
大会コード 20170312

： ２０２０年７月１８日(土) －１９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
： 長野県教育委員会・公益財団法人長野県スポーツ協会
： 内山 了治
： 小林 幸太郎 (トラック)　小川 淳 (スタート)　

篠原 克修 (跳躍)　 小川 靖 (投てき)　
： 瀧沢 佳生

■グラウンドコンディション
7月18日(土) 7月19日(日)

■この大会で樹立された記録
なし

■フィールド競技における記号の説明
成功・有効試技 失敗・無効試技 パス 試合放棄〇 ✖ － ｒ

14:00 晴れ 南西 0.7 32.4 43.3
13:00 晴れ 南西 1.8 31.6 45.5
12:00 晴れ 南 1.0 32.3 45.915:00 曇り 南東 3.5 25.8 69.6
11:00 晴れ 南 2.3 30.1 49.814:00 曇り 南西 0.5 25.1 79.5
10:00 晴れ 東 0.8 29.9 51.613:00 雨 南 2.7 22.7 85.8
09:00 晴れ 東 1.0 27.5 55.312:00 雨 南 0.7 22.1 74.0

(m/s) (℃) (%)
風向 風速 気温 湿度時刻 天候

(m/s) (℃) (%)
風向 風速 気温 湿度
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長野サマー・トライアル２０２０
兼 第63回東海陸上競技選手権大会長野県予選会

記 録 集
期 日
会 場



長野サマー・トライアル2020 ﾄﾗｯｸ審判長 小林 幸太郎

兼 第63回東海陸上競技選手権大会長野県予選会 跳躍審判長 篠原 克修
【開催日】 2020時年7月18日(土)-19日(日) 投てき審判長 小川 靖
【主催団体】 長野陸上競技協会 ｽﾀｰﾄ審判長 小川 淳

決勝記録一覧表 記録主任 瀧沢 佳生

男  子 【競技場】松本平広域公園陸上競技場
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

 7/18 男子 中嶋 謙(2) 10.68 小出 郁弥(3) 10.77 樋口 一馬(4) 10.79 永井 颯太(3) 10.80 内堀 直也 10.97 中島 大智(1) 10.99 神津 颯冬(3) 11.04 成澤 稜(4) 11.23
100m 中京大 中京大 法大 軽井沢高 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 城西大 佐久長聖高 松本大

 7/19 樋口 一馬(4) 21.10 岩田 晃 21.83 中嶋 謙(2) 21.90 落合 華七斗(1) 22.11 小坂 晃大(1) 22.14 内堀 直也 22.32 水島 優(M) 22.36 與川 夢翔(1) 23.18

200m 法大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 中京大 佐久長聖高 東海大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 松本大 駿河台大

 7/18 中野 直哉 46.90 小坂 晃大(1) 47.60 児玉 悠作(2) 48.29 三澤 駿之介(M) 48.87 宮崎 日向(2) 49.04 柏木 優(1) 49.18 安坂 丈瑠(1) 49.84 今井 頼人(2) 49.92
400m 飯田病院 東海大 法大 信州大 佐久長聖高 東経大 佐久長聖高 東海大諏訪高

 7/19 二見 優輝(3) 1:50.88 牧田 蒼斗(3) 1:54.31 小坂 悠太(1) 1:56.15 鈴木 風春(4) 1:58.91 髙橋 優弥(3) 2:00.27 東 大志(3) 2:02.25

800m 諏訪清陵高 信州大 東海大諏訪高 信州大 豊科高 松本国際高

 7/18 片桐 悠人(3) 3:59.42 白川 友一 4:00.28 花岡 寿哉(2) 4:00.99
1500m 長野日大高 長野市陸協 上田西高

 7/19 桃澤 大祐 14:48.67 牛山 純一 14:52.85 白川 友一 15:09.77 大野 雄揮 15:17.40

5000m ｻﾝ工業 ｼﾃｨｰﾗﾝﾅｰ 長野市陸協 ｺﾄﾋﾗ工業

 7/18  +1.7 吉村 健吾 14.49 三宅 浩生(4) 14.84 飯島 大陽(3) 14.88 漆原 奏哉(2) 15.23 宮澤 武流(3) 15.24 東山 由輝 15.58 三宅 航平(3) 15.63 小林 周平(3) 15.63
110mH(1.067m) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 中京大 佐久長聖高 佐久長聖高 佐久長聖高 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 信州大 城西大

 7/19 中野 直哉 51.37 岡村 州紘(2) 51.95 児玉 悠作(2) 52.22 小林 航 52.52 小林 英和 52.79 清水 泰志 52.80 宮澤 武流(3) 54.04 熊谷 悟(3) 54.83

400mH(0.914m) 飯田病院 日大 法大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 佐久長聖高 松本大

 7/19 宮入 一海 9:05.86 上田 桂悟(2) 9:57.98

3000mSC(0.914m) 北佐久陸協 関東学院大

 7/19 鈴木 英司(2) 20:20.70 佐藤 晋太(2) 23:29.09 田口 紫音(2) 24:06.17 矢島 朋幸 24:24.80 塩島 和弥(1) 26:39.87

5000m競歩 東海大 長野工高 上田西高 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 松本大

 7/18 芋川 駿 2.00 片平 大地 1.95 高田 幸之介(1) 1.95 塚田 龍太朗(3) 1.85 小口 伸太郎(2) 1.80
走高跳 長野市陸協 長野市陸協 立大 信州大 諏訪二葉高

 7/19 有賀 玄太(2) 4.70 石坂 巽海(1) 4.60 関 知大 4.20 中谷 息吹(1) 4.20 富田 雅也(3) 松本工高 3.80 重田 篤希(1) 3.80

棒高跳 高遠高 松本大 松本大AC 松本国際高 深尾 光希(3) 松本工高 松本深志高

 7/18 松本 陸(2) 7.50(+1.4) 山浦 渓斗(2) 7.45(+1.7) 増子 良平(4) 7.38(+1.2) 佐藤 賢一 7.25(+1.0) 小池 哲平(1) 6.96(+1.5) 常田 龍輝(3) 6.93(+2.3) 小山 竜司(3) 6.91(+0.5) 穂苅 康人(2) 6.86(-0.3)
走幅跳 信州大 国武大 中京大 松本県ヶ丘高教員AC 東海大 市立長野高 東海大北海道 東学大

 7/19 石川 和義 16.04(+3.0) 竹井 温巧(3) 14.97(+0.6) 佐藤 賢一 14.58(-1.4) 増子 良平(4) 14.52(+1.9) 窪田 章吾(M) 14.26(+1.1) 塚田 奏(3) 14.23(+1.4) 内堀 岳宏(3) 14.18(+0.2) 金子 司 14.13(+0.2)

三段跳 飯水陸協 東海大北海道 松本県ヶ丘高教員AC 中京大 東学大 長野吉田高 松本大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 7/18 米倉 朋輝 15.95 金子 周平(2) 12.32 有村 凌空(2) 9.84
砲丸投(7.260kg) 長野市陸協 松本大 木曽青峰高

 7/19 米倉 朋輝 43.80 奥垣内 崇史(3) 43.46 上原 隆伸 37.37

円盤投(2.000kg) 長野市陸協 東海大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 7/19 萩原 倖司(2) 46.85 山田 勇里(1) 43.85 上原 隆伸 43.22 神田 雅翔(3) 42.30 末元 昂成(2) 41.78 池田 光太郎(4) 40.70 上條 健 25.12

ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg) 松本大 松本大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本国際高 日本福祉大 信大医陸 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 7/18 小平 将斗(2) 57.67 穂苅 康人(2) 56.82 小泉 陸人(1) 55.18 友田 利男 54.44 宮澤 優斗(3) 52.24
やり投(800g) 松本国際高 東学大 国武大 かもしか倶楽部 山梨学院大



決勝 7月18日 15:40

長野県記録(KR)                  10.15 塚原 直貴                    東海大           2007/09/16  
長野県高校記録(HR)              10.32 塚原 直貴                    東海大三         2003/07/30  
長野県中学記録(CR)              10.85 塚原 直貴                    岡谷北部         2000/07/09  

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 -1.4

 1 小出 郁弥(3)     10.77  1 中嶋 謙(2)     10.68 
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 中京大 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 中京大

 2 永井 颯太(3)     10.80  2 樋口 一馬(4)     10.79 
ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 軽井沢高 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 法大

 3 神津 颯冬(3)     11.04  3 内堀 直也     10.97 
ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ 佐久長聖高 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 4 成澤 稜(4)     11.23  4 中島 大智(1)     10.99 
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松本大 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 城西大

  内山 響生(2)       5 木下 博貴(3)     11.63 
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 信州大 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 中京大

  越山 遥斗(1)      
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 信州大

   1 中嶋 謙(2) 中京大     10.68 (-1.4)   2   1
   2 小出 郁弥(3) 中京大     10.77 (+1.0)   1   1
   3 樋口 一馬(4) 法大     10.79 (-1.4)   2   2
   4 永井 颯太(3) 軽井沢高     10.80 (+1.0)   1   2
   5 内堀 直也 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC     10.97 (-1.4)   2   3
   6 中島 大智(1) 城西大     10.99 (-1.4)   2   4
   7 神津 颯冬(3) 佐久長聖高     11.04 (+1.0)   1   3
   8 成澤 稜(4) 松本大     11.23 (+1.0)   1   4
   9 木下 博貴(3) 中京大     11.63 (-1.4)   2   5
    内山 響生(2) 信州大          (+1.0)DNS   1    
    越山 遥斗(1) 信州大          (-1.4)DNS   2    

男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 所属名 記録／備考
4  9054 7  9056

ﾚｰﾝ No. 氏  名

6  1693 6  9075

7  2803 2  9014

5  9049 5  9057

3  9035 3  9042

4  9043
DNS

DNS

組 順位
 9056
 9054
 9075

氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考順位 No.

 9057
 9049
 9043

 1693
 9014
 9042
 2803
 9035



決勝 7月19日 11:50

長野県記録(KR)                  20.35 塚原 直貴                    東海大           2006/05/24  
長野県高校記録(HR)              20.93 塚原 直貴                    東海大三         2003/07/12  
長野県中学記録(CR)              21.73 落合 華七斗                  堀金             2019/08/21  

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -0.1

 1 中嶋 謙(2)     21.90  1 樋口 一馬(4)     21.10 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 中京大 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 法大

 2 小坂 晃大(1)     22.14  2 岩田 晃     21.83 
ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 東海大 ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 3 水島 優(M)     22.36  3 落合 華七斗(1)     22.11 
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松本大 ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 佐久長聖高

 4 與川 夢翔(1)     23.18  4 内堀 直也     22.32 
ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ 駿河台大 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 5 成澤 稜(4)     23.23   越山 遥斗(1)      
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松本大 ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 信州大

   1 樋口 一馬(4) 法大     21.10 (-0.1)   2   1
   2 岩田 晃 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC     21.83 (-0.1)   2   2
   3 中嶋 謙(2) 中京大     21.90 (-1.2)   1   1
   4 落合 華七斗(1) 佐久長聖高     22.11 (-0.1)   2   3
   5 小坂 晃大(1) 東海大     22.14 (-1.2)   1   2
   6 内堀 直也 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC     22.32 (-0.1)   2   4
   7 水島 優(M) 松本大     22.36 (-1.2)   1   3
   8 與川 夢翔(1) 駿河台大     23.18 (-1.2)   1   4
   9 成澤 稜(4) 松本大     23.23 (-1.2)   1   5
    越山 遥斗(1) 信州大          (-0.1)DNS   2    

 9034
 9025
 9035
 9043

 9007
 9056
 2809
 9080
 9014

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 9075

DNS
2  9035 3  9043

5  9025 2  9014

6  9034 6  2809

3  9080 4  9007

所属名 記録／備考
4  9056 5  9075

ﾚｰﾝ No. 氏  名

男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 7月18日 14:20

長野県記録(KR)                  46.54 宮沢 洋平                    法政大           2008/07/25  
長野県高校記録(HR)              46.98 塚田 英彦                    上田東           1993/08/02  
長野県中学記録(CR)              49.54 落合 華七斗                  堀金             2019/09/01  

[ 1組] [ 2組]

 1 柏木 優(1)     49.18  1 中野 直哉     46.90 
ｶｼﾜｷﾞﾕｳ 東経大 ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 飯田病院

 2 安坂 丈瑠(1)     49.84  2 小坂 晃大(1)     47.60 
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 佐久長聖高 ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 東海大

 3 今井 頼人(2)     49.92  3 児玉 悠作(2)     48.29 
ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 東海大諏訪高 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 法大

 4 篠原 翔(1)     50.64  4 三澤 駿之介(M)     48.87 
ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 桜美林大 ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大

 5 井上 広章(3)     51.57  5 宮崎 日向(2)     49.04 
ｲﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ 長野日大高 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 佐久長聖高

 6 中村 颯人     50.36 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

   1 中野 直哉 飯田病院       46.90   2   1
   2 小坂 晃大(1) 東海大       47.60   2   2
   3 児玉 悠作(2) 法大       48.29   2   3
   4 三澤 駿之介(M) 信州大       48.87   2   4
   5 宮崎 日向(2) 佐久長聖高       49.04   2   5
   6 柏木 優(1) 東経大       49.18   1   1
   7 安坂 丈瑠(1) 佐久長聖高       49.84   1   2
   8 今井 頼人(2) 東海大諏訪高       49.92   1   3
   9 中村 颯人 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC       50.36   2   6
  10 篠原 翔(1) 桜美林大       50.64   1   4
  11 井上 広章(3) 長野日大高       51.57   1   5

男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 所属名 記録／備考
7  9068 6  9073

ﾚｰﾝ No. 氏  名

8  2808 4  9080

5    44 5  9074

4  1277 8  2806

6  9022 3  9046

7  9012

組 順位
 9073
 9080
 9074

氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

タイムレース

順位 No.

 9012
 9022
 1277

 9046
 2806
 9068
 2808
   44



決勝 7月19日 14:20

長野県記録(KR)                1:45.75 川元 奨                      日本大           2014/05/11  
長野県高校記録(HR)            1:48.46 川元 奨                      北佐久農業       2010/10/24  
長野県中学記録(CR)            1:53.15 和田 仁志                    赤穂             1983/08/27  

 1 二見 優輝(3)   1:50.88 
ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ 諏訪清陵高

 2 牧田 蒼斗(3)   1:54.31 
ﾏｷﾀ ｱｵﾄ 信州大

 3 小坂 悠太(1)   1:56.15 
ｺｻｶ ﾕｳﾀ 東海大諏訪高

 4 鈴木 風春(4)   1:58.91 
ｽｽﾞｷ ﾌｳｼｭﾝ 信州大

 5 髙橋 優弥(3)   2:00.27 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 豊科高

 6 東 大志(3)   2:02.25 
ｱｽﾞﾏ ﾀｲｼ 松本国際高

ラップタイム
   200m     25.86   120 二見 優輝(3)
   400m     53.32   〃     〃 
   600m   1:20.88   〃     〃 

8  2544

3  3149

7    61

6  9051

4  9050

男子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   120



決勝 7月18日 15:00

長野県記録(KR)                3:38.49 佐藤 清治                    佐久長聖高       1999/05/28  
長野県高校記録(HR)            3:38.49 佐藤 清治                    佐久長聖         1999/05/28  
長野県中学記録(CR)            3:56.2  和田 仁志                    赤穂             1983/09/18  

 1 片桐 悠人(3)   3:59.42 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾄ 長野日大高

 2 白川 友一   4:00.28 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 長野市陸協

 3 花岡 寿哉(2)   4:00.99 
ﾊﾅｵｶ ﾋｻﾔ 上田西高

  桃澤 大祐      
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ ｻﾝ工業

ラップタイム
   400m   1:01.99  9059 白川 友一
   800m   2:05.38   〃     〃 
  1100m   2:55.06   〃     〃 
  1200m   3:11.57  1279 片桐 悠人(3)

DNS

4  2771

3  1057

1  9059

男子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1279



決勝 7月19日 10:00

長野県記録(KR)               13:20.80 大迫 傑                      早大             2013/11/17  
長野県高校記録(HR)           13:45.23 佐藤 悠基                    佐久長聖         2004/08/05  
長野県中学記録(CR)           15:22.41 廣澤 貴行                    広徳             2004/10/24  

 1 桃澤 大祐  14:48.67 
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ ｻﾝ工業

 2 牛山 純一  14:52.85 
ｳｼﾔﾏｼﾞｭﾝｲﾁ ｼﾃｨｰﾗﾝﾅｰ

 3 白川 友一  15:09.77 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 長野市陸協

 4 大野 雄揮  15:17.40 
ｵｵﾉ ﾕｳｷ ｺﾄﾋﾗ工業

ラップタイム
  1000m   2:52.39  1057 桃澤 大祐
  2000m   5:46.32   〃     〃 
  3000m   8:46.41   〃     〃 
  4000m  11:50.55   〃     〃 

3  9003

男子

5000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1057

1  9059

2  9002



決勝 7月18日 13:30

長野県記録(KR)                  13.84 太田 和彰                    日本大           2014/05/17  
長野県高校記録(HR)              14.44 早川 恭平                    長野吉田         2009/08/02  

風速 +1.7

 1 吉村 健吾     14.49 
ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 三宅 浩生(4)     14.84 
ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 中京大

 3 飯島 大陽(3)     14.88 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 佐久長聖高

 4 漆原 奏哉(2)     15.23 
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ 佐久長聖高

 5 宮澤 武流(3)     15.24 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 佐久長聖高

 6 東山 由輝     15.58 
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾖｼｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 7 三宅 航平(3)     15.63 
ﾐﾔｹ ｺｳﾍｲ 信州大

 8 小林 周平(3)     15.63 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 城西大

6  9053

男子

110mH(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  9015

5  2802

9  2845

3  2842

8  9013

(15.627)

7  9045
(15.624)

2  9041



決勝 7月19日 13:15

長野県記録(KR)                  49.51 中野 直哉                    早大             2016/06/24  
長野県高校記録(HR)              51.36 小池 佑始                    東海大三         2002/10/22  

[ 1組] [ 2組]

 1 清水 泰志     52.80  1 中野 直哉     51.37 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 飯田病院

 2 宮澤 武流(3)     54.04  2 岡村 州紘(2)     51.95 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 佐久長聖高 ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 日大

 3 花形 駿介(4)     55.21  3 児玉 悠作(2)     52.22 
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 松本大 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 法大

 4 塚田 響(3)     55.41  4 小林 航     52.52 
ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 岩村田高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 5 川西 翔太     57.52  5 小林 英和     52.79 
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ with ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 6 洞澤 光(2)     58.18  6 熊谷 悟(3)     54.83 
ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 松本大 ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ 松本大

 7 石川 泰地(1)     59.04 
ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 埼玉大

   1 中野 直哉 飯田病院       51.37   2   1
   2 岡村 州紘(2) 日大       51.95   2   2
   3 児玉 悠作(2) 法大       52.22   2   3
   4 小林 航 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC       52.52   2   4
   5 小林 英和 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC       52.79   2   5
   6 清水 泰志 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC       52.80   1   1
   7 宮澤 武流(3) 佐久長聖高       54.04   1   2
   8 熊谷 悟(3) 松本大       54.83   2   6
   9 花形 駿介(4) 松本大       55.21   1   3
  10 塚田 響(3) 岩村田高       55.41   1   4
  11 川西 翔太 with       57.52   1   5
  12 洞澤 光(2) 松本大       58.18   1   6
  13 石川 泰地(1) 埼玉大       59.04   1   7

男子

400mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 所属名 記録／備考
6  9011 5  9073

ﾚｰﾝ No. 氏  名

5  2842 3  9070

4  9028 7  9074

7  1615 4  9009

3  9000 6  9008

2  9021

8  9038 8  9030

組 順位
 9073
 9070
 9074

氏  名 都道府県 所属名 記録 備考順位 No.

 9028
 1615
 9000
 9038
 9021

 9009
 9008
 9011
 2842
 9030



決勝 7月19日 10:45

長野県記録(KR)                8:48.56 宮入 一海                    北佐久郡陸協     2008/10/03  
長野県高校記録(HR)            8:51.11 山本 嵐                      佐久長聖         2017/08/02  

 1 宮入 一海   9:05.86 
ﾐﾔｲﾘ ﾓﾄﾐ 北佐久陸協

 2 上田 桂悟(2)   9:57.98 
ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 関東学院大

ラップタイム
  1000m   3:00.00  9076 宮入 一海
  2000m   6:04.41   〃     〃 

男子

3000mSC(0.914m)

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  9076

2  9017



決勝 7月19日  9:00

長野県記録(KR)               19:03.92 藤澤 勇                      山梨学院大       2009/04/29  
長野県高校記録(HR)           19:45.72 高田 浩二                    松川             2001/05/27  

 1 鈴木 英司(2)  20:20.70 
ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ 東海大

 2 佐藤 晋太(2)  23:29.09 
ｻﾄｳ ｼﾝﾀ 長野工高

 3 田口 紫音(2)  24:06.17 
ﾀｸﾞﾁ ｼｵﾝ 上田西高

 4 矢島 朋幸  24:24.80 
ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 5 塩島 和弥(1)  26:39.87 
ｼｵｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 松本大

ラップタイム
  1000m   3:57.29  9079 鈴木 英司(2)
  2000m   7:58.73   〃     〃 
  3000m  12:05.30   〃     〃 
  4000m  16:18.06   〃     〃 

4  9027

2  2780

1  9016

3  1158

男子

5000m競歩

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  9079



決勝 7月18日 14:20

長野県記録(KR)                   2.18 吉田 剛                      仙台大           2002/05/19  
長野県高校記録(HR)               2.17 小柳 和朗                    中野実業         1990/07/07  
長野県中学記録(CR)               1.97 中野 昌幸                    波田             1981/09/23  

芋川 駿
ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ 長野市陸協
片平 大地
ｶﾀﾋﾗ ﾀﾞｲﾁ 長野市陸協
高田 幸之介(1)
ﾀｶﾀﾞｺｳﾉｽｹ 立大
塚田 龍太朗(3)
ﾂｶﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 信州大
小口 伸太郎(2)
ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 諏訪二葉高
榎本 崚冴(M) NM
ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳｺﾞ 信州大

男子

走高跳

決勝

順位 試技 1m90 1m95ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m75 1m80 1m85 備考
1 6  9058 - - - o - o

2m00 2m05 記録

 2.00xxx

3 5  9077 - o xxo o xo xxx

2 4  9078 - - - o o xxx

 1.95

 1.95

 1.85

5 1  2611 o xo xxx

4 3  9048 o o xo xxx

     

 1.80

2  9044 xxx



決勝 7月19日 13:00

長野県記録(KR)                   5.40 松澤ジアン成治               中京大           2013/08/04  
長野県高校記録(HR)               5.11 松澤 ジアン成治              高遠             2009/07/20  
長野県中学記録(CR)               4.75 松澤 勝治                    春富             2011/10/15  

4m60 4m70 4m80
有賀 玄太(2) - - - - - o - xo - xo
ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ 高遠高 - xxo xxx
石坂 巽海(1) - - - - o - o o xxo xo
ｲｼｻﾞｶﾀﾂﾐ 松本大 xo xxx
関 知大 - - - - xo - xo xxx
ｾｷ ﾄﾓﾋﾛ 松本大AC
中谷 息吹(1) - - o xo o xxo xo xxx
ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ 松本国際高
富田 雅也(3) - - o xo xxx
ﾄﾐﾀ  ﾏｻﾔ 松本工高
深尾 光希(3) - - - xo xxx
ﾌｶｵ  ｺｳｷ 松本工高
重田 篤希(1) - - o xxo xxx
ｼｹﾞﾀ ｱﾂｷ 松本深志高

5 4  2405  3.80

7 3  2258  3.80

4 1  2517  4.20

5 2  2404  3.80

2 5  9036  4.60

3 6  9081  4.20

記録 備考

1 7   371  4.70

4m10 4m20 4m30 4m40

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
3m20 3m40 3m60 3m80 4m00 4m50



決勝 7月18日 12:20

長野県記録(KR)                   7.94 嶺村 鴻汰                    筑波大           2014/06/08  
長野県高校記録(HR)               7.61 嶺村 鴻汰                    大町             2010/10/02  
長野県中学記録(CR)               7.04 内川 佳祐                    白馬             2010/09/04  

 ３回の
 最高記録

松本 陸(2)   7.10  7.26  7.03   7.26   7.22  7.50  7.21   7.50 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 信州大   +0.9   0.0  -0.6    0.0   +1.2  +1.4  +0.6   +1.4
山浦 渓斗(2)   7.24  7.18  7.22   7.24   7.32  7.45  7.41   7.45 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 国武大   +1.5  +0.2  +0.7   +1.5   +0.8  +1.7  +0.6   +1.7
増子 良平(4)    x   6.91   x    6.91    x    x   7.38   7.38 
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 中京大         -0.1         -0.1               +1.2   +1.2
佐藤 賢一   7.11   -   7.09   7.11   6.96  7.25  7.19   7.25 
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 松本県ヶ丘高教員  +0.6        +0.1   +0.6   +0.5  +1.0  -0.3   +1.0
小池 哲平(1)   6.89  6.85  6.65   6.89    x   6.75  6.96   6.96 
ｺｲｹ ﾃｯﾍﾟｲ 東海大   +1.2  +0.1  -2.0   +1.2         +1.9  +1.5   +1.5
常田 龍輝(3)   6.93  6.85  6.66   6.93    x   5.00   x    6.93 
ﾄｷﾀ ﾘｭｳｷ 市立長野高   +2.3  +1.3  +0.2   +2.3         +1.1         +2.3
小山 竜司(3)    x   6.53  6.91   6.91    x    x   6.84   6.91 
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 東海大北海道         +0.2  +0.5   +0.5               +0.2   +0.5
穂苅 康人(2)    x   6.86   x    6.86    x    x    x    6.86 
ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 東学大         -0.3         -0.3                      -0.3
深沢 友昭(4)    x   6.76  6.73   6.76             6.76 
ﾌｶｻﾜﾄ ﾓｱｷ 松本大         -0.6  +0.3   -0.6                      -0.6
井出 直哉(2)   6.63  6.73  6.34   6.73             6.73 
ｲﾃﾞﾅｵﾔ 駿河台大   +1.7  +1.1  +0.2   +1.1                      +1.1
石坂 巽海(1)    x   4.97  6.63   6.63             6.63 
ｲｼｻﾞｶﾀﾂﾐ 松本大         +1.8  -0.7   -0.7                      -0.7
宮下 駿介(1)    x   6.43   x    6.43             6.43 
ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 国武大         -0.3         -0.3                      -0.3
上條 将吾    x    x   6.37   6.37             6.37 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺﾞ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ               -1.2   -1.2                      -1.2

13 7  9004

11 3  9036

12 5  9018

9 8  9033

10 2  9023

7 10  9064

8 11  9067

5 6  9063

6 1   865

3 12  9055

4 9  9026

1 4  9047

2 13  9019

備考

男子

走幅跳

決勝

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



決勝 7月19日 10:30

長野県記録(KR)                  16.98 石川 和義                    筑波大           2004/10/10  
長野県高校記録(HR)              15.58 石川 和義                    中野実業         2000/09/02  

 ３回の
 最高記録

石川 和義  15.80 16.04 15.60  16.04    x    -  15.64  16.04 
ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ 飯水陸協   +0.5  +3.0  +0.6   +3.0               +0.9   +3.0
竹井 温巧(3)  14.97 13.11   x   14.97    x    x    x   14.97 
ﾀｹｲ ﾏｻﾖｼ 東海大北海道   +0.6  -0.1         +0.6                      +0.6
佐藤 賢一  14.06 13.92 14.44  14.44  14.52 14.58 14.13  14.58 
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 松本県ヶ丘高教員  +1.2  +0.7  +1.6   +1.6   +0.2  -1.4  -1.3   -1.4
増子 良平(4)  14.31 14.52 14.46  14.52    -    -    -   14.52 
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 中京大   +1.6  +1.9  +1.3   +1.9                      +1.9
窪田 章吾(M)  14.26   x    x   14.26    -    x  13.76  14.26 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 東学大   +1.1               +1.1               -3.2   +1.1
塚田 奏(3)  13.70 14.10 14.23  14.23  13.30 12.16 13.71  14.23 
ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾀ 長野吉田高   +1.3  -0.7  +1.4   +1.4   -1.2  -3.0  -2.0   +1.4
内堀 岳宏(3)    x    x  14.18  14.18  13.83   -    x   14.18 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ 松本大               +0.2   +0.2   -1.4               +0.2
金子 司  12.34 13.83 14.13  14.13    x    x    x   14.13 
ｶﾈｺ ﾂｶｻ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   -1.3  -0.2  +0.2   +0.2                      +0.2
小池 哲平(1)    x  13.94   x   13.94            13.94 
ｺｲｹ ﾃｯﾍﾟｲ 東海大         -1.1         -1.1                      -1.1
小山 敦司(3)  13.16 12.02 13.41  13.41            13.41 
ｺﾔﾏ ｱﾂｼ 市立長野高   +0.0  -0.3  +3.1   +3.1                      +3.1
大郷 佳己斗(1)  13.32 12.70 13.10  13.32            13.32 
ﾀﾞｲｺﾞｳ ｶｲﾄ 松本大   -0.1  +1.3  +2.6   -0.1                      -0.1
小山 竜司(3)    r                         NM
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 東海大北海道                                                   
山口 諒偲(3)                            DNS
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 松本大                                                   
内山 裕智(4)                            DNS
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ 駿河台大                                                   
櫻井 大幹                            DNS
ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾓﾄ 長野市陸協                                                   

備考

男子

三段跳

決勝

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

1 15  9072

2 8  9065

3 12  9026

4 14  9055

5 11  9066

6 7  1052

7 5  9039

8 9  9005

9 10  9063

10 4   866

11 2  9037

6  9064

13  9061

1  9031

3  9024



決勝 7月18日 12:10

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

 ３回の
 最高記録

米倉 朋輝
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 長野市陸協
金子 周平(2)
ｶﾈｺ ｼｭｳﾍｲ 松本大
有村 凌空(2)
ｱﾘﾑﾗ ﾘｸ 木曽青峰高

  9.84    x    9.06    x   9.83  9.843 1  1975   8.69  9.06

 15.95 

2 2  9029  11.92   x  12.32  12.32  11.94 11.63   x  12.32 

   x   15.95  15.65   x    x1 3  9060  15.36 15.95

-4- -5- -6- 記録 備考

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



決勝 7月19日 10:10

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

 ３回の
 最高記録

米倉 朋輝
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 長野市陸協
奥垣内 崇史(3)
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 東海大
上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

2 3  9062  37.73

 37.37    x   35.03    x    x  37.373 1  9006  35.03   x

 42.00 43.46  43.46  41.64   x  43.46  42.49

 43.80 1 2  9060  43.32   x  43.22  43.32  41.02   x  43.80

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- -3- -5- -6- 記録 備考-4-



決勝 7月19日 13:30

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

 ３回の
 最高記録

萩原 倖司(2)
ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳｼ 松本大
山田 勇里(1)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾘ 松本大
上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
神田 雅翔(3)
ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾄ 松本国際高
末元 昂成(2)
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 日本福祉大
池田 光太郎(4)
ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 信大医陸
上條 健
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

6 2  9052  37.91

 25.12    x   22.63  23.83 24.78 25.127 1  9010  22.63 21.92

 40.70 40.09  40.70  38.01   x  40.70  39.18

   x   40.52  38.86 41.78 41.11 41.78 

 43.22 

4 3  3144  40.47

5 4  9071  40.52 38.67

3 6  9006  41.15 41.35

2 5  9032  40.46

 42.30 

 42.70  42.70  43.22 42.13 41.35

 42.30 41.40  42.30    x  42.25   x

 40.79 42.91  42.91  43.85 33.03  43.85 

   x   41.69  46.85 44.88 42.81

 30.28

 46.85 1 7  9040  39.53 41.69

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- -5- -6- 記録 備考-4-



決勝 7月18日 14:30

長野県記録(KR)                  72.50 塩川 拓                      国武大           2017/03/18  
長野県高校記録(HR)              62.58 小林 強                      上田東           1989/07/02  

 ３回の
 最高記録

小平 将斗(2)
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ 松本国際高
穂苅 康人(2)
ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 東学大
小泉 陸人(1)
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 国武大
友田 利男
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ かもしか倶楽部
宮澤 優斗(3)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 山梨学院大

 52.24    x   49.09    x  52.24   x

 55.18 

4 2  9001  54.44

3 4  9020  55.18 53.05

5 5  1166    x  49.09

2 1  9067  47.68

 54.44 

 52.73  55.18  52.98 48.24 51.40

 52.76   x   54.44  53.36   x    x

 48.15 42.56  48.15  50.87 53.07  56.82 

 56.53  57.67    x  57.12 56.71

 56.82

 57.67 1 3  2503  57.55 57.67

男子

やり投(800g)

決勝

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