
大会コード 20170313

： ２０２０年８月２９日（土）
： 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
： 内山 了治
： 小林 幸太郎 (トラック)　篠原 克修 (フィールド)　

犬飼 七夕子 (混成)　
： 瀧沢 佳生

■この大会で樹立された記録

榊原 歩(3)
伊藤 壮一郎(3)
佐々木 隆之介(3)
山本 赳瑠(3)

宮崎 日向(2)
肥後 琉之介(2)
北村 隆之介(2)
佐野 希汐(3)

■グラウンドコンディション
Morning Session Night Session

■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

■その他記号の説明
イエローカード
R143(TR5)規定外のシューズを使用

■失格の略号の説明
不正スタート (R162-7)
ハードルを越えなかった (R168-7)

審 判 長

記録・情報主任

日付 記録の種類 クラス 種目

JOCチャレンジ記録会２０２０

記 録 集
期 日
会 場
主 催
総 務

記録 氏名(学年) 所属 従来の記録

8月29日 県高校新 女子
100mH

(0.838m)
13.92 中津 晴葉(3) 佐久長聖高 14.10

8月29日 県高校新 女子 100m 11.88 深澤 あまね(3) 佐久長聖高 12.00
43.57

8月29日 県高校新 女子 200m 24.44 深澤 あまね(3) 佐久長聖高 24.53

8月29日 県中学新 男子 4x100m 43.36  小諸東中

佐久長聖高 14.10

8月29日 県高校新 男子 4x400m 3:13.49  佐久長聖高 3:15.22

8月29日 県高校新 女子
100mH

(0.838m)
13.84 中津 晴葉(3)

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) (℃) (%)

16:15 晴れ 北北東 1.0 35.5 44.09:30 晴れ 南西 0.7 33.0 68.0
17:00 曇り 南西 0.6 30.0 55.010:00 晴れ 南西 1.2 32.0 57.0

12:00 晴れ 北北東 1.4 35.0 44.0
18:00 曇り 南東 2.0 31.5 56.011:00 晴れ 東南東 1.5 33.0 47.0
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JOCチャレンジ記録会2020 ﾄﾗｯｸ審判長 小林 幸太郎

【開催日】 2020年8月29日(土) ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 篠原 克修
【主催団体】 長野陸上競技協会 混成審判長 犬飼 七夕子

決勝記録一覧表 記録主任 瀧沢 佳生

Morning Session

(CR:県中学新) 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

 8/29 男子 越山 遥斗(1) 10.86 永井 颯太(3) 10.90 小根山 慶汰(3) 長野俊英高 11.08 内山 響生(2) 信州大 11.10 川口 祥延(3) 11.11 佐野 希汐(3) 11.14
100m 信州大 軽井沢高 内堀 直也 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 髙橋 和真 ﾁｰﾑ剛腕 東海大諏訪高 佐久長聖高

 8/29 男子  +2.4 佐野 希汐(3) 22.00 中村 颯人 22.20 鈴木 慎吾(3) 22.33 遠山 龍之介(3) 22.54 木曽 隆大朗(3) 23.85 竹岡 尚輝(3) 24.41
200m 佐久長聖高 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 北安松川中 東海大諏訪高 白馬中 堀金中

 8/29 男子 井上 広章(3) 49.84 柏木 優(1) 50.14 山崎 聡一朗(3) 51.09 岡谷 嵩宗(3) 52.03 今関 隼也(3) 53.55 松村 青悟(3) 55.80
400m 長野日大高 東経大 中野平中 長野東部中 御代田中 高森中

 8/29 男子  +0.1 飯島 大陽(3) 14.65 上原 優太(3) 15.31 倉田 歩夢(1) 15.36 吉田 真輝(3) 16.79
110mH(1.067m) 佐久長聖高 三  重･信州大 城西大 長野工高

 8/29 中学男子  -0.9 菊池 優介(3) 15.70 中村 駿汰(2) 16.00 大日向 孝雅(3) 17.04 山本 祐弥(2) 17.16 工藤 優真(2) 17.50 伊藤 良真(3) 17.65 山口 洸斗(3) 17.65 遠藤 颯(3) 17.82
110mH(0.914m) 軽井沢A&AC 旭町中 大町第一中 小諸東中 野沢中 長峰中 波田中 上諏訪中

 8/29 男子 中野 直哉 51.77 岡村 州紘(2) 51.84 小林 航 53.53 宮澤 武流(3) 54.17 洞澤 光(2) 57.59 川西 翔太 58.58 熊谷 憲 1:00.58
400mH(0.914m) 飯田病院 日大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 佐久長聖高 松本大 with 安曇野AC

 8/29 男子 信州大       41.35 東海大諏訪高       41.49 佐久長聖高       41.61 市立長野高       42.75 松本大       42.96 小諸東中       43.36
4×100m 内山 響生(2) 遠山 龍之介(3) 佐野 希汐(3) 曽根 康太(2) 深沢 友昭(4) 榊原 歩(3) CR

松本 陸(2) 川口 祥延(3) 神津 颯冬(3) 小山 敦司(3) 伊藤 司能 伊藤 壮一郎(3)
山内 創(3) 今井 頼人(2) 落合 華七斗(1) 常田 龍輝(3) 熊谷 悟 佐々木 隆之介(3)
越山 遥斗(1) 河野 統徳(2) 肥後 琉之介(2) 齊藤 舜太郎(3) 栗林 雄大 山本 赳瑠(3)

 8/29 男子 塚田 龍太朗(3) 1.88 髙田 真平(3) 1.79 赤羽 快(3) 1.73
走高跳 信州大 信大附属松本中 伊那東部中

 8/29 男子 松本 陸(2) 7.54(+1.2) 佐藤 賢一 7.17(+1.0) 深沢 友昭(4) 6.73(+2.2) 常田 龍輝(3) 6.61(-0.3) 荒井 陽呂実(3) 6.52(-1.9) 小林 碧空(3) 6.28(+0.6) 佐藤 駿也(3) 6.21(-2.2) 栁澤 秀哉(3) 6.19(+0.9)
走幅跳 信州大 松本県ヶ丘高教 松本大 市立長野高 上田第三中 望月AC 信濃中 梓川中

 8/29 男子 米倉 朋輝 15.22 金子 周平(2) 12.19 上原 隆伸 11.78
砲丸投(7.260kg) 長野市陸協 松本大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 8/29 中学男子 小山 翔平(3) 12.59 藤森 寿馬(3) 10.83
砲丸投(5.000kg) 望月AC 長峰中

 8/29 男子 萩原 倖司(2) 47.98 山田 勇里(1) 42.83 上條 健 23.83
ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg) 松本大 松本大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 8/29 高校男子 神田 雅翔(3) 48.44 大日方 栄貴(3) 36.59 茂手木 宏至(3) 34.72
ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 松本国際高 RIKUO 飯山高

Night Session

(KR:県高校新) 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
 8/29 男子二次  +0.4 越山 遥斗(1) 10.88 永井 颯太(3) 10.92 髙橋 和真 10.96 小根山 慶汰(3) 10.99 内堀 直也 11.00 内山 響生(2) 11.01 川口 祥延(3) 11.02

100m 信州大 軽井沢高 ﾁｰﾑ剛腕 長野俊英高 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 信州大 東海大諏訪高
 8/29 男子 髙橋 一輝 1:53.15 牧田 蒼斗(3) 1:54.99 太田 佳輝(3) 1:55.21 横山 貴弘(3) 1:55.59 東 大志(3) 1:58.63 吉澤 涼(2) 1:59.52 山岸 成(3) 1:59.67 内田 飛河(3) 2:00.22

800m ﾁｰﾑ剛腕 信州大 松本国際高 長野商高 松本国際高 RIKUO 長野高 上田西高
 8/29 男子 白川 友一 3:56.91 日野 志朗 3:57.39 大野 雄揮 3:57.93 大場 崇義(3) 4:03.10 大峡 翔太 4:03.14 宮下 晴貴 4:07.16 桃澤 大祐 4:08.54 梅原 悠良(3) 4:09.12

1500m 長野市陸協 上伊那陸協 ｺﾄﾋﾗ工業 箕輪中 須坂市陸協 上伊那陸協 ｻﾝ工業 旭ヶ丘中
 8/29 男子 桃澤 大祐 8:28.71 大野 雄揮 8:36.72 高梨 良介 8:38.14 永原 颯磨(3) 8:40.98 小林 亮太(3) 8:55.67 牧島 涼也(3) 9:07.43 南澤 道大(2) 9:07.74 樋口 正晃 9:13.70

3000m ｻﾝ工業 ｺﾄﾋﾗ工業 ﾄｰﾊﾂ 川中島中 梓川中 伊那東部中 赤穂中 上伊那陸協
 8/29 男子二次  +2.6 飯島 大陽(3) 14.49 上原 優太(3) 15.04 吉田 真輝(3) 15.47

110mH(1.067m) 佐久長聖高 三  重･信州大 長野工高
 8/29 中学男子二次  +4.0 菊池 優介(3) 14.87 中村 駿汰(2) 15.60 山本 祐弥(2) 16.05 大日向 孝雅(3) 16.10 工藤 優真(2) 16.61 伊藤 良真(3) 17.52 山口 洸斗(3) 17.88

110mH(0.914m) 軽井沢A&AC 旭町中 小諸東中 大町第一中 野沢中 長峰中 波田中

 8/29 男子 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC     3:12.71 佐久長聖高     3:13.49 ﾁｰﾑ剛腕     3:18.64 松本大     3:23.01
4×400m 岩田 晃 宮崎 日向(2) KR 天利 友哉 和田 響一

小林 航 肥後 琉之介(2) 髙橋 和真 熊谷 悟

清水 泰志 北村 隆之介(2) 島田 佳祐 伊藤 司能

中村 颯人 佐野 希汐(3) 髙橋 一輝 洞澤 光(2)

混成競技

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

 8/29 中学男子 降幡 諒成(3) 2428 菊池 優介(3) 1949 小笠原 巧真(3) 1710 小林 草太(3) 1508
四種競技 上田第五中 軽井沢A&AC 高綱中 軽井沢A&AC



決勝 8月29日 11:05

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(KR)              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 -0.9 [ 2組] 風速 -0.5

 1 小根山 慶汰(3)     11.08  1 越山 遥斗(1)     10.86 
ｵﾈﾔﾏ ｹｲﾀ 長野俊英高 ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 信州大

 2 鈴木 慎吾(3)     11.26  2 永井 颯太(3)     10.90 
ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 北安松川中 ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 軽井沢高

 3 今西 康太(1)     11.26  3 内堀 直也     11.08 
ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 城西大 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 4 小山 敦司(3)     11.41  4 内山 響生(2)     11.10 
ｺﾔﾏ ｱﾂｼ 市立長野高 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 信州大

 5 山本 赳瑠(3)     11.42  5 髙橋 和真     11.10 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 小諸東中 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ ﾁｰﾑ剛腕

 6 今井 夏希(3)     11.59  6 川口 祥延(3)     11.11 
ｲﾏｲ ﾅﾂｷ 飯山高 ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ 東海大諏訪高

 7 松村 草児(3)     12.05  7 佐野 希汐(3)     11.14 
ﾏﾂﾑﾗ ｿｳｼﾞ 高森中 ｻﾉ ｷｾｷ 佐久長聖高

 8 飯島 颯斗(3)     12.44  8 神津 颯冬(3)     11.20 
ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 赤穂中 ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ 佐久長聖高

  征矢 超(3)       9 齊藤 舜太郎(3)     11.35 
ｿﾔ ｺﾕﾙ 伊那中 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀﾛｳ 市立長野高

   1 越山 遥斗(1) 信州大     10.86 (-0.5)   2   1
   2 永井 颯太(3) 軽井沢高     10.90 (-0.5)   2   2
   3 小根山 慶汰(3) 長野俊英高     11.08 (-0.9)   1   1
   3 内堀 直也 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC     11.08 (-0.5)   2   3
   5 内山 響生(2) 信州大     11.10 (-0.5)   2   4
   5 髙橋 和真 ﾁｰﾑ剛腕     11.10 (-0.5)   2   5
   7 川口 祥延(3) 東海大諏訪高     11.11 (-0.5)   2   6
   8 佐野 希汐(3) 佐久長聖高     11.14 (-0.5)   2   7
   9 神津 颯冬(3) 佐久長聖高     11.20 (-0.5)   2   8
  10 鈴木 慎吾(3) 北安松川中     11.26 (-0.9)   1   2
  10 今西 康太(1) 城西大     11.26 (-0.9)   1   3
  12 齊藤 舜太郎(3) 市立長野高     11.35 (-0.5)   2   9
  13 小山 敦司(3) 市立長野高     11.41 (-0.9)   1   4
  14 山本 赳瑠(3) 小諸東中     11.42 (-0.9)   1   5
  15 今井 夏希(3) 飯山高     11.59 (-0.9)   1   6
  16 松村 草児(3) 高森中     12.05 (-0.9)   1   7
  17 飯島 颯斗(3) 赤穂中     12.44 (-0.9)   1   8
    征矢 超(3) 伊那中          (-0.9) DQ   1    

決勝 8月29日 17:10

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(KR)              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  

風速 +0.4

 1 越山 遥斗(1)     10.88 
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 信州大

 2 永井 颯太(3)     10.92 
ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 軽井沢高

 3 髙橋 和真     10.96 
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ ﾁｰﾑ剛腕

 4 小根山 慶汰(3)     10.99 
ｵﾈﾔﾏ ｹｲﾀ 長野俊英高

 5 内堀 直也     11.00 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 6 内山 響生(2)     11.01 
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 信州大

 7 川口 祥延(3)     11.02 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ 東海大諏訪高

  佐野 希汐(3)      
ｻﾉ ｷｾｷ 佐久長聖高 DNS

3    46

2  2805

4  9017

8  9046

9  9009

7  3123

5  9038

6  1693

男子二次

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 8238
 8090

  864
  866
 4304
  801
 8400

 1693
 3123
 9017
 9046
 9009
   46
 2805
 2803
 6785
 9035

 9038

DQ(FS)

タイムレース

1  8090 9   864

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位

8  8238 4  2803

2  8400 2  2805

6   801 1    46

9  4304 8  9009

3   866 7  9046

7  9035 3  9017

4  6785 6  1693

所属名 記録／備考
5  3123 5  9038

ﾚｰﾝ No. 氏  名

男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 8月29日 12:40

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(KR)              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  

風速 +2.4

 1 佐野 希汐(3)     22.00 
ｻﾉ ｷｾｷ 佐久長聖高

 2 中村 颯人     22.20 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 3 鈴木 慎吾(3)     22.33 
ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 北安松川中

 4 遠山 龍之介(3)     22.54 
ﾄｳﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 東海大諏訪高

 5 木曽 隆大朗(3)     23.85 
ｷｿ ﾘｭｳﾀﾛｳ 白馬中

 6 竹岡 尚輝(3)     24.41 
ﾀｹｵｶ ﾅｵｷ 堀金中

決勝 8月29日 12:10

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(KR)              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 井上 広章(3)     49.84 
ｲﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ 長野日大高

 2 柏木 優(1)     50.14 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 東経大

 3 山崎 聡一朗(3)     51.09 
ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 中野平中

 4 岡谷 嵩宗(3)     52.03 
ｵｶﾔ ﾀｶﾑﾈ 長野東部中

 5 今関 隼也(3)     53.55 
ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ 御代田中

 6 松村 青悟(3)     55.80 
ﾏﾂﾑﾗ ｾｲｺﾞ 高森中

  三澤 駿之介(Ｍ)      
ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大

3  6785

5    48

8  6830

7  8759

男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  2805

6  9015

男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1277

6  9052

7  5101

4  5507

5  9040
DNS

8  4272

2  8404



決勝 8月29日 18:05

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(KR)            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組] [ 2組]

 1 吉澤 涼(2)   1:59.52  1 髙橋 一輝   1:53.15 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ RIKUO ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ ﾁｰﾑ剛腕

 2 内田 飛河(3)   2:00.22  2 牧田 蒼斗(3)   1:54.99 
ｳﾁﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 上田西高 ﾏｷﾀ ｱｵﾄ 信州大

 3 横澤 静也(3)   2:02.54  3 太田 佳輝(3)   1:55.21 
ﾖｺｻﾜ ｼｽﾞﾔ 北安松川中 ｵｵﾀ ﾖｼｷ 松本国際高

 4 倉嶋 颯太(3)   2:02.79  4 横山 貴弘(3)   1:55.59 
ｸﾗｼﾏ ｿｳﾀ 長野東部中 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 長野商高

 5 中村 元紀(3)   2:15.37  5 東 大志(3)   1:58.63 
ﾅｶﾑﾗ ﾓﾄｷ 赤穂中 ｱｽﾞﾏ ﾀｲｼ 松本国際高

 6 森 維織(3)   2:15.53  6 山岸 成(3)   1:59.67 
ﾓﾘ ｲｵﾘ 堀金中 ﾔﾏｷﾞｼ ﾅﾙ 長野高

  鈴木 風春(4)      
ラップタイム ｽｽﾞｷ ﾌｳｼｭﾝ 信州大
   200m     29.70  6783 横澤 静也(3)
   400m   1:00.07   〃     〃 ラップタイム
   600m   1:30.79  1911 内田 飛河(3)    200m     27.73  9047 牧田 蒼斗(3)

   400m     56.55  9008 髙橋 一輝
   600m   1:24.46   〃     〃 

   1 髙橋 一輝 ﾁｰﾑ剛腕     1:53.15   2   1
   2 牧田 蒼斗(3) 信州大     1:54.99   2   2
   3 太田 佳輝(3) 松本国際高     1:55.21   2   3
   4 横山 貴弘(3) 長野商高     1:55.59   2   4
   5 東 大志(3) 松本国際高     1:58.63   2   5
   6 吉澤 涼(2) RIKUO     1:59.52   1   1
   7 山岸 成(3) 長野高     1:59.67   2   6
   8 内田 飛河(3) 上田西高     2:00.22   1   2
   9 横澤 静也(3) 北安松川中     2:02.54   1   3
  10 倉嶋 颯太(3) 長野東部中     2:02.79   1   4
  11 中村 元紀(3) 赤穂中     2:15.37   1   5
  12 森 維織(3) 堀金中     2:15.53   1   6
    鈴木 風春(4) 信州大 DNS   2    

 5508
 8234
 8758
 9048

 1143
 3149
 9000
 1129
 1911
 6783

備考 組 順位
 9008
 9047

所属名 記録

 3146

順位 No. 氏  名 都道府県

タイムレース

2  8758 8  1129

7  9048
DNS

7  8234 2  3149

6  5508 4  1143

3  6783 6  3146

4  1911 3  9047

氏  名 所属名 記録／備考
5  9000 5  9008

男子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.



決勝 8月29日 17:15

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(KR)            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 白川 友一   3:56.91 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 長野市陸協

 2 日野 志朗   3:57.39 
ﾋﾉ ｼﾛｳ 上伊那陸協

 3 大野 雄揮   3:57.93 
ｵｵﾉ ﾕｳｷ ｺﾄﾋﾗ工業

 4 大場 崇義(3)   4:03.10 
ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾖｼ 箕輪中

 5 大峡 翔太   4:03.14 
ｵｵﾊﾞｼｮｳﾀ 須坂市陸協

 6 宮下 晴貴   4:07.16 
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ 上伊那陸協

 7 桃澤 大祐   4:08.54 
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ ｻﾝ工業

 8 梅原 悠良(3)   4:09.12 
ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 旭ヶ丘中

 9 吉岡 斗真(3)   4:20.11 
ﾖｼｵｶ ﾄｳﾏ 川中島中

10 島田 佳祐   4:25.08 
ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ ﾁｰﾑ剛腕

11 元田 希海(3)   4:27.65 
ﾓﾄﾀﾞ ﾉｱ 松本国際高

12 瀨戸 優孝(3)   4:32.33 
ｾﾄ ﾕﾀｶ 松本国際高

  鈴木 隼汰(3)      
ｽｽﾞｷ ﾊﾔﾀ 赤穂中

ラップタイム
   400m   1:02.00  9003 大野 雄揮
   800m   2:07.95  9033 日野 志朗
  1100m   2:56.89   〃     〃 
  1200m   3:12.53   〃     〃 

6  9033

男子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  9050

4  9003

11  8032

2  9049

8  9032

9  9004
YC

10  8626

3  5976

5  9007

12  8232
DNS

13  3148

1  3143



決勝 8月29日 18:25

長野県記録(KR)                7:54.68 大迫 傑                      早大             2012/9/9    
長野県高校記録(KR)            8:05.82 佐藤 悠基                    佐久長聖         2004/06/05  
長野県中学記録(CR)            8:30.96 吉岡 大翔                    川中島           2019/12/15  

 1 桃澤 大祐   8:28.71 
ﾓﾓｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ ｻﾝ工業

 2 大野 雄揮   8:36.72 
ｵｵﾉ ﾕｳｷ ｺﾄﾋﾗ工業

 3 高梨 良介   8:38.14 
ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ

 4 永原 颯磨(3)   8:40.98 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｿｳﾏ 川中島中

 5 小林 亮太(3)   8:55.67 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 梓川中

 6 牧島 涼也(3)   9:07.43 
ﾏｷｼﾏ ﾘｮｳﾔ 伊那東部中

 7 南澤 道大(2)   9:07.74 
ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ﾐﾁﾋﾛ 赤穂中

 8 樋口 正晃   9:13.70 
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那陸協

 9 鈴木 哲平(3)   9:16.88 
ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ 赤穂中

10 遠藤 優裕(3)   9:19.92 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾋﾛ 信大附属松本中

11 水野 琉斗(3)   9:24.27 
ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳﾄ 波田中

12 加藤 大雅(3)   9:25.49 
ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 佐久長聖中

13 山﨑 和音斗(3)   9:27.30 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾄ 川中島中

14 堀田 匠和(3)   9:28.26 
ﾎﾘﾀ ﾀｸﾄ 赤穂中

15 金子 一渓(3)   9:31.85 
ｶﾈｺ ｲｯｹｲ 川中島中

16 山田 隼輔(3)   9:32.68 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 高森中

17 宮尾 大空(3)   9:37.15 
ﾐﾔｵ ﾀｲｸ 川中島中

18 渋谷 大和(3)   9:38.49 
ｼﾌﾞﾔ ﾔﾏﾄ 赤穂中

19 新井 拓実(3)   9:38.55 
ｱﾗｲ ﾀｸﾐ 上田第三中

  梅原 悠良(3)      
ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 旭ヶ丘中

ラップタイム
  1000m   2:49.22  9034 樋口 正晃
  2000m   5:43.12  9004 桃澤 大祐

男子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

PS

12  9004
YC

11  9003

10  9010

6  5957

13  7358
PS

14  8144

7  8246
PS

9  9034

PS

5  8237

16  7466

15  7387
PS

17  4372

PS

20  5956

19  8239
PS

4  5955

18  8381

DNS

2  5966
PS

3  8231

1  4635

8  8626



決勝 8月29日 10:35

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(KR)              14.44 早川 恭平                    長野吉田         2009/08/02  

風速 +0.1

 1 飯島 大陽(3)     14.65 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 佐久長聖高

 2 上原 優太(3) 三  重     15.31 
ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾀ 信州大

 3 倉田 歩夢(1)     15.36 
ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 城西大

 4 吉田 真輝(3)     16.79 
ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ 長野工高

  東山 由輝      
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾖｼｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

  小林 周平(3)      
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 城西大

決勝 8月29日 16:55

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(KR)              14.44 早川 恭平                    長野吉田         2009/08/02  

風速 +2.6

 1 飯島 大陽(3)     14.49 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 佐久長聖高

 2 上原 優太(3) 三  重     15.04 
ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾀ 信州大

 3 吉田 真輝(3)     15.47 
ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ 長野工高

  倉田 歩夢(1)      
ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 城西大

男子

110mH(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  2802

7  9043

DNS

2  9037

6  1186

3  9016
DNS

4  9036

男子二次

110mH(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  2802

5  9043

DNS

6  1186

3  9037



決勝 8月29日 10:20

長野県中学記録(CR)              14.19 内川 佳祐                    白馬             2010/08/23  

風速 -0.9

 1 菊池 優介(3)     15.70 
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 軽井沢A&AC

 2 中村 駿汰(2)     16.00 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 旭町中

 3 大日向 孝雅(3)     17.04 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ 大町第一中

 4 山本 祐弥(2)     17.16 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 小諸東中

 5 工藤 優真(2)     17.50 
ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 野沢中

 6 伊藤 良真(3)     17.65 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 長峰中

 7 山口 洸斗(3)     17.65 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 波田中

 8 遠藤 颯(3)     17.82 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ 上諏訪中

 9 佐藤 悠輝(2)     18.02 
ｻﾄｳ ﾕｳｷ 上田第一中

決勝 8月29日 16:50

長野県中学記録(CR)              14.19 内川 佳祐                    白馬             2010/08/23  

風速 +4.0

 1 菊池 優介(3)     14.87 
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 軽井沢A&AC

 2 中村 駿汰(2)     15.60 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 旭町中

 3 山本 祐弥(2)     16.05 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 小諸東中

 4 大日向 孝雅(3)     16.10 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ 大町第一中

 5 工藤 優真(2)     16.61 
ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 野沢中

 6 伊藤 良真(3)     17.52 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 長峰中

 7 山口 洸斗(3)     17.88 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 波田中

  遠藤 颯(3)      
ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ 上諏訪中 DNS

3  7401

2  7704

8  4074

9  7843

7  4287

4  6873

5  9019

6  7052

中学男子二次

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  7052

中学男子

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  9019

6  6873

1  4287

5  4074

3  7843

2  8813

9  7401

8  7704



決勝 8月29日 11:35

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

 1 中野 直哉     51.77 
ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 飯田病院

 2 岡村 州紘(2)     51.84 
ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 日大

 3 小林 航     53.53 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 4 宮澤 武流(3)     54.17 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 佐久長聖高

 5 洞澤 光(2)     57.59 
ﾎﾗｻﾜﾋｶﾙ 松本大

 6 川西 翔太     58.58 
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ with

 7 熊谷 憲   1:00.58 
ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ 安曇野AC

7  9053

男子

400mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  9054

6  9012

8  2842

9  9018

3  9029

4  9002



決勝 8月29日 11:50

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）
長野県高校記録(KR)              40.95                              松商学園         2018/04/29  
                                      （小池 孝憲・中嶋 謙・西村 陽杜・柳沢 直生）
長野県中学記録(CR)              43.57 芦原                         芦原             2016/06/19  
                                      （小林 涼真・柳澤 祐希・原 泰三・藤村 知季）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 信州大  9046 内山 響生(2)     41.35 

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ｳﾁﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ
 9042 松本 陸(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ
 9041 山内 創(3)

ﾔﾏｳﾁ ｿｳ
 9038 越山 遥斗(1)

ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ
 2   6 東海大諏訪高    48 遠山 龍之介(3)     41.49 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ﾄｳﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ
   46 川口 祥延(3)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾖｼﾉﾌﾞ
   44 今井 頼人(2)

ｲﾏｲ ﾗｲﾄ
   45 河野 統徳(2)

ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ
 3   3 佐久長聖高  2805 佐野 希汐(3)     41.61 

ｻｸﾁｮｳｾｲ ｻﾉ ｷｾｷ
 2803 神津 颯冬(3)

ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ
 2809 落合 華七斗(1)

ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ
 2849 肥後 琉之介(2)

ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ
 4   8 市立長野高   870 曽根 康太(2)     42.75 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｿﾈ ｺｳﾀ
  866 小山 敦司(3)

ｺﾔﾏ ｱﾂｼ
  865 常田 龍輝(3)

ﾄｷﾀ ﾘｭｳｷ
  864 齊藤 舜太郎(3)

ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀﾛｳ
 5   5 松本大  9027 深沢 友昭(4)     42.96 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾌｶｻﾜﾄﾓｱｷ
 9022 伊藤 司能

ｲﾄｳｼﾉ
 9024 熊谷 悟

ｸﾏｶﾞｲｻﾄﾙ
 9025 栗林 雄大

ｸﾘﾊﾞﾔｼﾀｹﾋﾛ
 6   7 小諸東中  4307 榊原 歩(3)     43.36 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ 県中学新
 4299 伊藤 壮一郎(3)

ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ
 4303 佐々木 隆之介(3)

ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
 4304 山本 赳瑠(3)

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ
    4 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC      

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞｴｰｼｰ DNS

男子

4×100m

決勝



決勝 8月29日  9:30

長野県記録(KR)                   2.18 吉田 剛                      仙台大           2002/05/19  
長野県中学記録(CR)               1.97 中野 昌幸                    波田             1981/09/23  

1m91 1m94 1m97
塚田 龍太朗(3) - - - - - - - o - o
ﾂｶﾀﾞﾘｭｳﾀﾛｳ 信州大 - xxx
髙田 真平(3) - - o o o o xxo xxx
ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 信大附属松本中
赤羽 快(3) - - - o xo xxx
ｱｶﾊﾈ ｶｲ 伊那東部中

決勝 8月29日  9:30

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(KR)               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)   7.19  7.39   x    7.39   7.38   x   7.54   7.54 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 信州大   +0.0  +1.2         +1.2   +2.1        +1.2   +1.2
佐藤 賢一   6.83  7.16   x    7.16   7.17  6.54   -    7.17 
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ 松本県ヶ丘高教   -1.1  +2.2         +2.2   +1.0  +0.7         +1.0
深沢 友昭(4)   6.63  6.63   x    6.63   6.73  6.53  6.63   6.73 
ﾌｶｻﾜﾄﾓｱｷ 松本大   +0.0  +0.3         +0.0   +2.2  +0.1  +0.7   +2.2
常田 龍輝(3)    x    x   6.21   6.21    x   5.77  6.61   6.61 
ﾄｷﾀ ﾘｭｳｷ 市立長野高               -1.1   -1.1         -2.3  -0.3   -0.3
荒井 陽呂実(3)    x    x   6.30   6.30   6.25  6.52   x    6.52 
ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 上田第三中               -2.2   -2.2   +0.5  -1.9         -1.9
小林 碧空(3)   6.17  5.96  5.59   6.17   5.89  6.28  5.86   6.28 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月AC   +0.3  -0.2  -2.7   +0.3   -1.0  +0.6  -1.0   +0.6
佐藤 駿也(3)    x    x   6.18   6.18    x   6.21  6.14   6.21 
ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ 信濃中               -0.6   -0.6         -2.2  -1.9   -2.2
栁澤 秀哉(3)   6.12   x   6.19   6.19   6.02   x   6.07   6.19 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｭｳﾔ 梓川中   -1.5        +0.9   +0.9   +1.1        -1.4   +0.9
筒木 順(3)   5.87  5.57  5.96   5.96             5.96 
ﾂﾂｷ ｼﾞｭﾝ 高綱中   -1.9  -0.1  +0.5   +0.5                      +0.5
酒井 奏楽(3)    x   5.94  5.86   5.94             5.94 
ｻｶｲ ｿﾗ 春富中         +0.2  +1.8   +0.2                      +0.2
佐々木 隆之介(3)   5.94   x    x    5.94             5.94 
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 小諸東中   +0.0               +0.0                      +0.0
土屋 颯太    x    x   5.46   5.46             5.46 
ﾂﾁﾔ ｿｳﾀ 伊那東部中               -1.5   -1.5                      -1.5

2 1  7477  1.79

3 2  8142  1.73

記録 備考

1 3  9045  1.88

1m76 1m79 1m82 1m85 1m88

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m55 1m60 1m65 1m70 1m73

男子

走幅跳

決勝

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

1 12  9042

2 11  9021

3 10  9027

4 9   865

5 8  4636

6 7  4187

7 2  5223

8 5  7356

9 3  7173

10 4  8185

11 6  4303

12 1  8131



決勝 8月29日  9:30

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
上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

決勝 8月29日  9:30

長野県中学記録(CR)              14.25 髙橋 勇翔                    開成             2019/10/05  

 ３回の
 最高記録

小山 翔平(3)
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 望月AC
藤森 寿馬(3)
ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 長峰中

決勝 8月29日 11:30

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
上條 健
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

決勝 8月29日 11:30

長野県高校記録(KR)              57.29 笹野 弘充                    丸子実業         2005/10/23  

 ３回の
 最高記録

神田 雅翔(3)
ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾄ 松本国際高
大日方 栄貴(3)
ｵﾋﾞﾅﾀ ｴｲｷ RIKUO
茂手木 宏至(3)
ﾓﾃｷﾞ ｺｳｼﾞ 飯山高

 12.59 12.59 

 10.59  10.83  10.16

備考

1 2  4186    x  12.18 12.12  12.18  11.94 12.45

-2- -3- -4-

2 1  7850  10.09 10.83  10.38 10.17 10.83 

-5- -6- 記録

-3-

中学男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

-5- -6- 記録

 15.22 1 3  9051    x    x

備考

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ -4-氏  名 所属名 -1- -2-

   x

2 1  9023  11.49 11.72   x   11.72  12.19 11.02

3 2  9005    x  11.49

   x      15.22   x

 12.19  11.79

-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- -3-

 11.78    x   11.49    x  11.68 11.78

   x  22.54

 47.98 

2 2  9026  39.17 42.83 42.52  42.83  41.71 39.63 41.22 42.83 

   x   44.42    x  47.98 46.621 3  9030  44.42   x

 23.83 

高校男子

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

 22.59  22.59  23.83   x    x3 1  9013

備考

1 3  3144  47.60   x  48.44  48.44    x  44.86 47.66 48.44 

 36.59 

3 1   804  34.72   x  32.06  34.72    x    x  31.41 34.72 

   x   31.80  34.27   x  36.592 2  9001  31.23 31.80



2020/ 8/29

長野県中学記録(CR)               2800 古村 拓海                    浅間             2019/07/21  

降幡 諒成(3) 上田第五中  15.83 (-1.4) 11.05   1.72     55.80    2428
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ      752     549     560      567
菊池 優介(3) 軽井沢A&AC  15.24 (-1.4) 12.14 NM     57.06    1949
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ      821     609       0      519
小笠原 巧真(3) 高綱中  18.91 (-1.4)  8.86   1.60   1:00.71    1710
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾏ      440     417     464      389
小林 草太(3) 軽井沢A&AC  17.17 (-1.4)  8.49 NM     57.39    1508
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ      607     395       0      506

8月29日 10:10

長野県中学記録(CR)              14.19 内川 佳祐                    白馬             2010/08/23  

風速 -1.4

 1 菊池 優介(3)     15.24 
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 軽井沢A&AC

 2 降幡 諒成(3)     15.83 
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 上田第五中

 3 小林 草太(3)     17.17 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 軽井沢A&AC

 4 小笠原 巧真(3)     18.91 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾏ 高綱中

8月29日 11:00

長野県中学記録(CR)              15.78 

菊池 優介(3)  12.14 
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 軽井沢A&AC     609
降幡 諒成(3)  11.05 
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 上田第五中     549
小笠原 巧真(3)   8.86 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾏ 高綱中     417
小林 草太(3)   8.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 軽井沢A&AC     395

8月29日 12:00

長野県中学記録(CR)               1.97 中野 昌幸                    波田             1981/09/23  

降幡 諒成(3)  1.72
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 上田第五中   560
小笠原 巧真(3)  1.60
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾏ 高綱中   464
菊池 優介(3)      NM
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 軽井沢A&AC     0
小林 草太(3)      NM
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 軽井沢A&AC     0

決勝 8月29日 16:20

長野県中学記録(CR)              49.54 落合 華七斗                  堀金             2019/09/01  

 1 降幡 諒成(3)     55.80 
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 上田第五中

 2 菊池 優介(3)     57.06 
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 軽井沢A&AC

 3 小林 草太(3)     57.39 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 軽井沢A&AC

 4 小笠原 巧真(3)   1:00.71 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾏ 高綱中

1

2

3

4

 4677

1m55 1m60 1m63

四種男子

走高跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m45 1m50

 9019

 7171

 9020

 4677

  8.46
4 4

男子混成

四種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 110mH SP

3 3  7171
  8.86   8.81   8.81

2 1  4677
 11.05  10.98

総合得点
順位

HJ 400m

1 4  4677
- - xo xxx

1m66 1m69 1m72 1m75 1m78 記録 備考

xo o

2

3 1  9019
- -

2  7171
xo o

3 3  9020
xxx

xxo o xxx

四種男子

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

752
3  9020

607
2  7171

5  9019
821

4

備考

1 2  9019
 12.01    x  12.14

440

四種男子

砲丸投(4.000kg)

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

四種男子

400m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

記録

- xxx

o xxo o

 9020
  8.49   8.33

 10.00

5  7171
389

3  4677
567

4  9019
519

6  9020
506
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