     57.92  3 洞澤 光(3)     56.31 q
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 長野東高 ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 大町岳陽高

 4 加藤 優馬(3)     58.18  4 川西 翔太     58.00 
ｶﾄｳ ﾕｳﾏ 豊科高 ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ with

 5 石川 泰地(2)     58.48  5 仙田 勇人(3)     58.77 
ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 野沢北高 ｾﾝﾀﾞ ﾊﾔﾄ 屋代高

 6 関 雄飛(2)     58.58  6 井原 晟斗(3)     59.05 
ｾｷ ﾕｳﾋ 上伊那農高 ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 松川高

 7 田口 翔斗(3)   1:01.65  7 一志 瑠衣斗(2)     59.99 
ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ 木曽青峰高 ｲｯｼ ﾙｲﾄ 松本国際高
児玉 悠作(3)  8 浦野 旭(3)   1:02.60 
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 市立長野高 ｳﾗﾉ ｱｻﾋ 須坂高

 1 中野 直哉     50.62 
ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 飯田病院

 2 小林 英和     51.15 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 3 小林 航(4)     51.65 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本大

 4 熊谷 悟(1)     54.32 
ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ 松本大

 5 岡村 州紘(3)     54.61 
ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 岩村田高

 6 清水 泰志     54.85 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 7 山内 一輝(3)     54.92 
ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 上伊那農高

 8 洞澤 光(3)     57.64 
ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 大町岳陽高

2  2079

4  9029

9   360

8  1603

7  9059

3  9054

大会新
5  9028

大会新

所属名 記録／備考
6  9149

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

8  1001
欠場

9   539

6  9004

7  1603

所属名 記録／備考
3  9028

順 ﾚｰﾝ No.

2  2079

5  1442

4  25156  1960

5   857

9   331

4  2537

7  1529

3  1198

2  9029

8  9049

5  1251

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

6   169

3  2464

4  9018

9  2324

2  9054

7  2476

8  9059
ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  9135
欠場

順

6  2370

2  9143

1   888

9  1706

3  1160

7  1162

大会新
4   360

8  9149
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

男子

400mH(0.914m)
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

所属名 記録／備考 記録／備考



決勝 4月21日 14:50

 1 割田 雄磨   9:33.61 
ﾜﾘﾀ ﾕｳﾏ 長野市陸協

 2 水野 裕司(2)   9:44.24 
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳｼﾞ 信州大

 3 武田 優介(3)   9:48.58 
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ 長野高

 4 関 剛洸(3)   9:49.13 
ｾｷ ﾀｹﾋﾛ 東海大諏訪高

 5 小林 大亮(3)   9:56.66 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 東海大諏訪高

 6 上田 桂悟(3)  10:04.00 
ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 松本国際高

 7 關 凱人(1)  10:05.85 
ｾｷ ｶｲﾄ 信州大

 8 辻野 智樹(4)  10:07.85 
ﾂｼﾞﾉ ﾄﾓｷ 信州大

 9 木次 航太(3)  10:15.37 
ｷﾂｷﾞ ｺｳﾀ 岩村田高

10 若林 亮冶(3)  10:23.79 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 屋代高

11 成宮 崇人(3)  10:24.03 
ﾅﾙﾐﾔ ﾀｶﾄ 信州大

12 小山 琉弥(2)  10:25.48 
ｺﾔﾏ ﾘｭｳﾔ 上田西高

13 寺澤 ｱﾝﾄﾞﾘｭｳ(3)  10:26.22 
ﾃﾗｻﾜ ｱﾝﾄﾞﾘｭｳ 上田西高

14 小松 晃人(2)  10:29.06 
ｺﾏﾂ ｱｷﾄ 松本大

15 田中 圭(2)  10:31.10 
ﾀﾅｶ ｹｲ 長野日大高

16 島田 佳祐(3)  10:36.74 
ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 長野高専

17 杠 幹大(3)  10:50.32 
ﾕｽﾞﾘﾊ ﾐｷﾋﾛ 松本深志高

18 吉川 昇吾(4)  11:07.46 
ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 信州大

男子

3000mSC(0.914m)
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  9139

17  9091

11  3101

10    46

4    45

12  2504

1  9112

9  9102

7  1602

3  1436

13  9092

18  2786

16  1915

2  9057

14  1281

6  3510

15  2251

5  9080



決勝 4月21日 10:50

 1 鈴木 英司(3)  21:50.78 
ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ 長野工高

 2 小林 亮太(2)  22:03.61 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 東海大諏訪高

 3 中島 明佳(3)  23:06.07 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾖｼ 長野工高

 4 石井 慎也(3)  23:20.14 
ｲｼｲ ｼﾝﾔ 東海大諏訪高

 5 塩入 洋弥(2)  23:20.29 
ｼｵｲﾘ ﾋﾛﾔ 長野工高

 6 高橋 龍宏(3)  24:19.10 
ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾋﾛ 長野西髙

 7 井出 匡紀(2)  24:22.74 
ｲﾃﾞ ﾏｻｷ 岩村田高

 8 塩島 和弥(2)  25:29.94 
ｼｵｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 大町岳陽高

 9 那須野 寛生(3)  25:42.70 
ﾅｽﾉ ﾋﾛｷ 上伊那農高

10 重田 隆明(3)  25:43.59 
ｼｹﾞﾀ ﾀｶｱｷ 上田染谷丘高

11 水野 雄斗(3)  26:02.45 
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ 東海大諏訪高

12 築山 祐太(3)  26:13.34 
ﾂｷﾔﾏ ﾕｳﾀ 岩村田高

13 高橋 響希(2)  27:52.35 
ﾀｶﾊｼ ﾋﾋﾞｷ 上田西高

14 藤森 健(3)  27:55.72 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｹﾝ 須坂高

15 松尾 勇希(2)  29:47.12 
ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 長野工高

16 玉井歩(2)  29:54.11 
ﾀﾏｲ ｱﾕﾑ 長野吉田高

17 飯塚 義博(M)  30:20.37 
ｲｲﾂﾞｶﾖｼﾋﾛ 伊那AC

18 大和 健  31:26.33 
ﾔﾏﾄ ﾀｹｼ 長野市陸協
寺澤 ｱﾝﾄﾞﾘｭｳ(3)
ﾃﾗｻﾜ ｱﾝﾄﾞﾘｭｳ 上田西高
田代 渉悟(2)
ﾀｼﾛ ｼｮｳｺﾞ 大町岳陽高
大和田 悠太(3)
ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳﾀ 大町岳陽高
矢島 朋幸
ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

男子

5000m競歩
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1166

1    43

4  1167

3    47

7  1172

9  1097

8  1606

11  2044

10   363

13  1840

6    57

14  1599

15  2789

19   999

17  1174

16  1088

21  9034

18  8641

22  9142

欠場

失格(K2)
5  2075

途中棄権

12  1915
失格(K2)

20  2045



予選 4月21日 10:15
準決勝 4月21日 14:35
決勝 4月21日 17:05

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 佐久長聖高  2805 佐野 希汐(1)     42.80 Q  1   3 市立長野高   879 宮下 翼(3)     42.33 Q

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ｻﾉ ｷｾｷ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ
 2810 篠澤 蒼平(2)   856 池田 翔紀(3)

ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ
 2809 柏木 優(2)   859 伊東 嵩矢(3)

ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ
 2808 古厩 海聖(2)   857 児玉 悠作(3)

ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ
 2   2 信州大  9095 相川 史弥(4)     42.82 Q  2   8 小諸高  1703 山浦 渓斗(3)     42.91 Q

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ ｺﾓﾛｺｳ ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ
 9075 永田 光央(3)  1706 堀込 碧(2)

ﾅｶﾞﾀ ﾐﾂｵ ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ
 9085 市川 拓也(4)  1701 井出 直哉(3)

ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ
 9109 本多 倖基(4)  1707 原 泰三(2)

ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ
 3   8 豊科高  2541 北村 剣臣(2)     43.07 q  3   9 飯田風越高   613 嵯峨座 綾(3)     43.64 q

ﾄﾖｼﾅｺｳ ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾝ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ
 2539 大月 洸典(2)   604 林 力輝(2)

ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ ﾊﾔｼ ﾘｷ
 2538 福岡 歩武(3)   612 熊谷 尚紀(3)

ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ
 2540 篠原 翔(2)   611 古瀬 友暉(3)

ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ ﾌﾙｾ ﾕｳｷ
 4   7 中野西高   949 富井 俊介(3)     44.24  4   1 諏訪二葉高   131 小林 蓮(2)     44.14 

ﾅｶﾉﾆｼｺｳ ﾄﾐｲ ｼｭﾝｽｹ ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ
  928 宮本 和真(2)   141 松本 陸(3)

ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾏ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ
  927 村越 友哉(2)  2606 山口 大輝(1)

ﾑﾗｺｼ ﾄﾓﾔ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ
  929 青木 駿哉(2)   143 雨宮 海斗(3)

ｱｵｷ ｼｭﾝﾔ ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ
 5   6 須坂創成高   958 勝山 誠也(2)     45.15  5   2 長野高  1118 峯村 京佑(3)     44.31 

ｽｻﾞｶｿｳｾｲｺｳ ｶﾂﾔﾏ ﾏｻﾔ ﾅｶﾞﾉ ﾐﾈﾑﾗ ｹｲｽｹ
  960 小森 巧巳(2)  1130 長島 匠(3)

ｺﾓﾘ ﾀｸﾐ ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｸﾐ
  956 上原 優星(3)  1122 山岸 龍羽(3)

ｳｴﾊﾗ ﾕｳｾｲ ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾊ
  963 佐藤 大樹(2)  1116 矢野 眞嵩(3)

ｻﾄｳ ﾋﾛｷ ﾔﾉ ﾏｻﾀｶ
 6   3 上田西高  2790 細田 夏希(1)     47.21  6   4 堀金中  6675 横山 凌大(3)     45.39 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ﾎｿﾀﾞ ﾅﾂｷ ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
 2788 松下 祥徳(1)  8755 落合 華七斗(2)

ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾉﾘ ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ
 2773 清水 貴弘(3)  6697 五十嵐 脩祐(3)

ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｽｹ
 1908 與川 夢翔(2)  6694 望月 翼(3)

ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ
 7   4 富士見中  7925 窪田 翔真(2)     49.31  7   7 松本県ヶ丘高  2275 三澤 弘季(3)     46.02 

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ﾐｻﾜ ﾋﾛｷ
 7923 野中 大地(3)  2279 中根 颯亮(2)

ﾉﾅｶ ﾀﾞｲﾁ ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ
 7928 名取 勇人(2)  2277 高田 幸之介(2)

ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ ﾀｶﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ
 7921 小林 海(3)  2280 城山 達也(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ ｼﾛﾔﾏ ﾀﾂﾔ
  1 田川高  8   5 諏訪西中  7740 三輪 浩太郎(3)     48.91 

ﾀｶﾞﾜｺｳ 欠場 ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾐﾜ ｺｳﾀﾛｳ
 7742 漆戸 柊哉(2)

ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ
 7745 小泉 陽貴(2)

ｺｲｽﾞﾐ ﾊﾙｷ
 7743 松崎 恭一朗(3)

ﾏﾂｻﾞｷｷｮｳｲﾁﾛｳ
  9 国武大   6 上田高

ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ 欠場 ｳｴﾀﾞｺｳ 欠場

男子

4×100m
予選 通過基準  6組  2着 + 4 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   2 松商学園高  2476 倉田 歩夢(2)     43.15 Q  1   8 長野高専  3525 宮林 祥汰(2)     42.78 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ
 2464 小池 孝憲(3)  3507 宮澤 陽斗(3)

ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ
 2478 今西 康太(2)  3511 髙橋 和真(3)

ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ
 2500 小林 知季(3)  9135 小林 嶺(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ
 2   6 松本美須々ヶ丘 2346 上條 肇(3)     43.65 Q  2   7 長野工高  1161 松橋 健(3)     42.87 Q

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ ﾅｶﾞﾉｺｳｺｳ ﾏﾂﾊｼ ｹﾝ
 2345 青木 大知(3)  1159 吉田 智哉(3)

ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ
 2325 蒔田 陽一郎(2)  1160 南澤 和輝(3)

ﾏｷﾀﾚｲｲﾁﾛｳ ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ
 2343 輪湖 幸太(3)  1169 中村 颯人(2)

ﾜｺｺｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ
 3   5 伊那弥生ヶ丘高  434 伊藤 陸(3)     43.83  3   1 須坂高   998 山本 陽介(3)     43.53 q

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｲﾄｳ ﾘｸ ｽｻﾞｶｺｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ
  440 唐澤 秀作(2)   995 山際 創平(3)

ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ ﾔﾏｷﾞﾜ ｿｳﾍｲ
  435 小池 潤優(3)   994 沼田 誠也(3)

ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ ﾇﾏﾀ ｾｲﾔ
  437 原 大貴(2)   997 千葉 俊紀(3)

ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ ﾁﾊﾞ ﾄｼﾉﾘ
 4   8 大町岳陽高  2081 松原 聖将(3)     44.02  4   9 中野立志館高   888 池田 直樹(3)     44.82 

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ ﾘｯｼｶﾝｺｳ ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ
 2077 山形 一歩(3)   882 堀米 優兵(3)

ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯﾎﾟ ﾎﾘｺﾞﾒﾕｳﾍｲ
 2046 笠井 敦司(2)   885 宮澤 晃大(3)

ｶｻｲ ｱﾂｼ ﾐﾔｻﾞﾜｱｷﾋﾛ
 2079 洞澤 光(3)   886 吉澤 洸心(3)

ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ ﾖｼｻﾞﾜｺｳｼﾝ
 5   9 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  9016 塩野入 信栄     44.02  5   2 木曽青峰高  1967 原 大樹(2)     44.88 

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ｼｵﾉｲﾘ ｼﾝｴｲ ｷｿｾｲﾎｳ ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ
 9022 柳沢 貴之  1962 上村 洋介(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ ｶﾐﾑﾗ ﾖｳｽｹ
 9017 金子 司  1958 大橋 佑斗(3)

ｶﾈｺ ﾂｶｻ ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ
 9015 安藤 直哉  1960 田口 翔斗(3)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ
 6   7 松本蟻ヶ崎高  2372 小倉 颯太(2)     46.74  6   3 長野商高  1140 新井 翔壱(2)     45.30 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｵｸﾞﾗ ｿｳﾀ ﾅｶﾞﾉｼｮｳｺｳ ｱﾗｲ ｶｲﾁ
 2370 長谷川 渡(2)  1137 望月 悠也(3)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾔ
 2371 中村 勇太(2)  1141 尾身 健人(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ ｵﾐ ｹﾝﾄ
 2373 小林 健斗(2)  1135 柳澤 啓斗(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾄ
 7   1 長野北部中  5683 大宮 泰輝(2)     47.38  7   6 裾花中  5711 夏目 士瑠(2)     46.44 

ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ｵｵﾐﾔ ﾀｲｷ ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ ﾅﾂﾒ ｼﾘｭｳ
 5671 瀬戸 幸和(3)  5742 八田 奨梧(3)

ｾﾄ ﾕｷﾁｶ ﾊｯﾀ ｼｮｳｺﾞ
 5665 割田 大夢(3)  5745 岩渕 聡志(3)

ﾜﾘﾀ ﾋﾛﾑ ｲﾜﾌﾞﾁ ｻﾄｼ
 5670 松岡 駿真(3)  5741 伊東 拓海(3)

ﾏﾂｵｶ ｼｭﾝﾏ ｲﾄｳ ﾀｸﾐ
  3 かもしか倶楽部   4 飯田高

ｶﾓｼｶｸﾗﾌﾞ 欠場 ｲｲﾀﾞｺｳ 欠場

  4 松本工高   5 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC
ﾏﾂﾓﾄｺｳｺｳ 欠場 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 欠場



[ 5組] [ 6組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 松本大  9059 小林 航(4)     41.56 Q  1   4 屋代高  1450 関口 竣介(2)     42.83 Q

ﾏﾂﾀﾞｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ ﾔｼﾛｺｳ ｾｷｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ
 9061 水島 優(4)  1449 松岡 龍哉(2)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾔ
 9062 成澤 稜(2)  1448 曽根 健太(3)

ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ ｿﾈ ｹﾝﾀ
 9063 斉藤 巧(2)  1439 秋山 航(3)

ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ ｱｷﾔﾏ ﾜﾀﾙ
 2   2 上伊那農高   331 関 雄飛(2)     42.99 Q  2   3 松川高   536 小林 光輝(2)     43.39 Q

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ ｾｷ ﾕｳﾋ ﾏﾂｶﾜｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ
  361 酒井 和馬(3)   540 近藤 恵哉(3)

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ
  334 小濱 律(2)   539 井原 晟斗(3)

ｺﾊﾏ ﾘﾂ ｲﾊﾗ ｾｲﾄ
  360 山内 一輝(3)   556 青山 諒成(2)

ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ
 3   5 諏訪清陵高   115 中澤 新(2)     43.46 q  3   5 松本国際高  2506 竹内 貴史(3)     43.75 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ
  109 井出 純一朗(3)  2515 一志 瑠衣斗(2)

ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ｲｯｼ ﾙｲﾄ
  116 井手 翼(2)  3147 丸山 拓海(1)

ｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ
  117 林 泰希(2)  2524 中島 大智(2)

ﾊﾔｼ ﾀｲｷ ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ
 4   8 岩村田高  1609 市ヶ谷 将英(2)     44.68  4   6 下諏訪向陽高   151 松田 蓮太郎(2)     44.64 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｲﾂｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ﾏﾂﾀﾞ ﾚﾝﾀﾛｳ
 1598 遠山 舜也(3)   169 塚田 千紘(2)

ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ
 1601 茂木 達哉(3)   165 宮坂 空(3)

ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ ﾐﾔｻｶ ｿﾗ
 1603 岡村 州紘(3)   164 鎌倉 慎太郎(3)

ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ
 5   9 野沢南高  1567 小泉 陸人(2)     44.77  5   8 赤穂高   482 仲村渠 海都(2)     44.71 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ ｱｶﾎｺｳ ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ
 1550 佐々木 悠登(3)   468 片桐 聖護(2)

ｻｻｷ ﾕｳﾄ ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ
 1548 丸山 優輝(3)   480 伊藤 巧(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ ｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 1547 柏木 佑太(3)   481 荻原 凌我(2)

ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ
 6   7 上田染谷丘高  1843 上原 一輝(2)     45.40  6   7 箕輪中  8007 戸田 全飛(3)     46.87 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｷ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾄﾀﾞ ﾏｻﾀｶ
 1846 藤島 大翔(2)  8001 松田 拓巳(3)

ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ
 1842 成田 良(2)  8035 巻渕 来樹(3)

ﾅﾘﾀ ﾘｮｳ ﾏｷﾌﾞﾁ ﾗｲｷ
 1848 深井 成志朗(2)  8002 瀧澤 直希(3)

ﾌｶｲ ｾｲｼﾛｳ ﾀｷｻﾞﾜ ﾅｵｷ
 7   4 赤穂中  8824 久保田 凱士(2)     47.84   2 高遠高   384 向山 星来(2)

ｱｶﾎﾁｭｳ ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ ﾀｶﾄｵｺｳ ﾑｶｲﾔﾏ ｾｲﾗｲ 失格
 8224 林 海斗(3)   380 倉田 優希(3) R1(3-4)

ﾊﾔｼ ｶｲﾄ ｸﾗﾀ ﾏｻｷ
 8222 竹内 陽哉(3)   383 丸山 怜治(2)

ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｿｼﾞ
 8227 小田切 民朗(3)   379 中山 蓮(3)

ｺﾀｷﾞﾘ ﾀﾐｵ ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ
 8   1 開成中  7141 合葉 太飛(2)     48.41   9 飯山高   822 山嵜 真和(3)

ｶｲｾｲﾁｭｳ ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ ｲｲﾔﾏｺｳ ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ 失格
 7138 安坂 丈瑠(2)   823 小野沢 侑也(3) R1(2-3)

ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ ｵﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾔ
 7140 橋本 博人(2)   826 西澤 悠生(2)

ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｷ
 7142 市川 圭斗(2)   836 小出 優翔(2)

ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ ｺｲﾃﾞ ﾕｳﾄ
  6 長野日大高  1260 石山 丈(2)

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ｲｼﾔﾏ ｼﾞｮｳ 失格
 1274 竹花 勇輝(3) R1(1-2)

ﾀｹﾊﾅ ﾕｳｷ
 1251 伊藤 寛(3)

ｲﾄｳ ﾋﾛｼ
 1277 井上 広章(1)

ｲﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ



[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 市立長野高   879 宮下 翼(3)     41.87 Q  1   7 松本大  9056 柴本 遼河(2)     41.42 Q

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ ﾏﾂﾀﾞｲ ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ
  856 池田 翔紀(3)  9061 水島 優(4)

ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
  859 伊東 嵩矢(3)  9062 成澤 稜(2)

ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
  857 児玉 悠作(3)  9063 斉藤 巧(2)

ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 2   4 信州大  9095 相川 史弥(4)     42.40 Q  2   5 屋代高  1450 関口 竣介(2)     42.41 Q

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ ﾔｼﾛｺｳ ｾｷｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ
 9075 永田 光央(3)  1449 松岡 龍哉(2)

ﾅｶﾞﾀ ﾐﾂｵ ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾔ
 9085 市川 拓也(4)  1448 曽根 健太(3)

ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ ｿﾈ ｹﾝﾀ
 9109 本多 倖基(4)  1439 秋山 航(3)

ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ ｱｷﾔﾏ ﾜﾀﾙ
 3   7 長野高専  3525 宮林 祥汰(2)     42.74 Q  3   8 小諸高  1703 山浦 渓斗(3)     42.63 Q

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ ｺﾓﾛｺｳ ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ
 3507 宮澤 陽斗(3)  1706 堀込 碧(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ
 3511 髙橋 和真(3)  1701 井出 直哉(3)

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ
 9135 小林 嶺(4)  1707 原 泰三(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ
 4   9 上伊那農高   331 関 雄飛(2)     42.84 q  4   4 長野工高  1161 松橋 健(3)     42.64 q

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ ｾｷ ﾕｳﾋ ﾅｶﾞﾉｺｳｺｳ ﾏﾂﾊｼ ｹﾝ
  361 酒井 和馬(3)  1159 吉田 智哉(3)

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ
  334 小濱 律(2)  1160 南澤 和輝(3)

ｺﾊﾏ ﾘﾂ ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ
  360 山内 一輝(3)  1169 中村 颯人(2)

ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ
 5   8 松川高   536 小林 光輝(2)     43.34  5   6 佐久長聖高  2805 佐野 希汐(1)     42.91 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ｻﾉ ｷｾｷ
  540 近藤 恵哉(3)  2810 篠澤 蒼平(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ
  539 井原 晟斗(3)  2809 柏木 優(2)

ｲﾊﾗ ｾｲﾄ ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ
  556 青山 諒成(2)  2808 古厩 海聖(2)

ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ
 6   2 諏訪清陵高   115 中澤 新(2)     43.49  6   2 豊科高  2541 北村 剣臣(2)     43.15 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ ﾄﾖｼﾅｺｳ ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾝ
  109 井出 純一朗(3)  2539 大月 洸典(2)

ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ
  116 井手 翼(2)  2538 福岡 歩武(3)

ｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ
  117 林 泰希(2)  2540 篠原 翔(2)

ﾊﾔｼ ﾀｲｷ ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ
 7   3 須坂高   998 山本 陽介(3)     43.68  7   3 飯田風越高   613 嵯峨座 綾(3)     43.83 

ｽｻﾞｶｺｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ
  996 須甲 寛大(3)   604 林 力輝(2)

ｽｺｳ ﾋﾛｷ ﾊﾔｼ ﾘｷ
  994 沼田 誠也(3)   612 熊谷 尚紀(3)

ﾇﾏﾀ ｾｲﾔ ｸﾏｶﾞｲ ﾅｵｷ
  997 千葉 俊紀(3)   611 古瀬 友暉(3)

ﾁﾊﾞ ﾄｼﾉﾘ ﾌﾙｾ ﾕｳｷ
  6 松商学園高   9 松本美須々ヶ丘高

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ 棄権 ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳ 棄権

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



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 松本大  9059 小林 航(4)     41.68 

ﾏﾂﾀﾞｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ
 9061 水島 優(4)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 9062 成澤 稜(2)

ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
 9063 斉藤 巧(2)

ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 2   7 信州大  9095 相川 史弥(4)     41.93 

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ
 9109 本多 倖基(4)

ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ
 9083 三澤 駿之介(4)

ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ
 9088 松井 一陽(4)

ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ
 3   4 市立長野高   879 宮下 翼(3)     42.08 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ
  856 池田 翔紀(3)

ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ
  859 伊東 嵩矢(3)

ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ
  857 児玉 悠作(3)

ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ
 4   5 屋代高  1450 関口 竣介(2)     42.52 

ﾔｼﾛｺｳ ｾｷｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ
 1449 松岡 龍哉(2)

ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾔ
 1448 曽根 健太(3)

ｿﾈ ｹﾝﾀ
 1439 秋山 航(3)

ｱｷﾔﾏ ﾜﾀﾙ
 5   8 長野高専  3525 宮林 祥汰(2)     42.77 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ
 3507 宮澤 陽斗(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ
 3511 髙橋 和真(3)

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ
 9135 小林 嶺(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ
 6   2 長野工高  1161 松橋 健(3)     42.91 

ﾅｶﾞﾉｺｳｺｳ ﾏﾂﾊｼ ｹﾝ
 1159 吉田 智哉(3)

ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ
 1160 南澤 和輝(3)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ
 1169 中村 颯人(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ
 7   3 上伊那農高   331 関 雄飛(2)     42.94 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ ｾｷ ﾕｳﾋ
  361 酒井 和馬(3)

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ
  334 小濱 律(2)

ｺﾊﾏ ﾘﾂ
  360 山内 一輝(3)

ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ
 8   9 小諸高  1704 井出 洲大(3)     43.09 

ｺﾓﾛｺｳ ｲﾃﾞ ｸﾆﾋﾛ
 1706 堀込 碧(2)

ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ
 1701 井出 直哉(3)

ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ
 1707 原 泰三(2)

ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ

決勝



予選 4月22日  9:55
決勝 4月22日 16:45

[ 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   7 長野高専  3511 髙橋 和真(3)   3:25.06 Q  1   3 上伊那農高   331 関 雄飛(2)   3:22.64 Q

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ ｾｷ ﾕｳﾋ
 3507 宮澤 陽斗(3)   334 小濱 律(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ ｺﾊﾏ ﾘﾂ
 3519 髙崎 真地(2)   361 酒井 和馬(3)

ﾀｶｻｷ ｼﾝｼﾞ ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ
 3512 髙橋 一輝(3)   360 山内 一輝(3)

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ
 2   5 松川高   556 青山 諒成(2)   3:25.17  2   4 小諸高  1704 井出 洲大(3)   3:23.35 q

ﾏﾂｶﾜｺｳ ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ ｺﾓﾛｺｳ ｲﾃﾞ ｸﾆﾋﾛ
  539 井原 晟斗(3)  1701 井出 直哉(3)

ｲﾊﾗ ｾｲﾄ ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ
  536 小林 光輝(2)  1706 堀込 碧(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ
  540 近藤 惠哉(3)  1707 原 泰三(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾄｼﾔ ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ
 3   4 木曽青峰高  1960 田口 翔斗(3)   3:25.36  3   8 大町岳陽高  2082 鹿川 和樹(3)   3:25.44 

ｷｿｾｲﾎｳ ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ｼｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ
 1972 大蔵 泰生(2)  2074 小澤 大輝(3)

ｵｵｸﾗ ﾀｲｾｲ ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ
 1958 大橋 佑斗(3)  2080 畠山 龍大(3)

ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
 1961 古川 晴貴(3)  2079 洞澤 光(3)

ﾌﾙﾊﾀ ﾊﾙｷ ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ
 4   2 諏訪二葉高   144 鈴木 颯太(3)   3:26.83  4   5 屋代高  1442 仙田 勇人(3)   3:31.63 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ ﾔｼﾛｺｳ ｾﾝﾀﾞ ﾊﾔﾄ
  141 松本 陸(3)  1450 関口 竣介(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ ｾｷｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ
  143 雨宮 海斗(3)  1447 横井 涼人(3)

ｱﾒﾐﾔ ｶｲﾄ ﾖｺｲ ﾘｮｳﾄ
  133 原 玲緒  1439 秋山 航(3)

ﾊﾗ ﾚｵ ｱｷﾔﾏ ﾜﾀﾙ
 5   9 赤穂高   482 仲村渠 海都(2)   3:36.16  5   7 飯山高   819 本山 翔大(3)   3:34.46 

ｱｶﾎｺｳ ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ ｲｲﾔﾏｺｳ ﾓﾄﾔﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ
  481 荻原 凌我(2)   817 石川 智也(3)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾔ
  465 宮下 偉士(3)   828 和田 響一(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾀｹﾄ ﾜﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ
  468 片桐 聖護(2)   822 山嵜 真和(3)

ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ
 6   8 野沢南高  1548 丸山 優輝(3)   3:40.88  6   2 上田染谷丘高  1843 上原 一輝(2)   3:37.14 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｷ
 1550 佐々木 悠登(3)  1839 上原 拓(3)

ｻｻｷ ﾕｳﾄ ｳｴﾊﾗ ﾀｸ
 1569 山本 拳心(2)  1845 佐藤 公一郎(2)

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ
 1547 柏木 佑太(3)  1848 深井 成志朗(2)

ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ ﾌｶｲ ｾｲｼﾛｳ
 7   3 中野西高   928 宮本 和真(2)   3:44.27  7   6 田川高  2181 渡邊 駿(3)   3:57.19 

ﾅｶﾉﾆｼｺｳ ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾏ ﾀｶﾞﾜｺｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ
  927 村越 友哉(2)  2185 古畑 充稀(1)

ﾑﾗｺｼ ﾄﾓﾔ ﾌﾙﾊﾀ ﾐｽﾞｷ
  929 青木 駿哉(2)  2180 宮下 陽平(3)

ｱｵｷ ｼｭﾝﾔ ﾐﾔｼﾀ ﾖｳﾍｲ
  948 相馬 舜也(3)  2183 青柳 寛司(2)

ｿｳﾏ ｼｭﾝﾔ ｱｵﾔｷﾞ ｶﾝｼﾞ
 8   6 高遠高   383 丸山 怜治(2)   3:48.35   9 長野商高  1140 新井 翔壱(2)

ﾀｶﾄｵｺｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｿｼﾞ ﾅｶﾞﾉｼｮｳｺｳ ｱﾗｲ ｶｲﾁ 失格
  380 倉田 優希(3)  1142 大日方 優希(2) T4

ｸﾗﾀ ﾏｻｷ ｵﾋﾞﾅﾀ ﾕｳｷ
  379 中山 蓮(3)  1141 尾身 健人(2)

ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ ｵﾐ ｹﾝﾄ
  382 西山 星輝(2)  1137 望月 悠也(3)

ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｷ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾔ

男子

4×400m
予選 通過基準  5組  1着 + 3 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   4 市立長野高   879 宮下 翼(3)   3:20.12 Q  1   5 岩村田高  1600 竹内 滉一(3)   3:29.14 Q

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾀｹｳﾁ ｺｳｲﾁ
  856 池田 翔紀(3)  1607 土屋 舜太朗(2)

ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ ﾂﾁﾔ ｼｭﾝﾀﾛｳ
  880 久保田 翔(3)  1598 遠山 舜也(3)

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳ ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ
  857 児玉 悠作(3)  1603 岡村 州紘(3)

ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ
 2   3 諏訪清陵高   115 中澤 新(2)   3:28.00  2   4 中野立志館高   888 池田 直樹(3)   3:34.23 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ ﾘｯｼｶﾝｺｳ ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ
  117 林 泰希(2)   885 宮澤 晃大(3)

ﾊﾔｼ ﾀｲｷ ﾐﾔｻﾞﾜｱｷﾋﾛ
  118 菊池 樹輝(2)   882 堀米 優兵(3)

ｷｸﾁ ｲﾂｷ ﾎﾘｺﾞﾒﾕｳﾍｲ
  116 井手 翼(2)   886 吉澤 洸心(3)

ｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ ﾖｼｻﾞﾜｺｳｼﾝ
 3   5 佐久長聖高  2808 古厩 海聖(2)   3:28.66  3   6 堀金中  6694 望月 翼(3)   3:41.66 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ
 2812 白澤 稜馬(1)  6675 横山 凌大(3)

ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
 2805 佐野 希汐(1)  8755 落合 華七斗(2)

ｻﾉ ｷｾｷ ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ
 2809 柏木 優(2)  6697 五十嵐 脩祐(3)

ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｽｹ
 4   6 下諏訪向陽高   164 鎌倉 慎太郎(3)   3:28.66   2 伊那弥生ヶ丘高

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ 欠場
  165 宮坂 空(3)

ﾐﾔｻｶ ｿﾗ
  168 笠原 智哉(2)

ｶｻﾊﾗ ﾄﾓﾔ
  169 塚田 千紘(2)

ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ
 5   2 須坂高   994 沼田 誠也(3)   3:30.54   3 かもしか倶楽部

ｽｻﾞｶｺｳ ﾇﾏﾀ ｾｲﾔ ｶﾓｼｶｸﾗﾌﾞ 欠場
  997 千葉 俊紀(3)

ﾁﾊﾞ ﾄｼﾉﾘ
  996 須甲 寛大(3)

ｽｺｳ ﾋﾛｷ
 1002 蟻川 喬生(3)

ｱﾘｶﾜ ﾀｶｷ
 6   9 上田西高  1908 與川 夢翔(2)   3:39.13   7 伊那北高

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ ｲﾅｷﾀｺｳ 欠場
 2784 小宮山 達也(3)

ｺﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ
 2788 松下 祥徳(1)

ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾉﾘ
 1913 手塚 智也(1)

ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓﾔ
  7 長野西高  1092 赤尾 駿太(3)   8 松商学園高

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ｱｶｵ ｼｭﾝﾀ 失格 ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ 欠場
 1091 佐藤 直樹(3) T2

ｻﾄｳ ﾅｵｷ
 1096 北島 滉輝(3)

ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｷ
 1093 高野 可偉(3)

ﾀｶﾉ ｶｲ
  8 松本工高   9 上田高

ﾏﾂﾓﾄｺｳｺｳ 欠場 ｳｴﾀﾞｺｳ 欠場



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   9 松本大  9068 輪湖 勇哉(2)   3:19.12 Q

ﾏﾂﾀﾞｲ ﾜｺ ﾕｳﾔ 大会新
 9059 小林 航(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ
 9049 花形 駿介(2)

ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ
 9054 熊谷 悟(1)

ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ
 2   7 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC  9025 吉冨 和弥   3:20.23 q

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ
 9023 浦野 泰希

ｳﾗﾉ ﾀｲｷ
 9029 清水 泰志

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ
 9024 岩田 晃

ｲﾜﾀ ｱｷﾗ
 3   8 豊科高  2539 大月 洸典(2)   3:24.20 q

ﾄﾖｼﾅｺｳ ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ
 2540 篠原 翔(2)

ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ
 2537 加藤 優馬(3)

ｶﾄｳ ﾕｳﾏ
 2538 福岡 歩武(3)

ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ
 4   4 長野工高  1162 山田 嵩大(3)   3:25.77 

ﾅｶﾞﾉｺｳｺｳ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ
 1160 南澤 和輝(3)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ
 1171 中島 啓貴(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ
 1169 中村 颯人(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ
 5   3 長野吉田高  1078 室賀 駿一(3)   3:28.58 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾑﾛｶﾞ ｼｭﾝｲﾁ
 1050 稲生 元希(2)

ｲﾉｳ ｹﾞﾝｷ
 1085 傳田 聖弥(3)

ﾃﾞﾝﾀﾞ ｾｲﾔ
 1087 小池 哲平(2)

ｺｲｹ ﾃｯﾍﾟｲ
 6   6 松本国際高  2509 横山 絢大(3)   3:33.56 

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ
 3142 宮島 隆輔(1)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ
 2512 石曽根 歩(3)

ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ
 2515 一志 瑠衣斗(2)

ｲｯｼ ﾙｲﾄ
 7   2 飯田高   577 友保 尚樹(3)   3:33.98 

ｲｲﾀﾞｺｳ ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ
  579 大峽 和(3)

ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ
  578 安藤 俊輝(3)

ｱﾝﾄﾞｳﾄｼｷ
  580 三石 隼斗(3)

ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ
 8   5 須坂創成高   957 碓井 真凪斗(3)   3:41.15 

ｽｻﾞｶｿｳｾｲｺｳ ｳｽｲ ﾏﾅﾄ
  953 戸澤 大樹(3)

ﾄｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ
  960 小森 巧巳(2)

ｺﾓﾘ ﾀｸﾐ
  956 上原 優星(3)

ｳｴﾊﾗ ﾕｳｾｲ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC  9024 岩田 晃   3:17.13 

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｲﾜﾀ ｱｷﾗ 大会新
 9028 小林 英和

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ
 9023 浦野 泰希

ｳﾗﾉ ﾀｲｷ
 9026 近藤 雅哉

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
 2   5 松本大  9068 輪湖 勇哉(2)   3:19.03 

ﾏﾂﾀﾞｲ ﾜｺ ﾕｳﾔ 大会新
 9049 花形 駿介(2)

ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ
 9061 水島 優(4)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 9059 小林 航(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ
 3   7 市立長野高   879 宮下 翼(3)   3:19.49 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ
  856 池田 翔紀(3)

ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ
  880 久保田 翔(3)

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳ
  857 児玉 悠作(3)

ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ
 4   4 上伊那農高   331 関 雄飛(2)   3:26.43 

ｶﾐｲﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳｺｳ ｾｷ ﾕｳﾋ
  334 小濱 律(2)

ｺﾊﾏ ﾘﾂ
  361 酒井 和馬(3)

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ
  360 山内 一輝(3)

ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ
 5   6 長野高専  3511 髙橋 和真(3)   3:26.97 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ
 3507 宮澤 陽斗(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ
 3525 宮林 祥汰(2)

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ
 3512 髙橋 一輝(3)

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ
 6   2 豊科高  2539 大月 洸典(2)   3:28.11 

ﾄﾖｼﾅｺｳ ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ
 2540 篠原 翔(2)

ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ
 2537 加藤 優馬(3)

ｶﾄｳ ﾕｳﾏ
 2538 福岡 歩武(3)

ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ
 7   9 岩村田高  1600 竹内 滉一(3)   3:37.22 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾀｹｳﾁ ｺｳｲﾁ
 1607 土屋 舜太朗(2)

ﾂﾁﾔ ｼｭﾝﾀﾛｳ
 1598 遠山 舜也(3)

ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ
 1609 市ヶ谷 将英(2)

ｲﾂｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ
  3 小諸高

ｺﾓﾛｺｳ 棄権

決勝



決勝 4月21日 13:45

芋川 駿(4)
ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ 法大
片平 大地
ｶﾀﾋﾗ ﾀﾞｲﾁ 長野吉田AC
宮坂 夏輝(3)
ﾐﾔｻｶ ﾅﾂｷ 諏訪清陵高
丸山 拓哉(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 松本大
相澤 翼(3)
ｱｲｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 松本深志高
高田 幸之介(2)
ﾀｶﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ 松本県ヶ丘高
大塚 樹也(3)
ｵｵﾂｶ ﾐｷﾔ 新潟医福大
羽生田 倫世(2)
ﾊﾆｳﾀﾞﾘﾝｾﾞ 中野立志館高
松澤 和也(3)
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 松本大
宮坂 駿吾(2)
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ 東学大
笠原 理央(3)
ｶｻﾊﾗ ﾘｵ 諏訪清陵高
松原 大輝
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
榎本 崚冴(3)
ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳｺﾞ 信州大
小山 敦司(1)
ｺﾔﾏ ｱﾂｼ 市立長野高
上野 輝大(3)
ｳｴﾉｺｳﾀ 中野立志館高
遠山 舜也(3)
ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 岩村田高
林 力輝(2)
ﾊﾔｼ ﾘｷ 飯田風越高
大久保 海翔(2)
ｵｵｸﾎﾞ ｶｲﾄ 飯田風越高
井出 直哉(3)
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸高
青柳 哲大(3) 記録なし
ｱｵﾔｷﾞ ﾃﾂﾋﾛ 松本工高
倉田 優希(3) 記録なし
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 高遠高
細川 隼(2) 記録なし
ﾎｿｶﾜ ﾊﾔﾄ 下諏訪向陽高
戸谷 泰生(3) 記録なし
ﾄﾔ ﾀｲｾｲ 屋代高
赤羽 健一(2) 欠場
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 下諏訪向陽高
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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22日 11:00

4m20 4m30 4m40 4m50
中山 蓮(3) - - - - - - - - o -
ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ 高遠高 - xxo - xxx
竹内 優(3) - - - - - o - o xo xo
ﾀｹｳﾁﾕｳ 長野吉田高 o xxx
鎌倉 慎太郎(3) - - - - - xo xo o xxo o
ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 下諏訪向陽高 xxx
石坂 巽海(2) - - - - - - o xo o xxx
ｲｼｻﾞｶﾀﾂﾐ 中野立志館高
山際 創平(3) - - - - - - xo xo o xxx
ﾔﾏｷﾞﾜ ｿｳﾍｲ 須坂高
丸山 康生(2) - - xo o xo o o xxx
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 松本国際高
有賀 玄太(3) - - - o o xo xo xxx
ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ 南箕輪中
恒川 直澄(2) - - - o o o xxx
ﾂﾈｶﾜ ﾅｵﾄ 伊那北高
藤澤 将大(3) - - o xxo xo xxx
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 松本大
矢野 眞嵩(3) - - - o xxx
ﾔﾉ ﾏｻﾀｶ 長野高
深尾 光希(1) - o - o xxx
ﾌｶｵ ｺｳｷ 松本工高
富田 雅也(1) - - - o xxx
ﾄﾐﾀ ﾏｻﾔ 松本工高
織原 晴海(1) - xxo o o xxx
ｵﾘﾊﾗﾊﾙﾐ 中野立志館高
宮下 陽平(3) - o o xxo xxx
ﾐﾔｼﾀ ﾖｳﾍｲ 田川高
北原 香音(1) - o o xxx
ｷﾀﾊﾗ ｶﾉﾝ 高遠高
中島 啓介(3) - o xxx
ﾅｶｼﾞﾒｹｲｽｹ 屋代高
高見澤 亮哉(3) xo o xxx
ﾀｶﾐｻﾜﾘｮｳﾔ 中野立志館高
西山 星輝(2) xo xxo xxx
ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｷ 高遠高
平出 雄彩(2) xxx 記録なし
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾕｳｻ 原中
青柳 寛司(2) - xxx 記録なし
ｱｵﾔｷﾞ ｶﾝｼﾞ 田川高
安部 桂史郎(2) - - - xxx 記録なし
ｱﾍﾞ ｹｲｼﾛｳ 原中
田中 滉人(2) 欠場
ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ 松本国際高
那須野 敦(3) 欠場
ﾅｽﾉ ｱﾂｼ 飯田風越高
河手 祥吾(2) 欠場
ｶﾜﾃ ｼｮｳｺﾞ 高遠高
関 知大(4) 欠場
ｾｷ ﾄﾓﾋﾛ 松本大

男子

棒高跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
2m80 3m00 3m20 3m40 3m60 3m70 3m80 3m90 4m00 4m10

1 24   379
 4.30

記録

2 25  1080
 4.20

3 20   164
 4.10

4 19   889
 4.00

5 21   995
 4.00

6 8  2518
 3.80

7 17  8043
 3.80

8 22   416
 3.70

9 13  9066
 3.60

10 15  1116
 3.40

10 16  2405
 3.40

10 18  2404
 3.40

13 12   896
 3.40

14 9  2180
 3.40

15 11   387
 3.20

16 10  1452
 3.00

17 7   881
 3.00

18 4   382
 3.00

1  7891

3  2183

14  7896

2  2526

5   615

6   381

23  9050



予選 (1,2組) 4月21日  9:50
決勝 4月21日 15:15

[ 1組]

上條 将吾   6.67   6.67 Q
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺﾞ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ   -0.6   -0.6
穗苅 康人(3)   6.60   6.60 Q
ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 松商学園高   -1.0   -1.0
浅原 一熙(4)   6.53   6.53 Q
ｱｻﾊﾗｲﾂｷ 諏訪東理大   -1.5   -1.5
山本 祐己(2)   6.37   6.33   6.50   6.50 Q
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 松商学園高   -1.3   -0.9   +0.1   +0.1
吉澤 洸心(3)   6.44   6.06    x   6.44 
ﾖｼｻﾞﾜｺｳｼﾝ 中野立志館高   -0.7   -1.1   -0.7
須甲 寛大(3)    x    x   6.42   6.42 
ｽｺｳ ﾋﾛｷ 須坂高   -1.4   -1.4
村瀬 直希(4)   6.33    x   6.38   6.38 
ﾑﾗｾ ﾅｵｷ 松本大   -1.5   +0.2   +0.2
宮川 蓮(3)    x   6.27   6.38   6.38 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝ 松本国際高   -1.3   -0.6   -0.6
内堀 岳宏(1)   6.14   6.32    x   6.32 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ 松本大   -0.8   -0.6   -0.6
原 惇也(1)   6.16   6.01   6.31   6.31 
ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 佐久長聖高   -0.3   -1.3   -0.6   -0.6
榎本 崚冴(3)    x   6.26   6.11   6.26 
ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳｺﾞ 信州大   -0.9   -0.3   -0.9
福元 聖矢(4)   6.10   6.24   6.06   6.24 
ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾔ 信州大   -0.4   -2.1   -0.7   -2.1
青沼 和紀    x   5.93   6.18   6.18 
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ with   -1.1   -1.4   -1.4
小林 蓮(2)    x   6.02   6.17   6.17 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪二葉高   -0.5   -1.1   -1.1
嵯峨座 綾(3)   6.05   6.09   5.92   6.09 
ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ 飯田風越高   -1.7   -1.0   -1.2   -1.0
古瀬 友暉(3)   5.99   6.06   6.04   6.06 
ﾌﾙｾ ﾕｳｷ 飯田風越高   +0.3   +1.0   -1.1   +1.0
名取 大輔(3)   6.00   5.66   6.03   6.03 
ﾅﾄﾘ ﾀﾞｲｽｹ 東海大諏訪高   +1.5   -0.6   -0.6   -0.6
大郷 佳已斗(2)    x   5.90   6.01   6.01 
ﾀﾞｲｺﾞｳ ｶｲﾄ 諏訪実高   -1.4   -0.5   -0.5
土屋 舜太朗(2)   5.95   5.54   6.00   6.00 
ﾂﾁﾔ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岩村田高    0.0   -0.6    0.0    0.0
茂木 達哉(3)   5.76    x   5.91   5.91 
ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ 岩村田高   -1.7   -0.2   -0.3   -0.3
中島 竜輝(3)   5.82    x   5.81   5.82 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾂｷ 市立長野高   -1.0   -1.5   -1.0
山岸 駿莉(3)   5.80   5.72   5.57   5.80 
ﾔﾏｷﾞｼ ｼｭﾘ 須坂高   +0.1   -0.6   -1.7   +0.1
竹田 昌史(3)   5.71   5.71    x   5.71 
ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｼ 長野工高   -0.5    0.0   -0.5
佐藤 賢一 欠場
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

記録 備考

男子

走幅跳
予選 標準記録    6.50m Q:標準記録突破者  q：その他の通過者

-1- -2- -3-

1 19  9014

所属名試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位

2 23  2462

3 17  9121

4 21  2477

5 3   886

6 16   996

7 7  9064

8 9  2508

9 22  9067

10 15  2813

11 13  9076

12 11  9107

13 20  9003

14 8   131

15 14   613

16 10   611

17 18    55

18 1    78

19 6  1607

20 2  1601

21 5   861

22 4  1000

23 12  1163

24  9027



[ 2組]

松本 陸(3)   6.80    -    -   6.80 Q
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 諏訪二葉高   -0.5   -0.5
中野 涼介(4)   6.08   6.77    -   6.77 Q
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 筑波大   -0.7   -0.6   -0.6
日向 一機(M)   6.66    -    -   6.66 Q
ﾋﾅﾀ ｲｯｷ 信州大   -1.3   -1.3
山浦 渓斗(3)   6.59    -    -   6.59 Q
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 小諸高   -0.8   -0.8
柴本 遼河(2)   6.46   6.56    -   6.56 Q
ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 松本大   +0.1   -1.3   -1.3
小野澤 達也(4)    x    x   6.52   6.52 Q
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 松本大   -0.7   -0.7
原 泰三(2)   6.43   6.45   6.51   6.51 Q
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小諸高   -0.6   -2.4   -0.9   -0.9
小林 祐紀(M)   6.51    -    -   6.51 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 信州大   -0.3   -0.3
相川 史弥(4)    -    x   6.42   6.42 
ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ 信州大   -0.4   -0.4
小池 哲平(2)   6.11   6.20   6.30   6.30 
ｺｲｹ ﾃｯﾍﾟｲ 長野吉田高   -1.9   -0.5   -0.2   -0.2
常田 龍輝(1)   6.22    x   5.93   6.22 
ﾄｷﾀ ﾘｭｳｷ 市立長野高   -0.2   -0.4   -0.2
傳田 聖弥(3)   6.14   6.05   5.83   6.14 
ﾃﾞﾝﾀﾞ ｾｲﾔ 長野吉田高   -2.8   -0.2   -0.3   -2.8
堀米 優兵(3)   6.12   5.97   5.79   6.12 
ﾎﾘｺﾞﾒﾕｳﾍｲ 中野立志館高   -0.7   -1.0   -0.4   -0.7
宮島 隆輔(1)   5.90   5.98    x   5.98 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ 松本国際高   -0.2   -0.2   -0.2
篠原 洸樹(2)   5.95   5.86    x   5.95 
ｼﾉﾊﾗ ｺｳｷ 松商学園高   -1.1   -1.4   -1.1
伊藤 司騎(3)   5.92   5.77    x   5.92 
ｲﾄｳ ｼｷ 望月AC   -1.7   -0.9   -1.7
菊池 秀太(3)   5.61   5.77   5.22   5.77 
ｷｸﾁ ｼｭｳﾀ 岡谷工高   -1.0   -0.9   -1.3   -0.9
高橋 江成(2)    x   5.60    x   5.60 
ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 飯山高    0.0    0.0
渡辺 慎(3)   5.52    x   5.58   5.58 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝ 諏訪実高   -1.1   -1.1   -1.1
竹内 勇貴(3)    x    x    x 記録なし
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 松島中
松原 聖将(3)    x    -    x 記録なし
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ 大町岳陽高
石田 優音(2) 欠場
ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 松本工高
上野 太暉(2) 欠場
ｳｴﾉ ﾀｲｷ 丸子修学館高

穗苅 康人(3)   7.12  7.06   x    x   7.02  7.19   7.19 
ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 松商学園高   +2.0  +0.5   +2.5  +0.7   +0.7
松本 陸(3)   6.11  6.85  6.99  7.01  7.06  7.18   7.18 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 諏訪二葉高   +0.9  +0.4  +0.4  -0.6  +0.7  +2.6   +2.6
日向 一機(M)   6.98  6.89  7.17  6.63  6.94  6.95   7.17 
ﾋﾅﾀ ｲｯｷ 信州大   +2.0  +2.6  +0.9  +1.1  +1.3  +1.5   +0.9
小野澤 達也(4)   6.87  6.97  6.92  7.14   -    -    7.14 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 松本大   +1.4  +1.8  -0.3  +0.8    +0.8
上條 将吾   6.57  6.86  6.83  7.10   x   6.97   7.10 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺﾞ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ   +0.7  +0.4  -1.0  +0.2   +3.1   +0.2
山本 祐己(2)   6.85  6.90  6.61   x   6.76   x    6.90 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 松商学園高   -0.1  +0.4  +1.6   +1.5    +0.4
柴本 遼河(2)    x   6.86  6.87   x    x    x    6.87 
ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 松本大   +0.3  -0.1    -0.1
浅原 一熙(4)   6.47  6.54  6.83  6.48  6.62   x    6.83 
ｱｻﾊﾗｲﾂｷ 諏訪東理大   +0.5  +1.6  +1.1  +2.4  +0.5    +1.1
山浦 渓斗(3)    x    x   6.73    6.73 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 小諸高   -0.9    -0.9
原 泰三(2)   6.61   x   6.67    6.67 
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小諸高   +0.4   +0.5    +0.5
小林 祐紀(M)    x   6.66  6.51    6.66 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 信州大   +1.3  -0.1    +1.3
中野 涼介(4) 棄権
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 筑波大

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ -3- 記録 備考

1 18   141

氏  名 所属名 -1- -2-

2 22  9126

3 23  9105

4 21  1703

5 11  9056

6 20  9058

7 12  1707

8 19  9087

9 16  9095

10 6  1087

11 17   865

12 15  1085

13 14   882

14 7  3142

15 4  2483

16 10  9152

17 8   259

18 5   835

19 2    72

3  7099

13  2081

1  2432

9  1747

-2- -3-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 備考

1 5  2462

-4- -5- -6- 記録所属名 -1-

2 3   141

3 10  9105

4 11  9058

5 8  9014

6 6  2477

7 1  9056

8 4  9121

9 12  1703

9  9126

10 7  1707

11 2  9087



決勝 4月22日 13:00

日向 一機(M)  12.66 14.33 14.62 14.92 13.71 14.58  14.92 
ﾋﾅﾀ ｲｯｷ 信州大   +2.4  -1.1  +1.7  +1.1  -0.1  +0.5   +1.1
小野澤 達也(4)  14.08 13.90   x  14.60   x  14.15  14.60 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 松本大   +1.4  -1.4   -0.8   -0.1   -0.8
井上 健次  14.15 12.99 13.52   x  14.07   x   14.15 
ｲﾉｳｴ ｹﾝｼﾞ 長野市陸協   +2.2   0.0   0.0   +0.4    +2.2
金子 司  14.11   x  13.46 13.98 14.01   x   14.11 
ｶﾈｺ ﾂｶｻ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +0.5    0.0  +0.7  +0.3    +0.5
櫻井 大幹  14.06   x    -  13.72   x    x   14.06 
ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾓﾄ 長野市陸協   +1.5   +0.3    +1.5
内堀 岳宏(1)    x  13.25 13.88 13.81 13.59   x   13.88 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ 松本大   -1.3  +1.5  -0.3  +2.0    +1.5
山本 祐己(2)  13.69 13.06 12.40 13.29 13.31   x   13.69 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 松商学園高   +1.5  +1.1  +0.5  +0.6  +0.6    +1.5
吉澤 洸心(3)  13.30 12.70 12.81 12.62 13.10 12.76  13.30 
ﾖｼｻﾞﾜｺｳｼﾝ 中野立志館高   +1.4  +1.7  +0.7   0.0  +0.5  -1.2   +1.4
小池 哲平(2)  12.79 13.17   x   13.17 
ｺｲｹ ﾃｯﾍﾟｲ 長野吉田高   +1.1  +0.1    +0.1
窪田 章吾(4)    x  13.16   x   13.16 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｺｳｺﾞ 東学大   +0.6    +0.6
大島 卓仁(M)  13.15   x  13.11   13.15 
ｵｵｼﾏ ﾀｸﾄ 信州大   -0.1   +1.0    -0.1
西澤 和輝(3)    x  12.96 13.15   13.15 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 長野高   +0.2  -0.1    -0.1
小林 哲士(3)  12.81   x  13.02   13.02 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂｼﾞ 長野吉田高   +0.8   +0.5    +0.5
竹田 昌史(3)  12.78 12.15 12.54   12.78 
ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｼ 長野工高   +0.9  +0.7  -1.0    +0.9
一之瀬 弘聖(2)  12.53 12.67   -   12.67 
ｲﾁﾉｾ ﾋﾛｱｷ 上田千曲高   +1.8  +1.2    +1.2
森田 捷斗(2)    x    x  12.62   12.62 
ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾄ 松代高   +0.8    +0.8
戸谷 泰生(3)    x  12.55 12.59   12.59 
ﾄﾔ ﾀｲｾｲ 屋代高   +0.7  +0.9    +0.9
常田 勘太(3)    x  12.56   x   12.56 
ﾄｷﾀ ｶﾝﾀ 長野吉田高   +1.5    +1.5
三石 隼斗(3)  12.53   x    x   12.53 
ﾐﾂｲｼ ﾊﾔﾄ 飯田高   +1.8    +1.8
高橋 江成(2)    x  12.47 12.24   12.47 
ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 飯山高   +0.4  +1.9    +0.4
黒岩 拓人(3)    x  12.37 12.45   12.45 
ｸﾛｲﾜ ﾀｸﾄ 市立長野高   +0.8  +2.1    +2.1
宮下 駿介(2)    x  12.32   x   12.32 
ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 丸子修学館高   +0.5    +0.5
清水 一馬(4)    x    x  12.17   12.17 
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾏ 信州大   +0.9   +3.5    +3.5
須甲 寛大(3)    x    x    x 記録なし
ｽｺｳ ﾋﾛｷ 須坂高
遠山 舜也(3) 欠場
ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 岩村田高
山浦 渓斗(3) 欠場
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 小諸高
石川 和義 欠場
ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ 長野吉田AC

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 25  9105

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

2 20  9058

3 19  9138

4 18  9017

5 24  9144

6 23  9067

7 15  2477

8 7   886

9 11  1087

10 27  9146

11 21  9098

12 17  1124

13 14  1081

14 4  1163

15 1  1878

16 5  1415

17 9  1443

18 2  1079

19 8   580

20 12   835

21 10   860

22 6  1748

23 13  9093

22   996

3  1598

16  1703

26  9131



決勝 4月21日 14:00

米倉 朋輝(3)
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 新潟医福大
竹村 地智(2)
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 国武大
松野 太輝
ﾏﾂﾉ ﾀｲｷ かもしか倶楽部
草間 拓海(2)
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 信州大
森田 修史(3)
ﾓﾘﾀ ｼｭｳｼﾞ 信州大
上條 健
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
友田 利男 欠場
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那郡陸協

   -

5  9032

  7.66

   -

  8.03 

6 2  9021
  7.33  7.51  7.55  6.92   7.55 

  9.41  9.41 

5 1  9090
  7.49  7.40  8.03  7.55   x

   x  10.01 

4 3  9096
  8.64  8.49  8.59  8.85  8.91

 12.24 12.24 

3 4  9009
  9.63  9.44  9.47 10.01  9.95

 13.77 13.77 

2 6  9039
   x  12.16 12.08 12.07 11.79

記録 備考

1 7  9117
   x    x  12.97   x    x

-5- -6-

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- -3- -4-



決勝 4月21日 14:00

藤井 隆聖(3)
ﾌｼﾞｲﾘｭｳｾｲ 飯田高
髙橋 理人(2)
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 須坂創成高
金子 周平(3)
ｶﾈｺ ｼｭｳﾍｲ 松本工高
竹内 恒平(2)
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ 松本工高
小林 篤央(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｵ 上田高
ﾊﾘｽ ﾏｲﾙｽﾞ翔馬(2)
ﾊﾘｽﾏｲﾙｽﾞｼｮｳﾏ 松商学園高
加藤 耀央(3)
ｶﾄｳ ﾈｵ 松本蟻ヶ崎高
長谷川 悠太(3)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 長野吉田高
下村 亮也(3)
ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳﾔ 木曽青峰高
田村 匠(3)
ﾀﾑﾗ ﾀｸﾐ 望月高
赤尾 聡良(2)
ｱｶｵ ｿﾗ 上田染谷丘高
西田 和樹(3)
ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 松本美須々ヶ丘高
向山 星来(2)
ﾑｶｲﾔﾏ ｾｲﾗｲ 高遠高
井浦 椋介(2)
ｲｳﾗ ﾘｮｳｽｹ 須坂創成高
児玉 裕隆(3)
ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛﾀｶ 長野日大高
本山 岳志(3)
ﾓﾄﾔﾏ ﾀｹｼ 松本深志高
西尾 樹(2)
ﾆｼｵ ﾀﾂｷ 木曽青峰高
後藤 翔(3)
ｺﾞﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 明科高
塚田 一勢(3)
ﾂｶﾀﾞｲｯｾｲ 飯田高

男子高校

砲丸投(6.000kg)
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 16   575
   x  12.09   x  12.72 12.81 12.95 12.95 

2 17   959
   x  12.69   x  12.55 12.83 12.72 12.83 

3 19  2424
 12.54 12.68   x  12.59   x  12.64 12.68 

4 15  2431
 11.78 12.08 12.07 11.73 11.91 11.74 12.08 

5 18  1792
   x  11.75 10.95 10.34 11.20 11.72 11.75 

6 13  2482
 10.78 11.55 11.55 11.45 11.14 10.85 11.55 

7 14  2366
 11.29 10.70 11.28 11.26 10.93   x  11.29 

8 11  1083
 10.13 10.92 10.08 11.00 10.71 10.36 11.00 

9 5  1959
  9.72 10.34 10.29  10.34 

10 9  1676
 10.23  9.73   x  10.23 

11 12  1841
  9.90   x   9.82   9.90 

12 6  2347
  9.83  9.54  9.86   9.86 

13 2   384
  9.70  9.41  9.32   9.70 

14 7   961
   x   9.49  9.49   9.49 

15 8  1261
  9.16  9.27  9.31   9.31 

16 10  2247
  8.86  9.05  9.12   9.12 

17 3  1964
  8.92  9.02  9.12

   x

  9.12 

18 4  2555
   x   9.12  8.66

19 1   586
  9.03    x

  9.12 

  9.03 



決勝 4月21日 14:00

永田 智哉(1)
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 諏訪二葉高
下平 朱莉(3)
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼｭﾘ 春富中
土屋 海斗(3)
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 上田第五中
川上 大輝(3)
ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｷ 山辺中

男子少年B

砲丸投(5.000kg)
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 4  2607
 10.68 10.92 10.49   x    x   9.91 10.92 

2 3  8169
   x   8.86  8.34   9.27  9.27 

3 2  4693
  8.94  9.06  8.92

  8.28  8.23   x   8.65

   x   8.98

  8.99  9.15 

4 1  7156
  8.61   8.97  8.97 

  9.15  9.12



決勝 4月21日 12:00

米倉 朋輝(3)
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 新潟医福大
北村 将也(2)
ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾔ 同志社大
神田 郁実
ｶﾝﾀﾞ ｲｸﾐ 長野市陸協
竹村 地智(2)
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 国武大
上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
東井 航平(4)
ﾄｳｲ ｺｳﾍｲ 信州大
丸山 貴由人(4)
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾕﾄ 松本大
赤澤 虎太郎(4)
ｱｶｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 長野高専

 28.03 29.24 

 29.86 30.32 

8 1  9137
 28.89 29.07 27.91 28.32 29.24

   x  32.37 

7 2  9051
 27.60 30.07 29.86 28.75 30.32

 35.95 36.36 

6 3  9104
 32.37   x    x  32.24 31.47

 35.33 38.35 

5 4  9020
   x  34.70   x  36.07 36.36

 38.96 39.25 

4 5  9039
   x  34.45 35.85 38.35 38.15

 35.90 40.52 

3 7  9141
 35.79 33.15 39.25 36.63   x

   x  42.27 

2 6  9147
   x  37.96 40.52 35.58 36.36

記録 備考

1 8  9117
   x  41.52 39.54 41.11 42.27

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

男子

円盤投(2.000kg)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 4月21日 12:00

小林 篤央(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｵ 上田高
萩原 倖司(3)
ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳｳｼ 梓川高
小林 翔一(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁ 須坂創成高
三澤 弘季(3)
ﾐｻﾜ ﾋﾛｷ 松本県ヶ丘高
児玉 裕隆(3)
ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛﾀｶ 長野日大高
竹内 恒平(2)
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ 松本工高
赤尾 聡良(2)
ｱｶｵ ｿﾗ 上田染谷丘高
髙橋 理人(2)
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 須坂創成高
村瀬 陽紀(3)
ﾑﾗｾ ﾊﾙｷ 梓川高
末元 昂成(3)
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 阿南高
池上 大希(2)
ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾛｷ 松本工高
丸山 隆一(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ 梓川高
岩﨑 千洋(3)
ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 飯山高
西牧 廉(3)
ﾆｼﾏｷ ﾚﾝ 松本工高
大淵 翔也(2)
ｵｵﾌﾁ ｼｮｳﾔ 下諏訪向陽高
西尾 樹(2)
ﾆｼｵ ﾀﾂｷ 木曽青峰高
齋藤 勇輝(2)
ｻｲﾄｳﾕｳｷ 中野立志館高
石川 真(2)
ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ 松本県ヶ丘高
長瀬 直樹(3)
ﾅｶﾞｾ ﾅｵｷ 梓川高
赤尾 駿太(3)
ｱｶｵ ｼｭﾝﾀ 長野西高
本山 岳志(3) 欠場
ﾓﾄﾔﾏ ﾀｹｼ 松本深志高
松田 直也(3) 欠場
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 上伊那農高

男子高校

円盤投(1.750kg)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 備考

1 21  1792
 39.29   -    -    -

-3-

   -  33.68 39.29 

記録-4- -5- -6-

2 22  2172
 34.69 28.71 33.10 36.22 35.86   x  36.22 

 32.04 33.13 32.60 28.28 33.13 
3 18   965

 32.35

4 19  2275
 29.53   x  30.85

 32.95

 31.81 32.42   x  32.42 

 31.55    x  28.03 31.55 
5 20  1261

 29.41

6 14  2431
 28.56 30.40 31.12

 28.06

 31.52 30.73   x  31.52 

 31.27   x  30.03 28.50 31.27 
7 9  1841

   x

8 16   959
 30.51 26.94 28.33

   x

 28.18 27.52   -  30.51 

 28.17  30.46 
9 13  2164

 30.46

10 10   760
   x  28.02 30.42

   x

 30.42 

   x  28.91 
11 12  2433

   x

12 3  2166
 25.80 28.27 28.69

 28.91

 28.69 

 28.60  28.60 
13 11   820

 27.34

14 7  2422
   x  27.47 27.73

 27.71

 27.73 

 26.69  26.69 
15 8   167

   x

16 5  1964
 25.24 26.01 23.96

   x

 26.01 

 24.12  25.54 
17 15   892

 25.49

18 6  2307
 23.06   x  25.07

 25.54

 25.07 

 22.12  24.07 
19 1  2168

   x

20 2  1092
 21.08   x  22.39

 24.07

 22.39 

17   362

4  2247



決勝 4月22日  9:35

神田 郁実
ｶﾝﾀﾞ ｲｸﾐ 長野市陸協
東井 航平(4)
ﾄｳｲ ｺｳﾍｲ 信州大
上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
小林 和夫
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 上伊那郡陸協
上條 健
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

男子

ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg)
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 5  9141
 54.52 55.11 55.73 56.09 55.19 55.15 56.09 

2 4  9104
 48.37 49.72   x  46.89 48.35   x  49.72 

3 3  9020
 42.41 41.94 41.85   x  39.84

 26.67

 42.46 42.46 

4 2  9071
 30.66 30.49   x  30.39

5 1  9021
 25.62  24.86   x

   x  32.54 

 25.22   x  26.67 

 32.54



決勝 4月22日  9:35

萩原 倖司(3)
ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳｳｼ 梓川高
末元 昂成(3)
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 阿南高
山田 勇里(2)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾘ 梓川高
松田 直也(3)
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 上伊那農高
野中 優海(3)
ﾉﾅｶ ﾕｳ 松本県ヶ丘高
井浦 椋介(2)
ｲｳﾗ ﾘｮｳｽｹ 須坂創成高
金児 涼(3)
ｶﾈｺ ﾘｮｳ 更級農高
後藤 翔(3)
ｺﾞﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 明科高
金子 周平(3)
ｶﾈｺ ｼｭｳﾍｲ 松本工高
岩﨑 千洋(3)
ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 飯山高
齋藤 裕貴(2)
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 須坂東高
長尾 渓(3) 記録なし
ﾅｶﾞｵ ｹｲ 松本工高

男子高校

ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg)
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 12  2172
 46.89 49.30   x    x  49.06 49.69 49.69 

2 8   760
 46.45   x    x  40.47 46.44 45.16 46.45 

3 10  2151
 43.94   x  44.86 43.32 46.07 44.46 46.07 

4 11   362
 44.91   x  40.14   x  32.16 43.17 44.91 

5 9  2274
 39.57   x  41.29   x    x  40.70 41.29 

6 3   961
 36.31 39.49 35.80 36.93   x    x  39.49 

7 7  2770
   x  36.70   x  33.49 36.78 38.07 38.07 

8 6  2555
 31.55 38.04 36.65 35.62 37.50 35.09 38.04 

9 5  2424
   x  35.29   x  35.29 

10 1   820
 27.05 29.64 32.36  32.36 

11 4   977
   x    x  30.57

   x    x

 30.57 

2  2427
   x



決勝 4月22日 15:00

岩﨑 まお(3)
ｲﾜｻｷ ﾏｵ 新潟医福大
中野 龍星(3)
ﾅｶﾉ ﾘｭｳｾｲ 松本県ヶ丘高
上條 俊(4)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｶｼ 長野高専
石山 丈(2)
ｲｼﾔﾏ ｼﾞｮｳ 長野日大高
倉田 優希(3)
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 高遠高
浅原 一熙(4)
ｱｻﾊﾗｲﾂｷ 諏訪東理大
松永 春樹
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙｷ 長野吉田AC
長谷川 悠太(3)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 長野吉田高
小泉 陸人(2)
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 野沢南高
茂木 達哉(3)
ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ 岩村田高
千葉 俊紀(3)
ﾁﾊﾞ ﾄｼﾉﾘ 須坂高
峯村 悠(3)
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳ 中野西高
西牧 廉(3)
ﾆｼﾏｷ ﾚﾝ 松本工高
山口 雄也(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 篠ﾉ井高
今井 侑志(3)
ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ 長野高専
別府 竜之介(3)
ﾍﾞｯﾌﾟ ﾀﾂﾉｽｹ 長野西高
近澤 健太(3)
ﾁｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 信州大
長尾 渓(3)
ﾅｶﾞｵ ｹｲ 松本工高
山本 陽介(3)
ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ 須坂高
池上 大希(2)
ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾛｷ 松本工高
齋藤 勇輝(2)
ｻｲﾄｳﾕｳｷ 中野立志館高
平野 雄大(3)
ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 梓川高
井出 洲大(3)
ｲﾃﾞ ｸﾆﾋﾛ 小諸高
安西 克樹(4) 記録なし
ｱﾝｻﾞｲ ｶﾂｷ 信州大
友田 利男 欠場
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那郡陸協
塩川 拓(3) 欠場
ｼｵｶﾜ ﾀｸ 国武大

24  9037

19  9032

 36.89 

21  9073
   x    x    x

 40.43 

23 10  1704
 36.89 35.50   -

 41.36 

22 5  2165
 40.43 40.15 35.64

 41.52 

21 1   892
 40.58 38.57 41.36

 42.08 

20 6  2433
 41.27 41.52 40.11

 42.25 

19 8   998
 40.70 42.08 41.40

 42.56 

18 4  2427
 42.25 40.40 36.67

 43.55 

17 3  9081
   x  42.56   x

 43.66 

16 7  1095
 43.55 41.08 40.71

 44.02 

15 12  3514
   x  43.66 42.51

 44.13 

14 2  1399
   x  40.86 44.02

 44.29 

13 13  2422
 39.92 44.13   x

 45.84 

12 11   950
 44.24 44.29 41.16

 46.21 

11 22   997
   x    x  45.84

 47.66 

10 15  1601
 38.09 45.73 46.21

   -  47.93 

9 14  1567
   x    x  47.66

 49.03 49.03 

8 20  1083
 47.93 46.81   -    -    -

 42.92 49.30 

7 17  9130
 43.26   x  48.18   x  43.80

 44.04 49.52 

6 9  9121
 43.76 46.26 47.69 49.30 47.95

 46.46 49.75 

5 16   380
 46.30 42.85 49.52 44.84 47.02

 50.46 56.72 

4 18  1260
 42.55 45.63 49.75 45.86 41.31

 56.92 58.86 

3 25  9136
 56.72 52.70 54.03 51.81 49.78

   x  65.07 

2 23  2278
 56.06 54.78 55.84 56.04 58.86

記録 備考

1 26  9115
 63.11   x  62.45 65.07   x

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

男子

やり投(800g)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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