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■この大会で樹立された記録

樋口 虹夏(2)
友田 有紀(2)
深澤 由惟(3)

5/3 大会新 女子 4×100mR 決勝 48秒91 内川 未久(2) 松商学園高 49秒26
5/3 大会新 男子 400mH 決勝 58秒45 中山 晃希(2) 松本美須々ヶ丘高 58秒66
5/3 大会新 男子 400mH 決勝 57秒89 渡部 翔太(1) 松本大 58秒66
5/3 大会新 男子 400mH 決勝 56秒31 倉田 歩夢(2) 松商学園高 58秒66
5/3 大会新 男子 400mH 決勝 55秒28 花形 駿介(2) 松本大 58秒66
5/3 大会新 男子 400mH 決勝 53秒27 小林 航(4) 松本大 58秒66

記録の種類
大会新
大会新
大会新
大会新
大会新
大会新
大会新
大会新

5/3 男子 3000mSC 決勝 10分26秒58 小松 晃人 松本大 10分29秒8大会新
5/3 男子 3000mSC 決勝 10分08秒29 上田 桂悟 松本国際高 10分29秒8大会新

樋口 虹夏(2)
友田 有紀(2)
深澤 由惟(3)

5/3 女子 4×100mR 予選 48秒58 内川 未久(2) 松商学園高 49秒26大会新
5/3 男子 800ｍ 準決勝 1分58秒67 畠山 龍大(3) 大町岳陽高 1分58秒67大会タイ
5/3 女子 200m 予選 25秒82 友田 有紀(2) 松商学園高 25秒91
5/3 男子 400mH 予選 58秒53 中山 晃希(2) 松本美須々ヶ丘高 58秒66
5/3 男子 400mH 予選 58秒43 一志 瑠衣斗(2) 松本国際高 58秒66
5/3 男子 400mH 予選 57秒95 渡部 翔太(1) 松本大 58秒66
5/3 男子 400mH 予選 57秒75 加藤 優馬(3) 豊科高 58秒66
5/3 男子 400mH 予選 57秒53 倉田 歩夢(2) 松商学園高 58秒66

58秒66
5/3 男子 400mH 予選 56秒23 花形 駿介(2) 松本大 58秒66

第42回中信地区陸上競技選手権大会

期 日
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記録・情報主任

月日 クラス 種目 ラウンド 記録 氏名(学年) 所属 従来の記録
5/3 男子 400mH 予選 53秒10 小林 航(4)

記 録 集

松本大



■グラウンドコンディション
5月3日(木) 5月4日(金)

■失格の理由を示す略号の説明

■フィールド競技における記号の説明

月日 記録の種類 クラス 種目 ラウンド 記録 氏名(学年) 所属 従来の記録

5/4 大会新 男子 10000m 決勝 33分07秒21 松野 淳司 塩尻市陸協 33分52秒8
5/4 大会新 男子 10000ｍ 決勝 32分52秒88 西沢 紀元 昭和電工大町 33分52秒8

5/4 大会新 女子 三段跳 決勝 10m51 木田 沙耶(2) 松本大 10m40

5/4 男子 ハンマー投 決勝 47m60 東井 航平(4) 信州大 34m58大会新
5/4 女子 1500m 決勝 4分51秒76 村岡 美玖(2) 波田中 4分56秒17大会新

湿度風速
(m/s)

風向

9:00 曇り 南西 3.7

時刻 天候 気温 湿度
(℃) (%)

20.0 68.0

21.0 49.0

10:00 曇り 西 2.5
11:00 曇り 南西 1.7

22.0 54.0
23.0 59.0

12:00 曇り 北西 3.5
13:00 曇り 南西 3.2

24.0 53.0
24.0 39.0

(m/s)(℃) (%)
時刻 天候 風向 風速気温

37.0
10:00 曇り 南西 1.813.5 39.0
9:30 曇り 南 2.614.0

34.0
12:00 曇り 西 5.216.0 32.0
11:00 曇り 南西 2.315.5

曇り 西 3.616.0 23.0

21.0
16:00 曇り 南西 4.015.5 30.0
15:00 曇り 南西 2.415.5
14:00
13:00

略号 　内容 　Rules

曇り 南西 0.415.5 21.014:00 曇り 南西 4.5
15:00 曇り 南 2.8
16:00 曇り 西 2.7

23.0 38.0
22.0 43.0

FS 不正スタート R162-7
T1 他の競技者を妨害した R163-2
T2 他のレーンに入った R163-3(a)
T3 縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った R163-3(b)
T4 ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った R163-5
T5 競技者がトラックから勝手に離脱した R163-6
T6 ハードルを越えなかった R168-7
T7 足又は脚がハードルをはみ出してバーの高さより低い位置を通った R168-7(a)
T8 故意にハードルを倒した R168-7(b)

R1
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

K1 ロス・オブ・コンタクトで３名以上がレッドカードを出した R230-7(a)
K2 ベント・ニーで３名以上がレッドカードを出した R230-7(a)
K3 ロス・オブ・コンタクトとベント・ニーで３名以上がレッドカードを出した R230-7(a)
K4 ロス・オブ・コンタクトで競歩主任が単独で失格にした R230-4(a)
K5 ベント・ニーで競歩主任が単独で失格にした R230-4(a)

－ パス
ｒ 試合放棄（離脱）

記号 　内容 　備考
○ 成功（有効試技） 走高跳・棒高跳
× 失敗（無効試技）



第42回中信地区陸上競技選手権大会(18170520) ﾄﾗｯｸ審判長 小幡 泰俊/木戸岡 和孝
主催：中信地区陸上競技協会・松本市陸上競技協会・大北陸上競技協会・塩尻市陸上競技協会 ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 田澤 稔
　　　  木曽郡陸上競技協会・安曇野市陸上競技協会 ｽﾀｰﾄ審判長 小川 淳
【開催日】 平成30年5月3日（木）・4日（金） 記録主任： 三代澤 芳男

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

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 5/ 4 男子  -2.1岩田 晃 11.23 水島 優(4) 11.29 斉藤 巧(2) 11.54 常盤 大智 11.60 松原 聖将(3) 11.65 原 大樹(2) 11.69 柴本 遼河(3) 11.71 市川 凌大(3) 11.82

100m ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 松本大 松本大 with 大町岳陽高 木曽青峰高 松本大 木祖中
 5/ 3  -1.5岩田 晃 22.03 斉藤 巧(2) 22.21 越山 遥斗(2) 22.78 常盤 大智 22.91 中島 大智(2) 23.11 今西 康太(2) 23.45 栗林 雄大(3) 23.81

200m ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 松本大 松本工高 with 松本国際高 松商学園高 明科高
 5/ 4 輪湖 勇哉(2) 50.10 篠原 翔(2) 50.23 輪湖 幸太(3) 51.20 渡部 翔太(1) 51.24 佐竹 哲寛(3) 52.52 田口 翔斗(3) 53.31 坂井 健留(3) 53.33 鹿川 和樹(3) 54.21

400m 松本大 豊科高 松本美須々ヶ丘高 松本大 松商学園高 木曽青峰高 大町岳陽高 大町岳陽高
 5/ 3 小澤 大輝(3) 2:01.31 大蔵 泰生(2) 2:02.70 小坂 悠太(2) 2:04.28 鹿川 和樹(3) 2:04.34 和田 直己(2) 2:04.78 降籏 一誓(3) 2:11.50

800m 大町岳陽高 木曽青峰高 仁科台中 大町岳陽高 木曽青峰高 松商学園高
 5/ 4 中村 剛(3) 4:20.20 黒岩 優斗(2) 4:20.71 會川 奏太(3) 4:23.48 佐原 楓英(3) 4:24.93 古川 楓馬(3) 4:25.08 逢澤 智広 4:26.78 小松 晃人(2) 4:27.03 小倉 颯太(2) 4:29.69

1500m 塩尻志学館高 豊科高 穂高東中 堀金中 豊科北中 松本市陸協 松本大 松本蟻ヶ崎高
 5/ 3 塩原 大 15:49.92 和田 輝(3) 16:06.43 寺島 慧悟 16:08.97 菅沼 直紘(3) 16:11.20 松野 淳司 16:14.54 上条 康太 16:17.87 成宮 崇人(3) 16:28.89 百瀬 永吉 16:40.41

5000m 松本市陸協 松本国際高 安曇野市陸協 松本深志高 塩尻市陸協 安曇野市陸協 信州大 松本市陸協
 5/ 4 西澤 紀元 32:52.88 松野 淳司 33:07.21 関 喜明 33:55.18 和田 輝(3) 34:04.33 上田 桂悟(3) 34:09.60 渡辺 優樹 34:10.70 中村 祐紀 34:52.09 中嶋 紀彰(2) 34:54.31

10000m 昭和電工大町 GR 塩尻市陸協 GR 松本市陸協 松本国際高 松本国際高 塩尻市陸協 安曇野市陸協 松本国際高
 5/ 4  -0.7越山 遥斗(2) 15.81 倉田 歩夢(2) 15.98 北村 剣臣(2) 16.38 木下 耀仁(1) 18.04 中根 颯亮(2) 18.12 高木 宙夢(3) 20.47 梶川 新(2) 21.43 戸谷 颯真(2) 24.40

110mH(1.067m) 松本工高 松商学園高 豊科高 松商学園高 松本県ヶ丘高 清水中 山辺中 穂高東中
 5/ 3 小林 航(4) 53.27 花形 駿介(2) 55.28 倉田 歩夢(2) 56.31 渡部 翔太(1) 57.89 中山 晃希(2) 58.45 加藤 優馬(3) 58.68 熊谷 憲 59.22 一志 瑠衣斗(2) 59.98

400mH(0.914m) 松本大 GR 松本大 GR 松商学園高 GR 松本大 GR 松本美須々ヶ丘高 GR 豊科高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本国際高
 5/ 3 上田 桂悟(3) 10:08.29 小松 晃人(2) 10:26.58 辻野 智樹(4) 10:42.33 古厩 信作(3) 10:44.80 高木 龍之介(3) 10:49.67 村松 卓弥(2) 10:58.34 斉藤 洸大(2) 11:03.78 小澤 賢也(3) 11:41.94

3000mSC(0.914m 松本国際高 GR 松本大 GR 信州大 塩尻志学館高 松本工高 松本蟻ヶ崎高 松商学園高 松本蟻ヶ崎高
 5/ 3 大和田 悠太(3) 24:07.16 塩島 和弥(2) 25:14.69

5000m競歩 大町岳陽高 大町岳陽高
 5/ 4 松澤 和也(3) 1.95 高田 幸之介(2) 松本県ヶ丘高 1.90 松原 大輝 1.90 片瀬 賢斗(1) 1.75 中村 勇太(2) 1.70 二村 峻平(3) 1.70 上嶋 辰輝(3) 1.65

走高跳 松本大 丸山 拓哉(3) 松本大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本県ヶ丘高 松本蟻ヶ崎高 松本県ヶ丘高 塩尻志学館高
 5/ 3 丸山 康生(2) 3.90 深尾 光希(1) 3.90 都筑 悠佑(3) 3.90 藤澤 将大(3) 3.80 関 知大(4) 3.70 宮下 陽平(3) 3.40 青柳 寛司(2) 3.30 田中 滉人(2) 3.10

棒高跳 松本国際高 松本工高 松本深志高 松本大 松本大 田川高 田川高 松本国際高
 5/ 3 上條 将吾 6.96(+0.9) 小野澤達也(4)6.74(+0.9) 杏 直樹(1) 6.74(+2.8) 村瀬 直希(4) 6.67(+1.5) 柴本 遼河(3) 6.63(+1.6) 青沼 和紀 6.61(-0.3) 山本 祐己(2) 6.55(+1.1) 内堀 岳宏(1) 6.49(+1.4)

走幅跳 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 松本大 松本大 松本大 松本大 with 松商学園高 松本大
 5/ 4 小野澤達也(4)14.42(+6.1) 佐藤 賢一 14.33(+2.0) 内堀岳宏(1) 13.39(+4.8) 青柳 哲大(3) 12.50(+2.8) 川上 文也 12.50(+3.5) 宮澤 憲二 11.97(+4.2) 日馬 正貴 11.76(+3.3)

三段跳 松本大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 松本大 松本工高 松川村AC ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 安曇野市陸協
 5/ 4 金子 周平(3) 11.11 竹内 恒平(2) 10.20 池上 大希(2) 9.64 下村 亮也(3) 9.22 小林 和夫 8.77 神田 雅翔(1) 8.63 福田 淳 8.54 小林 錬(2) 6.85

砲丸投 松本工高 松本工高 松本工高 木曽青峰高 上伊那陸協 松本国際高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 豊科高
 5/ 3 三澤 弘季(3) 30.16 池上 大希(2) 29.95 竹内 恒平(2) 28.29 石川 真(2) 26.05 西尾 樹(2) 24.33 小林 錬(2) 22.19

円盤投 松本県ヶ丘高 松本工高 松本工高 松本県ヶ丘高 木曽青峰高 豊科高
 5/ 4 東井 航平(4) 47.60 小林 和夫 34.09 後藤 翔(3) 31.33 金子 周平(3) 30.17 上條 健 27.46 福田 淳 22.20 神田 雅翔(1) 17.29

ﾊﾝﾏｰ投 信州大 GR 上伊那陸協 明科高 松本工高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本国際高
 5/ 3 中野 龍星(3) 56.34 西牧 廉(3) 44.16 長尾 渓(3) 36.98 宮澤 克幸(1) 35.71 水口 拓実(1) 27.71 倉澤 一熙(2) 24.67

やり投 松本県ヶ丘高 松本工高 松本工高 豊科高 田川高 田川高
 5/ 3 松本大  42.30 松本国際高  43.61 豊科高  43.71 松本美須々ヶ丘高      43.81 大町岳陽高  44.48 木曽青峰高  45.00 松本蟻ヶ崎高  45.90 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  46.63

4×100m 柴本 遼河(3) 竹内 貴史(3) 北村 剣臣(2) 上條 肇(3) 松原 聖将(3) 上村 洋介(3) 権田 将拓(3) 熊谷 憲
水島 優(4) 一志 瑠衣斗(2) 大月 洸典(2) 青木 大知(3) 山形 一歩(3) 原 大樹(2) 長谷川 渡(2) 中畑 恭介
小林 航(4) 丸山 康生(2) 福岡 歩武(3) 蒔田 陽一郎(2) 笠井 敦司(2) 大橋 佑斗(3) 中村 勇太(2) 松原 大輝
斉藤 巧(2) 中島 大智(2) 篠原 翔(2) 輪湖 幸太(3) 坂井 健留(3) 田口 翔斗(3) 小林 健斗(2) 宮澤 憲二

 5/ 4 松商学園高  3:26.74 木曽青峰高  3:28.03 大町岳陽高  3:30.39 松本国際高  3:38.10 豊科高  3:41.12 堀金中  3:43.06
4×400m 佐竹 哲寛(3) 田口 翔斗(3) 坂井 健留(3) 丸山 拓海(1) 大月 洸典(2) 望月 翼(3)

柳沢 優生(2) 大蔵 泰生(2) 小澤 大輝(3) 宮川 蓮(3) 中島 淳公(1) 横山 凌大(3)
倉田 歩夢(2) 大橋 佑斗(3) 畠山 龍大(3) 石曽根 歩(3) 原田 翼(1) 落合 華七斗(2)
小池 孝憲(3) 古川 晴貴(3) 鹿川 和樹(3) 和田 輝(3) 篠原 翔(2) 五十嵐 脩祐(3)



予選 5月4日 11:30
準決勝 5月4日 14:00
決勝 5月4日 15:10

長野県記録(KR)                  10.15 塚原　直貴                   東海大           2007/09/16  
大会記録(GR)                    10.71 

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 +0.6

 1 竹内 貴史(3)     11.93 Q  1 斉藤 巧(2)     11.31 Q
ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 松本国際高 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松本大

 2 松原 誓哉(2)     12.97  2 蒔田 陽一郎(2)     12.02 q
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｾｲﾔ 松本美須々ヶ丘高 ﾏｷﾀ ﾚｲｲﾁﾛｳ 松本美須々ヶ丘高

 3 黒野 敦志(3)     13.11  3 原 駿太(2)     12.45 
ｸﾛﾉ ｱﾂｼ 塩尻広陵中 ﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 仁科台中

 4 荻野 彪(2)     13.92  4 小林 尚矢(2)     12.74 
ｵｷﾞﾉ ﾋｮｳ 白馬中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 松本国際高

 5 藤森 亮祐(2)     14.48  5 中根 彪貴(2)     12.90 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ 高綱中 ﾅｶﾈ ﾋｭｳｷ 塩尻広陵中

 6 君口 光(2)     16.94  6 有賀 功亮(3)     16.48 
ｷﾐｸﾞﾁ ﾋｶﾙ 木曽町中 ｱﾙｶﾞ ｺｳｽｹ 高綱中
成澤 稜(2) 本田 翔哉(3)
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松本大 ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾔ 田川高
佐々木 真事(3) 丸山 辰樹(2)
ｻｻｷ ﾏｺﾄ 清水中 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｷ 丸ﾉ内中
古田 海輝(3) 菅沼 秀悟(2)
ﾌﾙﾀ ｱｷ 丸ﾉ内中 ｽｶﾞﾇﾏ ｼｭｳｺﾞ 信大附属松本中

[ 3組] 風速 -0.1 [ 4組] 風速 -3.4

 1 佐藤 賢一     11.53 Q  1 五十嵐 脩祐(3)     12.64 Q
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｽｹ 堀金中

 2 ﾊﾘｽﾏｲﾙｽﾞ翔馬(2)     11.70 q  2 黒野 真也(3)     13.34 
ﾊﾘｽﾏｲﾙｽﾞｼｮｳﾏ 松商学園高 ｸﾛﾉ ｼﾝﾔ 塩尻広陵中

 3 中畑 恭介     11.90 q  3 齊藤 智也(3)     13.67 
ﾅｶﾊﾀ ｷｮｳｽｹ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ 波田中

 4 竹内 勇貴(3)     12.23 q  4 堀内 莉来(2)     15.09 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 松島中 ﾎﾘｳﾁ ﾘﾗｲ 菅野中

 5 青木 洸也(2)     12.97 黒岩 航平(3)
ｱｵｷ ﾋﾛﾔ 木曽青峰高 ｸﾛｲﾜ ｺｳﾍｲ 松島中

 6 横内 歩夢(2)     13.83 佐々木 量紀(2)
ﾖｺｳﾁ ｱﾕﾑ 女鳥羽中 ｻｻｷ ﾄﾓﾉﾘ 信大医陸部

 7 小林 佑輔(2)     14.98 中村 太郎(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 菅野中 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ 松本深志高
栁澤 健太(3) 権田 将拓(3)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹﾝﾀ 波田中 ｺﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 松本蟻ヶ崎高
南村 蓮(2) 安藤 直哉
ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾚﾝ 木曽町中 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

[ 5組] 風速 -3.5 [ 6組] 風速 -4.2

 1 岩田 晃     11.52 Q  1 青木 大知(3)     12.22 Q
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ 松本美須々ヶ丘高

 2 山形 一歩(3)     12.36 q  2 笠井 敦司(2)     12.80 
ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯﾎﾟ 大町岳陽高 ｶｻｲ ｱﾂｼ 大町岳陽高

 3 森 遼己(3)     12.63  3 尾関 直也(3)     12.95 
ﾓﾘ ﾊﾙｷ 信明中 ｵｾﾞｷ ﾅｵﾔ 塩尻中

 4 近藤 大介(3)     13.41  4 竹内 佑輝(3)     13.09 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 鉢盛中 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 塩尻広陵中

 5 小野澤 巧光(3)     13.54  5 綱脇 恭宏(2)     14.71 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 菅野中 ﾂﾅﾜｷ ﾔｽﾋﾛ 穂高東中

 6 宮坂 槙(3)     13.54  6 上村 千隼(2)     15.10 
ﾐﾔｻｶ ｼﾝ 大町第一中 ｶﾐﾑﾗ ﾁﾊﾔ 木曽町中

 7 齋藤 武蔵     13.60 西村 陽杜(3)
ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ ﾄﾐﾀｱｽﾘｰﾂ ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 松商学園高

 8 平出 純大(2)     14.32 上條 健
ﾋﾗｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 仁科台中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
春宮 洸也(3) 原 大輝(2)
ﾊﾙﾐﾔ ｺｳﾔ 波田中 ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 清水中

3  7405 6  6959
失格 欠場

8  6893 2  9014
欠場

5  9021 1  2498
欠場

7  6879 3  6290

6  7203 4  6571

9  7441 9  6503

4  7017 8  6386

2  2077 5  2046

1  9022 7  2345
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

4  6296 7  9007
欠場 欠場

3  7406 6  2368
欠場 欠場

6  7212 4  2221
欠場

8  7284 2  9088
欠場

1  1966 1  7097
欠場

9  7099 8  7213

5  9015 9  7407

2  2482 3  6505

7  9023 5  6697
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

4  7036 7  7488
欠場 欠場

2  6947 4  7042
欠場 欠場

1  9067 1  2179
欠場 欠場

8  6293 9  7191

7  7196 3  6509

3  6824 8  2527

5  6501 2  6892

6  2327 5  2325

9  2506 6  9069

男子

100m

予選 通過基準  15組  1着 + 9 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

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



[ 7組] 風速 -4.3 [ 8組] 風速 -3.6

 1 中嶋 謙(3)     11.75 Q  1 市川 凌大(3)     12.28 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 松商学園高 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ 木祖中

 2 松原 聖将(3)     12.04 q  2 樋口 克治     12.29 q
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ 大町岳陽高 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ ﾄﾐﾀｱｽﾘｰﾂ

 3 中山 恭輔(3)     12.92  3 渋田見 元士(2)     12.71 
ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ 三郷中 ｼﾌﾞﾀﾐ ﾓﾄｼ 穂高商業高

 4 松原 光哉(3)     13.28  4 酒井 幹汰(3)     12.98 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾂﾔ 木曽青峰高 ｻｶｲ ｶﾝﾀ 豊科北中

 5 志水 駿太(3)     13.57  5 保科 太一(3)     13.21 
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾀ 木曽町中 ﾎｼﾅ ﾀｲﾁ 塩尻広陵中

 6 中原 雄一朗(3)     13.72  6 西沢 櫂(2)     13.64 
ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ 大町第一中 ﾆｼｻﾞﾜ ｶｲ 女鳥羽中

 7 峯村 享明(2)     14.06  7 磯部 響(2)     14.17 
ﾐﾈﾑﾗ ﾐﾁｱｷ 北安松川中 ｲｿﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ 穂高東中

 8 塩原 慶宣(3)     14.31  8 唐津 春樹(2)     16.19 
ｼｵﾊﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 高綱中 ｶﾗﾂ ﾊﾙｷ 信大附属松本中
本田 智哉(3)
ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾔ 菅野中

[ 9組] 風速 -4.6 [ 10組] 風速 -3.4

 1 常盤 大智     12.22 Q  1 中島 大智(2)     11.96 Q
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ with ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 松本国際高

 2 杏 直樹(1)     12.40  2 篠原 翔(2)     11.99 q
ｶﾗﾓﾓ ﾅｵｷ 松本大 ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科高

 3 野口 陽生(2)     12.71  3 木下 耀仁(1)     13.12 
ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 松本美須々ヶ丘高 ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ 松商学園高

 4 宮川 蓮(3)     12.79  4 内川 洸(2)     13.37 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝ 松本国際高 ｳﾁｶﾜ ｺｳ 小谷中

 5 三代澤 侑希(3)     13.68  5 丸山 健成(3)     13.60 
ﾐﾖｻﾜ ﾕｳｷ 清水中 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｾｲ 堀金中

 6 市川 圭斗(2)     13.76  6 赤羽 康太郎(2)     14.16 
ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ 開成中 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀﾛｳ 松島中

 7 小松 景介(2)     14.00  7 嶋岡 良真(2)     14.22 
ｺﾏﾂ ｹｲｽｹ 北安松川中 ｼﾏｵｶ ﾘｮｳﾏ 明科中

 8 勝野 将(1)     14.14 田中 幸輔(3)
ｶﾂﾉ ﾏｻｼ 穂高東中 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 菅野中

 9 江津 祥太朗(2)     15.07 
ｺﾞｳﾂﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 白馬中

[ 11組] 風速 -5.0 [ 12組] 風速 -3.9

 1 岩崎 奬輝(4)     12.43 Q  1 原 大樹(2)     12.22 Q
ｲﾜｻｷ ｼｮｳｷ 信州大 ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ 木曽青峰高

 2 上條 肇(3)     12.54  2 笠原 大誠(3)     12.75 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ 松本美須々ヶ丘高 ｶｻﾊﾗ ﾀｲｾｲ 大町第一中

 3 丸山 祥太(2)     12.85  3 小林 匠己     12.78 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 北安松川中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ ﾄﾐﾀｱｽﾘｰﾂ

 4 内山 晃輔(1)     13.28  4 青木 俊輔(2)     13.54 
ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ 豊科高 ｱｵｷ ｼｭﾝｽｹ 三郷中

 5 森川 晴仁(3)     13.39  5 村松 凌典(2)     13.67 
ﾓﾘｶﾜ ﾊﾙﾋﾄ 堀金中 ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 丸ﾉ内中

 6 麻原 彌仁(3)     13.99  6 清澤 広伸(2)     14.48 
ｱｻﾊﾗ ﾔﾄ 鉢盛中 ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ 鉢盛中

 7 増田 空大(2)     14.12 小松 誠
ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 波田中 ｺﾏﾂ ﾏｺﾄ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 8 二山 大空(3)     15.04 栗林 雄大(3)
ﾌﾀﾔﾏ ｿﾗﾝ 塩尻中 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 明科高
田中 滉人(2)
ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ 松本国際高

2  2526
欠場

9  6380 9  2553
欠場

4  7416 4  9011
欠場

3  7444 8  7446

5  6674 5  7043

8  2545 2  6721

1  6775 7  9018

6  2346 6  6888

記録／備考
7  9082 3  1967

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

欠場
3  6822

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

9  6576 6  7202

1  6772 7  6552

2  7142 2  7102

4  6953 3  6670

5  2508 4  6842

7  2326 5  2487

順 ﾚｰﾝ

6  9048 8  2540

8  9001 9  2524
No. 氏  名 所属名

6  7200
欠場

記録／備考記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4  7192 2  7498

1  6776 5  6560

3  6880 3  7286

9  6288 9  6504

8  1963 8  6640

7  6710 6  2107

2  2081 4  9020

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  2495 7  6260

男子

100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ



[ 13組] 風速 -3.8 [ 14組] 風速 -5.0

 1 水島 優(4)     11.91 Q  1 村石 稜(1)     12.41 Q
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松本大 ﾑﾗｲｼ ﾘｮｳ 松本県ヶ丘高

 2 飯嶋 大基(3)     12.59  2 今西 康太(2)     12.47 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 北安松川中 ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 松商学園高

 3 上條 楓希(3)     13.13  3 落合 華七斗(2)     12.74 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾌｳｷ 鉢盛中 ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 堀金中

 4 勝野 武(3)     13.22  4 熊谷 憲     13.26 
ｶﾂﾉ ﾀｹｼ 穂高東中 ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 5 田口 俊(2)     13.90  5 丸山 英嗣(3)     13.62 
ﾀｸﾞﾁ ｼｭﾝ 木曽町中 ﾏﾙﾔﾏ ｴｲｼﾞ 豊科北中

 6 田中 舜也(2)     14.23  6 金子 楽斗(2)     13.74 
ﾀﾅｶ ﾄｼﾔ 女鳥羽中 ｶﾈｺ ｶﾞｸﾄ 高綱中
河野 統徳(3)  7 松澤 尚弥(2)     14.26 
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園中 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 白馬中
佐藤 舜斗(2)  8 大月 隼(2)     14.31 
ｻﾄｳ ﾏﾅﾄ 大町第一中 ｵｵﾂｷ ﾊﾔﾄ 丸ﾉ内中
宮下 陽平(3)
ﾐﾔｼﾀ ﾖｳﾍｲ 田川高

[ 15組] 風速 -5.4

 1 柴本 遼河(3)     12.14 Q
ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 松本大

 2 大月 洸典(2)     12.18 q
ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 豊科高

 3 上村 洋介(3)     12.93 
ｶﾐﾑﾗ ﾖｳｽｹ 木曽青峰高

 4 市澤 文太(3)     12.96 
ｲﾁｻﾞﾜ ﾌﾞﾝﾀ 大町岳陽高

 5 猿田 大(3)     13.07 
ｻﾙﾀ ﾏｻﾙ 堀金中

 6 田中 快(3)     13.31 
ﾀﾅｶ ｶｲ 北安松川中

 7 武田 ﾏｶﾅ(3)     13.98 
ﾀｹﾀﾞ ﾏｶﾅ 丸ﾉ内中

 8 芝田 悠(2)     14.56 
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳ 波田中
桃井 盛那(2)
ﾓﾓｲ ｾﾅ 鉢盛中

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +1.4

 1 斉藤 巧(2)     11.28 Q  1 常盤 大智     11.21 Q
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松本大 ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ with

 2 市川 凌大(3)     11.69 Q  2 柴本 遼河(3)     11.45 Q
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ 木祖中 ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 松本大

 3 山形 一歩(3)     11.87  3 大月 洸典(2)     11.59 
ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯﾎﾟ 大町岳陽高 ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 豊科高

 4 蒔田 陽一郎(2)     12.09  4 竹内 貴史(3)     11.61 
ﾏｷﾀ ﾚｲｲﾁﾛｳ 松本美須々ヶ丘高 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 松本国際高
中嶋 謙(3)  5 ﾊﾘｽﾏｲﾙｽﾞ翔馬(2)     11.68 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 松商学園高 ﾊﾘｽﾏｲﾙｽﾞｼｮｳﾏ 松商学園高
中島 大智(2)  6 竹内 勇貴(3)     12.01 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 松本国際高 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 松島中
村石 稜(1)  7 五十嵐 脩祐(3)     12.16 
ﾑﾗｲｼ ﾘｮｳ 松本県ヶ丘高 ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｽｹ 堀金中
篠原 翔(2) 佐藤 賢一
ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科高 ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

9  2540 7  9023
棄権 棄権

8  2311 9  6697
棄権

6  2524 3  7099
棄権

5  2495 8  2482
棄権

3  2325 4  2506

2  2077 2  2539

7  6260 6  9057

4  9069 5  9001
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

3  7448
欠場

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

4  7037

5  7414

7  6672

1  6797

9  1962

2  2078

6  9057

8  2539

8  2180
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  6882 8  7041
欠場

2  7500 5  6825
欠場

6  7285 3  7193

4  6291 7  6641

9  6565 9  9009

5  7445 2  8755

1  6798 4  2478

記録／備考
7  9065 6  2311

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

男子

100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



[ 3組] 風速 +0.1

 1 岩田 晃     11.04 Q
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 水島 優(4)     11.13 Q
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松本大

 3 松原 聖将(3)     11.52 q
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ 大町岳陽高

 4 原 大樹(2)     11.57 q
ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ 木曽青峰高

 5 樋口 克治     11.75 
ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ ﾄﾐﾀｱｽﾘｰﾂ

 6 岩崎 奬輝(4)     11.78 
ｲﾜｻｷ ｼｮｳｷ 信州大

 7 青木 大知(3)     11.86 
ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ 松本美須々ヶ丘高

 8 中畑 恭介     11.99 
ﾅｶﾊﾀ ｷｮｳｽｹ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

風速 -2.1

 1 岩田 晃     11.23 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 水島 優(4)     11.29 
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松本大

 3 斉藤 巧(2)     11.54 
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松本大

 4 常盤 大智     11.60 
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ with

 5 松原 聖将(3)     11.65 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ 大町岳陽高

 6 原 大樹(2)     11.69 
ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ 木曽青峰高

 7 柴本 遼河(3)     11.71 
ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 松本大

 8 市川 凌大(3)     11.82 
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ 木祖中

9  9057

8  6260

2  2081

3  1967

4  9069

6  9001

記録／備考
7  9022

5  9065

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7  2345

9  9015

3  9020

8  9082

2  2081

6  1967

5  9022

4  9065

男子

100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 5月3日 11:30
準決勝 5月3日 14:45
決勝 5月3日 16:00

長野県記録(KR)                  20.35 塚原　直貴                   東海大           2006/05/24  
大会記録(GR)                    21.89 

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 -1.8

 1 福岡 歩武(3)     23.13 Q  1 穗苅 康人(3)     23.01 Q
ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ 豊科高 ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 松商学園高

 2 栗林 雄大(3)     23.15 Q  2 中島 淳公(1)     23.96 Q
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 明科高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 豊科高

 3 望月 翼(3)     23.60 q  3 落合 華七斗(2)     23.99 q
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 堀金中 ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 堀金中

 4 宮島 隆輔(1)     23.93 q  4 西村 浩希(3)     25.22 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ 松本国際高 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ 松本工高

 5 上條 楓希(3)     25.47  5 大澤 真叶(3)     25.91 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾌｳｷ 鉢盛中 ｵｵｻﾜ ﾏｻﾄ 波田中

 6 黒野 敦志(3)     26.00  6 小林 尚矢(2)     26.43 
ｸﾛﾉ ｱﾂｼ 塩尻広陵中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 松本国際高

 7 合葉 太飛(2)     26.25  7 青島 竜輝斗(2)     26.82 
ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ 開成中 ｱｵｼﾏ ﾙｷﾄ 開成中

 8 尾崎 健瑠(3)     26.57  8 荻野 彪(2)     27.10 
ｵｻﾞｷ ﾀｹﾙ 木曽町中 ｵｷﾞﾉ ﾋｮｳ 白馬中

 9 有賀 功亮(3)     34.92  9 松野 裕哉(3)     28.74 
ｱﾙｶﾞ ｺｳｽｹ 高綱中 ﾏﾂﾉ ﾕｳﾔ 清水中

[ 3組] 風速 -2.7 [ 4組] 風速 -0.6

 1 岩田 晃     22.94 Q  1 中島 大智(2)     23.60 Q
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 松本国際高

 2 河野 統徳(3)     23.06 Q  2 酒井 幹汰(3)     24.73 Q
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園中 ｻｶｲ ｶﾝﾀ 豊科北中

 3 森 遼己(3)     23.83 q  3 保科 太一(3)     25.26 
ﾓﾘ ﾊﾙｷ 信明中 ﾎｼﾅ ﾀｲﾁ 塩尻広陵中

 4 横澤 秀飛(2)     24.04 q  4 久保田 玲弥(3)     25.83 
ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾄ 松本深志高 ｸﾎﾞﾀ ﾚｲﾔ 大町第一中

 5 五十嵐 脩祐(3)     24.31  5 増田 空大(2)     27.09 
ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｽｹ 堀金中 ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 波田中

 6 麻原 彌仁(3)     26.27  6 赤羽 康太郎(2)     27.58 
ｱｻﾊﾗ ﾔﾄ 鉢盛中 ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀﾛｳ 松島中

 7 市川 圭斗(2)     27.34  7 清澤 広伸(2)     27.72 
ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ 開成中 ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ 鉢盛中

 8 吉崎 寿起(3)     27.40 成澤 稜(2)
ﾖｼｻﾞｷ ﾄｼｷ 梓川中 ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松本大

 9 唐津 春樹(2)     30.96 本田 翔哉(3)
ｶﾗﾂ ﾊﾙｷ 信大附属松本中 ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾔ 田川高

[ 5組] 風速 -3.2 [ 6組] 風速 -2.7

 1 斉藤 巧(2)     22.60 Q  1 常盤 大智     23.14 Q
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松本大 ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ with

 2 村瀬 雅人     23.65 Q  2 山形 一歩(3)     24.15 Q
ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ ﾄﾐﾀｱｽﾘｰﾂ ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯﾎﾟ 大町岳陽高

 3 市川 凌大(3)     24.03 q  3 ﾊﾘｽﾏｲﾙｽﾞ翔馬(2)     24.47 
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ 木祖中 ﾊﾘｽﾏｲﾙｽﾞｼｮｳﾏ 松商学園高

 4 横山 凌大(3)     24.75  4 橋本 涼(1)     25.20 
ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 堀金中 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 豊科高

 5 橋本 博人(2)     25.71  5 中根 彪貴(2)     26.97 
ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ 開成中 ﾅｶﾈ ﾋｭｳｷ 塩尻広陵中

 6 金子 楽斗(2)     25.82  6 桃井 盛那(2)     27.64 
ｶﾈｺ ｶﾞｸﾄ 高綱中 ﾓﾓｲ ｾﾅ 鉢盛中

 7 土方 晃希(2)     26.39  7 瀧聞 隆佑(2)     28.22 
ﾋｼﾞｶﾀ ｺｳｷ 塩尻広陵中 ﾀｷｷﾞｸ ﾘｭｳｽｹ 信大附属松本中

 8 牛越 悠太(2)     27.66 丸山 辰樹(2)
ｳｼｺｼ ﾕｳﾀ 信明中 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｷ 丸ﾉ内中
横山 絢大(3) 矢花 涼平(1)
ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ 松本国際高 ﾔﾊﾞﾅ ﾘｮｳﾍｲ 松本国際高

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

男子

200m

予選 通過基準  8組  2着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順
8  2538 2  2462

7  2553 9  2547

5  6694 8  8755

3  3142 7  2430

2  7445 3  7408

9  6501 5  2527

1  7141 6  7144

4  6286 4  6824

6  7191 1  6957

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
2  9022 8  2524

9  7500 2  6640

5  7017 6  6504

6  2232 9  6881

7  6697 1  7416

8  7444 7  7102

1  7142 3  7446

4  7351 4  9067
欠場

3  7498 5  2179
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  9069 4  9001

4  9019 9  2077

5  6260 2  2482

8  6675 3  2546

6  7140 1  6509

9  7193 6  7448

1  6488 8  7489

3  7018 5  7042
欠場

2  2509 7  3145
欠場 欠場



[ 7組] 風速 +0.3 [ 8組] 風速 +0.7

 1 越山 遥斗(2)     23.13 Q  1 今西 康太(2)     22.97 Q
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 松本工高 ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 松商学園高

 2 大橋 佑斗(3)     23.54 Q  2 大月 洸典(2)     23.25 Q
ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ 木曽青峰高 ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 豊科高

 3 原田 翼(1)     24.05 q  3 坂井 健留(3)     23.69 q
ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 豊科高 ｻｶｲ ﾀｹﾙ 大町岳陽高

 4 柳沢 貴之     24.15  4 丸山 祥太(2)     24.18 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ 北安松川中

 5 上平 祥徳(3)     24.51  5 渋田見 元士(2)     24.64 
ｳｴﾀﾞｲﾗ ﾖｼﾉﾘ 木曽町中 ｼﾌﾞﾀﾐ ﾓﾄｼ 穂高商業高

 6 近藤 大介(3)     25.42  6 猿田 大(3)     24.68 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 鉢盛中 ｻﾙﾀ ﾏｻﾙ 堀金中

 7 峯村 享明(2)     27.31  7 黒野 真也(3)     25.78 
ﾐﾈﾑﾗ ﾐﾁｱｷ 北安松川中 ｸﾛﾉ ｼﾝﾔ 塩尻広陵中

 8 嶋岡 良真(2)     27.66  8 西沢 櫂(2)     26.28 
ｼﾏｵｶ ﾘｮｳﾏ 明科中 ﾆｼｻﾞﾜ ｶｲ 女鳥羽中
佐々木 真事(3)  9 小池 楽穫(3)     26.61 
ｻｻｷ ﾏｺﾄ 清水中 ｺｲｹ ﾗｸ 信大附属松本中

[ 1組] 風速 -1.3 [ 2組] 風速 -1.4

 1 中島 大智(2)     22.48 Q  1 斉藤 巧(2)     22.10 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 松本国際高 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松本大

 2 栗林 雄大(3)     22.78 Q  2 越山 遥斗(2)     22.46 Q
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 明科高 ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 松本工高

 3 今西 康太(2)     22.88 q  3 福岡 歩武(3)     23.14 
ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 松商学園高 ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ 豊科高

 4 河野 統徳(3)     22.89  4 大橋 佑斗(3)     23.55 
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園中 ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ 木曽青峰高

 5 山形 一歩(3)     23.62  5 村瀬 雅人     23.67 
ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯﾎﾟ 大町岳陽高 ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ ﾄﾐﾀｱｽﾘｰﾂ

 6 落合 華七斗(2)     23.70  6 坂井 健留(3)     23.91 
ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 堀金中 ｻｶｲ ﾀｹﾙ 大町岳陽高

 7 酒井 幹汰(3)     24.18  7 森 遼己(3)     24.36 
ｻｶｲ ｶﾝﾀ 豊科北中 ﾓﾘ ﾊﾙｷ 信明中

 8 原田 翼(1)     24.44 市川 凌大(3)
ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 豊科高 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ 木祖中

[ 3組] 風速 +0.3

 1 岩田 晃     21.96 Q
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 常盤 大智     22.28 Q
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ with

 3 穗苅 康人(3)     22.69 q
ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 松商学園高

 4 大月 洸典(2)     23.06 
ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 豊科高

 5 望月 翼(3)     23.61 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 堀金中

 6 中島 淳公(1)     23.82 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 豊科高

 7 横澤 秀飛(2)     24.00 
ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾄ 松本深志高

 8 宮島 隆輔(1)     24.04 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ 松本国際高

男子

200m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  2434 9  2478

7  1958 4  2539

8  2548 6  2076

6  9017 1  6775

2  6285 5  2107

4  7441 8  6672

1  6776 7  6505

3  6552 3  7286

9  6947 2  7491

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

順 ﾚｰﾝ 記録／備考No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

欠場

記録／備考 順 ﾚｰﾝ
5  2524 4  9069

 2434

4  2478 5  2538

6  2553 6

7  7500 7  1958

9  2077 8  9019

3  8755 9  2076

8  6640 2  7017

2  2548 3  6260
棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  9022

4  9001

5  2462

6  2539

8  6694

9  2547

2  2232

3  3142



風速 -1.5

 1 岩田 晃     22.03 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 斉藤 巧(2)     22.21 
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松本大

 3 越山 遥斗(2)     22.78 
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 松本工高

 4 常盤 大智     22.91 
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ with

 5 中島 大智(2)     23.11 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 松本国際高

 6 今西 康太(2)     23.45 
ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 松商学園高

 7 栗林 雄大(3)     23.81 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 明科高
穗苅 康人(3)
ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 松商学園高

男子

200m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  9022

7  9069

9  2434

6  9001

5  2524

3  2478

8  2553

2  2462
棄権



予選 5月4日 12:30
準決勝 5月4日 13:35
決勝 5月4日 15:00

長野県記録(KR)                  46.54 宮沢　洋平                   法政大           2008/07/25  
大会記録(GR)                    48.25 

[ 1組] [ 2組]

 1 佐竹 哲寛(3)     52.80 Q  1 輪湖 勇哉(2)     52.33 Q
ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ 松商学園高 ﾜｺ ﾕｳﾔ 松本大

 2 篠原 翔(2)     53.39 Q  2 横山 凌大(3)     55.71 Q
ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科高 ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 堀金中

 3 柳沢 貴之     55.25 Q  3 小栗 駿一(2)     55.86 Q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｵｸﾞﾘ ｼｭﾝｲﾁ 松本美須々ヶ丘高

 4 輪湖 颯(2)     55.64 q  4 瀧聞 隆佑(2)   1:01.37 
ﾜｺ ﾊﾔﾄ 梓川中 ﾀｷｷﾞｸ ﾘｭｳｽｹ 信大附属松本中

 5 高木 大輔(3)     55.66  5 丸山 英嗣(3)   1:03.62 
ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 松本工高 ﾏﾙﾔﾏ ｴｲｼﾞ 豊科北中

 6 召田 積技(3)     56.57 丸山 拓海(1)
ﾒｽﾀﾞ ﾂﾑｷﾞ 松島中 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ 松本国際高

 7 福海 空汰(2)   1:04.89 洞澤 光(3)
ﾌｸﾐ ｶﾅﾀ 木曽町中 ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 大町岳陽高
丸山 玲央(4) 山口 竜也(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松本大 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 松商学園高

[ 3組] [ 4組]

 1 渡部 翔太(1)     52.99 Q  1 輪湖 幸太(3)     53.69 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 松本大 ﾜｺｺｳﾀ 松本美須々ヶ丘高

 2 田口 翔斗(3)     53.85 Q  2 石曽根 歩(3)     54.45 Q
ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ 木曽青峰高 ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ 松本国際高

 3 望月 翼(3)     55.89 Q  3 鹿川 和樹(3)     55.53 Q
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 堀金中 ｼｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 大町岳陽高

 4 佐藤 寿樹(3)     57.26  4 木村 大起(2)     59.27 
ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 信大附属松本中 ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 木曽青峰高

 5 西村 浩希(3)     58.78  5 勝野 剛(3)   1:03.19 
ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ 松本工高 ｶﾂﾉ ﾂﾖｼ 穂高東中

 6 青島 竜輝斗(2)   1:01.51  6 牛越 悠太(2)   1:03.68 
ｱｵｼﾏ ﾙｷﾄ 開成中 ｳｼｺｼ ﾕｳﾀ 信明中

 7 窪田 大造(2)   1:03.21  7 三浦 快介(2)   1:06.66 
ｸﾎﾞﾀ ﾀｲｿﾞｳ 高綱中 ﾐｳﾗ ｶｲｽｹ 清水中
福岡 歩武(3) 小坂 駿翔(3)
ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ 豊科高 ｺｻｶ ｼｭﾝﾄ 丸ﾉ内中

[ 5組]

 1 坂井 健留(3)     54.30 Q
ｻｶｲ ﾀｹﾙ 大町岳陽高

 2 加藤 優馬(3)     55.48 Q
ｶﾄｳ ﾕｳﾏ 豊科高

 3 渡辺 悠介(2)     57.46 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 松本美須々ヶ丘高

 4 古瀬 康平(3)     59.02 
ﾌﾙｾ ｺｳﾍｲ 木曽町中

 5 今井 陽翔(2)   1:04.92 
ｲﾏｲ ﾊﾙﾄ 波田中
長谷川 渡(2)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎高
小林 亮介(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 松本大
渡邊 駿(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 田川高

4  9062
欠場

9  2181
欠場

8  7413

3  2370
欠場

6  2328

5  6284

2  2076

7  2537

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  2538 2  7033
欠場 欠場

3  7195 3  6960

8  7144 5  7018

2  2430 7  6566

4  7494 8  1973

9  6694 4  2082

7  1960 6  2512

5  9072 9  2343
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

8  9053 9  2499
失格 欠場

6  6297 6  2079
欠場

2  7093 3  3147
欠場

4  2425 2  6641

9  7362 8  7489

3  9017 4  2323

7  2540 5  6675

5  2461 7  9080

男子

400m

予選 通過基準  5組  3着 + 1 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

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



[ 1組] [ 2組]

 1 輪湖 勇哉(2)     50.34 Q  1 渡部 翔太(1)     51.52 Q
ﾜｺ ﾕｳﾔ 松本大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 松本大

 2 輪湖 幸太(3)     52.59 Q  2 篠原 翔(2)     52.04 Q
ﾜｺｺｳﾀ 松本美須々ヶ丘高 ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科高

 3 坂井 健留(3)     52.66 Q  3 佐竹 哲寛(3)     52.10 Q
ｻｶｲ ﾀｹﾙ 大町岳陽高 ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ 松商学園高

 4 輪湖 颯(2)     55.88  4 田口 翔斗(3)     52.56 q
ﾜｺ ﾊﾔﾄ 梓川中 ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ 木曽青峰高

 5 横山 凌大(3)     56.35  5 鹿川 和樹(3)     53.61 q
ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 堀金中 ｼｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 大町岳陽高

 6 小栗 駿一(2)     58.09  6 望月 翼(3)     54.36 
ｵｸﾞﾘ ｼｭﾝｲﾁ 松本美須々ヶ丘高 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 堀金中
石曽根 歩(3) 渡辺 悠介(2)
ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ 松本国際高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 松本美須々ヶ丘高
加藤 優馬(3) 柳沢 貴之
ｶﾄｳ ﾕｳﾏ 豊科高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 1 輪湖 勇哉(2)     50.10 
ﾜｺ ﾕｳﾔ 松本大

 2 篠原 翔(2)     50.23 
ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科高

 3 輪湖 幸太(3)     51.20 
ﾜｺｺｳﾀ 松本美須々ヶ丘高

 4 渡部 翔太(1)     51.24 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 松本大

 5 佐竹 哲寛(3)     52.52 
ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ 松商学園高

 6 田口 翔斗(3)     53.31 
ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ 木曽青峰高

 7 坂井 健留(3)     53.33 
ｻｶｲ ﾀｹﾙ 大町岳陽高

 8 鹿川 和樹(3)     54.21 
ｼｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 大町岳陽高

9  2076

2  2082

8  2461

3  1960

6  2343

7  9072

記録／備考
4  9080

5  2540

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

9  2537 9  9017
棄権 棄権

7  2512 2  2328
棄権 棄権

3  2323 3  6694

8  6675 8  2082

2  7362 5  1960

6  2076 6  2461

4  2343 7  2540

記録／備考
5  9080 4  9072

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

男子

400m
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 No. 氏  名 所属名



予選 5月3日 10:20
準決勝 5月3日 13:00
決勝 5月3日 15:30

長野県記録(KR)                1:45.75 川元　奨                     日本大           2014        
大会記録(GR)                  1:58.67 

[ 1組] [ 2組]

 1 古川 晴貴(3)   2:07.59 Q  1 村瀬 雅人   2:06.33 Q
ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ 木曽青峰高 ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ ﾄﾐﾀｱｽﾘｰﾂ

 2 小坂 悠太(2)   2:07.61 Q  2 太田 佳輝(1)   2:10.23 Q
ｺｻｶ ﾕｳﾀ 仁科台中 ｵｵﾀ ﾖｼｷ 松本国際高

 3 杉原 立樹(2)   2:13.67  3 小林 亮介(2)   2:10.55 q
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ 開成中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 松本大

 4 金古 廉(2)   2:22.56  4 竹内 佑輝(3)   2:12.79 q
ｶﾈｺ ﾚﾝ 高綱中 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 塩尻広陵中

 5 北井 匠馬(2)   2:23.08  5 岡村 昌紀(3)   2:16.78 
ｷﾀｲ ｼｮｳﾏ 塩尻広陵中 ｵｶﾑﾗ ﾏｻｷ 堀金中

 6 赤堀 壱成(3)   2:25.39  6 宇都宮 崚太(2)   2:16.87 
ｱｶﾎﾘ ｲｯｾｲ 堀金中 ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｮｳﾀ 信大附属松本中

 7 笠井 留偉(3)   2:33.32  7 中川 晴喜(3)   2:19.56 
ｶｻｲ ﾙｲ 梓川中 ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 塩尻志学館高

 8 髙根 響(3)   2:37.84  8 藤牧 幸来(2)   3:12.42 
ﾀｶﾈ ﾋﾋﾞｷ 穂高東中 ﾌｼﾞﾏｷ ｺｳｷ 菅野中
坂之上 碧(3) 関井 耀(3)
ｻｶﾉｳｴ ﾋｶﾙ 信大附属松本中 ｾｷｲ ﾖｳ 木曽町中

[ 3組] [ 4組]

 1 小澤 大輝(3)   2:09.45 Q  1 降籏 一誓(3)   2:13.12 Q
ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 大町岳陽高 ﾌﾘﾊﾀ ｲｯｾｲ 松商学園高

 2 小林 京生(3)   2:10.92 Q  2 薛 哲平(1)   2:13.81 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ 松島中 ｾﾂ ﾃｯﾍﾟｲ 大町岳陽高

 3 髙橋 優弥(1)   2:12.02 q  3 吉岡 凜(3)   2:15.10 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 豊科高 ﾖｼｵｶ ﾘﾝ 北安松川中

 4 小山 恭慶(3)   2:15.68  4 上条 勇貴(2)   2:17.92 
ｺﾔﾏ ﾀｶﾖｼ 松本工高 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 堀金中

 5 木下 慎太郎(2)   2:30.08  5 瀨戸 優孝(1)   2:20.87 
ｷﾉｼﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 信大附属松本中 ｾﾄ ﾕﾀｶ 松本国際高

 6 澤柳 奏太(3)   2:34.84  6 奥原 陸渡(3)   2:29.60 
ｻﾜﾔﾅｷﾞ ｿｳﾀ 塩尻広陵中 ｵｸﾊﾗ ﾘｸﾄ 塩尻広陵中

 7 窪田 大造(2)   2:35.88  7 柳澤 昂弥(3)   2:29.92 
ｸﾎﾞﾀ ﾀｲｿﾞｳ 高綱中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳﾔ 鉢盛中

 8 佐々木 翔(2)   2:38.28  8 川瀬 拓郎(2)   2:35.10 
ｻｻｷ ｼｮｳ 菅野中 ｶﾜｾ ﾀｸﾛｳ 高綱中

 9 宮下 英治(3)   2:54.14 逢澤 智広
ﾐﾔｼﾀ ｴｲｼﾞ 塩尻中 ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協

[ 5組] [ 6組]

 1 鹿川 和樹(3)   2:07.53 Q  1 畠山 龍大(3)   2:06.72 Q
ｼｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 大町岳陽高 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 大町岳陽高

 2 大蔵 泰生(2)   2:07.55 Q  2 和田 直己(2)   2:08.35 Q
ｵｵｸﾗ ﾀｲｾｲ 木曽青峰高 ﾜﾀﾞ ﾅｵｷ 木曽青峰高

 3 武本 祐樹(3)   2:07.64 q  3 齋藤 武蔵   2:15.91 
ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｷ 菅野中 ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ ﾄﾐﾀｱｽﾘｰﾂ

 4 召田 積技(3)   2:12.88  4 前山 淋太郎(3)   2:16.08 
ﾒｽﾀﾞ ﾂﾑｷﾞ 松島中 ﾏｴﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 堀金中

 5 髙山 祐太(3)   2:24.65  5 野口 翔大朗(2)   2:22.97 
ﾀｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 堀金中 ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 菅野中

 6 窪田 浩志(2)   2:28.01  6 髙橋 将詠(3)   2:25.97 
ｸﾎﾞﾀ ｺｳｼ 高綱中 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｴｲ 梓川中

 7 田村 遥(2)   2:34.34  7 樋口 仁志(3)   2:26.28 
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 信明中 ﾋｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 信大附属松本中
冨永 大輔(2) 山本 昌希
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 山辺中 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本市陸協

3  7152 3  9045
欠場 欠場

5  7000 8  7496

8  7198 2  7355

2  6671 6  7217

6  7093 7  6699

9  7207 4  9021

4  1972 5  1965

7  2082 9  2080
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

2  6393 4  9040
欠場

7  7214 3  7194

8  7195 5  7442

9  6487 6  6506

6  7485 8  3143

1  2428 2  8756

4  2544 1  6796

3  7098 9  2048

5  2074 7  2474
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

2  7493 7  6283
欠場 欠場

7  6567 6  7216

5  7345 2  2002

8  6696 5  7484

6  6498 9  8752

4  7197 4  6503

1  7139 8  9062

9  6890 1  3146

3  1961 3  9019

男子

800m

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

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



[ 1組] [ 2組]

 1 畠山 龍大(3)   1:58.67 Q  1 古川 晴貴(3)   2:03.05 Q
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 大町岳陽高 ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ 木曽青峰高

 2 大蔵 泰生(2)   2:02.12 Q  2 小坂 悠太(2)   2:03.25 Q
ｵｵｸﾗ ﾀｲｾｲ 木曽青峰高 ｺｻｶ ﾕｳﾀ 仁科台中

 3 鹿川 和樹(3)   2:03.70 Q  3 小澤 大輝(3)   2:03.25 Q
ｼｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 大町岳陽高 ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 大町岳陽高

 4 降籏 一誓(3)   2:05.45 q  4 和田 直己(2)   2:04.60 q
ﾌﾘﾊﾀ ｲｯｾｲ 松商学園高 ﾜﾀﾞ ﾅｵｷ 木曽青峰高

 5 小林 亮介(2)   2:10.99  5 武本 祐樹(3)   2:06.38 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 松本大 ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｷ 菅野中

 6 髙橋 優弥(1)   2:12.38  6 薛 哲平(1)   2:09.24 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 豊科高 ｾﾂ ﾃｯﾍﾟｲ 大町岳陽高

 7 太田 佳輝(1)   2:15.16  7 竹内 佑輝(3)   2:15.37 
ｵｵﾀ ﾖｼｷ 松本国際高 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 塩尻広陵中

 8 小林 京生(3)   2:15.94 村瀬 雅人
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ 松島中 ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ ﾄﾐﾀｱｽﾘｰﾂ

 1 小澤 大輝(3)   2:01.31 
ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 大町岳陽高

 2 大蔵 泰生(2)   2:02.70 
ｵｵｸﾗ ﾀｲｾｲ 木曽青峰高

 3 小坂 悠太(2)   2:04.28 
ｺｻｶ ﾕｳﾀ 仁科台中

 4 鹿川 和樹(3)   2:04.34 
ｼｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 大町岳陽高

 5 和田 直己(2)   2:04.78 
ﾜﾀﾞ ﾅｵｷ 木曽青峰高

 6 降籏 一誓(3)   2:11.50 
ﾌﾘﾊﾀ ｲｯｾｲ 松商学園高
古川 晴貴(3)
ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ 木曽青峰高
畠山 龍大(3)
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 大町岳陽高 棄権
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棄権

7  2080

3  1965

2  2474

6  6890

8  2082

記録／備考
9  2074

4  1972

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8  7098 7  9019
棄権

9  3146 3  6503

3  2544 8  2048

2  9062 2  7207

4  2474 9  1965

5  2082 6  2074

7  1972 4  6890

記録／備考
6  2080 5  1961

大会ﾀｲ

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

男子

800m
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 No. 氏  名 所属名



予選 5月4日 10:15
決勝 5月4日 14:45

長野県記録(KR)                3:38.49 佐藤　清治                   佐久長聖高       1999/05/28  
大会記録(GR)                  4:01.40 

[ 1組] [ 2組]

 1 佐原 楓英(3)   4:26.75 Q  1 中村 剛(3)   4:29.91 Q
ｻﾊﾗ ﾌｳｴｲ 堀金中 ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 塩尻志学館高

 2 黒岩 優斗(2)   4:30.37 Q  2 小倉 颯太(2)   4:32.18 Q
ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ 豊科高 ｵｸﾞﾗ ｿｳﾀ 松本蟻ヶ崎高

 3 大塚 悠剛(2)   4:32.29 q  3 西村 大貴(3)   4:36.50 
ｵｵﾂｶ ﾕｳｺﾞｳ 信大附属松本中 ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 菅野中

 4 小山 恭慶(3)   4:36.11  4 笠原 穂   4:47.56 
ｺﾔﾏ ﾀｶﾖｼ 松本工高 ｶｻﾊﾗ ｽｲ 松本市陸協

 5 畠山 史城(2)   4:56.61  5 岡本 悠甫(2)   4:48.04 
ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｷ 北安松川中 ｵｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ 仁科台中

 6 今井 雄貴(2)   5:00.18  6 清水 遥斗(3)   4:49.18 
ｲﾏｲ ﾕｳｷ 塩尻広陵中 ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 信大附属松本中

 7 奥原 陸(3)   5:00.91  7 小林 京生(3)   4:53.95 
ｵｸﾊﾗ ﾘｸ 仁科台中 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ 松島中

 8 鈴木 章訓(3)   5:01.67  8 青栁 克洋(3)   5:01.54 
ｽｽﾞｷ ｱｷﾉﾘ 女鳥羽中 ｱｵﾔｷﾞ ｶﾂﾋﾛ 堀金中

 9 柳澤 昂弥(3)   5:04.50  9 青木 大河(2)   5:10.63 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳﾔ 鉢盛中 ｱｵｷ ﾀｲｶﾞ 梓川中

10 福山 蒼太(3)   5:49.31 10 窪田 浩志(2)   5:11.97 
ﾌｸﾔﾏ ｿｳﾀ 塩尻中 ｸﾎﾞﾀ ｺｳｼ 高綱中

11 浅野 卯月(2)   6:14.50 11 古畑 健斗(2)   5:16.41 
ｱｻﾉ ｳﾂﾞｷ 松島中 ﾌﾙﾊﾀ ｹﾝﾄ 木曽町中
百瀬 永吉 12 伊藤 匠(3)   5:16.48 
ﾓﾓｾ ﾅｶﾞﾖｼ 松本市陸協 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 穂高東中
蓮井 涼太(2) 13 奥原 陸渡(3)   5:18.16 
ﾊｽｲ ﾘｮｳﾀ 穂高東中 ｵｸﾊﾗ ﾘｸﾄ 塩尻広陵中
中川 晴喜(3) 14 矢島 大地(3)   5:45.70 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 塩尻志学館高 ﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 塩尻中
三浦 快介(2) 山上 悠翔(3)
ﾐｳﾗ ｶｲｽｹ 清水中 ﾔﾏｶﾐ ﾕｳﾄ 開成中
小澤 拓真(3) 栗林 拓矢
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 菅野中 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 大町市陸協
上條 春翔(2)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊﾙﾄ 松本国際高

[ 3組] [ 4組]

 1 古川 楓馬(3)   4:35.17 Q  1 會川 奏太(3)   4:30.68 Q
ﾌﾙｶﾜ ﾌｳﾏ 豊科北中 ｱｲｶﾜ ｿｳﾀ 穂高東中

 2 廣瀬 貴志(2)   4:37.26 Q  2 板花 光紀(3)   4:33.86 Q
ﾋﾛｾ ﾀｶｼ 松本深志高 ｲﾀﾊﾅ ｺｳｷ 堀金中

 3 野瀬 杜馬(3)   4:45.27  3 大塚 壮剛(2)   4:34.75 
ﾉｾ ﾄｳﾏ 梓川中 ｵｵﾂｶ ｿｳｺﾞｳ 信大附属松本中

 4 金古 廉(2)   4:50.91  4 薛 信之介(1)   4:38.47 
ｶﾈｺ ﾚﾝ 高綱中 ｾﾂ ｼﾝﾉｽｹ 大町岳陽高

 5 古畑 充稀(1)   4:53.31  5 中島 優太(2)   4:41.36 
ﾌﾙﾊﾀ ﾐｽﾞｷ 田川高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 塩尻志学館高

 6 吉岡 凜(3)   4:53.58  6 青木 海斗(3)   4:43.56 
ﾖｼｵｶ ﾘﾝ 北安松川中 ｱｵｷ ｶｲﾄ 菅野中

 7 田中 仁之輔(2)   5:01.18  7 唐沢 拓実(2)   4:53.98 
ﾀﾅｶ ｼﾞﾝﾉｽｹ 松本国際高 ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾐ 塩尻広陵中

 8 小池 陽(2)   5:01.82  8 大越 温真(2)   5:04.50 
ｺｲｹ ﾊﾙ 堀金中 ｵｵｺｼ ﾊﾙﾏ 梓川中

 9 相澤 翔太(3)   5:14.78  9 足助 颯太(3)   5:13.85 
ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 小谷中 ｱｽｹ ｿｳﾀ 塩尻中

10 西垣 尚弥(2)   5:16.63 10 宮澤 陸也(2)   5:14.30 
ﾆｼｶﾞｷ ﾅｵﾔ 信大附属松本中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｸﾔ 明科高

11 江幡 瑞己(2)   5:29.26 11 百瀬 匠真(2)   5:21.70 
ｴﾊﾞﾀ ﾐｽﾞｷ 塩尻広陵中 ﾓﾓｾ ﾀｸﾏ 女鳥羽中

12 青木 月飛(3)   5:36.55 12 宮嶋 吹雪(3)   5:44.42 
ｱｵｷ ﾂｷﾄ 塩尻中 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾌﾌﾞｷ 小谷中

13 安藤 倖太郎(2)   5:42.38 13 深井 蒼依(3)   5:46.85 
ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ 木曽町中 ﾌｶｲ ｱｵｲ 清水中
並木 蒼真(3) 14 齊藤 那湧太(2)   6:00.19 
ﾅﾐｷ ｿｳﾏ 菅野中 ｻｲﾄｳ ﾅﾕﾀ 三郷中
両角 航輝(3) 佐藤 真治(2)
ﾓﾛｽﾞﾐ ｺｳｷ 穂高東中 ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 松本国際高
江平 隆司 冨永 大輔(2)
ｴﾋﾗ ﾘｭｳｼﾞ 松本市陸協 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 山辺中
青木 陽
ｱｵｷ ｱｷﾗ 塩尻市陸協
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[ 5組]

 1 小松 晃人(2)   4:30.56 Q
ｺﾏﾂ ｱｷﾄ 松本大

 2 逢澤 智広   4:32.71 Q
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協

 3 杉原 立樹(2)   4:32.88 q
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ 開成中

 4 古厩 信作(3)   4:34.92 
ﾌﾙﾏﾔ ｼﾝｻｸ 塩尻志学館高

 5 武田 寧登(2)   4:37.22 
ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ 白馬中

 6 竹村 僚太   4:39.09 
ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 大町市陸協

 7 風間 優佑(3)   4:39.49 
ｶｻﾞﾏ ﾕｳｽｹ 塩尻中

 8 元田 希海(1)   4:48.85 
ﾓﾄﾀﾞ ﾉｱ 松本国際高

 9 黒岩 優樹(3)   5:01.87 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳｷ 女鳥羽中

10 薛 草吉(2)   5:02.60 
ｾﾂ ｿｳｷﾁ 北安松川中

11 森 常稔(3)   5:03.43 
ﾓﾘ ｼﾞｮｳﾈﾝ 堀金中

12 鈴木 佑基(3)   5:10.82 
ｽｽﾞｷ ﾕｳｷ 塩尻広陵中

13 上野 祥弥(2)   5:19.43 
ｳｴﾉ ｼｮｳﾔ 梓川中

14 田村 遥(2)   5:20.92 
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 信明中

15 小畑 凜太朗(3)   5:26.88 
ｺﾊﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 信大附属松本中

16 川瀬 拓郎(2)   5:28.46 
ｶﾜｾ ﾀｸﾛｳ 高綱中

17 吉江 太陽(3)   5:59.91 
ﾖｼｴ ﾀｲﾖｳ 菅野中

 1 中村 剛(3)   4:20.20 
ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 塩尻志学館高

 2 黒岩 優斗(2)   4:20.71 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ 豊科高

 3 會川 奏太(3)   4:23.48 
ｱｲｶﾜ ｿｳﾀ 穂高東中

 4 佐原 楓英(3)   4:24.93 
ｻﾊﾗ ﾌｳｴｲ 堀金中

 5 古川 楓馬(3)   4:25.08 
ﾌﾙｶﾜ ﾌｳﾏ 豊科北中

 6 逢澤 智広   4:26.78 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協

 7 小松 晃人(2)   4:27.03 
ｺﾏﾂ ｱｷﾄ 松本大

 8 小倉 颯太(2)   4:29.69 
ｵｸﾞﾗ ｿｳﾀ 松本蟻ヶ崎高

 9 廣瀬 貴志(2)   4:33.29 
ﾋﾛｾ ﾀｶｼ 松本深志高

10 杉原 立樹(2)   4:34.36 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ 開成中

11 大塚 悠剛(2)   4:35.35 
ｵｵﾂｶ ﾕｳｺﾞｳ 信大附属松本中

12 板花 光紀(3)   4:43.33 
ｲﾀﾊﾅ ｺｳｷ 堀金中
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決勝 5月3日 16:05

長野県記録(KR)               13:20.80 大迫　傑                     早大             2013/11/17  
大会記録(GR)                 14:46.50 

 1 塩原 大  15:49.92 
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲ 松本市陸協

 2 和田 輝(3)  16:06.43 
ﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ 松本国際高

 3 寺島 慧悟  16:08.97 
ﾃﾗｼﾏ ｹｲｺﾞ 安曇野市陸協

 4 菅沼 直紘(3)  16:11.20 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾅｵﾋﾛ 松本深志高

 5 松野 淳司  16:14.54 
ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 塩尻市陸協

 6 上条 康太  16:17.87 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 安曇野市陸協

 7 成宮 崇人(3)  16:28.89 
ﾅﾙﾐﾔ ﾀｶﾄ 信州大

 8 百瀬 永吉  16:40.41 
ﾓﾓｾ ﾅｶﾞﾖｼ 松本市陸協

 9 黒岩 優斗(2)  16:52.82 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ 豊科高

10 竹村 僚太  16:53.25 
ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 大町市陸協

11 青木 颯  16:56.86 
ｱｵｷ ﾊﾔﾃ 木曽郡陸協

12 久保田 隼仁(3)  17:01.79 
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 松本国際高

13 林 優人  17:08.56 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 安曇野市陸協

14 中村 剛(3)  17:13.67 
ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 塩尻志学館高

15 中村 純和  17:25.47 
ﾅｶﾑﾗ ｽﾐｶｽﾞ 塩尻市陸協

16 廣瀬 貴志(2)  17:31.09 
ﾋﾛｾ ﾀｶｼ 松本深志高

17 古澤 彰大(2)  17:33.99 
ﾌﾙｻﾜ ｱｷﾋﾛ 松本国際高

18 高橋 巧(2)  18:04.72 
ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ 信大医陸部

19 細田 篤樹  18:08.94 
ﾎｿﾀﾞ ｱﾂｷ 安曇野市陸協

20 北山 虎太郎(2)  18:33.59 
ｷﾀﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 松商学園高
山田 翔大(2)
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 松商学園高
佐藤 真治(2)
ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 松本国際高
青木 陽
ｱｵｷ ｱｷﾗ 塩尻市陸協
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決勝 5月4日 15:15

長野県記録(KR)               27:38.31 大迫　傑                     早大             2013/04/28  
大会記録(GR)                 33:52.80 

 1 西澤 紀元  32:52.88 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾓﾄ 昭和電工大町

 2 松野 淳司  33:07.21 
ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 塩尻市陸協

 3 関 喜明  33:55.18 
ｾｷ ﾖｼｱｷ 松本市陸協

 4 和田 輝(3)  34:04.33 
ﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ 松本国際高

 5 上田 桂悟(3)  34:09.60 
ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 松本国際高

 6 渡辺 優樹  34:10.70 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 塩尻市陸協

 7 中村 祐紀  34:52.09 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 安曇野市陸協

 8 中嶋 紀彰(2)  34:54.31 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘｱｷ 松本国際高

 9 青木 颯  34:54.37 
ｱｵｷ ﾊﾔﾃ 木曽郡陸協

10 久保田 隼仁(3)  35:17.16 
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 松本国際高

11 清水 慎也  35:23.91 
ｼﾐｽﾞ ｼﾝﾔ 松本市陸協

12 中村 純和  35:57.32 
ﾅｶﾑﾗ ｽﾐｶｽﾞ 塩尻市陸協

13 内川 隆  36:21.81 
ｳﾁｶﾜ ﾀｶｼ 安曇野市陸協

14 松原 功我(2)  38:22.36 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｶﾞ 松本国際高
榎坂 有哉
ｴﾉｻｶ ﾕｳﾔ 安曇野市陸協
丸山 純一
ﾏﾙﾔｱ ｼﾞｭﾝｲﾁ 安曇野市陸協
林 優人
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 安曇野市陸協

14  9033
欠場

8  9025
欠場

12  9026
欠場

16  9031

11  2517

6  9046

5  9036

2  9094

7  2505

4  9030

1  2523

15  2504

13  9037

10  9043

17  2511

9  9038
大会新

3  9034
大会新

男子

10000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 5月4日 13:20
決勝 5月4日 14:25

長野県記録(KR)                  13.84 太田　和彰                   日本大           2014        
大会記録(GR)                    15.42 

[ 1組] 風速 -1.8 [ 2組] 風速 -3.1

 1 北村 剣臣(2)     16.65 Q  1 越山 遥斗(2)     16.31 Q
ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 豊科高 ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 松本工高

 2 倉田 歩夢(2)     16.86 Q  2 中根 颯亮(2)     18.53 Q
ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 松商学園高 ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ 松本県ヶ丘高

 3 高木 宙夢(3)     21.59 Q  3 木下 耀仁(1)     18.53 Q
ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾑ 清水中 ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ 松商学園高

 4 松井 和音(2)     23.23  4 戸谷 颯真(2)     22.33 q
ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾈ 仁科台中 ﾄﾔ ｿｳﾏ 穂高東中
木島 拓(3)  5 梶川 新(2)     22.66 q
ｷｼﾞﾏ ﾀｸ 梓川中 ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ 山辺中
鏑木 拓真(3) 穗苅 康人(3)
ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾀｸﾏ 信大附属松本中 ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 松商学園高
矢ヶ崎 至門(3) 大月 武(3)
ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ 松商学園高 ｵｵﾂｷ ﾀｹﾙ 梓川中
小松 景介(2)
ｺﾏﾂ ｹｲｽｹ 北安松川中

風速 -0.7

 1 越山 遥斗(2)     15.81 
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 松本工高

 2 倉田 歩夢(2)     15.98 
ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 松商学園高

 3 北村 剣臣(2)     16.38 
ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 豊科高

 4 木下 耀仁(1)     18.04 
ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ 松商学園高

 5 中根 颯亮(2)     18.12 
ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ 松本県ヶ丘高

 6 高木 宙夢(3)     20.47 
ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾑ 清水中

 7 梶川 新(2)     21.43 
ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ 山辺中

 8 戸谷 颯真(2)     24.40 
ﾄﾔ ｿｳﾏ 穂高東中

2  7150

3  6561

5  2279

8  6949

4  2541

9  2487

7  2434

6  2476

9  6772
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  2463 3  7352
欠場 欠場

5  7490 2  2462
欠場 欠場

4  7347 8  7150
欠場

6  6894 6  6561

7  6949 4  2487

2  2476 7  2279

3  2541 5  2434

男子

110mH(1.067m)

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

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



予選 5月3日  9:20
決勝 5月3日 15:10

長野県記録(KR)                  49.51 中野 直哉                    早大             2016/06/24  
大会記録(GR)                    58.66 

[ 1組] [ 2組]

 1 倉田 歩夢(2)     57.53 Q  1 小林 航(4)     53.10 Q
ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 松商学園高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本大

 2 加藤 優馬(3)     57.75 Q  2 花形 駿介(2)     56.23 Q
ｶﾄｳ ﾕｳﾏ 豊科高 ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 松本大

 3 渡部 翔太(1)     57.95 Q  3 中山 晃希(2)     58.53 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 松本大 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ 松本美須々ヶ丘高

 4 一志 瑠衣斗(2)     58.43 q  4 柳沢 優生(2)     58.92 
ｲｯｼ ﾙｲﾄ 松本国際高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 松商学園高

 5 熊谷 憲     58.83 q  5 北村 剣臣(2)   1:03.58 
ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 豊科高

 6 長谷川 渡(2)   1:01.14 洞澤 光(3)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎高 ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 大町岳陽高
清水 泰志 小池 孝憲(3)
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ 松商学園高

 1 小林 航(4)     53.27 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本大

 2 花形 駿介(2)     55.28 
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 松本大

 3 倉田 歩夢(2)     56.31 
ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 松商学園高

 4 渡部 翔太(1)     57.89 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 松本大

 5 中山 晃希(2)     58.45 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ 松本美須々ヶ丘高

 6 加藤 優馬(3)     58.68 
ｶﾄｳ ﾕｳﾏ 豊科高

 7 熊谷 憲     59.22 
ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 8 一志 瑠衣斗(2)     59.98 
ｲｯｼ ﾙｲﾄ 松本国際高

2  9009

3  2515

大会新
9  2324

大会新
7  2537

大会新
4  2476

大会新
8  9072

記録／備考
6  9061

大会新
5  9049

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  9024 4  2464
欠場 欠場

7  2370 3  2079
欠場

5  9009 2  2541

3  2515 8  2475
大会新

8  9072 6  2324
大会新 大会新

6  2537 5  9049
大会新 大会新

4  2476 7  9061
大会新 大会新

男子

400mH(0.914m)

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

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



決勝 5月3日 14:15

長野県記録(KR)                8:48.56 宮入　一海                   北佐久郡陸協     2008/10/03  
大会記録(GR)                 10:29.80 

 1 上田 桂悟(3)  10:08.29 
ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 松本国際高

 2 小松 晃人(2)  10:26.58 
ｺﾏﾂ ｱｷﾄ 松本大

 3 辻野 智樹(4)  10:42.33 
ﾂｼﾞﾉ ﾄﾓｷ 信州大

 4 古厩 信作(3)  10:44.80 
ﾌﾙﾏﾔ ｼﾝｻｸ 塩尻志学館高

 5 高木 龍之介(3)  10:49.67 
ﾀｶｷﾞ  ﾘｭｳﾉｽｹ 松本工高

 6 村松 卓弥(2)  10:58.34 
ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾔ 松本蟻ヶ崎高

 7 斉藤 洸大(2)  11:03.78 
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 松商学園高

 8 小澤 賢也(3)  11:41.94 
ｵｻﾞﾜ ｹﾝﾔ 松本蟻ヶ崎高

 9 山田 陽太郎(3)  12:13.01 
ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾀﾛｳ 信州大

10 宮澤 陸也(2)  12:50.02 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｸﾔ 明科高

7  9083

8  2562

6  2481

10  2367

5  2426

4  2374

9  9085

1  2005

2  2504
大会新

3  9059
大会新

男子

3000mSC(0.914m)

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月3日 12:05

長野県記録(KR)               19:03.92 藤澤　勇                     山梨学院大       2009/04/29  

 1 大和田 悠太(3)  24:07.16 
ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳﾀ 大町岳陽高

 2 塩島 和弥(2)  25:14.69 
ｼｵｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 大町岳陽高
田代 渉悟(2)
ﾀｼﾛ ｼｮｳｺﾞ 大町岳陽高

男子

5000m競歩

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  2045
失格

1  2075

2  2044



予選 5月3日 13:45
決勝 5月3日 16:40

長野県記録(KR)                  40.62 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC                  ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC      2015/09/05  
（高木 佑希・岩田 晃・吉冨 和弥・佐藤 賢一）

大会記録(GR)                    41.78 

[ 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 大町岳陽高  2081 松原 聖将(3)     45.01 Q  1   8 松本国際高  2506 竹内 貴史(3)     43.88 Q

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ
 2077 山形 一歩(3)  2515 一志 瑠衣斗(2)

ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯﾎﾟ ｲｯｼ ﾙｲﾄ
 2046 笠井 敦司(2)  3147 丸山 拓海(1)

ｶｻｲ ｱﾂｼ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ
 2076 坂井 健留(3)  2524 中島 大智(2)

ｻｶｲ ﾀｹﾙ ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ
 2   2 ﾄﾐﾀｱｽﾘｰﾂ  9018 小林 匠己     46.52  2   9 木曽青峰高  1962 上村 洋介(3)     44.56 q

ﾄﾐﾀｱｽﾘｰﾂ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ｶﾐﾑﾗ ﾖｳｽｹ
 9020 樋口 克治  1967 原 大樹(2)

ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ
 9019 村瀬 雅人  1958 大橋 佑斗(3)

ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ
 9021 齋藤 武蔵  1960 田口 翔斗(3)

ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ
 3   1 北安松川中  6798 飯嶋 大基(3)     47.18  3   3 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  9007 安藤 直哉     45.11 q

ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜﾁｭｳ ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ
 6775 丸山 祥太(2)  9015 中畑 恭介

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ ﾅｶﾊﾀ ｷｮｳｽｹ
 6797 田中 快(3)  9012 松原 大輝

ﾀﾅｶ ｶｲ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ
 6796 吉岡 凜(3)  9009 熊谷 憲

ﾖｼｵｶ ﾘﾝ ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ
 4   5 木曽町中  6286 尾崎 健瑠(3)     48.30  4   6 大町第一中  6879 宮坂 槙(3)     48.55 

ｷｿﾏﾁﾁｭｳ ｵｻﾞｷ ﾀｹﾙ ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁｭｳ ﾐﾔｻｶ ｼﾝ
 6284 古瀬 康平(3)  6888 笠原 大誠(3)

ﾌﾙｾ ｺｳﾍｲ ｶｻﾊﾗ ﾀｲｾｲ
 6288 志水 駿太(3)  6880 中原 雄一朗(3)

ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝﾀ ﾅｶﾊﾗ ﾕｳｲﾁﾛｳ
 6285 上平 祥徳(3)  6881 久保田 玲弥(3)

ｳｴﾀﾞｲﾗ ﾖｼﾉﾘ ｸﾎﾞﾀ ﾚｲﾔ
 5   9 三郷中  6712 片桐 来夢(3)     48.84  5   2 田川高  2181 渡邊 駿(3)     48.60 

ﾐｻﾄﾁｭｳ ｶﾀｷﾞﾘ ﾗｲﾑ ﾀｶﾞﾜｺｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ
 6708 有沢 将也(3)  2190 倉澤 一熙(2)

ｱﾘｻﾜ ﾏｻﾔ ｸﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ
 6711 菅 貫太(3)  2183 青柳 寛司(2)

ｽｶﾞ ｶﾝﾀ ｱｵﾔｷﾞ ｶﾝｼﾞ
 6710 中山 恭輔(3)  2180 宮下 陽平(3)

ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ ﾐﾔｼﾀ ﾖｳﾍｲ
 6   6 波田中  7407 齊藤 智也(3)     49.69  6   5 清水中  6957 松野 裕哉(3)     51.37 

ﾊﾀﾁｭｳ ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ﾏﾂﾉ ﾕｳﾔ
 7415 髙木 遼磨(2)  6953 三代澤 侑希(3)

ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾏ ﾐﾖｻﾜ ﾕｳｷ
 7408 大澤 真叶(3)  6959 原 大輝(2)

ｵｵｻﾜ ﾏｻﾄ ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ
 7416 増田 空大(2)  6946 小澤 慶文(3)

ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ ｵｻﾞﾜ ﾖｼﾌﾐ
 7   3 塩尻中  6396 福山 蒼太(3)     49.83   7 女鳥羽中  7285 田中 舜也(2)

ｼｵｼﾞﾘﾁｭｳ ﾌｸﾔﾏ ｿｳﾀ ﾒﾄﾊﾞﾁｭｳ ﾀﾅｶ ﾄｼﾔ 失格
 6384 風間 優佑(3)  7286 西沢 櫂(2) R1 2-3

ｶｻﾞﾏ ﾕｳｽｹ ﾆｼｻﾞﾜ ｶｲ
 6381 足助 颯太(3)  7283 芦田 弘誠(2)

ｱｽｹ ｿｳﾀ ｱｼﾀﾞ ｺｳｾｲ
 6386 尾関 直也(3)  7284 横内 歩夢(2)

ｵｾﾞｷ ﾅｵﾔ ﾖｺｳﾁ ｱﾕﾑ
 8   4 梓川中  7346 中沢 真斗(3)     49.86   4 菅野中

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳ ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾄ ｽｶﾞﾉﾁｭｳ 欠場
 7348 中村 賢将(3)

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｽｹ
 7354 塩野﨑 秀(3)

ｼｵﾉｻﾞｷ ｼｭｳ
 7362 輪湖 颯(2)

ﾜｺ ﾊﾔﾄ
  8 松商学園高  2497 神田 来夢(3)

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 欠場
 2495 中嶋 謙(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ
 2498 西村 陽杜(3)

ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ
 2464 小池 孝憲(3)

ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ

男子

4×100m

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



[ 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   7 豊科高  2541 北村 剣臣(2)     44.18 Q  1   2 松本大  9057 柴本 遼河(3)     42.60 Q

ﾄﾖｼﾅｺｳ ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾝ ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ
 2539 大月 洸典(2)  9065 水島 優(4)

ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 2538 福岡 歩武(3)  9060 小野澤 達也(4)

ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
 2540 篠原 翔(2)  9069 斉藤 巧(2)

ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 2   6 松本蟻ヶ崎高  2368 権田 将拓(3)     45.96 q  2   6 松本美須々ヶ丘 2346 上條 肇(3)     44.78 q

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ｺﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳｺｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ
 2370 長谷川 渡(2)  2345 青木 大知(3)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ
 2371 中村 勇太(2)  2325 蒔田 陽一郎(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ ﾏｷﾀ ﾚｲｲﾁﾛｳ
 2373 小林 健斗(2)  2343 輪湖 幸太(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ ﾜｺｺｳﾀ
 3   4 松島中  7098 小林 京生(3)     48.42  3   4 堀金中  6675 横山 凌大(3)     45.99 

ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
 7102 赤羽 康太郎(2)  8755 落合 華七斗(2)

ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀﾛｳ ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ
 7093 召田 積技(3)  6697 五十嵐 脩祐(3)

ﾒｽﾀﾞ ﾂﾑｷﾞ ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｽｹ
 7099 竹内 勇貴(3)  6694 望月 翼(3)

ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ
 4   2 山辺中  7169 伊藤 洋介(3)     49.12  4   8 塩尻広陵中  6488 土方 晃希(2)     48.31 

ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳ ｲﾄｳ ﾖｳｽｹ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾋｼﾞｶﾀ ｺｳｷ
 7155 小澤 慶(3)  6503 竹内 佑輝(3)

ｵｻﾞﾜ ｹｲ ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ
 7150 梶川 新(2)  6501 黒野 敦志(3)

ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ ｸﾛﾉ ｱﾂｼ
 7168 松尾 秀彦(3)  6504 保科 太一(3)

ﾏﾂｵ ﾋﾃﾞﾋｺ ﾎｼﾅ ﾀｲﾁ
 5   8 信大附属松本中 7498 唐津 春樹(2)     52.31  5   7 鉢盛中  7446 清澤 広伸(2)     49.27 

ｼﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ｶﾗﾂ ﾊﾙｷ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ
 7494 佐藤 寿樹(3)  7445 上條 楓希(3)

ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾌｳｷ
 7491 小池 楽穫(3)  7444 麻原 彌仁(3)

ｺｲｹ ﾗｸ ｱｻﾊﾗ ﾔﾄ
 7489 瀧聞 隆佑(2)  7441 近藤 大介(3)

ﾀｷｷﾞｸ ﾘｭｳｽｹ ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ
  3 松本工高  6   3 開成中  7144 青島 竜輝斗(2)     49.66 

ﾏﾂﾓﾄｺｳｺｳ 欠場 ｶｲｾｲﾁｭｳ ｱｵｼﾏ ﾙｷﾄ
 7141 合葉 太飛(2)

ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ
 7142 市川 圭斗(2)

ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ
 7140 橋本 博人(2)

ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ
  5 丸ﾉ内中  7   5 豊科北中  6654 竹内 秀晟(2)     50.72 

ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ 欠場 ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾀｹｳﾁ ｼｭｳｾｲ
 6640 酒井 幹汰(3)

ｻｶｲ ｶﾝﾀ
 6641 丸山 英嗣(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｴｲｼﾞ
 6644 須山 和良(3)

ｽﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ
  9 信明中

ｼﾝﾒｲﾁｭｳ 欠場

4×100m
男子



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 松本大  9057 柴本 遼河(3)     42.30 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ
 9065 水島 優(4)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 9061 小林 航(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ
 9069 斉藤 巧(2)

ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 2   7 松本国際高  2506 竹内 貴史(3)     43.61 

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ
 2515 一志 瑠衣斗(2)

ｲｯｼ ﾙｲﾄ
 2518 丸山 康生(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ
 2524 中島 大智(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ
 3   5 豊科高  2541 北村 剣臣(2)     43.71 

ﾄﾖｼﾅｺｳ ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾝ
 2539 大月 洸典(2)

ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ
 2538 福岡 歩武(3)

ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ
 2540 篠原 翔(2)

ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ
 4   9 松本美須々ヶ丘 2346 上條 肇(3)     43.81 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳｺｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ
 2345 青木 大知(3)

ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ
 2325 蒔田 陽一郎(2)

ﾏｷﾀ ﾚｲｲﾁﾛｳ
 2343 輪湖 幸太(3)

ﾜｺｺｳﾀ
 5   4 大町岳陽高  2081 松原 聖将(3)     44.48 

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ
 2077 山形 一歩(3)

ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯﾎﾟ
 2046 笠井 敦司(2)

ｶｻｲ ｱﾂｼ
 2076 坂井 健留(3)

ｻｶｲ ﾀｹﾙ
 6   8 木曽青峰高  1962 上村 洋介(3)     45.00 

ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ｶﾐﾑﾗ ﾖｳｽｹ
 1967 原 大樹(2)

ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ
 1958 大橋 佑斗(3)

ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ
 1960 田口 翔斗(3)

ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ
 7   2 松本蟻ヶ崎高  2368 権田 将拓(3)     45.90 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ｺﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ
 2370 長谷川 渡(2)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ
 2371 中村 勇太(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ
 2373 小林 健斗(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ
 8   3 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  9009 熊谷 憲     46.63 

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ
 9015 中畑 恭介

ﾅｶﾊﾀ ｷｮｳｽｹ
 9012 松原 大輝

ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ
 9008 宮澤 憲二

ﾐﾔｻﾞｳ ｹﾝｼﾞ

男子

4×100m
決勝



予選 5月4日  9:30
決勝 5月4日 16:10

長野県記録(KR)                3:14.32 信州大                       信州大           2017/07/09  
（沖田 遥久・松井 一陽・三澤 駿之介・大島 直哉）

大会記録(GR)                  3:21.10 

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松本大  9049 花形 駿介(2)   3:31.30 Q  1   3 木曽青峰高  1960 田口 翔斗(3)   3:27.35 Q

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ
 9072 渡部 翔太(1)  1972 大蔵 泰生(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ ｵｵｸﾗ ﾀｲｾｲ
 9062 小林 亮介(2)  1958 大橋 佑斗(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ
 9053 丸山 玲央(4)  1961 古川 晴貴(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ
 2   3 豊科高  2539 大月 洸典(2)   3:34.28 Q  2   4 松商学園高  2476 倉田 歩夢(2)   3:27.37 Q

ﾄﾖｼﾅｺｳ ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ
 2540 篠原 翔(2)  2464 小池 孝憲(3)

ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ
 2537 加藤 優馬(3)  2475 柳沢 優生(2)

ｶﾄｳ ﾕｳﾏ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ
 2538 福岡 歩武(3)  2461 佐竹 哲寛(3)

ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ
 3   2 松本国際高  3147 丸山 拓海(1)   3:41.52 Q  3   6 大町岳陽高  2082 鹿川 和樹(3)   3:31.78 Q

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ｼｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ
 2506 竹内 貴史(3)  2074 小澤 大輝(3)

ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ
 2512 石曽根 歩(3)  2080 畠山 龍大(3)

ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
 2515 一志 瑠衣斗(2)  2081 松原 聖将(3)

ｲｯｼ ﾙｲﾄ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ
 4   6 堀金中  6694 望月 翼(3)   3:45.35 q  4   5 田川高  2181 渡邊 駿(3)   3:53.27 q

ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ ﾀｶﾞﾜｺｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ
 6675 横山 凌大(3)  2185 古畑 充稀(1)

ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳﾀ ﾌﾙﾊﾀ ﾐｽﾞｷ
 8755 落合 華七斗(2)  2180 宮下 陽平(3)

ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ ﾐﾔｼﾀ ﾖｳﾍｲ
 6697 五十嵐 脩祐(3)  2183 青柳 寛司(2)

ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｽｹ ｱｵﾔｷﾞ ｶﾝｼﾞ
 5   5 信大附属松本中 7494 佐藤 寿樹(3)   4:12.88  5   2 鉢盛中  7441 近藤 大介(3)   3:54.84 

ｼﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ
 7484 宇都宮 崚太(2)  7445 上條 楓希(3)

ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｮｳﾀ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾌｳｷ
 7496 樋口 仁志(3)  7444 麻原 彌仁(3)

ﾋｸﾞﾁ ﾋﾄｼ ｱｻﾊﾗ ﾔﾄ
 7485 木下 慎太郎(2)  7446 清澤 広伸(2)

ｷﾉｼﾀ ｼﾝﾀﾛｳ ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ

男子

4×400m

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



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 松商学園高  2461 佐竹 哲寛(3)   3:26.74 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ
 2475 柳沢 優生(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ
 2476 倉田 歩夢(2)

ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ
 2464 小池 孝憲(3)

ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ
 2   6 木曽青峰高  1960 田口 翔斗(3)   3:28.03 

ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ
 1972 大蔵 泰生(2)

ｵｵｸﾗ ﾀｲｾｲ
 1958 大橋 佑斗(3)

ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ
 1961 古川 晴貴(3)

ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ
 3   9 大町岳陽高  2076 坂井 健留(3)   3:30.39 

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ｻｶｲ ﾀｹﾙ
 2074 小澤 大輝(3)

ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ
 2080 畠山 龍大(3)

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
 2082 鹿川 和樹(3)

ｼｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ
 4   8 松本国際高  3147 丸山 拓海(1)   3:38.10 

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ
 2508 宮川 蓮(3)

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝ
 2512 石曽根 歩(3)

ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ
 2511 和田 輝(3)

ﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ
 5   7 豊科高  2539 大月 洸典(2)   3:41.12 

ﾄﾖｼﾅｺｳ ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ
 2547 中島 淳公(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ
 2548 原田 翼(1)

ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ
 2540 篠原 翔(2)

ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ
 6   3 堀金中  6694 望月 翼(3)   3:43.06 

ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ
 6675 横山 凌大(3)

ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
 8755 落合 華七斗(2)

ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ
 6697 五十嵐 脩祐(3)

ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｽｹ
  2 田川高  2181 渡邊 駿(3)

ﾀｶﾞﾜｺｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 棄権
 2185 古畑 充稀(1)

ﾌﾙﾊﾀ ﾐｽﾞｷ
 2180 宮下 陽平(3)

ﾐﾔｼﾀ ﾖｳﾍｲ
 2183 青柳 寛司(2)

ｱｵﾔｷﾞ ｶﾝｼﾞ
  4 松本大  9049 花形 駿介(2)

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 棄権
 9053 丸山 玲央(4)

ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ
 9072 渡部 翔太(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ
 9080 輪湖 勇哉(2)

ﾜｺ ﾕｳﾔ

4×400m
決勝

男子



決勝 5月4日 10:00

長野県記録(KR)                   2.18 吉田　剛                     仙台大           2002/05/19  
大会記録(GR)                     2.02 

1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 1m95 2m00
松澤 和也(3) - - - - - - - - - -
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 松本大 - - o o o xo xxx
高田 幸之介(2) - - - - - - - - - -
ﾀｶﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ 松本県ヶ丘高 - - - o o xxx
丸山 拓哉(3) - - - - - - - - - -
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 松本大 - - o o o xxx
松原 大輝 - - - - - - - - - -
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 - - - xo o xxx
片瀬 賢斗(1) - - - - - - - - - o
ｶﾀｾ ｹﾝﾄ 松本県ヶ丘高 o xxo xxx
中村 勇太(2) - - - - - - - - - o
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 松本蟻ヶ崎高 o xxx
二村 峻平(3) - - - - - - - - o o
ﾆﾑﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ 松本県ヶ丘高 xo xxx
上嶋 辰輝(3) - - - - - - - - o xo
ｳｴｼﾏ ﾀﾂｷ 塩尻志学館高 xxx
田中 快(3) - - - - - - o o o xxo
ﾀﾅｶ ｶｲ 北安松川中 xxx
菅 光輝(2) - - - - - - - o o xxx
ｽｶﾞ ｺｳｷ 松本美須々ヶ丘高
塩野﨑 秀(3) - - - - - o o xxo xo xxx
ｼｵﾉｻﾞｷ ｼｭｳ 梓川中
須山 和良(3) - - - - - o o o xxo xxx
ｽﾔﾏ ｶｽﾞﾖｼ 豊科北中
青柳 哲大(3) - - - - - - - xo xxx
ｱｵﾔｷﾞ ﾃﾂﾋﾛ 松本工高
安田 有志(2) - - o xo o xxx
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 菅野中
小澤 慶(3) - - - xo o xxx
ｵｻﾞﾜ ｹｲ 山辺中
梶川 新(2) o o xxo o o xxx
ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ 山辺中
村本 瑛(2) - xo o o xxo xxx
ﾑﾗﾓﾄ ｱｷﾗ 山辺中
古谷 拓海(2) o xxx
ﾌﾙﾔ ﾀｸﾐ 波田中
矢ヶ崎 至門(3) - - - - - - - xxx 記録なし
ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ 松商学園高
石田 優斗(2) 欠場
ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 松本工高

1m20 1m25 1m40 1m45 1m50 1m55

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m60 1m65

記録 備考

1 18  9063
 1.95

1m30 1m35

2 13  2277
 1.90

2 20  9052
 1.90

4 19  9012
 1.90

5 15  2312
 1.75

6 12  2371
 1.70

7 17  2276
 1.70

8 10  2004
 1.65

9 11  6797
 1.65

10 9  2322
 1.60

11 5  7354
 1.60

12 7  6644
 1.60

13 14  2421
 1.55

14 4  7211
 1.40

14 6  7155
 1.40

 2463

16 3  7150
 1.40

17 1  7153
 1.40

16  2432

18 2  7417
 1.20

8



決勝 5月3日 11:00

長野県記録(KR)                   5.40 松澤ジアン成治               中京大           2013/08/04  
大会記録(GR)                     4.80 

3m00 3m10 3m20 3m30 3m40 3m50 3m60 3m70 3m80 3m90
4m00

丸山 康生(2) - - - - - - - - - -  3.90
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 松本国際高 - - - - o - xo o xo o

xxx
深尾 光希(1) - - - - - - - - - -  3.90
ﾌｶｵ ｺｳｷ 松本工高 - - - - o - xo xxo o xo

xxx
都筑 悠佑(3) - - - - - - - - - -  3.90
ﾂﾂﾞｸ ﾕｳｽｹ 松本深志高 - - - - o o o xxo xo xxo

xxx
藤澤 将大(3) - - - - - - - - - -  3.80
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 松本大 - - - - - o o o o xxx

関 知大(4) - - - - - - - - - -  3.70
ｾｷ ﾄﾓﾋﾛ 松本大 - - - - - - - o xxx

宮下 陽平(3) - - - - - - - - - -  3.40
ﾐﾔｼﾀ ﾖｳﾍｲ 田川高 - - xo o xo - - - - xxx

青柳 寛司(2) - - - - - - - - - xxo  3.30
ｱｵﾔｷﾞ ｶﾝｼﾞ 田川高 xo o xo xxo xxx

田中 滉人(2) - - - - - - - - o -  3.10
ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ 松本国際高 xo o xxx

中嶋 隆介(3) - - - - - - o o o xo  2.90
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ 山辺中 xxx

重田 篤希(2) - - - - - o o o o xxo  2.90
ｼｹﾞﾀ ｱﾂｷ 山辺中 xxx

中谷 息吹(2) o - - o o o o o xxx  2.70
ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ 三郷中

藤原 颯槻(2) o o o o xxx  2.30
ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳｷ 三郷中

富田 雅也(1) - - - - - - - - - - 記録なし
ﾄﾐﾀ ﾏｻﾔ 松本工高 - - - - xxx

12 1  6723

12  2404

10 2  7151

11 3  6717

8 4  2526

9 6  7167

6 8  2180

7 5  2183

4 11  9075

5 13  9050

2 10  2405

3 9  2255

備考

1 7  2518
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2m00 2m10 2m80 2m90
記録

2m50 2m60 2m70

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名



決勝 5月3日 14:00

長野県記録(KR)                   7.94 嶺村　鴻汰                   筑波大           2014        
大会記録(GR)                     7.68 

 ３回の
 最高記録

上條 将吾   6.38   6.79   6.85    6.85   6.73   6.93   6.96    6.96 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺﾞ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ   -0.4   +0.9   -0.6    -0.6   +0.8   +1.8   +0.9    +0.9
小野澤 達也(4)   5.29   6.46   6.43    6.46   6.66   6.74   6.66    6.74 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 松本大   -0.6   +0.2   -1.1    +0.2   +0.4   +0.9   +2.4    +0.9
杏 直樹(1)   6.39   6.48   6.31    6.48   6.46   6.07   6.74    6.74 
ｶﾗﾓﾓ ﾅｵｷ 松本大   -1.1   +1.4   +1.3    +1.4   +0.2   +1.5   +2.8    +2.8
村瀬 直希(4)   6.52   6.60   6.61    6.61   4.77   6.34   6.67    6.67 
ﾑﾗｾ ﾅｵｷ 松本大   +0.1   -0.1   +1.5    +1.5   -0.3   +0.9   +1.5    +1.5
柴本 遼河(3)   6.42   6.49   6.36    6.49    x   6.57   6.63    6.63 
ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 松本大   -1.3   +2.1   -0.8    +2.1   +0.1   +1.6    +1.6
青沼 和紀    x   6.22   6.46    6.46   6.61   6.44   6.57    6.61 
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ with   -1.2   +1.3    +1.3   -0.3   +1.1   +1.3    -0.3
山本 祐己(2)   6.40    -    -    6.40    x   6.55    -    6.55 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 松商学園高    0.0     0.0   +1.1    +1.1
内堀 岳宏(1)    x   6.36   6.45    6.45   6.34   6.49   6.41    6.49 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ 松本大   +1.8   +0.3    +0.3   +1.9   +1.4   +1.1    +1.4
宮川 蓮(3)   6.34   6.38   6.33    6.38    6.38 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝ 松本国際高   -0.2   -0.4   +2.1    -0.4    -0.4
川上 文也   6.11    x   5.59    6.11    6.11 
ｶﾜｶﾐ ﾌﾐﾔ 松川村AC   -0.5   +0.3    -0.5    -0.5
宮島 隆輔(1)   6.11   4.15    x    6.11    6.11 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ 松本国際高   +0.3   +0.4    +0.3    +0.3
竹内 勇貴(3)   6.05    x   6.10    6.10    6.10 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 松島中   +0.8   +0.9    +0.9    +0.9
篠原 洸樹(2)   5.94   5.91   5.95    5.95    5.95 
ｼﾉﾊﾗ ｺｳｷ 松商学園高   +0.6   -0.3   +1.0    +1.0    +1.0
菅 貫太(3)   5.90    x   5.81    5.90    5.90 
ｽｶﾞ ｶﾝﾀ 三郷中   -0.3   -0.9    -0.3    -0.3
奥原 隼太   5.76   4.20   5.85    5.85    5.85 
ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ with   +0.9   -0.1   +2.5    +2.5    +2.5
城山 達也(3)    x   5.66   5.85    5.85    5.85 
ｼﾛﾔﾏ ﾀﾂﾔ 松本県ヶ丘高   -0.1   -0.1    -0.1    -0.1
大月 渉(3)   5.82   5.47   5.62    5.82    5.82 
ｵｵﾂｷ ﾜﾀﾙ 穂高東中   +1.0   +1.0   +1.0    +1.0    +1.0
飯嶋 大基(3)   5.77   5.37   5.12    5.77    5.77 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 北安松川中   +1.5   +1.1   +3.5    +1.5    +1.5
武井 孝史朗(2)    x   5.72   5.74    5.74    5.74 
ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ 松商学園高   -0.5   +1.2    +1.2    +1.2
笠井 敦司(2)    x   5.69   5.62    5.69    5.69 
ｶｻｲ ｱﾂｼ 大町岳陽高   +1.1   -1.9    +1.1    +1.1
鳥羽 亮太(1)   5.40   5.50   5.59    5.59    5.59 
ﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 松本県ヶ丘高   -0.2   +0.8   +2.5    +2.5    +2.5
宮澤 憲二   5.49   5.28   5.56    5.56    5.56 
ﾐﾔｻﾞｳ ｹﾝｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   -0.4   -1.3   +0.5    +0.5    +0.5
中沢 真斗(3)   5.45    x   5.50    5.50    5.50 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 梓川中   +1.6   +1.9    +1.9    +1.9
髙籏 雅紘(2)   5.44   3.68   5.33    5.44    5.44 
ﾀｶﾊﾀ ﾏｻﾋﾛ 松商学園高   +0.4   +0.8   +1.4    +0.4    +0.4
松尾 秀彦(3)    x   4.70   5.42    5.42    5.42 
ﾏﾂｵ ﾋﾃﾞﾋｺ 山辺中   +0.5   +2.3    +2.3    +2.3
中山 直久(2)   5.19   4.60    x    5.19    5.19 
ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾋｻ 明科高   -0.7   +0.1    -0.7    -0.7
伊藤 洋介(3)    x   4.89   5.06    5.06    5.06 
ｲﾄｳ ﾖｳｽｹ 山辺中   -1.3   -0.4    -0.4    -0.4
鈴木 睦和(3)   4.81   5.06   4.82    5.06    5.06 
ｽｽﾞｷ ﾑﾂﾅ 白馬中   +1.7   +0.5   +0.2    +0.5    +0.5
小泉 歩夢(2)   5.05   4.76   4.80    5.05    5.05 
ｺｲｽﾞﾐ ｱﾕﾑ 明科高   +0.8   +2.0   +0.4    +0.8    +0.8
髙木 遼磨(2)   4.31   4.91   5.02    5.02    5.02 
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾏ 波田中   +1.1   +0.1   -0.2    -0.2    -0.2
有沢 将也(3)    x    x   5.00    5.00    5.00 
ｱﾘｻﾜ ﾏｻﾔ 三郷中   +0.6    +0.6    +0.6
丸山 健成(3)   4.96    x    x    4.96    4.96 
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｾｲ 堀金中   -0.2    -0.2    -0.2
牛田 真夢(2)   4.78   4.92   4.82    4.92    4.92 
ｳｼﾀﾞ ﾏﾅﾑ 梓川中   +0.3   -0.4   -0.3    -0.4    -0.4
中村 陸人(2)   4.73    x   4.89    4.89    4.89 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｸﾄ 塩尻広陵中   -0.6   +1.1    +1.1    +1.1
中山 恭輔(3)   4.88   4.71   4.75    4.88    4.88 
ﾅｶﾔﾏ ｷｮｳｽｹ 三郷中   -0.7   -0.7   +0.7    -0.7    -0.7
平林 拡人(3)   4.81   4.63   4.67    4.81    4.81 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 塩尻広陵中   +0.5   +0.6   +0.7    +0.5    +0.5

35 36  6710

36 23  6499

33 19  7373

34 21  6491

31 9  6708

32 25  6670

29 35  2563

30 26  7415

27 48  7169

28 27  6838

25 42  7168

26 39  2565

23 30  7346

24 37  2484

21 43  2310

22 38  9008

19 47  2479

20 40  2046

17 41  6564

18 31  6798

15 45  9000

16 51  2280

13 49  2483

14 32  6711

11 54  3142

12 50  7099

9 59  2508

10 44  9039

7 57  2477

8 58  9076

5 52  9057

6 56  9002

3 46  9048

4 55  9070

1 61  9005

2 62  9060

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



 ３回の
 最高記録

大月 隼(2)    x   4.78    x    4.78    4.78 
ｵｵﾂｷ ﾊﾔﾄ 丸ﾉ内中   +0.6    +0.6    +0.6
三浦 翔太(2)    x   4.26   4.69    4.69    4.69 
ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ 木曽町中   -0.2   +2.6    +2.6    +2.6
矢島 聡士(3)   4.26   4.11   4.65    4.65    4.65 
ﾔｼﾞﾏ ｻﾄｼ 菅野中   +1.6   +2.2   +3.5    +3.5    +3.5
西澤 蓮(2)    x   3.46   4.62    4.62    4.62 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾚﾝ 仁科台中   +0.9   +1.4    +1.4    +1.4
大内 清貴(3)    x   4.37   4.50    4.50    4.50 
ｵｵｳﾁ ｷﾖﾀｶ 松島中   +1.1   +0.5    +0.5    +0.5
柴田 莉生(2)   4.43   4.39   4.35    4.43    4.43 
ｼﾊﾞﾀ ﾘｵ 三郷中   -0.3   +0.6   -0.2    -0.3    -0.3
清水 悠雅(2)   4.36    x   2.21    4.36    4.36 
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶﾞ 梓川中   +1.3   -1.1    +1.3    +1.3
笠井 遙人(2)   4.05   4.30   4.14    4.30    4.30 
ｶｻｲ ﾊﾙﾄ 梓川中   -1.3   -1.0   +0.6    -1.0    -1.0
梨子田 翔真(2)   4.03   4.14   4.28    4.28    4.28 
ﾅｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 梓川中   +0.2   -0.3   +0.9    +0.9    +0.9
春宮 勇也(3)   3.93    x   4.16    4.16    4.16 
ﾊﾙﾐﾔ ﾕｳﾔ 波田中   -0.3   +1.2    +1.2    +1.2
今井 陽翔(2)   4.15   4.00   4.01    4.15    4.15 
ｲﾏｲ ﾊﾙﾄ 波田中   +1.2   +0.5   +1.6    +1.2    +1.2
松澤 尚弥(2)    x   3.93   4.12    4.12    4.12 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 白馬中   -2.3   +0.9    +0.9    +0.9
塩原 倖太郎(3)   4.09    x   3.55    4.09    4.09 
ｼｵﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 丸ﾉ内中   +1.4   -1.6    +1.4    +1.4
藤森 亮祐(2)   4.09    x    x    4.09    4.09 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ 高綱中   +2.4   +1.0    +2.4    +2.4
青栁 空(2)    x   3.96   4.06    4.06    4.06 
ｱｵﾔｷﾞ ｿﾗ 三郷中   +0.6   +1.0   +0.1    +0.1    +0.1
塩原 慶宣(3)   3.94   3.86   4.00    4.00    4.00 
ｼｵﾊﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 高綱中   +0.1   -0.4   +1.2    +1.2    +1.2
芦田 弘誠(2)   3.59   3.63   4.00    4.00    4.00 
ｱｼﾀﾞ ｺｳｾｲ 女鳥羽中   -0.2   -0.5   +1.3    +1.3    +1.3
内倉 宗潤(2)   3.81    x   3.71    3.81    3.81 
ｳﾁｸﾗ ｿｳｼﾞｭﾝ 信大附属松本中   -2.2   +2.7    -2.2    -2.2
米久保 光希(3)   2.85    x   2.58    2.85    2.85 
ﾖﾈｸﾎﾞ ﾐﾂｷ 波田中   +0.6   -0.9    +0.6    +0.6
長瀬 来聖(2)    x    x    x     x 記録なし
ﾅｶﾞｾ ｸﾙｽ 木曽青峰高
松原 聖将(3)    x    x    x     x 記録なし
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ 大町岳陽高
下會所 麟太(2) 欠場
ｼﾓｶｲｼｮｳ ﾘﾝﾀ 木曽町中
三木 基弘(3) 欠場
ﾐｷ ﾓﾄﾋﾛ 波田中
鈴木 寛二(3) 欠場
ｽｽﾞｷ ｶﾝｼﾞ 木曽町中
小林 健斗(2) 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ 松本蟻ヶ崎高
神田 来夢(3) 欠場
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 松商学園高

53  2497

28  6282

34  2373

12  6294

17  7411

33  1974

60  2081

54 7  7487

55 11  7412

52 4  7192

53 5  7283

50 2  7196

51 6  6719

48 14  6825

49 1  7034

46 15  7410

47 13  7413

44 10  7374

45 3  7378

42 16  6720

43 8  7375

40 20  6891

41 24  7104

38 18  6292

39 29  7201

-4- -5- -6- 記録 備考

37 22  7041

男子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



決勝 5月4日 14:30

長野県記録(KR)                  16.98 石川　和義                   筑波大           2004/10/10  
大会記録(GR)                    14.42 

 ３回の
 最高記録

小野澤 達也(4)  14.24 13.56 13.91  14.24  13.83 14.20 14.42  14.42 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 松本大   +0.2  +4.5  +1.4   +0.2   +2.8  +3.7  +6.1   +6.1
佐藤 賢一  13.63   -    -   13.63  14.33   -    -   14.33 
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   +4.6    +4.6   +2.0    +2.0
内堀 岳宏(1)  13.36 13.39 13.11  13.39    x  12.67 13.20  13.39 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ 松本大   +3.3  +4.8  +2.6   +4.8   +3.5  +3.6   +4.8
青柳 哲大(3)  12.33 11.73 11.82  12.33  12.50 12.40 12.40  12.50 
ｱｵﾔｷﾞ ﾃﾂﾋﾛ 松本工高   +2.3  +5.2  +1.9   +2.3   +2.8  +5.6  +3.7   +2.8
川上 文也    x  12.37   x   12.37    x  12.21 12.50  12.50 
ｶﾜｶﾐ ﾌﾐﾔ 松川村AC   +3.0    +3.0   +3.8  +3.5   +3.5
宮澤 憲二  11.97 11.61 11.85  11.97    -    x  11.63  11.97 
ﾐﾔｻﾞｳ ｹﾝｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +4.2  +2.2  +2.8   +4.2   +3.1   +4.2
日馬 正貴    x  11.61   x   11.61  11.76   x    x   11.76 
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野市陸協   +1.6    +1.6   +3.3    +3.3
中山 直久(2) 欠場
ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾋｻ 明科高
山本 祐己(2) 欠場
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 松商学園高

7  2477

7 1  9032

2  2565

5 5  9039

6 3  9008

3 8  9076

4 4  2421

1 6  9060

2 9  9023

-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-



決勝 5月4日 10:00

長野県記録(KR)                  16.11 三浦　理                     国士舘大         1995/09/15  
大会記録(GR)                    13.48 

 ３回の
 最高記録

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
池上 大希(2)
ｲｹｶﾞﾐ  ﾋﾛｷ 松本工高
下村 亮也(3)
ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳﾔ 木曽青峰高
小林 和夫
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 上伊那陸協
神田 雅翔(1)
ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾄ 松本国際高
福田 淳
ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
小林 錬(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 豊科高
上原 隆伸 欠場
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

備考

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

 10.67

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

   x

-2- 記録

2 4  2431
 10.11 10.14

1 8  2424
 11.11

 10.20 

  11.11  10.90 11.09   x  11.11 

  9.52

  9.95  10.14   9.74  9.96 10.20

4 7  1959
  9.22  8.34

3 6  2433
  9.24  9.64

  9.22 

   9.64    x   9.55  9.55  9.64 

  8.40

  8.51   9.22   8.80  8.67  9.01

6 1  3144
  8.25  8.63

5 5  9081
  8.77  8.30

  8.63 

   8.77   8.33  8.27  8.37  8.77 

  7.91

  8.11   8.63   8.21  7.87  7.94

8 2  2543
  6.71  6.41

7 3  9016
  8.54  7.82

  6.85 

   8.54   8.53  7.91  7.65  8.54 

  6.68   6.71   6.47  6.84  6.85

9  9013



決勝 5月3日 10:00

長野県記録(KR)                  50.52 北林　栄峰                   順天堂大         1980/04/26  
大会記録(GR)                    46.96 

 ３回の
 最高記録

三澤 弘季(3)
ﾐｻﾜ ﾋﾛｷ 松本県ヶ丘高
池上 大希(2)
ｲｹｶﾞﾐ  ﾋﾛｷ 松本工高
竹内 恒平(2)
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ 松本工高
石川 真(2)
ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ 松本県ヶ丘高
西尾 樹(2)
ﾆｼｵ ﾀﾂｷ 木曽青峰高
小林 錬(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 豊科高
丸山 貴由人(4) 欠場
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾕﾄ 松本大

備考

男子

円盤投(2.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

 29.15

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

   x

-2- 記録

2 6  2433
 29.95   x

1 5  2275
 29.83

 29.95 

  29.83  29.94 30.16 26.56 30.16 

   x

 29.01  29.95  29.08   x    x

4 3  2307
 26.05 25.83

3 4  2431
 26.98 27.41

 26.05 

  27.41  28.29   x  27.06 28.29 

 23.67

   x   26.05    x  24.91 25.91

6 1  2543
 18.29 19.81

5 2  1964
   x    x

 22.19 

  23.67  23.63 24.33   x  24.33 

 22.02  22.02  22.19 21.34 20.63

7  9051



決勝 5月4日 14:00

長野県記録(KR)                  62.50 佐々木　茂雄                 東海大           1987/08/27  
大会記録(GR)                    34.58 

 ３回の
 最高記録

東井 航平(4) 大会新
ﾄｳｲ ｺｳﾍｲ 信州大
小林 和夫
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 上伊那陸協
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
上條 健
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
福田 淳
ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
神田 雅翔(1)
ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾄ 松本国際高
上原 隆伸 欠場
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

  17.29  12.16 14.81 14.75 17.29 

7  9013

7 1  3144
 17.29 13.86 14.06

   x   22.20    x    x    x  22.20 

  27.46    x    x    x  27.46 

6 2  9016
 22.20 21.04

5 4  9014
 25.96 25.47 27.46

   x   28.71    x  30.17   x  30.17 

  28.99  31.33 22.89 31.10 31.33 

4 5  2424
 24.23 28.71

3 3  2555
 26.80 28.28 28.99

 32.51  34.09  32.21 31.51   x  34.09 

  43.25    x    x  47.60 47.60 

2 6  9081
 34.09   x

1 8  9086
   x  43.25   x

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 5月3日 14:00

長野県記録(KR)                  72.50 塩川 拓                      国武大           2017/03/18  
大会記録(GR)                    63.85 

 ３回の
 最高記録

中野 龍星(3)
ﾅｶﾉ ﾘｭｳｾｲ 松本県ヶ丘高
西牧 廉(3)
ﾆｼﾏｷ ﾚﾝ 松本工高
長尾 渓(3)
ﾅｶﾞｵ ｹｲ 松本工高
宮澤 克幸(1)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾂﾕｷ 豊科高
水口 拓実(1)
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 田川高
倉澤 一熙(2)
ｸﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ 田川高

 24.67  24.67  21.95 21.31 18.65 24.67 

  27.71  25.36 27.65 26.59 27.71 

6 1  2190
 24.19 21.70

5 2  2184
 20.93 25.62 27.71

 35.71  35.71  35.64 34.24 34.80 35.71 

  36.98  35.64 35.42   -  36.98 

4 4  2549
 28.40 35.21

3 3  2427
 36.98   -    -

   -   41.68  44.16 41.66   x  44.16 

  55.72  56.34 50.45 53.14 56.34 

2 5  2422
   x  41.68

1 6  2278
 55.72 53.77 50.55

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

やり投(0.800kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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