
第34回中信地区陸上競技選手権大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤 森 茂 幸
  共催：中信地区各市教育委員会･各町村教育委員会連絡協議会 跳躍審判長 大 和 孝 司
  後援：信濃毎日新聞社･市民タイムス 投擲審判長 大 和 孝 司
【開催日】 平成22年8月22日(日） 記録主任： 近 藤 英 男
【主催団体】 中信地区陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新,GT:大会ﾀｲ) 男  子 【競技場】長野県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
 8/22 男子  +0.8 岩田 晃 10.71 佐藤　賢一 10.90 内山 幹雄 11.01 嶺村 鴻汰(3) 11.31 山本 龍一(3) 11.41 山腰 昇(1) 11.42 宮澤 裕輝(1) 11.52 松村 富穂(2) 11.55

100m セイコーエプソン GR 信大こまくさＡＣ ターミガンズ長野 大町高 長野高専 松本工業高 松商学園高 信州大
 8/22 吉冨 和弥 48.25 内山 心(3) 50.39 川西 翔太(2) 52.02 丸山 浩平(2) 52.43 三村 一暉(2) 53.03 腰原 誠(3) 53.62 望月 康平(1) 54.62

400m ヤマトヤ GT 創造学園高 大町高 松本県ヶ丘高 松本美須々ヶ丘高 豊科高 穂高商業高
 8/22 曲田 利夫 1:59.12 中村 悠陽(3) 2:00.91 逢澤 智広 2:06.60 中村 俊輝(2) 2:08.88 小島 康弘 2:09.68 赤塚 太一(1) 2:13.75 加藤 智樹(1) 2:17.97

800m Do楽ｸﾗﾌﾞT&C 大町高 松本市陸協 大町高 松本市陸協 松本県ヶ丘高 松商学園高
 8/22 逢澤 智広 4:11.26 高橋 直志(1) 4:12.40 林 優人(1) 4:16.93 奥原 達朗(5) 4:17.71 千國 真生(2) 4:20.05 大村 一 4:20.20 青木 陽(2) 4:23.89 橋戸 幸平(2) 4:25.09

1500m 松本市陸協 大町高 創造学園高 長野高専 松本蟻ヶ崎高 塩尻市役所 松本県ヶ丘高 木曽青峰高
 8/22 羽川 英一 15:36.67 西澤 紀元 15:47.85 丸山 純一 15:55.24 百瀬 永吉 16:14.13 降幡 真也(1) 16:18.67 関 喜明 16:21.04 加藤 真彰(2) 16:25.24 香月 利文 16:26.05

5000m 松本市陸協 大町市陸協 安曇野陸協 松本市陸協 松商学園高 松本自衛隊 信州大 松本自衛隊
 8/22  -1.4 中嶋 友也 16.67 宮尾 将文(2) 17.31 原 徹雄(1) 17.47 今井 美靖(2) 17.66 松井 岳(1) 17.79 望月 康平(1) 18.16 勝野 醇也(2) 18.17 奥田 了(2) 18.49

110mH ターミガンズ長野 松本深志高 松本大 田川高 大町高 穂高商業高 大町高 松本深志高
 8/22 松原 大輝(3) 1.95 北野 恭平(2) 1.86 丸山 貴倫(1) 1.83 藤井 優宇(2) 1.80 吉田 隼人(2) 1.75 二木 康太(1) 1.70 村田 貴大(1) 長野高専 1.65

走高跳 大町高 松商学園高 松商学園高 松本深志高 豊科高 南安曇農業高 鷲澤 優(1) 大町北高
 8/22 佐藤　賢一 7.36(-0.5) 阪 圭央 6.79(+0.6) 上條 健 6.44(+2.9) 原 卓也 6.41(+2.8) 上條 将吾(2) 6.40(+1.1) 窪田 智洋(2) 6.33(+2.1) 上條 智之(2) 6.28(0.0) 腰原 誠(3) 6.11(+1.4)

走幅跳 信大こまくさＡＣ GR セイコーエプソン ターミガンズ長野 松本市陸協 松本深志高 新潟大 松本蟻ヶ崎高 豊科高
 8/22 中田 浩二(2) 10.28 寺島 国彦(1) 9.07 宮澤 憲二 8.98 石崎 暁裕(2) 8.10 東方 大樹(1) 7.94 栗田　　桂(2) 7.72 五十嵐 靖貴(1) 7.08 山村 圭吾(1) 5.06

砲丸投 木曽青峰高 穂高商業高 ターミガンズ長野 大町高 池田工業高 白馬高 大町高 梓川高
 8/22 友田 利男 53.43 駒澤 佑也(3) 50.89 花村 卓哉(2) 46.34 村田 匡彰(2) 45.10 鈴木 真弘 44.57 矢ヶ﨑 広樹(2) 40.37 中村 悠陽(3) 37.90 中村 俊輝(2) 35.35

やり投 シナノＡＣ 大町北高 塩尻志学館高 松本県ヶ丘高 ターミガンズ長野 松商学園高 大町高 大町高
 8/22 松商学園高       43.00 セイコーエプソン      43.10 ターミガンズ長野      44.72 木曽青峰高       44.76 松本蟻ヶ崎高       45.89 田川高       45.94 松本深志高       46.08

4×100m 小林修也(3) 岩田 晃 岡本 真平 田中 俊紀(2) 高木 駿(2) 宮島 優也(2) 小幡 卓哉(1)
宍戸直也(3) 村上 禎之 内山 幹雄 樽沢 佑弥(2) 酒井 聖矢(1) 秋谷 聡(2) 奥田 了(2)
宮澤 裕輝(1) 鳥羽 康裕 新井 大地 科野 信人(2) 中田 逸人(1) 今井 美靖(2) 上條 将吾(2)
藤森 未知也(1) 阪 圭央 鈴木 真弘 上垣外 旭(2) 宮川 弦士(2) 安藤 直哉(1) 小川 貴之(1)

 8/22 セイコーエプソン    3:27.54 ターミガンズ長野    3:28.74 木曽青峰高     3:34.78 松商学園高     3:35.46 松本深志高     3:40.46 豊科高     3:44.06 長野高専     3:50.09 大町北高     3:52.29
4×400m 村上 禎之 吉田 幹弘 樽沢 佑弥(2) 宮澤 裕輝(1) 進士 拓郎(1) 清水 健祐(1) 長谷川 将己(1) 太田 一臣(1)

鳥羽 康裕 内山 幹雄 橋戸 幸平(2) 近藤 遼弥(3) 上條 将吾(2) 青木 太平(2) 奥原 達朗(5) 内川 直己(2)
阪 圭央 田中 慎一 振田 孝平(2) 村瀬 翔太(1) 小川 貴之(1) 腰原 誠(3) 横山 諒(1) 五十嵐 友彰(3)
岩田 晃 和泉 幸明 科野 信人(2) 藤森 未知也(1) 奥田 了(2) 吉田 隼人(2) 山本 龍一(3) 山岸 聖矢(2)

 8/22 中学男子  +0.8 中畑 恭介(3) 11.61 抜井 裕介(3) 11.63 常盤 大智(3) 11.74 小柳 堅一(3) 11.85 清水 恒之介(3) 12.26 矢ヶ崎 祐介(1) 12.33 大久保 達弥(2) 12.37 木藤 幸希(3) 12.49
100m 福島中 開成中 穂高東中 信明中 清水中 塩尻中 梓川中 波田中

 8/22 若林 颯(3) 53.67 山田 匠(3) 53.97 伊藤 廉(3) 54.62 松井 友之輔(3) 56.32 松井 一陽(2) 56.35 藤松 楓季(2) 58.79 薛 玄太郎(1) 1:00.65
400m 附属松本中 塩尻広陵中 豊科北中 福島中 仁科台中 豊科北中 北安松川中

 8/22 細川 翔太郎(3) 9:40.05 佐伯 拓海(3) 9:43.58 村瀬 崚(2) 9:57.24 上條 広裕希(3) 10:11.98 小川 健太(2) 10:17.24 山下 大吾 10:20.31 植木 康平(2) 10:27.92 千國 剛史(2) 10:28.88
3000m 豊科北中 附属松本中 梓川中 附属松本中 福島中 鉢盛中 丘中 三郷中

 8/22 上野 蒼生(3) 1.70 遠藤 聡(2) 1.60 太田 魁星(3) 波田中 1.55 河野 弘喜(2) 1.50 中村 健斗(2) 1.45 塚田 真史(2) 1.35
走高跳 王滝中 三郷中 忠地 大成(2) 波田中 松島中 開成中 仁科台中

洞澤 宏樹(3) 開成中
 8/22 米久保 一樹(3)5.58(-0.8) 今井 憲暢(3) 5.44(+1.8) 木藤 幸希(3) 5.38(-1.2) 奥原 隼太(2) 5.21(-0.6) 中野 涼介(2) 5.20(+0.1) 降旗 敬(2) 5.03(-0.8) 大久保 祐作(3)5.00(+0.3) 大久保 太陽(2)4.91(+3.4)

走幅跳 塩尻広陵中 開成中 波田中 北安松川中 塩尻広陵中 菅野中 鉢盛中 高綱中
 8/22 飯干 貴史(2) 9.13 宮入 雅弥(3) 8.95 小岩井 元貴(2) 8.32 石﨑 智裕(2) 7.67 丸山 貴由人(2) 7.11 濱 直輝(1) 7.08 黒田 航平(2) 6.97 富田 直樹(1) 6.87

砲丸投 信明中 聖南中 三郷中 穂高西中 豊科北中 梓川中 塩尻中 旭町中
 8/22 仁科台中       47.19 開成中       47.49 穂高東中       47.68 塩尻広陵中       48.24 塩尻中       48.88 梓川中       49.20 豊科北中       49.34 松島中       50.26

4×100m 松澤 直樹(2) 洞澤 宏樹(3) 小野沢 達也(2) 米久保 一樹(3) 真保 智輝(2) 宮澤 一真(2) 黒岩 達(2) 長澤 皓平(2)
松井 一陽(2) 竹内 優斗(3) 常盤 大智(3) 関塚 賢悟(2) 矢ヶ崎 祐介(1) 赤堀 高暉(2) 伊藤 廉(3) 伊藤 隆意(2)
佐藤 公則(2) 今井 憲暢(3) 松田 一馬(3) 三村 航輝(2) 水島 優(2) 大久保 達弥(2) 藤松 楓季(2) 河野 弘喜(2)
勝野 涼大(2) 抜井 裕介(3) 耳塚 友貴(3) 山田 匠(3) 中村 康平(2) 佐原 涼太(2) 細萱 元太(1) 藤澤 勇仁(2)



第34回中信地区陸上競技選手権大会

競技場：長野県松本平広域公園陸上競技場

グランドコンディション

 2010/ 8/22    9:00    2.6    30.0
  10:00    1.3    31.0
  11:00    0.4    32.5
  12:00    3.1    34.0
  13:00    1.0    34.5
  14:00    0.6    35.0
  15:00    1.0    35.0
  16:00    1.2    34.0

晴れ 東南東  51.0
晴れ 北東  50.0

晴れ 東  49.0
晴れ 南  49.0

晴れ 北北西  50.0
晴れ 北東  49.0

晴れ 東北東  59.0
晴れ 北東  57.0

天候日付 計測場所時刻 気温 ℃ 湿度 ％風速 m/s風向



予選 8月22日  9:25
決勝 8月22日 14:35

大会記録(GR)                    10.76 新村 　守                    東海大           2005        

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +1.4

 1 鳥屋 心吾(2)     11.62  1 佐藤　賢一     10.87 q
ﾄﾘﾔ ｼﾝｺﾞ 大町高 ｻﾄｳ　ｹﾝｲﾁ 信大こまくさＡＣ

 2 上條 智之(2)     11.70  2 嶺村 鴻汰(3)     11.26 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄﾓﾕｷ 松本蟻ヶ崎高 ﾐﾈﾑﾗ ｺｳﾀ 大町高

 3 奥原 千明(1)     12.84  3 小川 貴之(1)     11.62 
ｵｸﾊﾗﾁｱｷ 大町北高 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 松本深志高

 4 山村 圭吾(1)     13.50  4 伊藤 将希(4)     11.68 
ﾔﾏﾑﾗ ｹｲｺﾞ 梓川高 ｲﾄｳ ﾏｻｷ 松本大

 5 山田 俊光     14.86  5 岡本 真平     11.76 
ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼﾐﾂ ヤマトヤ ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ ターミガンズ長野
宮島 優也(2)  6 秋谷 聡(2)     12.04 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 田川高 ｱｷﾔ ｻﾄｼ 田川高
新井 大地  7 宮川 弦士(2)     12.25 
ｱﾗｲ ﾀﾞｲﾁ ターミガンズ長野 ﾐﾔｶﾞﾜ ｹﾞﾝｼ 松本蟻ヶ崎高
堀内 紀幸(1)  8 松澤 詠太(1)     12.39 
ﾎﾘｳﾁ ﾉﾘﾕｷ 長野高専 ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲﾀ 梓川高
内山 侑希(1) 清水 俊宏(2)
ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｷ 松本美須々ヶ丘高 ｼﾐｽﾞ ﾄｼﾋﾛ 都市大塩尻高

[ 3組] 風速 +1.0 [ 4組] 風速 -0.1

 1 宮澤 裕輝(1)     11.39 q  1 山本 龍一(3)     11.37 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 松商学園高 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 長野高専

 2 松村 富穂(2)     11.53 q  2 藤森 未知也(1)     11.62 
ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾐｵ 信州大 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ 松商学園高

 3 内山 心(3)     11.68  3 上條 健     11.96 
ｳﾁﾔﾏ ｼﾝ 創造学園高 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ターミガンズ長野

 4 山口 直行     11.91  4 南原 透     11.96 
ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾅｵﾕｷ 松本市陸協 ﾅﾝﾊﾞﾗ ﾄｵﾙ 安曇野陸協

 5 永井 剛     12.18  5 高木 駿(2)     12.08 
ﾅｶﾞｲ ﾀｹｼ ターミガンズ長野 ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝ 松本蟻ヶ崎高

 6 平林 和泰(2)     12.38  6 星野 健斗(1)     12.37 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ 松本工業高 ﾎｼﾉ ｹﾝﾄ 大町高

 7 川上 晃人(1)     12.64  7 重田 直宣(2)     12.53 
ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ 塩尻志学館高 ｼｹﾞﾀ ﾅｵﾖｼ 松本工業高
長崎 敬祐(3)  8 渡辺 夏樹(1)     12.72 
ﾅｶﾞｻｷ ｹｲｽｹ 池田工業高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ 松本深志高

[ 5組] 風速 +2.1 [ 6組] 風速 +1.6

 1 内山 幹雄     11.10 q  1 岩田 晃     10.79 q
ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ターミガンズ長野 ｲﾜﾀ ｱｷﾗ セイコーエプソン

 2 山腰 昇(1)     11.46 q  2 田中 俊紀(2)     11.57 
ﾔﾏｺｼ ﾉﾎﾞﾙ 松本工業高 ﾀﾅｶ ﾄｼﾉﾘ 木曽青峰高

 3 上垣外 旭(2)     11.76  3 安藤 直哉(1)     11.64 
ｶﾐｶﾞｲﾄ ｱｻﾋ 木曽青峰高 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 田川高

 4 上松 敬弘(2)     11.87  4 宮澤 竹矢(2)     11.79 
ｳｴﾏﾂ ﾀｶﾋﾛ 松本美須々ヶ丘高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾔ 松商学園高

 5 青沼 和紀(1)     11.98  5 鈴木 真弘     12.12 
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ 穂高商業高 ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ ターミガンズ長野

 6 赤羽 慎(1)     12.13  6 山岸 聖矢(2)     12.22 
ｱｶﾊﾈ ｼﾝ 松本大 ﾔﾏｷﾞｼｾｲﾔ 大町北高

 7 桜井 彰(2)     12.18  7 川上 拓朗(1)     12.68 
ｻｸﾗｲ ｱｷﾗ 南安曇農業高 ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾛｳ 松本美須々ヶ丘高

 8 内川 直己(2)     12.28  8 野口 和範(3)     12.74 
ｳﾁｶﾜﾅｵﾐ 大町北高 ﾉｸﾞﾁ ｶｽﾞﾉﾘ 信州大

6  2352

4  8200

9  2046

8  2472

2  1941

順 ﾚｰﾝ No.
5  8816

3  2177
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9  2420

5  2226

8  2075

7  9918
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風速 +0.8

 1 岩田 晃     10.71 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ セイコーエプソン

 2 佐藤　賢一     10.90 
ｻﾄｳ　ｹﾝｲﾁ 信大こまくさＡＣ

 3 内山 幹雄     11.01 
ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ターミガンズ長野

 4 嶺村 鴻汰(3)     11.31 
ﾐﾈﾑﾗ ｺｳﾀ 大町高

 5 山本 龍一(3)     11.41 
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 長野高専

 6 山腰 昇(1)     11.42 
ﾔﾏｺｼ ﾉﾎﾞﾙ 松本工業高

 7 宮澤 裕輝(1)     11.52 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 松商学園高

 8 松村 富穂(2)     11.55 
ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾐｵ 信州大
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8  3537

7  9816

5  2053

大会新
6  9755

所属名 記録／備考
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100m
決勝



予選 8月22日 10:30
決勝 8月22日 13:40

大会記録(GR)                    48.25 一志 学                      ｾｷｽｲﾊｲﾑ信州      1997        

[ 1組] [ 2組]

 1 内山 幹雄     51.85 q  1 内山 心(3)     51.27 q
ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ターミガンズ長野 ｳﾁﾔﾏ ｼﾝ 創造学園高

 2 川西 翔太(2)     52.81 q  2 丸山 浩平(2)     52.65 q
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 大町高 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 松本県ヶ丘高

 3 近藤 遼弥(3)     55.72  3 三村 一暉(2)     53.09 q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾔ 松商学園高 ﾐﾑﾗ ｶｽﾞｷ 松本美須々ヶ丘高

 4 百瀬 友紀(1)     58.60  4 腰原 誠(3)     53.30 q
ﾓﾓｾ ﾄﾓｷ 松本県ヶ丘高 ｺｼﾊﾗ ﾏｺﾄ 豊科高

 5 髙橋 諒(2)   1:00.32  5 山崎 拓実(2)     54.83 
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 塩尻志学館高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾐ 大町高
唐澤 英之(2)  6 内川 直己(2)     56.16 
ｶﾗｻﾜ ﾋﾃﾞﾕｷ 松本県ヶ丘高 ｳﾁｶﾜﾅｵﾐ 大町北高
宮島 優也(2)  7 松沢 圭佑(2)     57.23 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 田川高 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 松本工業高
小桂 洋二(2)  8 酒井 聖矢(1)     57.73 
ｺｶﾞﾂﾗ ﾖｳｼﾞ 木曽青峰高 ｻｶｲ ｾｲﾔ 松本蟻ヶ崎高
多湖 隆史(2) 和泉 幸明
ﾀｺﾞ ﾀｶﾌﾐ 梓川高 ｲｽﾞﾐ ﾕｷｱｷ ターミガンズ長野

[ 3組] [ 4組]

 1 吉冨 和弥     49.88 q  1 村瀬 雅人(1)     54.23 
ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ヤマトヤ ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ 松本県ヶ丘高

 2 望月 康平(1)     53.94 q  2 吉田 幹弘     54.26 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ 穂高商業高 ﾖｼﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ ターミガンズ長野

 3 久保田 諒介(2)     54.22  3 新村 大輝(2)     56.74 
ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 松本大 ﾆｲﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 松商学園高

 4 清水 健祐(1)     55.91  4 窪田 五大(1)     56.86 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ 豊科高 ｸﾎﾞﾀ ｺﾞﾀﾞｲ 穂高商業高

 5 上原 拓馬(1)   1:01.66  5 五十嵐 友彰(3)     57.50 
ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾏ 松本美須々ヶ丘高 ｲｶﾞﾗｼﾄﾓｱｷ 大町北高

 6 和田 昌也(1)   1:01.84  6 桜井 彰(2)     58.15 
ﾜﾀﾞ ﾏｻﾔ 大町高 ｻｸﾗｲ ｱｷﾗ 南安曇農業高

 7 太田 一臣(1)   1:02.12  7 長谷川 渉太(2)     59.12 
ｵｵﾀｶｽﾞｵﾐ 大町北高 ﾊｾｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 松本美須々ヶ丘高
進士 拓郎(1)  8 青木 太平(2)     59.60 
ｼﾝｼ ﾀｸﾛｳ 松本深志高 ｱｵｷ ﾀｲﾍｲ 豊科高
高松 雄大(1) 長尾 勇希(1)
ﾀｶﾏﾂ ｶｽﾞｷ 松本県ヶ丘高 ﾅｶﾞｵ ﾕｳｷ 松商学園高

 1 吉冨 和弥     48.25 
ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ヤマトヤ

 2 内山 心(3)     50.39 
ｳﾁﾔﾏ ｼﾝ 創造学園高

 3 川西 翔太(2)     52.02 
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 大町高

 4 丸山 浩平(2)     52.43 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 松本県ヶ丘高

 5 三村 一暉(2)     53.03 
ﾐﾑﾗ ｶｽﾞｷ 松本美須々ヶ丘高

 6 腰原 誠(3)     53.62 
ｺｼﾊﾗ ﾏｺﾄ 豊科高

 7 望月 康平(1)     54.62 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ 穂高商業高
内山 幹雄
ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ターミガンズ長野
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予選 8月22日 12:35
決勝 8月22日 16:05

大会記録(GR)                  1:53.06 一志 学                      福井工業大       1996        

[ 1組] [ 2組]

 1 小島 康弘   2:06.89 q  1 中村 悠陽(3)   2:09.04 q
ｺｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ 松本市陸協 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾋ 大町高

 2 青木 太平(2)   2:13.24  2 振田 孝平(2)   2:10.80 q
ｱｵｷ ﾀｲﾍｲ 豊科高 ﾌｯﾀ ｺｳﾍｲ 木曽青峰高

 3 小口 拳人(1)   2:13.77  3 永瀬 昂太(2)   2:12.56 
ｵｸﾞﾁ  ｹﾝﾄ 松本蟻ヶ崎高 ﾅｶﾞｾ ｺｳﾀ 松本蟻ヶ崎高

 4 竹腰 直紀(1)   2:15.67  4 齋藤 武蔵(1)   2:20.65 
ﾀｹｺｼ ﾅｵｷ 松本美須々ヶ丘高 ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ 松本工業高

 5 小倉 拓未   2:16.86  5 藤澤 亮(1)   2:47.85 
ｵｸﾞﾗ ﾀｸﾐ 松本自衛隊 ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳ 創造学園高

 6 堀内 正和(1)   2:28.00 池戸 建騎(2)
ﾎﾘｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ 創造学園高 ｲｹﾄﾞ ｹﾝｷ 松本深志高
山本 龍一(3) 長尾 勇希(1)
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 長野高専 ﾅｶﾞｵ ﾕｳｷ 松商学園高

[ 3組] [ 4組]

 1 逢澤 智広   2:07.70 q  1 曲田 利夫   2:01.45 q
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協 ﾏｶﾞﾘﾀ ﾄｼｵ Do楽ｸﾗﾌﾞT&C

 2 中村 俊輝(2)   2:09.44 q  2 赤塚 太一(1)   2:10.73 q
ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｷ 大町高 ｱｶﾂｶ ﾀｲﾁ 松本県ヶ丘高

 3 加藤 智樹(1)   2:11.00 q  3 横沢 俊(2)   2:12.70 
ｶﾄｳ ﾄﾓｷ 松商学園高 ﾖｺｻﾜ ｼｭﾝ 大町高

 4 秋山 尚輝(1)   2:11.42  4 林 優人(1)   2:16.15 
ｱｷﾔﾏ ﾖｼｷ 松本県ヶ丘高 ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 創造学園高

 5 柳平 昴(1)   2:44.61  5 中村 航平(2)   2:17.52 
ﾔﾅｷﾞﾀﾞｲﾗ ｽﾊﾞﾙ 長野高専 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ 松本美須々ヶ丘高
藤田 尚念(1) 塩嶋 耕平(1)
ﾌｼﾞﾀ ｼｮｳﾈﾝ 松本工業高 ｼｵｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 長野高専
多湖 隆史(2) 塩島 亮太(1)
ﾀｺﾞ ﾀｶﾌﾐ 梓川高 ｼｵｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 豊科高

 1 曲田 利夫   1:59.12 
ﾏｶﾞﾘﾀ ﾄｼｵ Do楽ｸﾗﾌﾞT&C

 2 中村 悠陽(3)   2:00.91 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾋ 大町高

 3 逢澤 智広   2:06.60 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協

 4 中村 俊輝(2)   2:08.88 
ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｷ 大町高

 5 小島 康弘   2:09.68 
ｺｼﾞﾏ ﾔｽﾋﾛ 松本市陸協

 6 赤塚 太一(1)   2:13.75 
ｱｶﾂｶ ﾀｲﾁ 松本県ヶ丘高

 7 加藤 智樹(1)   2:17.97 
ｶﾄｳ ﾄﾓｷ 松商学園高
振田 孝平(2)
ﾌｯﾀ ｺｳﾍｲ 木曽青峰高 棄権
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決勝 8月22日 11:35

大会記録(GR)                  4:01.4  中村 幸雄                    松本蟻ヶ崎高教   1980        

[ 1組] [ 2組]

 1 長谷川 将己(1)   4:32.06  1 逢澤 智広   4:11.26 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｷ 長野高専 ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協

 2 野口 拓也(1)   4:36.31  2 高橋 直志(1)   4:12.40 
ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 木曽青峰高 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｼ 大町高

 3 桑原 大吾(1)   4:36.34  3 林 優人(1)   4:16.93 
ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 創造学園高 ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 創造学園高

 4 丸山 匠   4:37.22  4 奥原 達朗(5)   4:17.71 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ 松本自衛隊 ｵｸﾊﾗ ﾀﾂﾛｳ 長野高専

 5 藤原 純一(1)   4:39.14  5 千國 真生(2)   4:20.05 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 豊科高 ﾁｸﾆ ﾏｻｷ 松本蟻ヶ崎高

 6 小倉 拓未   4:40.83  6 大村 一   4:20.20 
ｵｸﾞﾗ ﾀｸﾐ 松本自衛隊 ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 塩尻市役所

 7 上條 健宏(1)   4:47.00  7 青木 陽(2)   4:23.89 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹﾋﾛ 塩尻志学館高 ｱｵｷ ｱｷﾗ 松本県ヶ丘高

 8 横山 諒(1)   4:48.69  8 橋戸 幸平(2)   4:25.09 
ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳ 長野高専 ﾊｼﾄﾞ ｺｳﾍｲ 木曽青峰高

 9 田中 樹(1)   4:49.87  9 中村 純和   4:27.32 
ﾀﾅｶ ｲﾂｷ 田川高 ﾅｶﾑﾗ ｽﾐｶｽﾞ 塩尻市陸協

10 伊藤 大輔(1)   4:54.50 10 細井 樹   4:42.88 
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 松商学園高 ﾎｿｲ ﾀﾂｷ 塩尻市陸協

11 若林 涼(2)   4:57.85 11 降籏 賢人(2)   4:48.99 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 田川高 ﾌﾙﾊﾀ ｹﾝﾄ 松本県ヶ丘高

12 中村 将史(1)   5:04.31 12 髙橋 拓大(1)   4:57.89 
ﾅｶﾑﾗﾏｻｼ 大町北高 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾀﾞｲ 穂高商業高

13 北原 大輝(1)   5:23.12 13 塩入 慶太(1)   6:04.07 
ｷﾀﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 都市大塩尻高 ｼｵｲﾘｹｲﾀ 大町北高
吉田 拓也(2) 14 種山 裕亮(2)   6:05.12 
ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾔ 田川高 ﾀﾈﾔﾏﾕｳｽｹ 大町北高
比嘉 良侑 降幡 真也(1)
ﾋｶﾞ ﾖｼﾕｷ 松本自衛隊 ﾌﾘﾊﾀ ﾏｻﾔ 松商学園高
加藤 智樹(1) 塩島 亮太(1)
ｶﾄｳ ﾄﾓｷ 松商学園高 ｼｵｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 豊科高
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   1 逢澤 智広 松本市陸協     4:11.26   2   1
   2 高橋 直志(1) 大町高     4:12.40   2   2
   3 林 優人(1) 創造学園高     4:16.93   2   3
   4 奥原 達朗(5) 長野高専     4:17.71   2   4
   5 千國 真生(2) 松本蟻ヶ崎高     4:20.05   2   5
   6 大村 一 塩尻市役所     4:20.20   2   6
   7 青木 陽(2) 松本県ヶ丘高     4:23.89   2   7
   8 橋戸 幸平(2) 木曽青峰高     4:25.09   2   8
   9 中村 純和 塩尻市陸協     4:27.32   2   9
  10 長谷川 将己(1) 長野高専     4:32.06   1   1
  11 野口 拓也(1) 木曽青峰高     4:36.31   1   2
  12 桑原 大吾(1) 創造学園高     4:36.34   1   3
  13 丸山 匠 松本自衛隊     4:37.22   1   4
  14 藤原 純一(1) 豊科高     4:39.14   1   5
  15 小倉 拓未 松本自衛隊     4:40.83   1   6
  16 細井 樹 塩尻市陸協     4:42.88   2  10
  17 上條 健宏(1) 塩尻志学館高     4:47.00   1   7
  18 横山 諒(1) 長野高専     4:48.69   1   8
  19 降籏 賢人(2) 松本県ヶ丘高     4:48.99   2  11
  20 田中 樹(1) 田川高     4:49.87   1   9
  21 伊藤 大輔(1) 松商学園高     4:54.50   1  10
  22 若林 涼(2) 田川高     4:57.85   1  11
  23 髙橋 拓大(1) 穂高商業高     4:57.89   2  12
  24 中村 将史(1) 大町北高     5:04.31   1  12
  25 北原 大輝(1) 都市大塩尻高     5:23.12   1  13
  26 塩入 慶太(1) 大町北高     6:04.07   2  13
  27 種山 裕亮(2) 大町北高     6:05.12   2  14 2044
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決勝 8月22日 15:20

大会記録(GR)                 14:46.5  楜沢俊明                     中央大           1986        

 1 羽川 英一  15:36.67 高橋 亮太(1)
ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ 松本市陸協 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 松商学園高

 2 西澤 紀元  15:47.85 坂口 将也
ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾓﾄ 大町市陸協 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 松本自衛隊

 3 丸山 純一  15:55.24 三田村 祐作
ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 安曇野陸協 ﾐﾀﾑﾗ ﾕｳｻｸ 松本自衛隊

 4 百瀬 永吉  16:14.13 
ﾓﾓｾ ﾅｶﾞﾖｼ 松本市陸協

 5 降幡 真也(1)  16:18.67 
ﾌﾘﾊﾀ ﾏｻﾔ 松商学園高

 6 関 喜明  16:21.04 
ｾｷ ﾖｼｱｷ 松本自衛隊

 7 加藤 真彰(2)  16:25.24 
ｶﾄｳ ﾏｻｱｷ 信州大

 8 香月 利文  16:26.05 
ｶﾂﾞｷ ﾄｼﾌﾐ 松本自衛隊

 9 萩原 徹(3)  16:27.99 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾄｵﾙ 信州大

10 大村 一  16:36.85 
ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 塩尻市役所

11 百瀬 州一  16:42.08 
ﾓﾓｾ ｼｭｳｲﾁ 安曇野陸協

12 杉村 政徳  16:46.26 
ｽｷﾞﾑﾗ ﾏｻﾉﾘ 安曇野陸協

13 金澤 雅文  17:05.79 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾏｻﾌﾐ 松本自衛隊

14 田中 耀介(2)  17:12.76 
ﾀﾅｶ ﾖｳｽｹ 松本深志高

15 渡辺 祥一  17:15.52 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｲﾁ 松本自衛隊

16 中村 純和  17:16.17 
ﾅｶﾑﾗ ｽﾐｶｽﾞ 塩尻市陸協

17 波多野 悠人(3)  17:21.64 
ﾊﾀﾉ ﾕｳﾄ 創造学園高

18 新 遼吾(1)  17:27.64 
ｱﾀﾗｼ ﾘｮｳｺﾞ 松本県ヶ丘高

19 比嘉 良侑  17:33.16 
ﾋｶﾞ ﾖｼﾕｷ 松本自衛隊

20 北澤 宏太良(2)  17:38.03 
ｷﾀｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 大町高

21 川口 千尋  17:46.64 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ 松本自衛隊

22 長岡 千豪(2)  17:46.76 
ﾅｶﾞｵｶ ﾕｷﾋﾃﾞ 南安曇農業高

23 千国 直哉(2)  17:55.62 
ﾁｸﾆ ﾅｵﾔ 松本深志高

24 榛葉 雄大  17:59.43 
ｼﾝﾊ ﾀｹﾋﾛ 昭和電工大町

25 澤田 岳明(2)  18:12.87 
ｻﾜﾀﾞ ﾀｹｱｷ 木曽青峰高

26 古畑 将太郎(1)  18:31.61 
ﾌﾙﾊﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 木曽青峰高

27 後藤 隼人(1)  18:39.05 
ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 創造学園高

28 青山 和暉(1)  19:19.55 
ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞｷ 田川高

29 西澤 正志(1)  19:36.91 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 創造学園高

30 上條 裕紀(1)  19:42.66 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 田川高
大村 剣佑(2)
ｵｵﾑﾗ ｹﾝｽｹ 塩尻志学館高
小林 優
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ セイコーエプソン
丸山 充
ﾏﾙﾔﾏ ﾐﾂﾙ 松川村ＡＣ
北村 健(2)
ｷﾀﾑﾗ ﾀｹｼ 松本大
榛葉 琢也
ｼﾝﾊ ﾀｸﾔ 松川村ＡＣ
香取 直弥
ｶﾄﾘ ﾅｵﾔ 松本自衛隊
湯本 将矢(1)
ﾕﾓﾄ ﾏｻﾔ 松商学園高

欠場
37   308

欠場

32  2485
欠場

33  9651

No. 氏  名 所属名 記録／備考

24  2481

 8986

欠場
6  9000

欠場

順

欠場
19   309

欠場

10  8133
欠場

18

欠場

4  2000
途中棄権

5  8817

20  2179

2  2178

12  2513

34  2511

25  1944

15  1952

35  8987

17  2127

28  2231

27  8906

7  9592

13  2059

26  2288

30  8838

36  2507

23   306

1   310

16  2229

38  8952

3  8827

40  8962

11  8148

21  8030

9   613

31  8913

22  8929

14  2482

39  8959

8  8921

29  8972

男子

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 8月22日  9:00
決勝 8月22日 15:05

大会記録(GR)                    15.02 萩沢 淳                      福井工業大       1999        

[ 1組] 風速 +2.7 [ 2組] 風速 -0.5

 1 宮尾 将文(2)     16.69 q  1 中嶋 友也     16.24 q
ﾐﾔｵ ﾏｻﾌﾐ 松本深志高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ターミガンズ長野

 2 今井 美靖(2)     17.16 q  2 勝野 醇也(2)     17.11 q
ｲﾏｲ ﾖｼﾔｽ 田川高 ｶﾂﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 大町高

 3 小幡 卓哉(1)     18.29  3 原 徹雄(1)     17.55 q
ｵﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ 松本深志高 ﾊﾗ ﾃﾂｵ 松本大

 4 小林 直矢(2)     18.34  4 奥田 了(2)     17.80 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 松本県ヶ丘高 ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳ 松本深志高

 5 鰐川 一輝(1)     18.41  5 望月 康平(1)     17.93 q
ﾜﾆｶﾜ ｶｽﾞｷ 松本県ヶ丘高 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ 穂高商業高

 6 上野 涼(2)     19.10  6 松井 岳(1)     17.95 q
ｳｴﾉ ﾘｮｳ 松商学園高 ﾏﾂｲ ﾀｹｼ 大町高

 7 寺島 翔太(1)     19.64  7 小林 幸太郎(1)     18.40 
ﾃﾗｼﾏ ｼｮｳﾀ 大町高 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ 大町市陸協
新井 大地 今井 修平(2)
ｱﾗｲ ﾀﾞｲﾁ ターミガンズ長野 ｲﾏｲ ｼｭｳﾍｲ 松本県ヶ丘高

風速 -1.4

 1 中嶋 友也     16.67 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ターミガンズ長野

 2 宮尾 将文(2)     17.31 
ﾐﾔｵ ﾏｻﾌﾐ 松本深志高

 3 原 徹雄(1)     17.47 
ﾊﾗ ﾃﾂｵ 松本大

 4 今井 美靖(2)     17.66 
ｲﾏｲ ﾖｼﾔｽ 田川高

 5 松井 岳(1)     17.79 
ﾏﾂｲ ﾀｹｼ 大町高

 6 望月 康平(1)     18.16 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ 穂高商業高

 7 勝野 醇也(2)     18.17 
ｶﾂﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 大町高

 8 奥田 了(2)     18.49 
ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳ 松本深志高
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決勝 8月22日 14:00

大会記録(GR)                     2.01 中村 康行                    松本美須々ヶ丘高 1976        

1m95 2m00
松原 大輝(3) - - - - o o - xxo xo -
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ 大町高 xxo xxx
北野 恭平(2) - - - - - - o o /
ｷﾀﾉ ｷｮｳﾍｲ 松商学園高
丸山 貴倫(1) - - - xo xxo xxo xo xxx
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾐﾁ 松商学園高
藤井 優宇(2) - - o o xxo xxo xxx
ﾌｼﾞｲ ﾕｳ 松本深志高
吉田 隼人(2) - - - xxo xo xxx
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ 豊科高
二木 康太(1) - o o xxo xxx
ﾌﾀﾂｷﾞ ｺｳﾀ 南安曇農業高
村田 貴大(1) xo xo o xxx
ﾑﾗﾀ ﾀｶﾋﾛ 長野高専
鷲澤 優(1) xo xo o xxx
ﾜｼｻﾞﾜﾕｳ 大町北高
田中 潤(1) xo o xo xxx
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 松本大
横川 裕也(1) o o xxo xxx
ﾖｺｶﾜ ﾕｳﾔ 大町高
平田 勝也(1) o xo xxo xxx
ﾋﾗﾀ ｶﾂﾔ 梓川高
椎名  健(1) o xxo xxx
ｼｲﾅ ﾀｹｼ 松本工業高
宮澤 憲二 o xxx
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ ターミガンズ長野
西森 晋平(1) xxx 記録なし
ﾆｼﾓﾘ ｼﾝﾍﾟｲ 松本深志高
森田 耕陽(1) xxx 記録なし
ﾓﾘﾀ ｺｳﾖｳ 松本蟻ヶ崎高
長崎 敬祐(3) 欠場
ﾅｶﾞｻｷ ｹｲｽｹ 池田工業高
村中 智彦(2) 欠場
ﾑﾗﾅｶ ﾄﾓﾋｺ 松商学園高

15  2469

12  2099

3  2362

1  2233

13 9  8927
 1.55

12 6  2432
 1.60

11 4  2170
 1.65

10 2  2071
 1.65

9 7  8227
 1.65

7 17  2047
 1.65

 2227
 1.80

7 5  3510
 1.65

6 8  2131
 1.70

2 13  2466
 1.86

5 14  2540
 1.75

4 10

1m92

1 16  2055

記録

3 11  2479
 1.83

 1.95

備考
1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 1m83 1m86 1m89

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 8月22日  9:00

大会記録(GR)                     7.30 上條 健                      国際武道大       1989        

 ３回の
 最高記録

佐藤　賢一   7.10   7.03   5.99    7.10   7.17   7.36   7.30    7.36 大会新
ｻﾄｳ　ｹﾝｲﾁ 信大こまくさＡＣ    0.0   -0.9   -0.8     0.0   +2.3   -0.5   +1.0    -0.5
阪 圭央    x   6.45   6.79    6.79    x   6.62   6.74    6.79 
ｻｶ ﾖｼﾋｻ セイコーエプソン   +0.3   -0.7   +0.6    +0.6   +1.3   +0.3   +1.6    +0.6
上條 健   6.27    -    x    6.27    x   6.44   6.31    6.44 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ターミガンズ長野   -0.7   +1.8    -0.7   -0.2   +2.9   +0.8    +2.9
原 卓也    x    x   6.16    6.16   6.41   6.32    x    6.41 
ﾊﾗ ﾀｸﾔ 松本市陸協   +1.4   +2.1   +0.5    +0.5   +2.8   +1.6   -0.2    +2.8
上條 将吾(2)   6.21   6.35   6.10    6.35   6.10   6.40   6.23    6.40 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺﾞ 松本深志高   +0.5   -0.7   +1.0    -0.7   +0.6   +1.1   +0.4    +1.1
窪田 智洋(2)    x   6.24    x    6.24   6.33   6.24    x    6.33 
ｸﾎﾞﾀ ﾄﾓﾋﾛ 新潟大   +0.3   +1.1   +1.6    +1.1   +2.1   +1.4   +0.7    +2.1
上條 智之(2)   6.28   6.14   6.07    6.28   6.02   6.06    o    6.28 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄﾓﾕｷ 松本蟻ヶ崎高    0.0   +1.4   +0.6     0.0   +0.4   +2.7   +0.7     0.0
腰原 誠(3)    x   6.10   6.11    6.11    -   5.69   5.85    6.11 
ｺｼﾊﾗ ﾏｺﾄ 豊科高   +1.3   +1.3   +1.4    +1.4   +1.0   -0.9    +1.4
青沼 和紀(1)   6.00   6.00   5.99    6.00    6.00 
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ 穂高商業高   +0.7   +0.5   -1.4    +0.5    +0.5
樽沢 佑弥(2)    x    x   5.99    5.99    5.99 
ﾀﾙｻﾜ ﾕｳﾔ 木曽青峰高   +1.0   -0.7    0.0     0.0     0.0
永井 剛   5.83   5.76   5.96    5.96    5.96 
ﾅｶﾞｲ ﾀｹｼ ターミガンズ長野   +0.6   +1.8   -0.2    -0.2    -0.2
松村 富穂(2)    x   3.91   5.95    5.95    5.95 
ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾐｵ 信州大    0.0   +2.2   +1.7    +1.7    +1.7
中野 秀紀(1)   5.42   5.90   5.65    5.90    5.90 
ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞｷ 松本県ヶ丘高   +1.8   +3.1   +1.3    +3.1    +3.1
澤谷 大軌(2)    x    x   5.90    5.90    5.90 
ｻﾜﾔ ﾋﾛｷ 松本美須々ヶ丘高   +2.1   +0.6   -0.8    -0.8    -0.8
清水 健祐(1)   5.32   5.82   5.53    5.82    5.82 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ 豊科高   +1.2   +1.6   +1.6    +1.6    +1.6
吉田 隼人(2)    x   5.66   5.28    5.66    5.66 
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ 豊科高   +1.5   +1.1   -0.7    +1.1    +1.1
富井 慶太    x   5.65   5.62    5.65    5.65 
ﾄﾐｲ ｹｲﾀ 松本市陸協   +1.9   +1.8   +1.6    +1.8    +1.8
中川 聡(1)    x   5.45   5.57    5.57    5.57 
ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 松本深志高   +1.4   +1.0   -0.5    -0.5    -0.5
中田 逸人(1)    x    x   5.57    5.57    5.57 
ﾅｶﾀ ﾊﾔﾄ 松本蟻ヶ崎高   +0.1   +2.2   +0.8    +0.8    +0.8
田中 慎一    x   5.42    x    5.42    5.42 
ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁ ターミガンズ長野    0.0   +2.3   -1.2    +2.3    +2.3
松澤 詠太(1)    x    x   5.40    5.40    5.40 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲﾀ 梓川高   -0.3   +0.5   +0.8    +0.8    +0.8
平田 勝也(1)    x   5.29   4.89    5.29    5.29 
ﾋﾗﾀ ｶﾂﾔ 梓川高   -0.8   +0.3   +0.4    +0.3    +0.3
曽根原 渉(1)   4.94   5.04    -    5.04    5.04 
ｿﾈﾊﾗﾜﾀﾙ 大町北高   +2.1   +1.5    +1.5    +1.5
松澤 幸哉(1)   4.48   4.93   4.87    4.93    4.93 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳﾔ 大町高   -1.1   -0.4   +1.6    -0.4    -0.4
荻澤 洸太(1)   4.83    x   4.31    4.83    4.83 
ｵｷﾞｻﾜｺｳﾀ 大町北高    0.0   +1.0   +0.6     0.0     0.0
寺口 夏輝(1)    x   4.56   4.80    4.80    4.80 
ﾃﾗｸﾞﾁ ﾅﾂｷ 大町高   -0.8   +2.0   -1.0    -1.0    -1.0
宮崎 貴正(1)   4.78   4.29   4.40    4.78    4.78 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾏｻ 塩尻志学館高   -0.7   -0.5   +0.7    -0.7    -0.7
窪田 五大(1)   4.73    -    -    4.73    4.73 
ｸﾎﾞﾀ ｺﾞﾀﾞｲ 穂高商業高   -1.7    -1.7    -1.7
野尻 英史(1)    x   4.61    x    4.61    4.61 
ﾉｼﾞﾘ ｴｲｼ 松本深志高    0.0   +0.1   -0.6    +0.1    +0.1
東原 陸(3)    x    x    x     x 記録なし
ﾋｶﾞｼﾊﾗ ﾘｸ 大町高   +2.0   +1.6   -1.2    +2.0
安藤 直哉(1) 欠場
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 田川高
草間 康彰(2) 欠場
ｸｻﾏ ﾔｽｱｷ 松商学園高
中嶋 友也 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ターミガンズ長野
松沢 卓哉(4) 欠場
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 松本大
立野 剛志(2) 欠場
ﾀﾁﾉ ﾂﾖｼ 信州大

26  8055

32   612

13  2486

20  8919

21  2063

7  2177

28 10  2123

29 6  2234

26 5  2068

27 1  1995

24 3  2072

25 33  2039

22 2  2170

23 34  2042

20 14  8915

21 4  2171

18 8  2236

19 9  2364

16 15  2540

17 16  9650

14 19  2345

15 17  2541

12 27  8007

13 11  2293

10 29  1942

11 18  8917

8 22  2538

9 23  2125

6 31  8225

7 28  2382

4 12  8718

5 24  2225

2 30  8818

3 25  8904

記録 備考

1 35  9755

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

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月22日  9:30

大会記録(GR)                    13.48 三浦 均                      梓川高教         1980        

 ３回の
 最高記録

中田 浩二(2)
ﾅｶﾀ ｺｳｼﾞ 木曽青峰高
寺島 国彦(1)
ﾃﾗｼﾏ ｸﾆﾋｺ 穂高商業高
宮澤 憲二
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ ターミガンズ長野
石崎 暁裕(2)
ｲｼｻﾞｷ ｱｷﾋﾛ 大町高
東方 大樹(1)
ﾄｳﾎﾞｳ ﾀﾞｲｷ 池田工業高
栗田　　桂(2)
ｸﾘﾀ  ｹｲ 白馬高
五十嵐 靖貴(1)
ｲｶﾞﾗｼ ﾔｽﾀｶ 大町高
山村 圭吾(1)
ﾔﾏﾑﾗ ｹｲｺﾞ 梓川高

  5.06   4.10   5.06 

  7.08   6.44   7.08 

2  2169
   -   4.53   4.33   4.92   4.53

  6.46   6.35    6.46   5.66
7 1  2074

   -

8

  7.72   7.35   7.72 

  7.23   7.94   7.94 

8  2032
  6.88   7.40   7.40   7.67   7.40

  6.80   7.45    7.82   7.69
5 7  2092

  7.82

6

  8.08   7.69   8.10 

  8.84   7.94   8.98 

3  2061
  7.70   8.10   7.28   7.80   8.10

  8.67   8.98    8.98    x
3 4  8927

  8.65

4

  9.07   8.94   8.84   9.07 

 10.21  10.28  10.28    x

2 5  2112
  8.95   8.82   8.13    8.95

記録 備考

1 6  1948
  9.92   9.78    x    9.92

-5- -6-

男子

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4-



決勝 8月22日 11:00

大会記録(GR)                    61.30 田中 完次                    大北陸協         1997        

 ３回の
 最高記録

友田 利男
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ シナノＡＣ
駒澤 佑也(3)
ｺﾏｻﾞﾜﾕｳﾔ 大町北高
花村 卓哉(2)
ﾊﾅﾑﾗ ﾀｸﾔ 塩尻志学館高
村田 匡彰(2)
ﾑﾗﾀ ﾏｻｱｷ 松本県ヶ丘高
鈴木 真弘
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ ターミガンズ長野
矢ヶ﨑 広樹(2)
ﾔｶﾞｻｷ ﾋﾛｷ 松商学園高
中村 悠陽(3)
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾋ 大町高
中村 俊輝(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾄｼｷ 大町高
上條 健宏(1)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹﾋﾛ 塩尻志学館高
福島 徹也(2)
ﾌｸｼﾏ ﾃﾂﾔ 松本深志高
務台 直希(1)
ﾑﾀｲ ﾅｵｷ 都市大塩尻高
小林 将也(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 松商学園高
五十嵐 友彰(3)
ｲｶﾞﾗｼﾄﾓｱｷ 大町北高
丸山 清嵩(1)
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾖﾀｶ 松本深志高
栗田　　桂(2)
ｸﾘﾀ  ｹｲ 白馬高
古川 俊(2)
ﾌﾙｶﾜ ｼｭﾝ 穂高商業高
吉澤 雄一朗(2) 欠場
ﾖｼｻﾞﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 松本蟻ヶ崎高
望月 政和 欠場
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ 安曇野陸協
宮尾 将文(2) 欠場
ﾐﾔｵ ﾏｻﾌﾐ 松本深志高

13  2224

12   611

11  2381

 29.58 

 30.76 

2  2122
   o    o  29.58   29.58

   o    o   30.76
15 19  2032

 30.76

16

 30.82 

 30.93 

1  2237
   x  30.82    o   30.82

 30.93    x   30.93
13 18  2041

   -

14

 31.64 

 32.41 

5  2476
   o    o  31.64   31.64

 32.41    x   32.41
11 9  2457

   x

12

 33.49 

 35.04 

6  2221
   o  33.49    o   33.49

 35.04    -   35.04
9 4  1996

   x

10

   -    -  35.35 

   -    -  37.90 

3  2060
   o    o  35.35    -  35.35

 37.90    -   37.90    -
7 8  2051

   o

8

   x    o  40.37 

   o  44.57  44.57 

7  2470
   x    o  37.44  40.37  37.44

   o  39.66   39.66    x
5 15  9108

   x

6

   o    o  45.10 

   o    -  46.34 

10  2281
 45.10    o    o    o  45.10

 46.34    -   46.34    o
3 14  2001

   o

4

   o    o    o  50.89 

 53.43    o  53.43    o

2 17  2040
 50.89    o    o   50.89

記録 備考

1 16  9062
   o    x  47.97   47.97

-5- -6-

男子

やり投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4-



予選 8月22日 11:55
決勝 8月22日 16:15

大会記録(GR)                    42.61 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ                    ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ        2007        
（岩田・村上・阪・赤沼）

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 松商学園高  2461 小林修也(3)     43.00 q  1   4 セイコーエプソン 8816 岩田 晃     43.54 q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾔ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ｲﾜﾀ ｱｷﾗ
 2462 宍戸直也(3)  8824 村上 禎之

ｼｼﾄﾞ ﾅｵﾔ ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾕｷ
 2478 宮澤 裕輝(1)  9868 鳥羽 康裕

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ﾄﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ
 2477 藤森 未知也(1)  8818 阪 圭央

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ ｻｶ ﾖｼﾋｻ
 2   6 木曽青峰高  1941 田中 俊紀(2)     44.73 q  2   2 ターミガンズ長野 8901 岡本 真平     45.39 q

ｷｿｾｲﾎｳ ﾀﾅｶ ﾄｼﾉﾘ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ
 1942 樽沢 佑弥(2)  9108 鈴木 真弘

ﾀﾙｻﾜ ﾕｳﾔ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ
 1947 科野 信人(2)  8917 永井 剛

ｼﾅﾉ ﾉﾌﾞﾄ ﾅｶﾞｲ ﾀｹｼ
 1951 上垣外 旭(2)  8927 宮澤 憲二

ｶﾐｶﾞｲﾄ ｱｻﾋ ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ
 3   7 松本蟻ヶ崎高  2385 高木 駿(2)     45.89 q  3   5 大町高  2057 勝野 醇也(2)     45.55 q

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝ ｵｵﾏﾁｺｳ ｶﾂﾉ ｼﾞｭﾝﾔ
 2400 酒井 聖矢(1)  2054 鳥屋 心吾(2)

ｻｶｲ ｾｲﾔ ﾄﾘﾔ ｼﾝｺﾞ
 2386 宮川 弦士(2)  2062 山崎 拓実(2)

ﾐﾔｶﾞﾜ ｹﾞﾝｼ ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾐ
 2382 上條 智之(2)  2058 川西 翔太(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄﾓﾕｷ ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ
 4   3 松本工業高  2421 平林 和泰(2)     46.62  4   3 松本深志高  2224 宮尾 将文(2)     45.66 q

ﾏﾂﾓﾄｺｳｷﾞｮｳｺｳ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾋﾛ ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ﾐﾔｵ ﾏｻﾌﾐ
 2420 重田 直宣(2)  2222 奥田 了(2)

ｼｹﾞﾀ ﾅｵﾖｼ ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳ
 2430 清水 祐希(1)  2225 上條 将吾(2)

ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺﾞ
 2425 山腰 昇(1)  2228 小川 貴之(1)

ﾔﾏｺｼ ﾉﾎﾞﾙ ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ
 5   8 大町北高  2037 太田 一臣(1)     47.12  5   7 田川高  2935 宮島 優也(2)     46.21 q

ｵｵﾏﾁｷﾀｺｳ ｵｵﾀｶｽﾞｵﾐ ﾀｶﾞﾜｺｳ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ
 2042 曽根原 渉(1)  2938 秋谷 聡(2)

ｿﾈﾊﾗﾜﾀﾙ ｱｷﾔ ｻﾄｼ
 2043 内川 直己(2)  2937 今井 美靖(2)

ｳﾁｶﾜﾅｵﾐ ｲﾏｲ ﾖｼﾔｽ
 2046 山岸 聖矢(2)  2177 安藤 直哉(1)

ﾔﾏｷﾞｼｾｲﾔ ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ
 6   2 穂高商業高  2111 髙橋 拓大(1)     47.58  6   6 松本美須々ヶ丘高 2352 川上 拓朗(1)     46.32 

ﾎﾀｶｼｮｳｷﾞｮｳ ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾀﾞｲ ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞ ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾛｳ
 2123 窪田 五大(1)  2345 澤谷 大軌(2)

ｸﾎﾞﾀ ｺﾞﾀﾞｲ ｻﾜﾔ ﾋﾛｷ
 2124 望月 康平(1)  2348 三村 一暉(2)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ ﾐﾑﾗ ｶｽﾞｷ
 2125 青沼 和紀(1)  2344 上松 敬弘(2)

ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ ｳｴﾏﾂ ﾀｶﾋﾛ
  4 梓川高  2169 山村 圭吾(1)

ｱｽﾞｻｶﾞﾜ ﾔﾏﾑﾗ ｹｲｺﾞ 欠場
 2168 多湖 隆史(2)

ﾀｺﾞ ﾀｶﾌﾐ
 2170 平田 勝也(1)

ﾋﾗﾀ ｶﾂﾔ
 2171 松澤 詠太(1)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲﾀ

男子

4×100m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 松商学園高  2461 小林修也(3)     43.00 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾔ
 2462 宍戸直也(3)

ｼｼﾄﾞ ﾅｵﾔ
 2478 宮澤 裕輝(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
 2477 藤森 未知也(1)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ
 2   7 セイコーエプソン 8816 岩田 晃     43.10 

ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ｲﾜﾀ ｱｷﾗ
 8824 村上 禎之

ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾕｷ
 9868 鳥羽 康裕

ﾄﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ
 8818 阪 圭央

ｻｶ ﾖｼﾋｻ
 3   5 ターミガンズ長野 8901 岡本 真平     44.72 

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ
 9816 内山 幹雄

ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ
 9815 新井 大地

ｱﾗｲ ﾀﾞｲﾁ
 9108 鈴木 真弘

ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ
 4   4 木曽青峰高  1941 田中 俊紀(2)     44.76 

ｷｿｾｲﾎｳ ﾀﾅｶ ﾄｼﾉﾘ
 1942 樽沢 佑弥(2)

ﾀﾙｻﾜ ﾕｳﾔ
 1947 科野 信人(2)

ｼﾅﾉ ﾉﾌﾞﾄ
 1951 上垣外 旭(2)

ｶﾐｶﾞｲﾄ ｱｻﾋ
 5   2 松本蟻ヶ崎高  2385 高木 駿(2)     45.89 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ﾀｶｷﾞ ｼｭﾝ
 2400 酒井 聖矢(1)

ｻｶｲ ｾｲﾔ
 2364 中田 逸人(1)

ﾅｶﾀ ﾊﾔﾄ
 2386 宮川 弦士(2)

ﾐﾔｶﾞﾜ ｹﾞﾝｼ
 6   3 田川高  2935 宮島 優也(2)     45.94 

ﾀｶﾞﾜｺｳ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳﾔ
 2938 秋谷 聡(2)

ｱｷﾔ ｻﾄｼ
 2937 今井 美靖(2)

ｲﾏｲ ﾖｼﾔｽ
 2177 安藤 直哉(1)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ
 7   9 松本深志高  2235 小幡 卓哉(1)     46.08 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ｵﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ
 2222 奥田 了(2)

ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳ
 2225 上條 将吾(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺﾞ
 2228 小川 貴之(1)

ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ
  8 大町高  2057 勝野 醇也(2)

ｵｵﾏﾁｺｳ ｶﾂﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 途中棄権
 2054 鳥屋 心吾(2)

ﾄﾘﾔ ｼﾝｺﾞ
 2062 山崎 拓実(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸﾐ
 2058 川西 翔太(2)

ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ

男子

4×100m
決勝



予選 8月22日  9:10
決勝 8月22日 16:40

大会記録(GR)                  3:24.3  松商学園高                   松商学園高       1989        
（薄井・松村・岡本・小林）

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 セイコーエプソン 8818 阪 圭央   3:32.73 q  1   2 木曽青峰高  1942 樽沢 佑弥(2)   3:35.82 q

ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ｻｶ ﾖｼﾋｻ ｷｿｾｲﾎｳ ﾀﾙｻﾜ ﾕｳﾔ
 8824 村上 禎之  1949 橋戸 幸平(2)

ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾕｷ ﾊｼﾄﾞ ｺｳﾍｲ
 9868 鳥羽 康裕  1945 振田 孝平(2)

ﾄﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ ﾌｯﾀ ｺｳﾍｲ
 8816 岩田 晃  1947 科野 信人(2)

ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ｼﾅﾉ ﾉﾌﾞﾄ
 2   6 松商学園高  2478 宮澤 裕輝(1)   3:39.08 q  2   4 ターミガンズ長野 9815 新井 大地   3:39.55 q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ｱﾗｲ ﾀﾞｲﾁ
 2474 新村 大輝(2)  8919 中嶋 友也

ﾆｲﾑﾗ ﾀﾞｲｷ ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ
 2487 村瀬 翔太(1)  8915 田中 慎一

ﾑﾗｾ ｼｮｳﾀ ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁ
 2477 藤森 未知也(1)  8899 和泉 幸明

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ ｲｽﾞﾐ ﾕｷｱｷ
 3   4 豊科高  2541 清水 健祐(1)   3:41.46 q  3   8 大町北高  2037 太田 一臣(1)   3:45.46 q

ﾄﾖｼﾅｺｳ ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ ｵｵﾏﾁｷﾀｺｳ ｵｵﾀｶｽﾞｵﾐ
 2539 青木 太平(2)  2043 内川 直己(2)

ｱｵｷ ﾀｲﾍｲ ｳﾁｶﾜﾅｵﾐ
 2538 腰原 誠(3)  2041 五十嵐 友彰(3)

ｺｼﾊﾗ ﾏｺﾄ ｲｶﾞﾗｼﾄﾓｱｷ
 2540 吉田 隼人(2)  2046 山岸 聖矢(2)

ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ ﾔﾏｷﾞｼｾｲﾔ
 4   2 松本深志高  2235 小幡 卓哉(1)   3:45.21 q  4   3 長野高専  3514 長谷川 将己(1)   3:46.24 q

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ｵﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｷ
 2236 中川 聡(1)  8161 奥原 達朗(5)

ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ ｵｸﾊﾗ ﾀﾂﾛｳ
 2225 上條 将吾(2)  3512 横山 諒(1)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺﾞ ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳ
 2232 進士 拓郎(1)  3537 山本 龍一(3)

ｼﾝｼ ﾀｸﾛｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ
 5   7 松本工業高  2427 杉谷 啓太(1)   3:50.91  5   6 松本蟻ヶ崎高  2400 酒井 聖矢(1)   3:51.25 

ﾏﾂﾓﾄｺｳｷﾞｮｳｺｳ ｽｷﾞﾔ ｹｲﾀ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｻｶｲ ｾｲﾔ
 2423 上原 航(1)  2361 徳田 吉彦(1)

ｳｴﾊﾗ ﾜﾀﾙ ﾄｸﾀﾞ ﾖｼﾋｺ
 2426 鰐川 堅斗(1)  2363 小口 拳人(1)

ﾜﾆｶﾜ ｹﾝﾄ ｵｸﾞﾁ  ｹﾝﾄ
 2431 齋藤 武蔵(1)  2362 森田 耕陽(1)

ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ ﾓﾘﾀ ｺｳﾖｳ
 6   3 松本美須々ヶ丘高 2354 内山 侑希(1)   4:00.26  6   5 大町高  2067 松井 岳(1)   3:52.34 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞ ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｷ ｵｵﾏﾁｺｳ ﾏﾂｲ ﾀｹｼ
 2353 竹腰 直紀(1)  2069 横沢 俊(2)

ﾀｹｺｼ ﾅｵｷ ﾖｺｻﾜ ｼｭﾝ
 2351 上原 拓馬(1)  2074 五十嵐 靖貴(1)

ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾏ ｲｶﾞﾗｼ ﾔｽﾀｶ
 2352 川上 拓朗(1)  2064 寺島 翔太(1)

ｶﾜｶﾐ ﾀｸﾛｳ ﾃﾗｼﾏ ｼｮｳﾀ
 7   8 創造学園高  2512 林 優人(1)   4:01.36  7   7 田川高  2178 青山 和暉(1)   4:01.77 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ ﾀｶﾞﾜｺｳ ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞｷ
 2517 堀内 正和(1)  2937 今井 美靖(2)

ﾎﾘｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ ｲﾏｲ ﾖｼﾔｽ
 2511 後藤 隼人(1)  2180 田中 樹(1)

ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ ﾀﾅｶ ｲﾂｷ
 2510 桑原 大吾(1)  2938 秋谷 聡(2)

ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ ｱｷﾔ ｻﾄｼ

男子

4×400m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 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 セイコーエプソン 8824 村上 禎之   3:27.54 

ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ﾑﾗｶﾐ ﾖｼﾕｷ
 9868 鳥羽 康裕

ﾄﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ
 8818 阪 圭央

ｻｶ ﾖｼﾋｻ
 8816 岩田 晃

ｲﾜﾀ ｱｷﾗ
 2   4 ターミガンズ長野 9819 吉田 幹弘   3:28.74 

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ﾖｼﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ
 9816 内山 幹雄

ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ
 8915 田中 慎一

ﾀﾅｶ ｼﾝｲﾁ
 8899 和泉 幸明

ｲｽﾞﾐ ﾕｷｱｷ
 3   7 木曽青峰高  1942 樽沢 佑弥(2)   3:34.78 

ｷｿｾｲﾎｳ ﾀﾙｻﾜ ﾕｳﾔ
 1949 橋戸 幸平(2)

ﾊｼﾄﾞ ｺｳﾍｲ
 1945 振田 孝平(2)

ﾌｯﾀ ｺｳﾍｲ
 1947 科野 信人(2)

ｼﾅﾉ ﾉﾌﾞﾄ
 4   6 松商学園高  2478 宮澤 裕輝(1)   3:35.46 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
 2464 近藤 遼弥(3)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾔ
 2487 村瀬 翔太(1)

ﾑﾗｾ ｼｮｳﾀ
 2477 藤森 未知也(1)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ
 5   9 松本深志高  2232 進士 拓郎(1)   3:40.46 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ｼﾝｼ ﾀｸﾛｳ
 2225 上條 将吾(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺﾞ
 2228 小川 貴之(1)

ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ
 2222 奥田 了(2)

ｵｸﾀﾞ ﾘｮｳ
 6   8 豊科高  2541 清水 健祐(1)   3:44.06 

ﾄﾖｼﾅｺｳ ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ
 2539 青木 太平(2)

ｱｵｷ ﾀｲﾍｲ
 2538 腰原 誠(3)

ｺｼﾊﾗ ﾏｺﾄ
 2540 吉田 隼人(2)

ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ
 7   2 長野高専  3514 長谷川 将己(1)   3:50.09 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｷ
 8161 奥原 達朗(5)

ｵｸﾊﾗ ﾀﾂﾛｳ
 3512 横山 諒(1)

ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳ
 3537 山本 龍一(3)

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ
 8   3 大町北高  2037 太田 一臣(1)   3:52.29 

ｵｵﾏﾁｷﾀｺｳ ｵｵﾀｶｽﾞｵﾐ
 2043 内川 直己(2)

ｳﾁｶﾜﾅｵﾐ
 2041 五十嵐 友彰(3)

ｲｶﾞﾗｼﾄﾓｱｷ
 2046 山岸 聖矢(2)

ﾔﾏｷﾞｼｾｲﾔ

男子

4×400m
決勝



予選 8月22日  9:45
決勝 8月22日 14:40

大会記録(GR)                    11.0  小林 幸寛                    鎌田中           1999        

[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 +2.2

 1 清水 恒之介(3)     12.26 q  1 小柳 堅一(3)     11.71 q
ｼﾐｽﾞ ｺｳﾉｽｹ 清水中 ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信明中

 2 佐藤 公則(2)     12.54  2 大久保 達弥(2)     12.28 q
ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 仁科台中 ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 梓川中

 3 黒岩 達(2)     13.34  3 川井 渓太(1)     12.47 
ｸﾛｲﾜ ｻﾄｼ 豊科北中 ｶﾜｲ  ｹｲﾀ 上松中

 4 中村 佳樹(3)     13.38  4 真保 智輝(2)     12.85 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｷ 丘中 ｼﾝﾎﾞ ﾄﾓｷ 塩尻中

 5 丸田 佳(2)     13.54  5 降旗 敬(2)     12.85 
ﾏﾙ ﾀｹｲ 信明中 ﾌﾘﾊﾀ ｹｲ 菅野中

 6 浅野 雷斗(2)     14.00  6 東山 壱成(2)     13.59 
ｱｻﾉ ﾗｲﾄ 堀金中 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ 鎌田中

 7 細川 健人(1)     14.94  7 宮田 拓実(1)     13.63 
ﾎｿｶﾜ ｹﾝﾄ 穂高西中 ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 鉢盛中

 8 青木 慧(1)     16.45  8 石橋謙太朗(1)     15.79 
ｱｵｷ  ｹｲ 附属松本中 ｲｼﾊﾞｼｹﾝﾀﾛｳ 高綱中

[ 3組] 風速 +1.4 [ 4組] 風速 +2.1

 1 矢ヶ崎 祐介(1)     12.29 q  1 木藤 幸希(3)     12.25 q
ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 塩尻中 ｷﾄｳ ﾖｼｷ 波田中

 2 松澤 直樹(2)     13.32  2 伊藤 隆意(2)     12.32 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ 仁科台中 ｲﾄｳ ﾘｭｳｲ 松島中

 3 小池 萌都紀(2)     13.81  3 三村 航輝(2)     12.69 
ｺｲｹ ﾓﾄｷ 清水中 ﾐﾑﾗ ｺｳｷ 塩尻広陵中

 4 樽沢 紘人(2)     14.07  4 高津 大輔(2)     12.70 
ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 大桑中 ﾀｶﾂ ﾀﾞｲｽｹ 丘中

 5 岩田 拓哉(1)     14.13  5 長崎 達也(2)     13.29 
ｲﾜﾀ ﾀｸﾔ 小谷中 ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾂﾔ 才教学園中

 6 田中 啓介(1)     16.38  6 奥原 隼太(2)     13.50 
ﾀﾅｶ ｹｲｽｹ 高綱中 ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 北安松川中

 7 熊澤 峻悟(1)     16.80  7 平井 雄大(1)     15.27 
ｸﾏｻﾞﾜ ｼｭﾝｺﾞ 丸ﾉ内中 ﾋﾗｲ ﾕｳﾀ 鉢盛中
佐原 涼太(2) 溝上 貴志(2)
ｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 梓川中 ﾐｿﾞｳｴ  ﾀｶｼ 附属松本中

[ 5組] 風速 +0.7 [ 6組] 風速 +2.5

 1 常盤 大智(3)     11.84 q  1 抜井 裕介(3)     11.43 q
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高東中 ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ 開成中

 2 花岡 司(2)     12.96  2 細萱 元太(1)     12.76 
ﾊﾅｵｶ ﾂｶｻ 小谷中 ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 豊科北中

 3 西牧 樹生(1)     13.46  3 遠藤 聡(2)     12.81 
ﾆｼﾏｷ ﾀﾂｷ 丸ﾉ内中 ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 三郷中

 4 藤澤 勇仁(2)     13.50  4 前澤 和幸(2)     13.32 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳｼﾞ 松島中 ﾏｴｻﾞﾜ ｶｽﾞﾕｷ 菅野中

 5 織茂 大地(1)     14.57  5 佐藤 幹也(2)     13.60 
ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 波田中 ｻﾄｳ ﾐｷﾔ 堀金中

 6 下田 一詩(1)     15.00  6 黒岩 健人(1)     15.15 
ｼﾓﾀﾞ ｶｽﾞｼ 穂高西中 ｸﾛｲﾜ ｹﾝﾄ 筑摩野中
新原 航平(2) 栗田 雄一(2)
ｼﾝﾊﾞﾗｺｳﾍｲ 福島中 ｸﾘﾀ  ﾕｳｲﾁ 明善中

[ 7組] 風速 -1.7

 1 中畑 恭介(3)     11.72 q
ﾅｶﾊﾀｷｮｳｽｹ 福島中

 2 小野沢 達也(2)     12.73 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 穂高東中

 3 関塚 賢悟(2)     12.90 
ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ 塩尻広陵中

 4 竹内 優斗(3)     12.95 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 開成中

 5 三間 翔(1)     13.31 
ﾐﾂﾏ ｶｹﾙ 三郷中

 6 矢口 優介(1)     14.14 
ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 北安松川中

 7 筒井 侑希(1)     15.28 
ﾂﾂｲ ﾕｳｷ 筑摩野中
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4  3757
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2  3442
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所属名



風速 +0.8

 1 中畑 恭介(3)     11.61 
ﾅｶﾊﾀｷｮｳｽｹ 福島中

 2 抜井 裕介(3)     11.63 
ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ 開成中

 3 常盤 大智(3)     11.74 
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高東中

 4 小柳 堅一(3)     11.85 
ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信明中

 5 清水 恒之介(3)     12.26 
ｼﾐｽﾞ ｺｳﾉｽｹ 清水中

 6 矢ヶ崎 祐介(1)     12.33 
ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 塩尻中

 7 大久保 達弥(2)     12.37 
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 梓川中

 8 木藤 幸希(3)     12.49 
ｷﾄｳ ﾖｼｷ 波田中

2  3606

9  3259

3  3151

5  5728

8  5685

4  3432

7  2867

6  5863

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

中学男子



予選 8月22日 10:45
決勝 8月22日 13:35

大会記録(GR)                    52.37 永島 侃                      木祖中           2005        

[ 1組] [ 2組]

 1 伊藤 廉(3)     55.20 q  1 若林 颯(3)     54.25 q
ｲﾄｳ ﾚﾝ 豊科北中 ﾜｶﾊﾞﾔｼ  ﾊﾔﾃ 附属松本中

 2 水島 優(2)     58.82 q  2 松井 友之輔(3)     58.24 q
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 塩尻中 ﾏﾂｲﾕｳﾉｽｹ 福島中

 3 薛 玄太郎(1)     59.91 q  3 渡辺 優樹(2)   1:00.07 
ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 北安松川中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 丘中

 4 武居 翔平(3)   1:01.21  4 百瀬 弦(2)   1:00.48 
ﾀｹｲ ｼｮｳﾍｲ 開成中 ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ 塩尻広陵中

 5 今滝 春彦(2)   1:01.59  5 北原 泰地(2)   1:02.39 
ｲﾏﾀｷ ﾊﾙﾋｺ 仁科台中 ｷﾀﾊﾗ ﾀｲﾁ 山辺中

 6 上田 星矢   1:02.57  6 片桐 優希(2)   1:07.69 
ｳｴﾀﾞ ｾｲﾔ 鉢盛中 ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳｷ 清水中

 7 齋藤 駿太(1)   1:06.06  7 河西 勇介(1)   1:10.29 
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ 梓川中 ｶｻｲ ﾕｳｽｹ 丸ﾉ内中

 8 古畑 朋也(1)   1:08.11  8 松澤 大地(1)   1:14.00 
ﾌﾙﾊﾀ ﾄﾓﾔ 三郷中 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高西中

 9 竹内 康平(1)   1:08.63  9 一瀬 拓郎(1)   1:19.24 
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ 筑摩野中 ｶｽﾞｾ ﾀｸﾛｳ 北安松川中

[ 3組] [ 4組]

 1 松井 一陽(2)     55.70 q  1 山田 匠(3)     54.62 q
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 仁科台中 ﾀﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 塩尻広陵中

 2 藤松 楓季(2)     59.07 q  2 松本 卓也(2)   1:02.26 
ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ 豊科北中 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 鎌田中

 3 牧内 憲三(2)   1:03.69  3 田村 拓也(2)   1:03.38 
ﾏｷｳﾁ ｹﾝｿﾞｳ 信明中 ﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 開成中

 4 萩原 勇貴(2)   1:04.70  4 新村 智紀(2)   1:04.01 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｷ 高綱中 ﾆｲﾑﾗ ﾄﾓｷ 高綱中

 5 河野 修平(2)   1:05.21  5 竹原 諄(1)   1:05.59 
ｺｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 松島中 ﾀｹﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 三郷中

 6 阿部 憲瑞(2)   1:07.83  6 今井 諒(1)   1:06.67 
ｱﾍﾞ  ﾉﾘﾐﾂ 附属松本中 ｲﾏｲ ﾘｮｳ 清水中

 7 降旗 俊(1)   1:12.65  7 三島 太成   1:06.94 
ﾌﾘﾊﾀ ｼｭﾝ 鎌田中 ﾐｼﾏ ﾀｲｾｲ 鉢盛中

 8 小林 匠巳(2)   1:14.79  8 山下 諒(1)   1:07.08 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 梓川中 ﾔﾏｼﾀ ﾘｮｳ 穂高西中
池上 響司(2)  9 市毛 彰人(2)   1:07.09 
ｲｹｶﾞﾐ ｷｮｳｼﾞ 筑摩野中 ｲﾁｹﾞ ｱｷﾄ 松島中

 1 若林 颯(3)     53.67 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ  ﾊﾔﾃ 附属松本中

 2 山田 匠(3)     53.97 
ﾀﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 塩尻広陵中

 3 伊藤 廉(3)     54.62 
ｲﾄｳ ﾚﾝ 豊科北中

 4 松井 友之輔(3)     56.32 
ﾏﾂｲﾕｳﾉｽｹ 福島中

 5 松井 一陽(2)     56.35 
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 仁科台中

 6 藤松 楓季(2)     58.79 
ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ 豊科北中

 7 薛 玄太郎(1)   1:00.65 
ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 北安松川中
水島 優(2)
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 塩尻中

9  3138
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5  3227

所属名 記録／備考
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決勝 8月22日 13:00

大会記録(GR)                  9:19.4  山田 展行                    豊科南中         1986        

[ 1組] [ 2組]

 1 佐伯 拓海(3)   9:43.58  1 細川 翔太郎(3)   9:40.05 
ｻｴｷ  ﾀｸﾐ 附属松本中 ﾎｿｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 豊科北中

 2 小川 健太(2)  10:17.24  2 村瀬 崚(2)   9:57.24 
ｵｶﾞﾜｹﾝﾀ 福島中 ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 梓川中

 3 山下 大吾  10:20.31  3 上條 広裕希(3)  10:11.98 
ﾔﾏｼﾀ ﾀﾞｲｺﾞ 鉢盛中 ｶﾐｼﾞｮｳ  ﾋﾛﾕｷ 附属松本中

 4 千國 剛史(2)  10:28.88  4 植木 康平(2)  10:27.92 
ﾁｸﾆ ﾂﾖｼ 三郷中 ｳｴｷ ｺｳﾍｲ 丘中

 5 碓井 智也(3)  10:29.07  5 三沢 遼(2)  10:40.72 
ｳｽｲ ﾄﾓﾔ 豊科北中 ﾐｻﾜ ﾘｮｳ 松島中

 6 小田切 達也(2)  10:44.57  6 山崎 航(2)  10:44.92 
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾀﾂﾔ 仁科台中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 明科中

 7 中島 大智(2)  10:50.02  7 中畑 量平(2)  10:46.98 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 大桑中 ﾅｶﾊﾀ ﾘｮｳﾍｲ 仁科台中

 8 関谷 健(2)  10:50.14  8 高橋 涼太(3)  10:47.00 
ｾｷﾔ ﾀｹﾙ 北安松川中 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 北安松川中

 9 浅村 祐貴(2)  10:51.37  9 太田 賢斗  10:56.39 
ｱｻﾑﾗ ﾕｳｷ 山辺中 ｵｵﾀ ｹﾝﾄ 鉢盛中

10 塩原 潤(1)  11:05.40 10 山田 稔輝(2)  11:09.43 
ｼｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 才教学園中 ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｷ 堀金中

11 山本 侑矢(1)  11:09.04 11 小口 智大(2)  11:12.28 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 丘中 ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 山辺中

12 中島 健登(2)  11:10.34 12 森本 敦士(2)  11:26.40 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾄ 松島中 ﾓﾘﾓﾄ ｱﾂｼ 穂高西中

13 花岡 明(2)  11:21.44 13 舟島 聖也(1)  11:43.94 
ﾊﾅｵｶ ｱｷﾗ 清水中 ﾌﾈｼﾏ ｾｲﾔ 大桑中

14 田中 晴之輔(1)  11:23.78 14 檀浦 知樹(2)  11:53.02 
ﾀﾅｶ  ﾊﾙﾉｽｹ 明科中 ﾀﾞﾝﾉｳﾗ ﾄﾓｷ 塩尻広陵中

15 澤田 竜馬(2)  11:49.92 15 寺島 滉己(1)  12:27.99 
ｻﾜﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 波田中 ﾃﾗｼﾏ ｺｳｷ 筑摩野中

16 赤羽 祥紀(2)  12:06.10 16 塩原 克彦(2)  12:58.72 
ｱｶﾊﾈ ﾔｽﾕｷ 鎌田中 ｼｵﾊﾗ ｶﾂﾋｺ 塩尻中

17 一ノ瀬 陸朗(2)  12:13.93 17 柳澤 涼(2)  13:35.71 
ｲﾁﾉｾ ﾘｸﾛｳ 塩尻中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾘｮｳ 明善中

18 佐々木 康二(2)  12:25.99 18 高木 広喜(2)  13:49.55 
ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 堀金中 ﾀｶｷﾞ ﾋﾛｷ 鎌田中

19 田中 聖大(2)  12:26.06 高橋 玲(3)
ﾀﾅｶ ﾏｻﾋﾛ 開成中 ﾀｶﾊｼ ﾚｲ 波田中

20 猪熊 敦志(1)  13:04.57 恩田 佑哉(1)
ｲﾉｸﾏ ｱﾂｼ 塩尻広陵中 ｵﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ 三郷中
小松 公貴(2) 宮下 知也(2)
ｺﾏﾂ  ｺｳｷ 明善中 ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓﾔ 清水中
内野 ハジメ(2) 三澤 岳志(1)
ｳﾁﾉ ﾊｼﾞﾒ 塩尻西部中 ﾐｻﾜ ﾀｹｼ 塩尻西部中
二村 航平(2)
ﾆﾑﾗ ｺｳﾍｲ 穂高西中
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   1 細川 翔太郎(3) 豊科北中     9:40.05   2   1
   2 佐伯 拓海(3) 附属松本中     9:43.58   1   1
   3 村瀬 崚(2) 梓川中     9:57.24   2   2
   4 上條 広裕希(3) 附属松本中    10:11.98   2   3
   5 小川 健太(2) 福島中    10:17.24   1   2
   6 山下 大吾 鉢盛中    10:20.31   1   3
   7 植木 康平(2) 丘中    10:27.92   2   4
   8 千國 剛史(2) 三郷中    10:28.88   1   4
   9 碓井 智也(3) 豊科北中    10:29.07   1   5
  10 三沢 遼(2) 松島中    10:40.72   2   5
  11 小田切 達也(2) 仁科台中    10:44.57   1   6
  12 山崎 航(2) 明科中    10:44.92   2   6
  13 中畑 量平(2) 仁科台中    10:46.98   2   7
  14 高橋 涼太(3) 北安松川中    10:47.00   2   8
  15 中島 大智(2) 大桑中    10:50.02   1   7
  16 関谷 健(2) 北安松川中    10:50.14   1   8
  17 浅村 祐貴(2) 山辺中    10:51.37   1   9
  18 太田 賢斗 鉢盛中    10:56.39   2   9
  19 塩原 潤(1) 才教学園中    11:05.40   1  10
  20 山本 侑矢(1) 丘中    11:09.04   1  11
  21 山田 稔輝(2) 堀金中    11:09.43   2  10
  22 中島 健登(2) 松島中    11:10.34   1  12
  23 小口 智大(2) 山辺中    11:12.28   2  11
  24 花岡 明(2) 清水中    11:21.44   1  13
  25 田中 晴之輔(1) 明科中    11:23.78   1  14
  26 森本 敦士(2) 穂高西中    11:26.40   2  12
  27 舟島 聖也(1) 大桑中    11:43.94   2  13
  28 澤田 竜馬(2) 波田中    11:49.92   1  15
  29 檀浦 知樹(2) 塩尻広陵中    11:53.02   2  14
  30 赤羽 祥紀(2) 鎌田中    12:06.10   1  16
  31 一ノ瀬 陸朗(2) 塩尻中    12:13.93   1  17
  32 佐々木 康二(2) 堀金中    12:25.99   1  18
  33 田中 聖大(2) 開成中    12:26.06   1  19
  34 寺島 滉己(1) 筑摩野中    12:27.99   2  15
  35 塩原 克彦(2) 塩尻中    12:58.72   2  16
  36 猪熊 敦志(1) 塩尻広陵中    13:04.57   1  20
  37 柳澤 涼(2) 明善中    13:35.71   2  17
  38 高木 広喜(2) 鎌田中    13:49.55   2  18
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決勝 8月22日 11:30

大会記録(GR)                     1.85 村中 智彦                    大野川中         2008        

1m70 1m75
上野 蒼生(3) - - - - - - xo o o xxo
ｳｴﾉ ｱｵｲ 王滝中 xo xxx
遠藤 聡(2) - - - - - - o o xo xxx
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 三郷中
太田 魁星(3) - - o o o o o o xxx
ｵｵﾀ ｶｲｾｲ 波田中
忠地 大成(2) - - o o o o o o xxx
ﾀﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ 波田中
洞澤 宏樹(3) - - - - - - o o xxx
ﾎﾗｻﾜ ﾋﾛｷ 開成中
河野 弘喜(2) - - - - - - o xxx
ｺｳﾉ ﾋﾛｷ 松島中
中村 健斗(2) - - o o o xo xxx
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 開成中
塚田 真史(2) - - o o xxx
ﾂｶﾀﾞ ﾏｻｼ 仁科台中
丸山 達大(1) - - o xxx
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ 旭町中
丸山 拓哉(1) - - o xxx
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾄ 筑摩野中
宮田 賢一(3) - - o xxx
ﾐﾔﾀ ｹﾝｲﾁ 山辺中
勝野 涼大(2) - - o - - - x/
ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ 仁科台中
長澤 皓平(2) - - o - - - xx/
ﾅｶﾞｻﾜ ｺｳﾍｲ 松島中
青木 駿弥(1) o o xxo xxx
ｱｵｷ ｼｭﾝﾔ 梓川中
荻澤 昌俊(1) o o xxx
ｵｷﾞｻﾜ ﾏｻﾄｼ 小谷中
藤原 利章(1) xxo xo xxx
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科北中
山下 紘永(1) xo xxx
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 豊科北中
宮永 理南(1) - - xxx 記録なし
ﾐﾔﾅｶﾞ  ﾘﾅﾝ 附属松本中
小口 裕大(2) - - xxx 記録なし
ｵｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾞｲ 高綱中
船津 洸(2) - - - - - - x/ 記録なし
ﾌﾅﾂ ﾋｶﾙ 小谷中
白石 大地(1) 欠場
ｼﾗｲｼ  ﾀﾞｲﾁ 附属松本中
下川 貞仁(1) 欠場
ｼﾓｶﾜ ｻﾀﾞﾋﾄ 塩尻中
諏訪 秀聖(1) 欠場
ｽﾜ ｼｭｳｾｲ 穂高西中
西尾 信ノ輔(1) 欠場
ﾆｼｵ ｼﾝﾉｽｹ 穂高西中
曽山 竜馬(2) 欠場
ｿﾔﾏ ﾘｮｳﾏ 高綱中
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決勝 8月22日 10:30

大会記録(GR)                     6.52 小林 正紀                    穂高中           1983        

 ３回の
 最高記録

米久保 一樹(3)   5.45   5.32   5.09    5.45   5.51   5.58    x    5.58 
ﾖﾈｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ 塩尻広陵中   +3.4   +0.6   +0.8    +3.4   +1.1   -0.8    -0.8
今井 憲暢(3)    -   4.78   5.19    5.19   5.35   5.43   5.44    5.44 
ｲﾏｲ ｶｽﾞﾏｻ 開成中   +0.2   +0.3    +0.3   +1.5   -1.0   +1.8    +1.8
木藤 幸希(3)   4.98   5.24   4.78    5.24   5.02   5.38   5.17    5.38 
ｷﾄｳ ﾖｼｷ 波田中   +0.9   +2.2   +1.3    +2.2   +0.8   -1.2   +2.1    -1.2
奥原 隼太(2)   5.21   5.08    x    5.21    x   5.21    x    5.21 
ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 北安松川中   +2.3   +1.6   +1.1    +2.3   +0.4   -0.6   +1.9    -0.6
中野 涼介(2)   4.86   4.97    x    4.97   5.06   4.93   5.20    5.20 
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 塩尻広陵中   +1.2   +2.2   +0.1    +2.2   +0.2   -1.0   +0.1    +0.1
降旗 敬(2)   4.56   4.79   4.43    4.79   4.70   4.78   5.03    5.03 
ﾌﾘﾊﾀ ｹｲ 菅野中   -0.4    0.0   -0.9     0.0   -1.8   +0.3   -0.8    -0.8
大久保 祐作(3)   4.92    x   4.84    4.92   4.93    x   5.00    5.00 
ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｻｸ 鉢盛中   +2.3   -1.6   +0.6    +2.3   -1.0   -0.7   +0.3    +0.3
大久保 太陽(2)   4.73   4.91   4.75    4.91    x   4.72   4.70    4.91 
ｵｵｸﾎﾞ ﾀｲﾖｳ 高綱中   +1.6   +3.4   -0.4    +3.4   -0.6   -1.0   +1.3    +3.4
村瀬 直希(2)   4.74   4.72   4.42    4.74    4.74 
ﾑﾗｾ ﾅｵｷ 梓川中    0.0   -0.3   -1.6     0.0     0.0
山﨑 大輝(2)    x   4.51   4.56    4.56    4.56 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 丸ﾉ内中   +0.5   -0.5    -0.5    -0.5
小野沢 達也(2)    -    x   4.56    4.56    4.56 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 穂高東中   +0.8   -0.2    -0.2    -0.2
東井 誠弥(2)   4.49   4.54    x    4.54    4.54 
ﾄｳｲ ｾｲﾔ 三郷中   +1.7   +1.4   +2.4    +1.4    +1.4
宇佐美 貴大(1)   4.36   4.54   4.44    4.54    4.54 
ｳｻﾐ ﾀｶﾋﾛ 仁科台中   -0.3   -1.4   -0.8    -1.4    -1.4
小林 拓未(1)    x   4.47    x    4.47    4.47 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 穂高西中   -1.7   -1.0    -1.7    -1.7
小林 航(2)   4.36   4.45   4.23    4.45    4.45 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 高綱中   +0.6   -0.7   -1.6    -0.7    -0.7
久保田 正吾(1)   4.45   4.24   4.32    4.45    4.45 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 鉢盛中   -0.3   -1.6   -1.9    -0.3    -0.3
濱 哲也(2)   4.34   4.30   4.39    4.39    4.39 
ﾊﾏ ﾃﾂﾔ 三郷中   +0.7   -1.4   -1.8    -1.8    -1.8
石田 展雅(1)   4.30   4.26   4.31    4.31    4.31 
ｲｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾏｻ 旭町中   -2.2   +1.5    +1.5    +1.5
筒井 将太(2)   4.28    x   4.10    4.28    4.28 
ﾂﾂｲ ｼｮｳﾀ 豊科北中   +0.4   -1.3   +1.0    +0.4    +0.4
松岡 雄斗(1)   3.87   3.94   4.19    4.19    4.19 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 筑摩野中   -1.2   -0.2   +0.6    +0.6    +0.6
西澤 勇斗(2)   4.19    x    x    4.19    4.19 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 鎌田中   +2.5   +1.8    +2.5    +2.5
吉田 翔真(1)   4.18   4.10   4.07    4.18    4.18 
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 筑摩野中   +1.4   -1.3   -0.2    +1.4    +1.4
百瀬 遼(1)   4.18   3.97   3.98    4.18    4.18 
ﾓﾓｾ ﾘｮｳ 仁科台中   -1.2   -0.4   +0.3    -1.2    -1.2
太田 真也(2)   4.10   4.09   3.85    4.10    4.10 
ｵｵﾀ ｼﾝﾔ 波田中   +1.5   +2.5   -0.6    +1.5    +1.5
平崎 柊(2)   4.01   4.07   4.01    4.07    4.07 
ﾋﾗｻｷ ｼｭｳ 松島中   +1.2   -1.4   -0.2    -1.4    -1.4
宮原 史樹(1)   3.85   4.03   3.83    4.03    4.03 
ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ 穂高西中   -1.8   -1.1   +0.2    -1.1    -1.1
清沢 彩人(1)   3.79   3.71   3.97    3.97    3.97 
ｷﾖｻﾜ ｱﾔﾄ 菅野中   -0.7   -1.5   +1.7    +1.7    +1.7
岡里 征哉(1)   3.96   3.32   3.52    3.96    3.96 
ｵｶﾘ ﾏｻﾔ 松島中   +1.7   +1.0   -0.7    +1.7    +1.7
平林 浩貴(1)   3.86    x   3.95    3.95    3.95 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 開成中    0.0   -0.2    -0.2    -0.2
惠木 喬太郎(2)   3.93    x   3.12    3.93    3.93 
ｴｷﾞ ｷｮｳﾀﾛｳ 塩尻西部中   +0.3    0.0    +0.3    +0.3
平出 達矢(2)   3.91   3.83   3.78    3.91    3.91 
ﾋﾗｲﾃﾞ ﾀﾂﾔ 山辺中   +0.7   +0.5   -0.6    +0.7    +0.7
小川 拓久己(1)   3.91    x   3.58    3.91    3.91 
ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 鎌田中   -0.1   +2.0   -1.0    -0.1    -0.1
藤森 俊平(1)   3.87   3.60   3.73    3.87    3.87 
ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｭﾝﾍﾟｲ 塩尻中   -0.5   +0.6   -1.9    -0.5    -0.5
塩田 雅人(1)   3.75   3.46   3.79    3.79    3.79 
ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 豊科北中   -0.4   -0.6   +0.5    +0.5    +0.5
北條 健介(2)    x   3.69    x    3.69    3.69 
ﾎｳｼﾞｮｳ ｹﾝｽｹ 旭町中   -0.4   +0.6    -0.4    -0.4
進士 陽平(1)    -    x   3.68    3.68    3.68 36 20  6119
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記録 備考
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中学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



ｼﾝｼ  ﾖｳﾍｲ 附属松本中   +1.5    +1.5    +1.5



 ３回の
 最高記録

小林 誠(1)   3.31   3.28   3.64    3.64    3.64 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 信明中   +1.1   -1.9   +0.4    +0.4    +0.4
飯塚 駿作(1)   3.09    x   3.59    3.59    3.59 
ｲｲﾂﾞｶ ｼｭﾝｻｸ 丘中   +0.5   -0.3   -2.5    -2.5    -2.5
高松 優太(2)   3.58    x   3.39    3.58    3.58 
ﾀｶﾏﾂ ﾕｳﾀ 塩尻中   +0.3   -2.5    +0.3    +0.3
伊藤 開(1)    x   3.58    o    3.58    3.58 
ｲﾄｳ ｶｲ 信明中   -1.7    -1.7    -1.7
小池 篤哉(1)   3.52    x    x    3.52    3.52 
ｺｲｹ ｱﾂﾔ 丸ﾉ内中   +0.3   +2.0    +0.3    +0.3
中島 光一郎(1)   3.51    x   2.94    3.51    3.51 
ﾅｶｼﾞﾏ  ｺｳｲﾁﾛｳ 附属松本中   -0.6   -1.6    -0.6    -0.6
中澤 諒(2)    x   3.40    x    3.40    3.40 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳ 丘中   -2.1   +2.5    -2.1    -2.1
淀 光儀(1)   3.38    x    x    3.38    3.38 
ﾖﾄﾞ ﾐﾂﾖｼ 小谷中   -0.6   -0.6   -1.8    -0.6    -0.6
中田 大貴(1)   2.87    -    -    2.87    2.87 
ﾅｶﾀ ﾋﾛﾀｶ 清水中   +1.3    +1.3    +1.3
樽沢 紘人(2)    x    x    x     x 記録なし
ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 大桑中   +1.9   +0.1
吉田 雅也(2) 欠場
ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾔ 清水中
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備考
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大会記録(GR)                     9.89 寺島 国彦                    高瀬中           2009        

 ３回の
 最高記録

飯干 貴史(2)
ｲｲﾎﾞｼ ﾀｶﾌﾐ 信明中
宮入 雅弥(3)
ﾐﾔｲﾘ ﾏｻﾔ 聖南中
小岩井 元貴(2)
ｺｲﾜｲ ｹﾞﾝｷ 三郷中
石﨑 智裕(2)
ｲｼｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 穂高西中
丸山 貴由人(2)
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾕﾄ 豊科北中
濱 直輝(1)
ﾊﾏ ﾅｵｷ 梓川中
黒田 航平(2)
ｸﾛﾀﾞ ｺｳﾍｲ 塩尻中
富田 直樹(1)
ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ 旭町中
荻澤 昌俊(1)
ｵｷﾞｻﾜ ﾏｻﾄｼ 小谷中
永田 望海(1)
ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 豊科北中
小竹 悠斗(1)
ｺﾀｹ ﾅｵﾄ 松島中
倉又 遼太郎(1)
ｸﾗﾏﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 開成中
大野 智裕(1)
ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ 筑摩野中
宮野 優輔(1)
ﾐﾔﾉ ﾕｳｽｹ 松島中
武居 優希(1)
ﾀｹｲ  ﾕｳｷ 附属松本中
黒崎 平(1)
ｸﾛｻｷ  ﾀｲﾗ 附属松本中
花岡 恭行(1)
ﾊﾅｵｶ ﾔｽﾕｷ 小谷中
阿部 和裕(1)
ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 鎌田中
伊藤 雄基(1)
ｲﾄｳ ﾕｳｷ 鎌田中
徳田 康宜(1) 欠場
ﾄｸﾀﾞ ﾔｽﾉﾘ 開成中
三井  蓮(2) 欠場
ﾐﾂｲ ﾚﾝ 筑摩野中
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大会記録(GR)                    46.23 穂高西中                     穂高西中         2007        
（征矢野・宍戸・征矢野・二木）

[ 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 開成中  5862 洞澤 宏樹(3)     47.94 q  1   4 仁科台中  3955 松澤 直樹(2)     47.26 q

ｶｲｾｲﾁｭｳ ﾎﾗｻﾜ ﾋﾛｷ ﾆｼﾅﾀﾞｲﾁｭｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ
 5861 竹内 優斗(3)  3951 松井 一陽(2)

ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ
 5865 今井 憲暢(3)  3953 佐藤 公則(2)

ｲﾏｲ ｶｽﾞﾏｻ ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ
 5863 抜井 裕介(3)  3956 勝野 涼大(2)

ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ
 2   8 塩尻中  3139 真保 智輝(2)     49.34 q  2   7 梓川中  3634 宮澤 一真(2)     49.57 q

ｼｵｼﾞﾘﾁｭｳ ｼﾝﾎﾞ ﾄﾓｷ ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
 3151 矢ヶ崎 祐介(1)  3633 赤堀 高暉(2)

ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ ｱｶﾎﾘ ｺｳｷ
 3138 水島 優(2)  3606 大久保 達弥(2)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ
 3131 中村 康平(2)  3621 佐原 涼太(2)

ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ ｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ
 3   6 附属松本中  6117 白石 大地(1)     53.92  3   5 豊科北中  3507 黒岩 達(2)     50.07 q

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ｼﾗｲｼ  ﾀﾞｲﾁ ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ｸﾛｲﾜ ｻﾄｼ
 6119 進士 陽平(1)  3501 伊藤 廉(3)

ｼﾝｼ  ﾖｳﾍｲ ｲﾄｳ ﾚﾝ
 6114 武居 優希(1)  3505 藤松 楓季(2)

ﾀｹｲ  ﾕｳｷ ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ
 6109 阿部 憲瑞(2)  3490 細萱 元太(1)

ｱﾍﾞ  ﾉﾘﾐﾂ ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ
 4   5 旭町中  5803 富田 直樹(1)     54.01  4   2 松島中  5826 長澤 皓平(2)     50.56 q

ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ﾅｶﾞｻﾜ ｺｳﾍｲ
 5786 北條 健介(2)  5822 伊藤 隆意(2)

ﾎｳｼﾞｮｳ ｹﾝｽｹ ｲﾄｳ ﾘｭｳｲ
 5801 丸山 達大(1)  5832 河野 弘喜(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ ｺｳﾉ ﾋﾛｷ
 5802 石田 展雅(1)  5833 藤澤 勇仁(2)

ｲｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾏｻ ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳｼﾞ
 5   4 穂高西中  3466 宮原 史樹(1)     56.36  5   8 高綱中  5935 萩原 勇貴(2)     52.70 

ﾎﾀｶﾆｼﾁｭｳｶﾞｯｺｳ ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ ﾀｶﾂﾅﾁｭｳ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｷ
 3467 諏訪 秀聖(1)  5932 小林 航(2)

ｽﾜ ｼｭｳｾｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ
 3475 西尾 信ノ輔(1)  5933 新村 智紀(2)

ﾆｼｵ ｼﾝﾉｽｹ ﾆｲﾑﾗ ﾄﾓｷ
 3474 小林 拓未(1)  5912 大久保 太陽(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ ｵｵｸﾎﾞ ﾀｲﾖｳ
 6   3 筑摩野中  5990 筒井 侑希(1)     56.92  6   6 信明中  5736 杉谷 拓海(1)     53.75 

ﾁｸﾏﾉﾁｭｳ ﾂﾂｲ ﾕｳｷ ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ｽｷﾞﾔ ﾀｸﾐ
 5983 松岡 雄斗(1)  5734 丸田 佳(2)

ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ ﾏﾙ ﾀｹｲ
 5989 竹内 康平(1)  5741 鈴木 敦也(1)

ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ ｽｽﾞｷ ｱﾂﾔ
 5991 吉田 翔真(1)  5732 飯干 貴史(2)

ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ ｲｲﾎﾞｼ ﾀｶﾌﾐ
  2 福島中  7   3 鉢盛中  6105 平井 雄大(1)     54.24 

ﾌｸｼﾏﾁｭｳ 欠場 ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾋﾗｲ ﾕｳﾀ
 6102 久保田 正吾(1)

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ
 6104 宮田 拓実(1)

ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ
 6077 大久保 祐作(3)

ｵｵｸﾎﾞ ﾕｳｻｸ

中学男子

4×100m

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 穂高東中  3442 小野沢 達也(2)     48.25 q

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
 3432 常盤 大智(3)

ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ
 3434 松田 一馬(3)

ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾏ
 3433 耳塚 友貴(3)

ﾐﾐﾂﾞｶ ﾕｳｷ
 2   7 塩尻広陵中  3225 米久保 一樹(3)     48.43 q

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾖﾈｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ
 3217 関塚 賢悟(2)

ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ
 3223 三村 航輝(2)

ﾐﾑﾗ ｺｳｷ
 3227 山田 匠(3)

ﾀﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ
 3   4 三郷中  3593 三間 翔(1)     51.36 

ﾐｻﾄﾁｭｳ ﾐﾂﾏ ｶｹﾙ
 3596 小岩井 元貴(2)

ｺｲﾜｲ ｹﾞﾝｷ
 3587 野本 聖悟(1)

ﾉﾓﾄ ｼｮｳｺﾞ
 3600 遠藤 聡(2)

ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ
 4   3 丘中  3194 渡辺 優樹(2)     52.36 

ｵｶﾁｭｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ
 3189 高津 大輔(2)

ﾀｶﾂ ﾀﾞｲｽｹ
 3197 飯塚 駿作(1)

ｲｲﾂﾞｶ ｼｭﾝｻｸ
 3188 中村 佳樹(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｷ
 5   2 小谷中  3889 岩田 拓哉(1)     53.71 

ｵﾀﾘﾁｭｳ ｲﾜﾀ ﾀｸﾔ
 3883 船津 洸(2)

ﾌﾅﾂ ﾋｶﾙ
 3888 荻澤 昌俊(1)

ｵｷﾞｻﾜ ﾏｻﾄｼ
 3884 花岡 司(2)

ﾊﾅｵｶ ﾂｶｻ
 6   6 清水中  5671 片桐 優希(2)     54.40 

ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳｷ
 5668 小池 萌都紀(2)

ｺｲｹ ﾓﾄｷ
 5672 宮下 知也(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾄﾓﾔ
 5670 吉田 雅也(2)

ﾖｼﾀﾞ ﾏｻﾔ

中学男子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 仁科台中  3955 松澤 直樹(2)     47.19 

ﾆｼﾅﾀﾞｲﾁｭｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ
 3951 松井 一陽(2)

ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ
 3953 佐藤 公則(2)

ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ
 3956 勝野 涼大(2)

ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ
 2   5 開成中  5862 洞澤 宏樹(3)     47.49 

ｶｲｾｲﾁｭｳ ﾎﾗｻﾜ ﾋﾛｷ
 5861 竹内 優斗(3)

ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ
 5865 今井 憲暢(3)

ｲﾏｲ ｶｽﾞﾏｻ
 5863 抜井 裕介(3)

ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ
 3   6 穂高東中  3442 小野沢 達也(2)     47.68 

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
 3432 常盤 大智(3)

ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ
 3434 松田 一馬(3)

ﾏﾂﾀﾞ ｶｽﾞﾏ
 3433 耳塚 友貴(3)

ﾐﾐﾂﾞｶ ﾕｳｷ
 4   7 塩尻広陵中  3225 米久保 一樹(3)     48.24 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾖﾈｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ
 3217 関塚 賢悟(2)

ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ
 3223 三村 航輝(2)

ﾐﾑﾗ ｺｳｷ
 3227 山田 匠(3)

ﾀﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ
 5   8 塩尻中  3139 真保 智輝(2)     48.88 

ｼｵｼﾞﾘﾁｭｳ ｼﾝﾎﾞ ﾄﾓｷ
 3151 矢ヶ崎 祐介(1)

ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ
 3138 水島 優(2)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 3131 中村 康平(2)

ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ
 6   9 梓川中  3634 宮澤 一真(2)     49.20 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
 3633 赤堀 高暉(2)

ｱｶﾎﾘ ｺｳｷ
 3606 大久保 達弥(2)

ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ
 3621 佐原 涼太(2)

ｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ
 7   3 豊科北中  3507 黒岩 達(2)     49.34 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ｸﾛｲﾜ ｻﾄｼ
 3501 伊藤 廉(3)

ｲﾄｳ ﾚﾝ
 3505 藤松 楓季(2)

ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ
 3490 細萱 元太(1)

ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ
 8   2 松島中  5826 長澤 皓平(2)     50.26 

ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ﾅｶﾞｻﾜ ｺｳﾍｲ
 5822 伊藤 隆意(2)

ｲﾄｳ ﾘｭｳｲ
 5832 河野 弘喜(2)

ｺｳﾉ ﾋﾛｷ
 5833 藤澤 勇仁(2)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳｼﾞ

決勝

中学男子

4×100m
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