
第54回松本市民体育大会秋季大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森茂幸
主催：松本市、松本市教育委員会、（財）松本市体育協会 跳躍審判長 藤森茂幸

投擲審判長 藤森茂幸
【開催日】 平成23年10月10日（月・体育の日） 記録主任 上野忠明
【主催団体】 松本市、松本市教育委員会、（財）松本市体育協会 決勝記録一覧表

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

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
10/10 中学男子  -2.4 木村 幸太(1) 12.75 倉又 遼太郎(2) 12.79 西牧 樹生(2) 12.81 米倉 敬宏(1) 12.92 宮澤 一真(2) 12.95 川﨑 隆雅(2) 13.13 手塚 大喜(1) 13.32 宮田 拓実(2) 13.41

100m 鉢盛中 開成中 丸ﾉ内中 附属松本中 梓川中 女鳥羽中 信明中 鉢盛中
10/10 織茂 大地(2) 57.98 白石 大地(2) 59.56 窪田 悠人(1) 1:00.29 杉本 大志(1) 1:00.47 河西 勇介(2) 1:02.54 井口 将理(1) 1:03.97 斉藤 巧(1) 1:04.33 原田 慶太(1) 1:05.88

400m 波田中 附属松本中 清水中 清水中 丸ﾉ内中 清水中 波田中 高綱中
10/10 太田 賢斗(3) 4:37.33 齊藤 駿太(2) 4:40.91 三沢 進祐(2) 4:50.46 加藤 匠(1) 5:00.38 草間 佑輝(2) 5:00.55 中澤 稜也(1) 5:00.65 寺島 滉己(2) 5:13.18 犬飼 基統(1) 5:15.42

1500m 鉢盛中 梓川中 鎌田中 女鳥羽中 梓川中 大野川中 筑摩野中 高綱中
10/10 横水 颯太(3) 9:34.71 大川 柊弥(2) 9:37.19 上田 星矢(3) 9:43.17 塩原 潤(2) 9:45.36 三島 太成(2) 9:53.59 清水 順太(2) 10:03.82 相馬 崇史(1) 10:07.91 野瀬 雅史(2) 10:08.73

3000m 鉢盛中 菅野中 鉢盛中 才教学園中 鉢盛中 菅野中 附属松本中 梓川中
10/10  +1.6 大谷 一貴(2) 17.53 奥原 大輝(1) 17.64 吉田 翔真(2) 18.49 小松 太一(1) 18.98 浅原 隼風(1) 19.33 小松 亮介(1) 20.42 青木 駿弥(2) 21.12 桃井 廣太郎(1) 25.73

110mH(0.914m) 安曇中 大野川中 筑摩野中 信明中 旭町中 旭町中 梓川中 筑摩野中
10/10 丸山 拓哉(2) 1.65 竹内 康平(2) 筑摩野中 1.45 太田 修平(1) 1.40 森下 健太朗(1) 1.35 藤井 天良(1) 1.35 中島 光一郎(2) 1.30

走高跳 筑摩野中 三沢 航輝(2) 松島中 梓川中 鎌田中 鉢盛中 附属松本中
丸山 達大(2) 旭町中 木船 宗一(1)

旭町中

10/10 久保田 正吾(2)5.35(-2.1) 松岡 雄斗(2) 5.26(-2.8) 石田 展雅(2) 5.25(-1.7) 巾下 颯太(1) 4.86(+0.1) 小川 拓久己(2)4.82(-2.2) 中村 彰汰(1) 4.69(+0.4) 成田 元俊(1) 4.63(-0.2) 杉谷 拓海(2) 4.61(-0.8)
走幅跳 鉢盛中 筑摩野中 旭町中 信明中 鎌田中 附属松本中 才教学園中 信明中

10/10 齋藤 涼太郎(2) 9.30 富田 直樹(2) 8.60 濱 直輝(2) 8.38 小竹 脩斗(2) 8.37 奥灘 慎太郎(1) 8.03 草間 拓海(1) 7.97 大野 智裕(2) 7.84 堀内 陸希(2) 6.93
砲丸投 大野川中 旭町中 梓川中 松島中 大野川中 丸ﾉ内中 筑摩野中 筑摩野中

10/10 鉢盛中       48.84 附属松本中(A)      49.08 松島中       50.86 旭町中       50.98 波田中       51.00 開成中       51.50 筑摩野中(A)       51.53
4×100m 宮田 拓実(2) 白石 大地(2) 小竹 脩斗(2) 富田 直樹(2) 中村 奈央(1) 平林 浩貴(2) 大野 智裕(2)

久保田 正吾(2) 赤堀 拓夢(1) 三沢 航輝(2) 丸山 達大(2) 織茂 大地(2) 徳田 康宜(2) 松岡 雄斗(2)
木村 幸太(1) 中村 彰汰(1) 手塚 諒冴(2) 浅原 隼風(1) 斉藤 巧(1) 大澤 宗晃(2) 竹内 康平(2)
木村 祐太(1) 米倉 敬宏(1) 木下 祐太郎(1) 石田 展雅(2) 小澤 玲央(1) 倉又 遼太郎(2) 吉田 翔真(2)

10/10 小学4-6年男  -1.2 蝦名 李音(6) 13.90 平林 航(6) 14.15 齋藤オリオン流(6) 14.56 倉科 佳典(6) 14.84 黒田 拓巳(5) 15.18 前澤 圭人(6) 15.26 中澤 拓弥(4) 15.52 古厩 海聖(4) 15.60
100m 附属松本小 菅野小 寿小 菅野小 芳川小 菅野小 二子小 本郷小

10/10 村上 拓海(6) 3:28.17 竹内 聡志(6) 3:28.42 村岡 拓人(6) 3:30.32 浜田 翔太(5) 3:37.72 齊藤 龍志(5) 3:38.04 西村 陽杜(5) 3:41.51 太田 温土(5) 3:44.50 杉山 亮太(5) 3:44.80
1000m 梓川小 中山小 ｺﾒｯﾄ波田 鎌田小 梓川小 二子小 ｺﾒｯﾄ波田 鎌田小

10/10 内田 究(6) 1.25 赤澤 虎太郎(6) 1.20 百瀬 信幸(6) 1.20 上村 壮生(6) 1.20 柳沢 宏樹(6) 1.15 齋藤セレネ壮(4) 1.10 塚原 友都(5) 1.10 山田 怜(6) 1.10
走高跳 芝沢小 芝沢小 梓川小 梓川小 芝沢小 寿小 寿小 明善小

10/10 金田 耕平(5) 3.87(+0.9) 廣瀬 悠一(6) 3.67(-0.1) 太田 誠人(5) 3.56(+0.6) 中村 裕希(6) 3.55(+2.5) 横内 遥人(6) 3.54(+1.4) 飯野 岳(6) 3.50(+0.8) 上條 快斗(5) 3.45(+1.6) 藤山 尚享(5) 3.42(+2.5)
走幅跳 芝沢小 才教学園小 芝沢小 梓川小 梓川小 安曇小 安曇小 安曇小

10/10 百瀬 匠真(6) 46.73 小池 真央(6) 46.38 武田 歩(6) 44.93 小口 聡太(5) 41.59 逸見 佳宣(6) 40.56 奥原 尚(6) 40.42 奥原 悠太(6) 39.27 須澤 渓(4) 39.19
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 寿小 岡田小 梓川小 鎌田小 梓川小 安曇小 芝沢小 旭町小

10/10 小学1-3年男 降籏 豪(3) 9.81 小佐妻 蒼太(3) 9.98 小口 晴矢(3) 10.05 津野 久夢(3) 10.06 神津 嘉大(3) 10.09 高野 拓也(3) 10.10 鈴木 大雅(3) 10.12 渡辺 丈晴(3) 10.15
60m 明善小 寿小 鎌田小 筑摩小 明善小 芳川小 筑摩小 寿小

滝口 颯太(2)
芝沢小

10/10 小学男子 梓川小(A)       57.40 ｺﾒｯﾄ波田(A)       59.75 梓川小(B)     1:00.62 芝沢小(A)     1:01.19 才教学園小     1:03.04 旭町小     1:03.23 芝沢小(B)     1:03.56 本郷小(B)     1:04.25
4×100m 松田 優樹(6) 小林 渓汰(5) 若林 永弥(4) 干川 柊(4) 渡邉 仁大(6) 涌井 優樹(6) 太田 智之(4) 坪田 浩弥(5)

片田 慎人(6) 今井 侑志(5) 中上 在(4) 新村 篤史(5) 髙島 大悟(6) 太田 耕司(6) 大野 貴佳(4) 竹内 貴史(5)
村瀬 勇哉(6) 戸叶 健司(5) 水上 健吾(5) 滝口 優月(4) 小林 育吹(6) 川股 晃大(4) 竹原 魁人(4) 木船 峻健(4)
佐原 尚門(6) 太田 温土(5) 長嶺 直(5) 三浦 完爾(6) 廣瀬 悠一(6) 板敷 祐斗(6) 嘉藤 佑太朗(5) 古厩 海聖(4)

10/10 一般・高校男  -1.8 安藤 直哉(2) 10.97 長谷川 寛(1) 11.48 小川 貴之(2) 11.57 野口 昌靖(3) 11.71 松村 富穂(3) 11.75 鰐川 一輝(2) 12.00 清水 勇人(1) 12.01
100m 田川高 松本深志高 松本深志高 信大医学部 信州大学 松本県ヶ丘高 松本深志高

10/10 松沢 恵佑(3) 50.63 若林 颯(1) 50.64 石原 昌(1) 51.61 伊藤 良多(3) 51.85 酒井 聖矢(2) 51.88 久保田 諒介(3) 52.43 塚田拓巳(1) 52.60 山田 匠(1) 54.50
400m 松本大 松本深志高 信州大学 信大医学部 松本蟻ヶ崎高 松本大 創造学園高 梓川高

10/10 村瀬 雅人(2) 2:00.85 長尾 勇希(2) 2:00.87 中村 悠陽(1) 2:01.48 新 遼吾(2) 2:02.15 逢澤 智広 2:03.32 北村 健(3) 松本大 2:08.22 加藤 智樹(2) 2:08.90
800m 松本県ヶ丘高 松商学園高 松本大 松本県ヶ丘高 松本市陸協 碓井 智也(1) 創造学園高 松商学園高

10/10 百瀬 永吉 15:39.50 中川 敬介 15:47.14 北村 健(3) 15:53.18 降幡 真也(2) 16:04.10 近藤 晃永 16:08.17 赤塚 太一(2) 16:16.62 高橋 亮太(2) 16:18.60 樋口 賢利(1) 16:22.21
5000m 松本市陸協 松本市陸協 松本大 松商学園高 松本市陸協 松本県ヶ丘高 松商学園高 松本大
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10/10 平田 勝也(2) 1.75 本多 俊平 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 1.70 松尾 幸治朗(1) 松本県ヶ丘高 1.60

走高跳 梓川高 丸山 健一(1) 信州大学 森田 耕陽(2) 松本蟻ヶ崎高
関 悠作(2) 松本県ヶ丘高

10/10 太田 朗(3) 7.06(+1.3) 山寺 裕也(3) 6.94(+1.2) 中田 逸斗(2) 6.62(+2.7) 松村 富穂(3) 6.29(+2.0) 中川 聡(2) 6.15(+2.2) 安藤 直哉(2) 6.15(+2.2) 松澤 詠太(2) 6.00(+1.7) 小幡 卓哉(2) 5.99(+1.3)
走幅跳 松本大 松本大 松本蟻ヶ崎高 信州大学 松本深志高 田川高 梓川高 松本深志高

10/10 鈴木 真弘 46.42 本多 俊平 40.15 丸山 清嵩(2) 38.04 小澤 匠(1) 37.56 野尻 英史(2) 36.59 松尾 幸治朗(1) 31.70 西森 晋平(2) 29.29 浅原 慶光(1) 26.51
やり投 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本深志高 松本美須々丘高 松本深志高 松本県ヶ丘高 松本深志高 松本県ヶ丘高

10/10 松本深志高(A)      43.83 田川高       45.21 松本深志高(B)      46.11 松本工業高       46.51 梓川高       46.96 松本県ヶ丘高       47.44 創造学園高       47.75
4×100m 小幡 卓哉(2) 藤澤 淳弥(1) 丸山 清嵩(2) 鰐川 堅斗(2) 山田 匠(1) 抜井 裕介(1) 後藤 隼人(2)

長谷川 寛(1) 田中 樹(2) 中川 聡(2) 小原 典之(1) 平田 勝也(2) 小柳 堅一(1) 塚田拓巳(1)
若林 颯(1) 今井 祐輔(2) 渡辺 夏樹(2) 上原  航(2) 山村 圭吾(2) 鰐川 一輝(2) 碓井 智也(1)
小川 貴之(2) 安藤 直哉(2) 清水 勇人(1) 山腰  昇(2) 松澤 詠太(2) 小川 翔平(1) 畑田 雅道(2)



予選 10月10日 12:50
決勝 10月10日 16:00

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +0.5

 1 松澤 詠太(2)     11.91  1 清水 勇人(1)     11.74 q
ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲﾀ 梓川高 ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 松本深志高

 2 高木 秀昭     12.31  2 鰐川 一輝(2)     11.75 q
ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 松本市陸協 ﾜﾆｶﾜ ｶｽﾞｷ 松本県ヶ丘高

 3 上原 拓馬(2)     12.37  3 小幡 卓哉(2)     11.82 
ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾏ 松本美須々丘高 ｵﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ 松本深志高

 4 櫻井 孝相(1)     12.55  4 荻原 邦宏(3)     11.99 
ｻｸﾗｲ ｺｳｽｹ 信大医学部 ｵｷﾞﾊﾗ ｸﾆﾋﾛ 松本大

 5 井澤 進一     12.65  5 田中 樹(2)     12.07 
ｲｻﾞﾜ ｼﾝｲﾁ 筑摩野中教 ﾀﾅｶ ｲﾂｷ 田川高

 6 内山 侑希(2)     12.80  6 小川 翔平(1)     12.11 
ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｷ 松本美須々丘高 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 松本県ヶ丘高

 7 畑田 雅道(2)     12.81  7 藤井 智明(2)     12.24 
ﾊﾀﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 創造学園高 ﾌｼﾞｲ ﾄﾓｱｷ 田川高

 8 小原 典之(1)     13.10  8 田口 洋輔     12.57 
ｵﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ 松本工業高 ﾀｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ 松本市陸協
伊藤 敬範(1) 清水 祐希(2)
ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 創造学園高 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 松本工業高

[ 3組] 風速 -3.7 [ 4組] 風速 +0.8

 1 酒井 聖矢(2)     11.82  1 安藤 直哉(2)     10.85 q
ｻｶｲ ｾｲﾔ 松本蟻ヶ崎高 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 田川高

 2 小柳 堅一(1)     11.92  2 松沢 恵佑(3)     10.92 q
ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 松本県ヶ丘高 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 松本大

 3 丸山 健一(1)     12.12  3 長谷川 寛(1)     11.19 q
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 信州大学 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 松本深志高

 4 中神 達也(1)     12.19  4 小川 貴之(2)     11.44 q
ﾅｶｶﾞﾐ ﾀﾂﾔ 松本大 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 松本深志高

 5 赤羽 慎(2)     12.21  5 野口 昌靖(3)     11.45 q
ｱｶﾊﾈ ｼﾝ 松本大 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾔｽ 信大医学部

 6 岡本 真平     12.34  6 松村 富穂(3)     11.49 q
ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾐｵ 信州大学

 7 山口 直行     12.36  7 新津 直人(1)     11.80 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾕｷ 丸ﾉ内中教 ﾆｲﾂ ﾅｵﾄ 松本大

 8 鰐川 堅斗(2)     12.87 太田 朗(3)
ﾜﾆｶﾜ ｹﾝﾄ 松本工業高 ｵｵﾀ ｱｷﾗ 松本大

風速 -1.8

 1 安藤 直哉(2)     10.97 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 田川高

 2 長谷川 寛(1)     11.48 
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 松本深志高

 3 小川 貴之(2)     11.57 
ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 松本深志高

 4 野口 昌靖(3)     11.71 
ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾔｽ 信大医学部

 5 松村 富穂(3)     11.75 
ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾐｵ 信州大学

 6 鰐川 一輝(2)     12.00 
ﾜﾆｶﾜ ｶｽﾞｷ 松本県ヶ丘高

 7 清水 勇人(1)     12.01 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 松本深志高
松沢 恵佑(3)
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 松本大

一般・高校男子

100m

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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予選 10月10日 10:00
決勝 10月10日 15:40

[ 1組] [ 2組]

 1 田中 樹(2)     56.72  1 山田 匠(1)     53.63 q
ﾀﾅｶ ｲﾂｷ 田川高 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 梓川高

 2 上原 拓馬(2)     56.97  2 竹田 裕(4)     54.44 
ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾏ 松本美須々丘高 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳ 信大医学部

 3 小澤 和彦(1)     57.12  3 竹内 優斗(1)     54.79 
ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ 田川高 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 松本蟻ヶ崎高

 4 藤澤 淳弥(1)     57.67  4 野口 昌靖(3)     55.02 
ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 田川高 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾔｽ 信大医学部

 5 齋藤 武蔵(2)     58.93  5 浅原 慶光(1)     55.61 
ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ 松本工業高 ｱｻﾊﾗ ﾖｼﾐﾂ 松本県ヶ丘高

 6 堀内 正和(2)   1:00.43  6 立道 国一   1:00.23 
ﾎﾘｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ 創造学園高 ﾀﾃﾐﾁ ｸﾆｶｽﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
百瀬 友紀(2) 和泉 幸明
ﾓﾓｾ ﾄﾓｷ 松本県ヶ丘高 ｲｽﾞﾐ ﾖｼｱｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
小澤 匠(1) 宮坂 直登(2)
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 松本美須々丘高 ﾐﾔｻｶ ﾅｵﾄ 松本県ヶ丘高
酒井 諒(1)
ｻｶｲ ﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎高

[ 3組]

 1 若林 颯(1)     51.68 q
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志高

 2 酒井 聖矢(2)     52.36 q
ｻｶｲ ｾｲﾔ 松本蟻ヶ崎高

 3 松沢 恵佑(3)     52.67 q
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 松本大

 4 伊藤 良多(3)     52.75 q
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 信大医学部

 5 塚田拓巳(1)     52.94 q
ﾂｶﾀﾞﾀｸﾐ 創造学園高

 6 久保田 諒介(3)     53.19 q
ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 松本大

 7 石原 昌(1)     53.27 q
ｲｼﾊﾗ ﾏｻｼ 信州大学

 8 徳武 大起(2)     54.06 
ﾄｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ 松本大

 1 松沢 恵佑(3)     50.63 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 松本大

 2 若林 颯(1)     50.64 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志高

 3 石原 昌(1)     51.61 
ｲｼﾊﾗ ﾏｻｼ 信州大学

 4 伊藤 良多(3)     51.85 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 信大医学部

 5 酒井 聖矢(2)     51.88 
ｻｶｲ ｾｲﾔ 松本蟻ヶ崎高

 6 久保田 諒介(3)     52.43 
ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 松本大

 7 塚田拓巳(1)     52.60 
ﾂｶﾀﾞﾀｸﾐ 創造学園高

 8 山田 匠(1)     54.50 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 梓川高
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順



決勝 10月10日 14:05

[ 1組] [ 2組]

 1 徳田 吉彦(2)   2:10.62  1 北村 健(3)   2:08.22 
ﾄｸﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 松本蟻ヶ崎高 ｷﾀﾑﾗ ﾀｹｼ 松本大

 2 小口 拳人(2)   2:10.78  1 碓井 智也(1)   2:08.22 
ｵｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 松本蟻ヶ崎高 ｳｽｲ ﾄﾓﾔ 創造学園高

 3 小島 将貴(1)   2:11.55  3 加藤 智樹(2)   2:08.90 
ｺｼﾞﾏ ﾏｻｷ 松本大 ｶﾄｳ ﾄﾓｷ 松商学園高

 4 湯本 将矢(2)   2:16.52  4 秋山 尚輝(2)   2:09.28 
ﾕﾓﾄ ﾏｻﾔ 松商学園高 ｱｷﾔﾏ ﾖｼｷ 松本県ヶ丘高

 5 中尾 豪志(1)   2:20.54  5 渡辺 夏樹(2)   2:11.11 
ﾅｶｵ ﾀｹｼ 松本美須々丘高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ 松本深志高

 6 尼崎 寛敏(1)   2:20.62  6 近藤 遼弥(1)   2:12.01 
ｱﾏｻｷ ﾋﾛﾄｼ 松本蟻ヶ崎高 ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾔ 松本大

 7 市川 亮(1)   2:23.21  7 竹腰 直紀(2)   2:20.98 
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 創造学園高 ﾀｹｺｼ ﾅｵｷ 松本美須々丘高

 8 青柳 優馬(1)   2:31.83  8 小林 巧(1)   2:29.50 
ｱｵﾔｷ ﾞﾕｳﾏ 田川高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 松本美須々丘高

 9 藤澤 亮(2)   2:35.44 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳ 創造学園高

[ 3組]

 1 村瀬 雅人(2)   2:00.85 
ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ 松本県ヶ丘高

 2 長尾 勇希(2)   2:00.87 
ﾅｶﾞｵ ﾕｳｷ 松商学園高

 3 中村 悠陽(1)   2:01.48 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾋ 松本大

 4 新 遼吾(2)   2:02.15 
ｱﾀﾗｼ ﾘｮｳｺﾞ 松本県ヶ丘高

 5 逢澤 智広   2:03.32 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協

 6 迫間 洋樹(3)   2:13.51 
ﾊｻﾞﾏ ﾋﾛｷ 信州大学
山本 昌希
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本市陸協
徳武 大起(2)
ﾄｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ 松本大

一般・高校男子
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   1 村瀬 雅人(2) 松本県ヶ丘高     2:00.85   3   1
   2 長尾 勇希(2) 松商学園高     2:00.87   3   2
   3 中村 悠陽(1) 松本大     2:01.48   3   3
   4 新 遼吾(2) 松本県ヶ丘高     2:02.15   3   4
   5 逢澤 智広 松本市陸協     2:03.32   3   5
   6 北村 健(3) 松本大     2:08.22   2   1
   6 碓井 智也(1) 創造学園高     2:08.22   2   1
   8 加藤 智樹(2) 松商学園高     2:08.90   2   3
   9 秋山 尚輝(2) 松本県ヶ丘高     2:09.28   2   4
  10 徳田 吉彦(2) 松本蟻ヶ崎高     2:10.62   1   1
  11 小口 拳人(2) 松本蟻ヶ崎高     2:10.78   1   2
  12 渡辺 夏樹(2) 松本深志高     2:11.11   2   5
  13 小島 将貴(1) 松本大     2:11.55   1   3
  14 近藤 遼弥(1) 松本大     2:12.01   2   6
  15 迫間 洋樹(3) 信州大学     2:13.51   3   6
  16 湯本 将矢(2) 松商学園高     2:16.52   1   4
  17 中尾 豪志(1) 松本美須々丘高     2:20.54   1   5
  18 尼崎 寛敏(1) 松本蟻ヶ崎高     2:20.62   1   6
  19 竹腰 直紀(2) 松本美須々丘高     2:20.98   2   7
  20 市川 亮(1) 創造学園高     2:23.21   1   7
  21 小林 巧(1) 松本美須々丘高     2:29.50   2   8
  22 青柳 優馬(1) 田川高     2:31.83   1   8
  23 藤澤 亮(2) 創造学園高     2:35.44   1   9

一般・高校男子
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決勝 10月10日 10:40

 1 百瀬 永吉  15:39.50 
ﾓﾓｾ ﾅｶﾞﾖｼ 松本市陸協

 2 中川 敬介  15:47.14 
ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲｽｹ 松本市陸協

 3 北村 健(3)  15:53.18 
ｷﾀﾑﾗ ﾀｹｼ 松本大

 4 降幡 真也(2)  16:04.10 
ﾌﾘﾊﾀ ﾏｻﾔ 松商学園高

 5 近藤 晃永  16:08.17 
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾅｶﾞ 松本市陸協

 6 赤塚 太一(2)  16:16.62 
ｱｶﾂｶ ﾀｲﾁ 松本県ヶ丘高

 7 高橋 亮太(2)  16:18.60 
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 松商学園高

 8 樋口 賢利(1)  16:22.21 
ﾋｸﾞﾁ ﾀｶﾄｼ 松本大

 9 山本 昌希  16:25.63 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本市陸協

10 藤澤 知之(1)  16:31.90 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾄﾓﾉﾘ 松本大

11 渡島 寛己(1)  16:33.41 
ﾜﾀｼﾏ ﾋﾛｷ 松本県ヶ丘高

12 波多野 悠人(1)  16:35.53 
ﾊﾀﾉ ﾕｳﾄ 松本大

13 迫間 洋樹(3)  16:40.67 
ﾊｻﾞﾏ ﾋﾛｷ 信州大学

14 上條 広裕希(1)  16:58.23 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾛﾕｷ 松本県ヶ丘高

15 桑原 大吾(2)  17:24.78 
ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 創造学園高

16 上條 裕紀(2)  17:47.71 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 田川高

17 佐伯 拓海(1)  17:53.89 
ｻｴｷ ﾀｸﾐ 松本深志高

18 後藤 隼人(2)  17:54.68 
ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 創造学園高

19 西澤 正志(2)  18:02.36 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 創造学園高

20 青山 和暉(2)  18:06.93 
ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞｷ 田川高
塩原 大
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲ 松本市陸協
小林 広幸(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 梓川高
宮本 泰典(1)
ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 松本深志高
青木 友亮(2)
ｱｵｷ ﾕｳｽｹ 松商学園高

一般・高校男子
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決勝 10月10日 17:00

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 松本深志高(A)  2235 小幡 卓哉(2)     43.83 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳA ｵﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ
 2239 長谷川 寛(1)

ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ
 2240 若林 颯(1)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ
 2228 小川 貴之(2)

ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ
 2   3 田川高  2183 藤澤 淳弥(1)     45.21 

ﾀｶﾞﾜｺｳ ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝﾔ
 2180 田中 樹(2)

ﾀﾅｶ ｲﾂｷ
 2176 今井 祐輔(2)

ｲﾏｲ ﾕｳｽｹ
 2177 安藤 直哉(2)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ
 3   4 松本深志高(B)  2237 丸山 清嵩(2)     46.11 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳB ﾏﾙﾔﾏ ｷﾖﾀｶ
 2236 中川 聡(2)

ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ
 2226 渡辺 夏樹(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ
 2245 清水 勇人(1)

ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ
 4   5 松本工業高  2426 鰐川 堅斗(2)     46.51 

ﾏﾂﾓﾄｺｳｷﾞｮｳｺｳ ﾜﾆｶﾜ ｹﾝﾄ
 2435 小原 典之(1)

ｵﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ
 2423 上原  航(2)

ｳｴﾊﾗ ﾜﾀﾙ
 2425 山腰  昇(2)

ﾔﾏｺｼ ﾉﾎﾞﾙ
 5   6 梓川高  2172 山田 匠(1)     46.96 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜｺｳ ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ
 2170 平田 勝也(2)

ﾋﾗﾀ ｶﾂﾔ
 2169 山村 圭吾(2)

ﾔﾏﾑﾗ ｹｲｺﾞ
 2171 松澤 詠太(2)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲﾀ
 6   7 松本県ヶ丘高  2267 抜井 裕介(1)     47.44 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ
 2268 小柳 堅一(1)

ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ
 2294 鰐川 一輝(2)

ﾜﾆｶﾜ ｶｽﾞｷ
 2266 小川 翔平(1)

ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ
 7   8 創造学園高  2511 後藤 隼人(2)     47.75 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ
 2519 塚田拓巳(1)

ﾂｶﾀﾞﾀｸﾐ
 2518 碓井 智也(1)

ｳｽｲ ﾄﾓﾔ
 2516 畑田 雅道(2)

ﾊﾀﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ

一般・高校男子

4×100m

決勝



決勝 10月10日 15:30

平田 勝也(2)
ﾋﾗﾀ ｶﾂﾔ 梓川高
本多 俊平
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
丸山 健一(1)
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 信州大学
松尾 幸治朗(1)
ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞﾛｳ 松本県ヶ丘高
森田 耕陽(2)
ﾓﾘﾀ ｺｳﾖｳ 松本蟻ヶ崎高
関 悠作(2)
ｾｷ ﾕｳｻｸ 松本県ヶ丘高
抜井 裕介(1) 記録なし
ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘高
椎名  健(2) 記録なし
ｼｲﾅ ﾀｹｼ 松本工業高
田中 潤(2) 欠場
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 松本大
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走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 10月10日 15:00

 ３回の
 最高記録

太田 朗(3)   6.84   7.06    -    7.06    x    -    -    7.06 
ｵｵﾀ ｱｷﾗ 松本大   +2.7   +1.3    +1.3    +1.3
山寺 裕也(3)   6.77    x    x    6.77   6.94    x    x    6.94 
ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾕｳﾔ 松本大   +2.4    +2.4   +1.2    +1.2
中田 逸斗(2)   6.62    x   6.48    6.62    x   6.49   6.54    6.62 
ﾅｶﾀ ﾊﾔﾄ 松本蟻ヶ崎高   +2.7   +2.1    +2.7   +1.5   +1.4    +2.7
松村 富穂(3)   6.16   6.27   6.29    6.29    -   4.30   6.16    6.29 
ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾐｵ 信州大学   +2.5   +1.7   +2.0    +2.0   +1.6   +1.9    +2.0
中川 聡(2)    x    x   6.15    6.15   5.90   6.14   6.10    6.15 
ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 松本深志高   +2.2    +2.2   +1.9   +1.3   +1.6    +2.2
安藤 直哉(2)   6.08   6.15    x    6.15    -    -   6.03    6.15 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 田川高   +4.9   +2.2    +2.2   +1.4    +2.2
松澤 詠太(2)   6.00    x   5.78    6.00    x    x   5.95    6.00 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲﾀ 梓川高   +1.7   +2.8   +1.9    +1.7   +1.3    +1.7
小幡 卓哉(2)   5.99   5.72   5.89    5.99   5.53   5.69   5.76    5.99 
ｵﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ 松本深志高   +1.3   +2.8   +1.6    +1.3   +2.4   +2.8   +2.1    +1.3
山村 俊一   5.64   5.66   5.79    5.79    5.79 
ﾔﾏﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 松本市陸協   +1.6   +2.7   +1.5    +1.5    +1.5
今井 憲暢(1)   5.78    x   5.62    5.78    5.78 
ｲﾏｲ ｶｽﾞﾏｻ 田川高   +1.6   +1.9    +1.6    +1.6
塩ノ﨑 元博(1)   5.65   5.60   5.65    5.65    5.65 
ｼｵﾉｻﾞｷ ﾓﾄﾋﾛ 松本深志高   +1.7   +2.7   +1.7    +1.7    +1.7
塚田 拓巳(1)   5.41   5.17    -    5.41    5.41 
ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園高   +2.3   +2.8    +2.3    +2.3
高木 秀昭   5.00   5.24   5.11    5.24    5.24 
ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 松本市陸協   +1.3   +3.4   +2.3    +3.4    +3.4
山田 悠聖(2)   5.15   4.85   4.68    5.15    5.15 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｾｲ 松本県ヶ丘高   +3.1   +2.7   +2.4    +3.1    +3.1
高松 雄大(2)    x   5.04   4.77    5.04    5.04 
ﾀｶﾏﾂ ｶｽﾞｷ 松本県ヶ丘高   +3.5   +3.3    +3.5    +3.5
畑田 雅道(2)    x   4.68   4.66    4.68    4.68 
ﾊﾀﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 創造学園高   +2.1   +1.9    +2.1    +2.1
伊藤 敬範(1) 欠場
ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 創造学園高
山腰  昇(2) 欠場
ﾔﾏｺｼ ﾉﾎﾞﾙ 松本工業高
中野 秀紀(2) 欠場
ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞｷ 松本県ヶ丘高

一般・高校男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 19  8129

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

2 17  8155

3 16  2364

4 13  8007

5 15  2236

6 14  2177

7 7  2171

8 9  2235

9 11  1460

10 10  2181

11 8  2241

12 3  2529

13 12  1685

14 5  2297

15 6  2295

16 1  2516

2  2521

4  2425

18  2293



決勝 10月10日 15:00

 ３回の
 最高記録

鈴木 真弘
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
本多 俊平
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
丸山 清嵩(2)
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾖﾀｶ 松本深志高
小澤 匠(1)
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 松本美須々丘高
野尻 英史(2)
ﾉｼﾞﾘ ｴｲｼ 松本深志高
松尾 幸治朗(1)
ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞﾛｳ 松本県ヶ丘高
西森 晋平(2)
ﾆｼﾓﾘ ｼﾝﾍﾟｲ 松本深志高
浅原 慶光(1)
ｱｻﾊﾗ ﾖｼﾐﾂ 松本県ヶ丘高
小池 祐大(2)
ｺｲｹ ﾕｳﾀﾞｲ 松本工業高
杉谷 啓太(2)
ｽｷﾞﾔ ｹｲﾀ 松本工業高
上原  航(2)
ｳｴﾊﾗ ﾜﾀﾙ 松本工業高
工藤 裕貴(1)
ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 松本県ヶ丘高
内山 侑希(2) 欠場
ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｷ 松本美須々丘高
岩岡 広樹(1) 欠場
ｲﾜｵｶ ﾋﾛｷ 松本深志高
小島 将貴(1) 欠場
ｺｼﾞﾏ ﾏｻｷ 松本大
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記録 備考

1 14  9108
   o    o  46.42   46.42
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一般・高校男子

やり投(0.800kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4-



予選 10月10日 13:20
決勝 10月10日 15:50

[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 -1.1

 1 中村 友一(1)     13.91  1 降旗 駿(2)     14.06 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 才教学園中 ﾌﾘﾊﾀ ｼｭﾝ 鎌田中

 2 佐藤 高史(1)     14.04  2 荒田 智也(1)     14.16 
ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 鎌田中 ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ 筑摩野中

 3 谷口 由和(1)     14.59  3 百瀬 正広(1)     14.75 
ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ 開成中 ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ 波田中

 4 池上 一希(1)     15.01  4 奥原 聖人(1)     14.78 
ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ 清水中 ｵｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 高綱中

 5 島田 康平(1)     15.14  5 筒井 侑希(2)     14.87 
ｼﾏﾀﾞ ｺｳﾍｲ 梓川中 ﾂﾂｲ ﾕｳｷ 筑摩野中

 6 平林 風雅(1)     15.45  6 渡邉 知希(1)     15.29 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾌｳｶﾞ 清水中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ 松島中

 7 重田 大介(1)     15.89  7 前島 和貴(2)     15.47 
ｼｹﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 菅野中 ﾏｴｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 高綱中
熊澤 峻悟(2) 伊藤 河聞(1)
ｸﾏｻﾞﾜ ｼｭﾝｺﾞ 丸ﾉ内中 ｲﾄｳ ｶﾞﾓﾝ 松本秀峰中

[ 3組] 風速 -3.8 [ 4組] 風速 -1.9

 1 山口 直也(1)     13.74  1 米倉 敬宏(1)     12.80 q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 筑摩野中 ﾖﾈｸﾗ ﾀｶﾋﾛ 附属松本中

 2 澤井 瞭(1)     14.16  2 小澤 玲央(1)     13.39 
ｻﾜｲ ﾘｮｳ 山辺中 ｵｻﾞﾜ ﾚｵ 波田中

 3 高村 真登(1)     14.19  3 中村 奈央(1)     13.51 
ﾀｶﾑﾗ ﾏｻﾄ 才教学園中 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ 波田中

 4 徳田 康宜(2)     14.28  4 大澤 宗晃(2)     13.57 
ﾄｸﾀ ﾞﾔｽﾉﾘ 開成中 ｵｵｻﾜ ﾑﾈｱｷ 開成中

 5 青木 慧(2)     14.44  5 佐山 悠河(1)     13.62 
ｱｵｷ ｹｲ 附属松本中 ｻﾔﾏ ﾕｳｶﾞ 筑摩野中

 6 丸山 拓人(2)     14.57  6 井嶋 亮太(1)     13.95 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾄ 女鳥羽中 ｲｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 波田中

 7 山下 公大(1)     15.48 
ﾔﾏｼﾀ ｷﾐﾋﾛ 信明中

[ 5組] 風速 -0.6 [ 6組] 風速 -2.9

 1 宮澤 一真(2)     12.89 q  1 木村 幸太(1)     12.76 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 梓川中 ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 鉢盛中

 2 川﨑 隆雅(2)     13.04 q  2 倉又 遼太郎(2)     12.79 q
ｶﾜｻｷ ﾘｭｳｶﾞ 女鳥羽中 ｸﾗﾏﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 開成中

 3 手塚 大喜(1)     13.08 q  3 西牧 樹生(2)     12.99 q
ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 信明中 ﾆｼﾏｷ ﾀﾂｷ 丸ﾉ内中

 4 宮田 拓実(2)     13.16 q  4 木下 祐太郎(1)     13.20 
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 鉢盛中 ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 松島中

 5 中西 紀(2)     13.22  5 岡里 征哉(2)     13.84 
ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾒ 清水中 ｵｶﾘ ﾏｻﾔ 松島中

 6 中島 嘉活(1)     13.47 赤堀 拓夢(1)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｶﾂ 松島中 ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ 附属松本中

風速 -2.4

 1 木村 幸太(1)     12.75 
ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 鉢盛中

 2 倉又 遼太郎(2)     12.79 
ｸﾗﾏﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 開成中

 3 西牧 樹生(2)     12.81 
ﾆｼﾏｷ ﾀﾂｷ 丸ﾉ内中

 4 米倉 敬宏(1)     12.92 
ﾖﾈｸﾗ ﾀｶﾋﾛ 附属松本中

 5 宮澤 一真(2)     12.95 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 梓川中

 6 川﨑 隆雅(2)     13.13 
ｶﾜｻｷ ﾘｭｳｶﾞ 女鳥羽中

 7 手塚 大喜(1)     13.32 
ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 信明中

 8 宮田 拓実(2)     13.41 
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 鉢盛中
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予選 10月10日  9:45
決勝 10月10日 15:35

[ 1組] [ 2組]

 1 阿部 和裕(2)   1:05.33  1 織茂 大地(2)     58.37 q
ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 鎌田中 ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 波田中

 2 松澤 憲一(2)   1:07.53  2 窪田 悠人(1)   1:00.76 q
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝｲﾁ 信明中 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 清水中

 3 川口 竜司(2)   1:09.30  3 河西 勇介(2)   1:01.61 q
ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｭｳｼﾞ 梓川中 ｶｻｲ ﾕｳｽｹ 丸ﾉ内中

 4 前田 裕介(1)   1:09.86  4 井口 将理(1)   1:03.30 q
ﾏｴﾀﾞ ﾕｳｽｹ 開成中 ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ 清水中

 5 伊藤 孔希(1)   1:12.40  5 原田 慶太(1)   1:03.40 q
ｲﾄｳ ｺｳｷ 清水中 ﾊﾗﾀﾞ ｹｲﾀ 高綱中

 6 宮本 侃汰(1)   1:14.99  6 斉藤 巧(1)   1:04.62 q
ﾐﾔﾓﾄ ｶﾝﾀ 開成中 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 波田中

 7 小田 龍貴(1)   1:18.17  7 関野 諒輔(2)   1:05.23 
ｵﾀﾞ ﾘｭｳｷ 開成中 ｾｷﾉ ﾘｮｳｽｹ 附属松本中
田中 雅人(2)  8 平林 浩貴(2)   1:06.05 
ﾀﾅｶ ﾏｻﾄ 女鳥羽中 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 開成中

[ 3組]

 1 杉本 大志(1)     58.98 q
ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｲｼ 清水中

 2 白石 大地(2)     59.88 q
ｼﾗｲｼ ﾀﾞｲﾁ 附属松本中
中西 湧也(2)
ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾔ 松島中

 1 織茂 大地(2)     57.98 
ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 波田中

 2 白石 大地(2)     59.56 
ｼﾗｲｼ ﾀﾞｲﾁ 附属松本中

 3 窪田 悠人(1)   1:00.29 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 清水中

 4 杉本 大志(1)   1:00.47 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｲｼ 清水中

 5 河西 勇介(2)   1:02.54 
ｶｻｲ ﾕｳｽｹ 丸ﾉ内中

 6 井口 将理(1)   1:03.97 
ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ 清水中

 7 斉藤 巧(1)   1:04.33 
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 波田中

 8 原田 慶太(1)   1:05.88 
ﾊﾗﾀﾞ ｹｲﾀ 高綱中
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9  5679

3  3265
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5  5677

4  5680

7  6117

所属名 記録／備考
6  3255
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決勝 10月10日 15:15

 1 太田 賢斗(3)   4:37.33 
ｵｵﾀ ｹﾝﾄ 鉢盛中

 2 齊藤 駿太(2)   4:40.91 
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ 梓川中

 3 三沢 進祐(2)   4:50.46 
ﾐｻﾜ ｼﾝｽｹ 鎌田中

 4 加藤 匠(1)   5:00.38 
ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 女鳥羽中

 5 草間 佑輝(2)   5:00.55 
ｸｻﾏ ﾕｳｷ 梓川中

 6 中澤 稜也(1)   5:00.65 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 大野川中

 7 寺島 滉己(2)   5:13.18 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｷ 筑摩野中

 8 犬飼 基統(1)   5:15.42 
ｲﾇｶｲ ﾓﾄ 高綱中

 9 逸見 和弥(1)   5:18.41 
ﾍﾝﾐ ｶｽﾞﾔ 梓川中

10 宮坂 智哉(1)   5:18.86 
ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾔ 山辺中

11 小松 和弥(1)   5:22.47 
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾔ 信明中

12 菅 真志(1)   5:22.65 
ｽｶﾞ ﾏｻｼ 附属松本中

13 今井 諒(2)   5:27.49 
ｲﾏｲ ﾘｮｳ 清水中

14 丸山 真昂(1)   5:28.22 
ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾀｶ 清水中

15 海川 和哉(1)   5:28.83 
ｳﾐｶﾜ ｶｽﾞﾔ 鉢盛中

16 藤澤 翼(1)   5:28.89 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾂﾊﾞｻ 附属松本中

17 丸山 祥吾(1)   5:31.15 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 清水中

18 渋谷 涼太(1)   5:31.57 
ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾀ 鎌田中

19 土橋 一範(1)   5:39.55 
ﾂﾁﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ 清水中

20 柳澤 道徳(1)   5:41.19 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾁﾉﾘ 附属松本中

21 一之瀬 向稀(1)   5:41.51 
ｲﾁﾉｾ ｺｳｷ 松島中

22 今井 知樹(1)   5:45.44 
ｲﾏｲ ﾄﾓｷ 波田中

23 波多腰 貴雅(1)   6:00.26 
ﾊﾀｺｼ ﾀｶﾏｻ 波田中

24 惣洞 侑大(1)   6:22.91 
ｿｳﾎﾞﾗ ﾕｳﾀ 波田中
進士 陽平(2)
ｼﾝｼ ﾖｳﾍｲ 附属松本中

中学男子
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決勝 10月10日 16:20

 1 横水 颯太(3)   9:34.71 
ﾖｺﾐｽﾞ ｿｳﾀ 鉢盛中

 2 大川 柊弥(2)   9:37.19 
ｵｵｶﾜ ﾄｳﾔ 菅野中

 3 上田 星矢(3)   9:43.17 
ｳｴﾀﾞ ｾｲﾔ 鉢盛中

 4 塩原 潤(2)   9:45.36 
ｼｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 才教学園中

 5 三島 太成(2)   9:53.59 
ﾐｼﾏ ﾀｲｾｲ 鉢盛中

 6 清水 順太(2)  10:03.82 
ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 菅野中

 7 相馬 崇史(1)  10:07.91 
ｿｳﾏ ﾀｶｼ 附属松本中

 8 野瀬 雅史(2)  10:08.73 
ﾉｾ ﾏｻﾌﾐ 梓川中

 9 栁澤 樹(3)  10:09.25 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｲﾂｷ 山辺中

10 伊藤 武玄(2)  10:12.08 
ｲﾄｳ ﾑｹﾞﾝ 菅野中

11 北原 泰地(3)  10:26.10 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｲﾁ 山辺中

12 浅村 祐貴(3)  10:41.52 
ｱｻﾑﾗ ﾕｳｷ 山辺中

13 山田 和真(1)  10:46.57 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 山辺中

14 木村 祐太(1)  11:04.54 
ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 鉢盛中

15 百瀬 賢一(1)  11:25.14 
ﾓﾓｾ ｹﾝｲﾁ 清水中

16 吉澤 輝(1)  11:43.19 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾋｶﾙ 旭町中

17 中田 大貴(2)  12:01.00 
ﾅｶﾀ ﾋﾛﾀｶ 清水中

18 増澤 直彦(1)  12:10.50 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾅｵﾋｺ 才教学園中

19 加藤 優弥(1)  12:13.18 
ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 波田中

20 池口 響(1)  12:16.68 
ｲｹｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ 波田中

21 中田 侑希(1)  12:17.56 
ﾅｶﾀ ﾕｳｷ 旭町中

22 丸山 優太(1)  12:31.62 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 菅野中

23 千村 剛芳(1)  13:24.68 
ﾁﾑﾗ ﾀｶﾖｼ 附属松本中

24 岡田 絃希(1)  13:42.88 
ｵｶﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 菅野中

25 白井 聡太郎(2)  14:14.65 
ｼﾗｲ ｿｳﾀﾛｳ 附属松本中

26 千村 将利(1)  15:28.62 
ﾁﾑﾗ ﾏｻﾄｼ 附属松本中

6  6118

22  6129

8  5939
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3  5807
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予選 10月10日 14:35
決勝 10月10日 16:50

[ 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   6 波田中  3262 中村 奈央(1)     50.49 q  1   4 附属松本中(A)  6117 白石 大地(2)     49.00 q

ﾊﾀﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳA ｼﾗｲｼ ﾀﾞｲﾁ
 3255 織茂 大地(2)  6134 赤堀 拓夢(1)

ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ
 3265 斉藤 巧(1)  6133 中村 彰汰(1)

ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ
 3259 小澤 玲央(1)  6124 米倉 敬宏(1)

ｵｻﾞﾜ ﾚｵ ﾖﾈｸﾗ ﾀｶﾋﾛ
 2   2 信明中  5745 飯干 聖也(1)     50.71 q  2   3 鉢盛中  6073 宮田 拓実(2)     49.33 q

ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ｲｲﾎﾞｼ ｾｲﾔ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ
 5728 小松 太一(1)  6072 久保田 正吾(2)

ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ
 5742 巾下 颯太(1)  6076 木村 幸太(1)

ﾊﾊﾞｼﾀ ｿｳﾀ ｷﾑﾗ ｺｳﾀ
 5726 手塚 大喜(1)  6079 木村 祐太(1)

ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ
 3   8 開成中  5854 平林 浩貴(2)     51.82 q  3   9 旭町中  5803 富田 直樹(2)     50.58 q

ｶｲｾｲﾁｭｳ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ
 5851 徳田 康宜(2)  5801 丸山 達大(2)

ﾄｸﾀ ﾞﾔｽﾉﾘ ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ
 5850 大澤 宗晃(2)  5810 浅原 隼風(1)

ｵｵｻﾜ ﾑﾈｱｷ ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ
 5853 倉又 遼太郎(2)  5802 石田 展雅(2)

ｸﾗﾏﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ ｲｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾏｻ
 4   9 丸ﾉ内中  5766 草間 拓海(1)     52.09  4   5 松島中  5837 小竹 脩斗(2)     50.64 q

ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ ｸｻﾏ ﾀｸﾐ ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ｺﾀｹ ﾅｵﾄ
 5765 西牧 樹生(2)  5826 三沢 航輝(2)

ﾆｼﾏｷ ﾀﾂｷ ﾐｻﾜ ｺｳｷ
 5764 小池 篤哉(2)  5838 手塚 諒冴(2)

ｺｲｹ ｱﾂﾔ ﾃﾂﾞｶ ﾘｮｳｺﾞ
 5762 河西 勇介(2)  5821 木下 祐太郎(1)

ｶｻｲ ﾕｳｽｹ ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾀﾛｳ
 5   5 梓川中  3634 宮澤 一真(2)     53.14  5   2 筑摩野中(A)  5974 大野 智裕(2)     51.27 q

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ ﾁｸﾏﾉﾁｭｳA ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ
 3624 青木 駿弥(2)  5969 松岡 雄斗(2)

ｱｵｷ ｼｭﾝﾔ ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ
 3629 川口 竜司(2)  5967 竹内 康平(2)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｭｳｼﾞ ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ
 3627 齊藤 駿太(2)  5973 吉田 翔真(2)

ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ
 6   4 筑摩野中(B)  5981 下形 嵩哉(1)     53.22  6   7 清水中  5677 窪田 悠人(1)     51.86 

ﾁｸﾏﾉﾁｭｳB ｼﾓｶﾀ ﾀｶﾔ ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ
 5984 山口 直也(1)  5674 中西 紀(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ ﾅｶﾆｼ ｶﾅﾒ
 5986 荒田 智也(1)  5679 井口 将理(1)

ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ
 5980 佐山 悠河(1)  5680 杉本 大志(1)

ｻﾔﾏ ﾕｳｶﾞ ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｲｼ
 7   3 高綱中  5934 曽山 優太(1)     54.61 

ﾀｶﾂﾅﾁｭｳ ｿﾔﾏ ﾕｳﾀ
 5923 北野 慧(1)

ｷﾀﾉ ｹｲ
 5925 犬飼 基統(1)

ｲﾇｶｲ ﾓﾄ
 5924 原田 慶太(1)

ﾊﾗﾀﾞ ｹｲﾀ
 8   7 鎌田中  5709 佐藤 高史(1)     55.11 

ｶﾏﾀﾞﾁｭｳ ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ
 5712 阿部 和裕(2)

ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ
 5714 丸山 浩成(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾅﾘ
 5713 森下 健太朗(1)

ﾓﾘｼﾀ ｹﾝﾀﾛｳ
 9   1 附属松本中(B)  6116 青木 慧(2)     56.74 

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳB ｱｵｷ ｹｲ
 6135 増本 泰河(1)

ﾏｽﾓﾄ ﾀｲｶﾞ
 6121 三澤 一輝(2)

ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ
 6132 中嶋 友哉(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ

中学男子

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   7 鉢盛中  6073 宮田 拓実(2)     48.84 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ
 6072 久保田 正吾(2)

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ
 6076 木村 幸太(1)

ｷﾑﾗ ｺｳﾀ
 6079 木村 祐太(1)

ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ
 2   6 附属松本中(A)  6117 白石 大地(2)     49.08 

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳA ｼﾗｲｼ ﾀﾞｲﾁ
 6134 赤堀 拓夢(1)

ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ
 6133 中村 彰汰(1)

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ
 6124 米倉 敬宏(1)

ﾖﾈｸﾗ ﾀｶﾋﾛ
 3   8 松島中  5837 小竹 脩斗(2)     50.86 

ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ｺﾀｹ ﾅｵﾄ
 5826 三沢 航輝(2)

ﾐｻﾜ ｺｳｷ
 5838 手塚 諒冴(2)

ﾃﾂﾞｶ ﾘｮｳｺﾞ
 5821 木下 祐太郎(1)

ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾀﾛｳ
 4   4 旭町中  5803 富田 直樹(2)     50.98 

ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ
 5801 丸山 達大(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ
 5810 浅原 隼風(1)

ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ
 5802 石田 展雅(2)

ｲｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾏｻ
 5   5 波田中  3262 中村 奈央(1)     51.00 

ﾊﾀﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ
 3255 織茂 大地(2)

ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ
 3265 斉藤 巧(1)

ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 3259 小澤 玲央(1)

ｵｻﾞﾜ ﾚｵ
 6   2 開成中  5854 平林 浩貴(2)     51.50 

ｶｲｾｲﾁｭｳ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ
 5851 徳田 康宜(2)

ﾄｸﾀ ﾞﾔｽﾉﾘ
 5850 大澤 宗晃(2)

ｵｵｻﾜ ﾑﾈｱｷ
 5853 倉又 遼太郎(2)

ｸﾗﾏﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ
 7   3 筑摩野中(A)  5974 大野 智裕(2)     51.53 

ﾁｸﾏﾉﾁｭｳA ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ
 5969 松岡 雄斗(2)

ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ
 5967 竹内 康平(2)

ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ
 5973 吉田 翔真(2)

ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ
  9 信明中  5745 飯干 聖也(1)

ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ｲｲﾎﾞｼ ｾｲﾔ 失格
 5728 小松 太一(1) R1(3-4)

ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ
 5742 巾下 颯太(1)

ﾊﾊﾞｼﾀ ｿｳﾀ
 5726 手塚 大喜(1)

ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ

中学男子

4×100m
決勝



予選 10月10日  8:50
決勝 10月10日 11:10

[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 +1.7

 1 小松 太一(1)     19.35 q  1 奥原 大輝(1)     17.85 q
ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 信明中 ｵｸﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 大野川中

 2 小松 亮介(1)     20.33 q  2 大谷 一貴(2)     18.07 q
ｺﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 旭町中 ｵｵﾔ ｶｽﾞｷ 安曇中

 3 桃井 廣太郎(1)     21.69 q  3 吉田 翔真(2)     19.21 q
ﾓﾓｲ ｺｳﾀﾛｳ 筑摩野中 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 筑摩野中

 4 下形 嵩哉(1)     22.20  4 浅原 隼風(1)     20.75 q
ｼﾓｶﾀ ﾀｶﾔ 筑摩野中 ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ 旭町中

 5 河村 泰行(1)     23.26  5 青木 駿弥(2)     20.87 q
ｶﾜﾑﾗ ﾔｽﾕｷ 松島中 ｱｵｷ ｼｭﾝﾔ 梓川中

 6 増本 泰河(1)     23.50  6 北原 樹(1)     22.81 
ﾏｽﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 附属松本中 ｷﾀﾊﾗ ｲﾂｷ 附属松本中

 7 村田 淳(1)     24.85  7 宮野 優輔(2)     24.98 
ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝ 附属松本中 ﾐﾔﾉ ﾕｳｽｹ 松島中

 8 奥原 洸亘(1)     25.99 
ｵｸﾊﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ 開成中

 9 村尾 拓海(1)     29.26 
ﾑﾗｵ ﾀｸﾐ 附属松本中

風速 +1.6

 1 大谷 一貴(2)     17.53 
ｵｵﾔ ｶｽﾞｷ 安曇中

 2 奥原 大輝(1)     17.64 
ｵｸﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 大野川中

 3 吉田 翔真(2)     18.49 
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 筑摩野中

 4 小松 太一(1)     18.98 
ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 信明中

 5 浅原 隼風(1)     19.33 
ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ 旭町中

 6 小松 亮介(1)     20.42 
ｺﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 旭町中

 7 青木 駿弥(2)     21.12 
ｱｵｷ ｼｭﾝﾔ 梓川中

 8 桃井 廣太郎(1)     25.73 
ﾓﾓｲ ｺｳﾀﾛｳ 筑摩野中

3  5982

8  5811

2  3624

9  5810

5  5973

4  5728

6  3669

所属名 記録／備考
7  3636
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決勝 10月10日 13:00

丸山 拓哉(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 筑摩野中
竹内 康平(2)
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ 筑摩野中
三沢 航輝(2)
ﾐｻﾜ ｺｳｷ 松島中
丸山 達大(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ 旭町中
太田 修平(1)
ｵｵﾀ ｼｭｳﾍｲ 梓川中
森下 健太朗(1)
ﾓﾘｼﾀ ｹﾝﾀﾛｳ 鎌田中
藤井 天良(1)
ﾌｼﾞｲ ｿﾗ 鉢盛中
中島 光一郎(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｲﾁﾛｳ 附属松本中
木船 宗一(1)
ｷﾌﾈ ｿｳｲﾁ 旭町中
丸山 浩成(1)
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾅﾘ 鎌田中
熊谷 拓真(1)
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ 松島中
横澤 陸王(1) 記録なし
ﾖｺｻﾜ ﾘｸｵｳ 旭町中
曽山 優太(1) 記録なし
ｿﾔﾏ ﾕｳﾀ 高綱中
宮本 佳汰(1) 記録なし
ﾐﾔﾓﾄ ｹｲﾀ 開成中
北野 慧(1) 記録なし
ｷﾀﾉ ｹｲ 高綱中
吉田 郁也(1) 記録なし
ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐﾔ 開成中
仙庭 孝祐(1) 欠場
ｾﾝﾊﾞ ｺｳｽｹ 開成中

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70
1 17  5972

- - - - o o o o o xxx  1.65

2 14  5967
- o o - o xxx  1.45

2 15  5826
- - - - o xxx  1.45

2 16  5801
- - - - o xxx  1.45

5 9  3611
o o o xxo xxx  1.40

6 13  5713
o xo xo xxx  1.35

7 8  6075
o o xxo xxx  1.35

8 7  6115
o xo xxx  1.30

8 11  5812
- xo xxx  1.30

10 5  5714
xo xxo xxx  1.30

11 10  5823
xo xxx  1.25

1  5809
- xxx

2  5934
xxx

3  5870
xxx

6  5923
xxx

18  5858
xxx

4  5848



決勝 10月10日 13:00

 ３回の
 最高記録

久保田 正吾(2)    x   4.90    x    4.90   4.97   5.35   5.15    5.35 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 鉢盛中   -0.9   -2.0   -1.9    -2.0   -3.1   -2.1   -1.8    -2.1
松岡 雄斗(2)    x   5.08    x    5.08   5.00   5.26   5.10    5.26 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 筑摩野中   -1.4   -0.8   -3.8    -0.8   -2.4   -2.8   -2.5    -2.8
石田 展雅(2)   5.25   5.24   5.23    5.25    x   5.06   5.24    5.25 
ｲｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾏｻ 旭町中   -1.7   -1.6   -3.7    -1.7   -2.7   -2.3   -3.4    -1.7
巾下 颯太(1)   4.54   4.86   4.58    4.86    -    -    -    4.86 
ﾊﾊﾞｼﾀ ｿｳﾀ 信明中   -1.7   +0.1   -2.6    +0.1    +0.1
小川 拓久己(2)    x   4.28   4.82    4.82   4.48   4.58    x    4.82 
ｵｶﾞﾜ ﾀｸﾐ 鎌田中   -1.4   +0.4   -2.2    -2.2   -3.3   -1.9   -2.6    -2.2
中村 彰汰(1)   4.54   4.69   4.65    4.69   4.58   4.53   4.67    4.69 
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 附属松本中   -2.2   +0.4   -1.9    +0.4   -2.6   -2.6   -1.9    +0.4
成田 元俊(1)   4.31   4.63   4.37    4.63    x    x   4.23    4.63 
ﾅﾘﾀ ｹﾞﾝｼｭﾝ 才教学園中   +0.7   -0.2   -2.0    -0.2   -2.4   -3.3   -3.1    -0.2
杉谷 拓海(2)   4.61   4.48   4.15    4.61   4.28   4.35   4.57    4.61 
ｽｷﾞﾔ ﾀｸﾐ 信明中   -0.8   -0.5   -4.2    -0.8   -2.8   -3.0   -3.5    -0.8
飯干 聖也(1)   4.33   4.44   4.41    4.44    4.44 
ｲｲﾎﾞｼ ｾｲﾔ 信明中   -2.3   -1.5   -3.6    -1.5    -1.5
小林 誠(2)   4.25   4.31   3.97    4.31    4.31 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 信明中   -2.5   -1.6   -2.6    -1.6    -1.6
武居 博貴(1)   4.10   4.31   4.20    4.31    4.31 
ﾀｹｲ ﾋﾛｷ 開成中   +0.2   -1.9   -4.3    -1.9    -1.9
中嶋 友哉(1)   4.30   4.16   4.06    4.30    4.30 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ 附属松本中   -0.9   -1.4   -4.5    -0.9    -0.9
三澤 一輝(2)   4.17   4.16    x    4.17    4.17 
ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 附属松本中   +0.3   -1.1   -2.2    +0.3    +0.3
手塚 諒冴(2)   3.74   4.09   4.14    4.14    4.14 
ﾃﾂﾞｶ ﾘｮｳｺﾞ 松島中   -2.9   -0.5   -1.6    -1.6    -1.6
倉科 郁実(2)   4.04   4.00   2.57    4.04    4.04 
ｸﾗｼﾅ ｲｸﾐ 開成中   -3.5   -1.6   -3.7    -3.5    -3.5
臼井 傑(2)   4.04   3.97   3.95    4.04    4.04 
ｳｽｲ ｽｸﾞﾙ 松島中   -1.0   -1.6   -3.3    -1.0    -1.0
小池 篤哉(2)    x    x   3.74    3.74    3.74 
ｺｲｹ ｱﾂﾔ 丸ﾉ内中   -2.2   -0.7   -4.9    -4.9    -4.9
中野 和幸(1)   3.23   3.56   3.67    3.67    3.67 
ﾅｶﾉ ｶｽﾞﾕｷ 山辺中   -3.1   -1.0   -0.3    -0.3    -0.3
金田 健嗣(1)   3.62   3.61   3.66    3.66    3.66 
ｶﾈﾀ ｹﾝｼﾞ 旭町中   -2.4   -2.1   -1.6    -1.6    -1.6
酒井 優希(2)   3.66    x    x    3.66    3.66 
ｻｶｲ ﾕｳｷ 鎌田中   -1.5   -3.2   -3.3    -1.5    -1.5
三村 駿介(1)   3.54    x   2.94    3.54    3.54 
ﾐﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 菅野中   -0.6   -1.6   -2.7    -0.6    -0.6
高橋 悠吏(1)   3.47    x   3.34    3.47    3.47 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾘ 旭町中   -2.8   -2.8   -2.7    -2.8    -2.8
高山 剛志(2)    x   3.33   3.28    3.33    3.33 
ﾀｶﾔﾏ ﾀｹｼ 松島中   -2.4   -2.0   -3.1    -2.0    -2.0
坂口 友哉(1)    x   2.08    x    2.08    2.08 
ｻｶｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 山辺中   -0.4   -0.8   -1.3    -0.8    -0.8
吉田 郁也(1) 欠場
ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐﾔ 開成中
斉藤 優太郎(2) 欠場
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ 松島中
黒岩 健人(2) 欠場
ｸﾛｲﾜ ｹﾝﾄ 筑摩野中
吉澤 希(1) 欠場
ﾖｼｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾑ 筑摩野中
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走幅跳

決勝
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決勝 10月10日 13:00

 ３回の
 最高記録

齋藤 涼太郎(2)
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大野川中
富田 直樹(2)
ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ 旭町中
濱 直輝(2)
ﾊﾏ ﾅｵｷ 梓川中
小竹 脩斗(2)
ｺﾀｹ ﾅｵﾄ 松島中
奥灘 慎太郎(1)
ｵｸﾅﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 大野川中
草間 拓海(1)
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 丸ﾉ内中
大野 智裕(2)
ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ 筑摩野中
堀内 陸希(2)
ﾎﾘｳﾁ ﾐﾁｷ 筑摩野中
市之瀬 優(1)
ｲﾁﾉｾ ﾏｻﾙ 旭町中
新井 健太(1)
ｱﾗｲ ｹﾝﾀ 旭町中
中村 優太(1)
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 筑摩野中
奈良 遼馬(1)
ﾅﾗ ﾘｮｳﾏ 松島中
丸山 悠太(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 松島中
増尾 和哉(2)
ﾏｽｵ ｶｽﾞﾔ 松島中
伊藤 雄基(2) 欠場
ｲﾄｳ ﾕｳｷ 鎌田中
小泉 卓也(2) 欠場
ｺｲｽﾞﾐ ﾀｸﾔ 筑摩野中
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予選 10月10日  9:25
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[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +1.1

 1 平林 航(6)     14.01 q  1 古田 昇太郎(4)     15.53 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 菅野小 ﾌﾙﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 今井小

 2 倉科 佳典(6)     14.69 q  2 花村 珠潤(5)     15.55 
ｸﾗｼﾅ ﾖｼﾉﾘ 菅野小 ﾊﾅﾑﾗ  ｼｭｳﾙ 芝沢小

 3 前澤 圭人(6)     15.05 q  3 桐原 愛翔(4)     15.82 
ﾏｴｻﾞﾜ ｹｲﾄ 菅野小 ｷﾘﾊﾗ ﾏﾅﾄ 五常小

 4 黒田 拓巳(5)     15.19 q  4 村山 大起(5)     16.32 
ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾐ 芳川小 ﾑﾗﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 島立小

 5 宮嶋 海斗(5)     15.67  5 太田 和輝(4)     16.71 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｶｲﾄ 芳川小 ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ 寿小

 6 平野 陽也(5)     15.86  6 濵野 紘凰(4)     16.81 
ﾋﾗﾉ ﾊﾙﾔ 島内小 ﾊﾏﾉ ﾋﾛﾀｶ 芳川小

 7 塩原 悠希(6)     15.88  7 櫻井 尚雅(4)     17.24 
ｼｵﾊﾗ  ﾕｳｷ 芝沢小 ｻｸﾗｲ ﾅｵﾏｻ 島内小

 8 加藤 央祐(4)     17.80  8 石澤 巧望(4)     17.61 
ｶﾄｳ ｵｳｽｹ 山辺小 ｲｼｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 島立小
山名 大貴(4)  9 山中 悠也(4)     18.76 
ﾔﾏﾅ  ﾀｲｷ 並柳小 ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾔ 岡田小

[ 3組] 風速 +0.5 [ 4組] 風速 +1.8

 1 柴田 潤也(6)     15.37  1 丸山 貴史(4)     15.82 
ｼﾊﾞﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 菅野小 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾌﾐ 山辺小

 2 清水 汰揮(4)     15.60  2 山口 貴大(4)     16.44 
ｼﾐｽﾞ ﾀｷ 今井小 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ 中山小

 3 宮沢 一真(4)     16.19  3 小栗 駿一(4)     16.84 
ﾐﾔｻﾞﾜ  ｶｽﾞﾏ 芝沢小 ｵｸﾞﾘ ｼｭﾝｲﾁ 中山小

 4 和賀 慎太郎(5)     16.41  4 高宮 健輔(4)     17.18 
ﾜｶﾞ  ｼﾝﾀﾛｳ 筑摩小 ﾀｶﾐﾔ  ｹﾝｽｹ 鎌田小

 5 高橋 宏希(4)     16.63  5 荒井 隆景(4)     17.27 
ﾀｶﾊｼ  ｺｳｷ 梓川小 ｱﾗｲ  ﾀｶｶｹﾞ 鎌田小

 6 山田 泰紀(4)     16.87  6 小林 育吹(6)     17.29 
ﾔﾏﾀﾞ  ﾀｲｷ 梓川小 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 才教学園小

 7 増田 孝太(4)     16.96  7 堤 一(4)     17.88 
ﾏｽﾀﾞ  ｺｳﾀ 並柳小 ﾂﾂﾐ ﾄﾗﾁ 寿小

 8 百瀬 颯人(4)     20.34  8 佐藤 隆一(4)     18.42 
ﾓﾓｾ  ﾊﾔﾄ 芝沢小 ｻﾄｳﾘｭｳｲﾁ ｺﾒｯﾄ波田
吉田 匡平(6)  9 百瀬 天哉(4)     18.71 
ﾖｼﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 旭町小 ﾓﾓｾﾀｶﾔ ｺﾒｯﾄ波田

[ 5組] 風速 +0.5 [ 6組] 風速 +0.8

 1 牧野 友紀(4)     15.85  1 森田 浩平(4)     15.52 
ﾏｷﾉ  ﾄﾓｷ 鎌田小 ﾓﾘﾀ ｺｳﾍｲ 明善小

 2 丸山 光(4)     15.89  2 山中 雅也(5)     15.57 
ﾏﾙﾔﾏ  ﾋｶﾙ 鎌田小 ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾔ 岡田小

 3 西村 皇紀(6)     16.19  3 髙島 大悟(6)     15.58 
ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ 岡田小 ﾀｶｼﾏ ﾀﾞｲｺﾞ 才教学園小

 4 篠原 洸樹(4)     16.47  4 内澤 亮太(4)     15.70 
ｼﾉﾊﾗ ｺｳｷ 寿小 ｳﾁｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 中山小

 5 中上 在(4)     16.72  5 草間 勇人(5)     16.18 
ﾅｶｶﾞﾐ  ｱﾙ 梓川小 ｸｻﾏ  ﾊﾔﾄ 梓川小

 6 小出 樹(6)     17.10  6 渡邉 仁大(6)     16.25 
ｺｲﾃﾞ ｲﾂｷ 本郷小 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｷ 才教学園小

 7 柏原 秀太郎(4)     17.13  7 有賀 蓮(4)     16.88 
ｶｼﾜﾊﾞﾗｼｭｳﾀﾛｳ ｺﾒｯﾄ波田 ｱﾙｶﾞ  ﾚﾝ 本郷小

 8 西保木 晶太(4)     17.21  8 下沢 圭亮(4)     16.93 
ﾆｼﾎｷﾞ ｼｮｳﾀ 本郷小 ｼﾓｻﾜｹｲｽｹ ｺﾒｯﾄ波田

 9 岡澤 礼(6)     17.23 
ｵｶｻﾞﾜ ﾚｲ 才教学園小

3   103

8   304

7   590

8   192

4   307

9   460

5   231

6   309
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ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5   126

6   578

2   567

7   375

4   195

3   241

1   285

9   262

8

2

  130

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 記録／備考

2   109

5   306

4   387

1   267

7   451

9   268

3   450

氏  名 所属名 記録／備考
6   313

7   134
欠場

3   542

1   365

8   173

6   447

2   170

9   332

5   411

4   296

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

9   507

1   232

2   497

3   380

8   565

7   511

  328

5   288

記録／備考
6   291

ﾚｰﾝ 氏  名 所属名

1   539
欠場

順

4   312

4

6   495

9   323

8   550

7   417

2   551

5   419

所属名 記録／備考
3   426

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学4-6年男子

100m

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

No.



[ 7組] 風速 +1.2

 1 蝦名 李音(6)     13.65 q
ｴﾋﾞﾅ ﾘｵ 附属松本小

 2 齋藤オリオン流(6)     14.40 q
ｻｲﾄｳ ｵﾘｵﾝ ﾘｭｳ 寿小

 3 古厩 海聖(4)     15.34 q
ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 本郷小

 4 中澤 拓弥(4)     15.35 q
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 二子小

 5 百瀬 晴紀(6)     15.70 
ﾓﾓｾ ﾊﾙｷ 中山小

 6 横澤 秀飛(4)     16.02 
ﾖｺｻﾞﾜ ｼｭｳﾄ 二子小

 7 横山 智紀(4)     16.27 
ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓｷ 二子小
横山 太一(6)
ﾖｺﾔﾏ ﾀｲﾁ 岡田小

風速 -1.2

 1 蝦名 李音(6)     13.90 
ｴﾋﾞﾅ ﾘｵ 附属松本小

 2 平林 航(6)     14.15 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 菅野小

 3 齋藤オリオン流(6)     14.56 
ｻｲﾄｳ ｵﾘｵﾝ ﾘｭｳ 寿小

 4 倉科 佳典(6)     14.84 
ｸﾗｼﾅ ﾖｼﾉﾘ 菅野小

 5 黒田 拓巳(5)     15.18 
ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾐ 芳川小

 6 前澤 圭人(6)     15.26 
ﾏｴｻﾞﾜ ｹｲﾄ 菅野小

 7 中澤 拓弥(4)     15.52 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 二子小

 8 古厩 海聖(4)     15.60 
ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 本郷小

2   527

3   570

9   417

4   419

8   551

5   398

7   537

6   426

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   517

2   227

5   519

9   527

3   463

4   570

6   537

8   398

100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

小学4-6年男子



決勝 10月10日 11:30

[ 1組] [ 2組]

 1 村岡 拓人(6)   3:30.32  1 村上 拓海(6)   3:28.17 
ﾑﾗｵｶﾀｸﾄ ｺﾒｯﾄ波田 ﾑﾗｶﾐ  ﾀｸﾐ 梓川小

 2 太田 温土(5)   3:44.50  2 竹内 聡志(6)   3:28.42 
ｵｵﾀﾊﾙﾄ ｺﾒｯﾄ波田 ﾀｹｳﾁ ｻﾄｼ 中山小

 3 太田 耕司(6)   3:46.37  3 浜田 翔太(5)   3:37.72 
ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ 旭町小 ﾊﾏﾀﾞ  ｼｮｳﾀ 鎌田小

 4 小林 渓汰(5)   3:47.38  4 齊藤 龍志(5)   3:38.04 
ｺﾊﾞﾔｼｹｲﾀ ｺﾒｯﾄ波田 ｻｲﾄｳ  ﾘｭｳｼﾞ 梓川小

 5 村岡 拓海(4)   3:47.49  5 西村 陽杜(5)   3:41.51 
ﾑﾗｵｶﾀｸﾐ ｺﾒｯﾄ波田 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 二子小

 6 赤羽 碧(4)   3:48.26  6 杉山 亮太(5)   3:44.80 
ｱｶﾊﾈ ｱｵｲ 菅野小 ｽｷﾞﾔﾏ  ﾘｮｳﾀ 鎌田小

 7 上條 俊文(6)   3:48.49  7 大和 翔太郎(6)   3:46.22 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｼﾌﾐ 今井小 ｵﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 寿小

 8 上條 祐(4)   3:52.84  8 上條 竜誠(4)   3:47.54 
ｶﾐｼﾞｮｳ  ﾀｽｸ 芝沢小 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｭｳｾｲ 中山小

 9 佐藤 立玖(5)   3:58.29  9 村上 大生(5)   3:49.49 
ｻﾄｳ ﾘｸ 芳川小 ﾑﾗｶﾐﾓﾄｲ 田川小

10 小林 和磨(4)   3:58.69 10 伊藤 悠悟(4)   3:51.53 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 芝沢小 ｲﾄｳ ﾕｳｺﾞ 二子小

11 岩淵 駿太朗(4)   3:59.67 11 根津 藤次郎(4)   3:51.84 
ｲﾜﾌﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 旭町小 ﾈﾂ ﾄｳｼﾞﾛｳ 本郷小

12 徳原 冬威(6)   4:00.23 12 竹野入 闘気(5)   3:56.32 
ﾄｸﾊﾗ  ﾄｳｲ 芝沢小 ﾀｹﾉｲﾘ  ﾄｳｷ 鎌田小

13 橋本 歩斗(4)   4:02.39 13 赤羽 佑介(5)   3:56.60 
ﾊｼﾓﾄ ｱﾙﾄ 旭町小 ｱｶﾊﾈ  ﾕｳｽｹ 梓川小

14 渡邉 鈴(6)   4:09.69 14 見形 光樹(6)   3:56.65 
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾚｲ 芝沢小 ﾐｶﾀ  ﾐﾂｷ 梓川小

15 山本 悠太(5)   4:14.77 15 河合 輝(4)   3:59.42 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 筑摩小 ｶﾜｲ ｱｷﾗ 中山小

16 川股 晃大(4)   4:16.87 16 中西 隆晴(4)   4:00.17 
ｶﾜﾏﾀ ｺｳﾀﾞｲ 旭町小 ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾊﾙ 岡田小

17 藤松 嶺(4)   4:23.71 17 小島 海人(4)   4:01.33 
ﾌｼﾞﾏﾂ ﾚｲ 五常小 ｺｼﾞﾏ ｶｲﾄ 岡田小

18 斉藤 洸大(4)   4:26.57 18 赤井 亮介(4)   4:02.27 
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 大野川小 ｱｶｲ ﾘｮｳｽｹ 中山小

19 今西 康太(4)   4:29.29 19 石川 駿(4)   4:03.25 
ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 大野川小 ｲｼｶﾜ ｼｭﾝ 岡田小

20 大川 天斗(6)   4:30.05 20 横山 幸次郎(4)   4:10.10 
ｵｵｶﾜ ﾀｶﾄ 菅野小 ﾖｺﾔﾏ  ｺｳｼﾞﾛｳ 鎌田小

21 長瀬 岳志(4)   4:30.65 21 下野 捺貴(4)   4:34.79 
ﾅｶﾞｾ ﾀｹｼ 菅野小 ｼﾓﾉ ﾅﾂｷ 本郷小
降籏 凱(6) 22 清水 優介(5)   4:35.06 
ﾌﾘﾊﾀ ｶﾞｲ 明善小 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｽｹ 二子小

小学4-6年男子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
12   118

16   119

5   147

4   113

22   117

1   416
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2   344

3   552
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8   363
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17   136

6   361

15   428

13   420
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順

9   423

7   436

11   146

No. 氏  名 所属名 記録／備考
8   193

7   458

15   283

14   211

2   524

11   277

1   382

19   455

12   473
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9   573

13   279

16   190

20   168

21   449

10   245

6   238

5   457

18   243

17   260

3   567

4   52310   592
欠場



   1 村上 拓海(6) 梓川小     3:28.17   2   1
   2 竹内 聡志(6) 中山小     3:28.42   2   2
   3 村岡 拓人(6) ｺﾒｯﾄ波田     3:30.32   1   1
   4 浜田 翔太(5) 鎌田小     3:37.72   2   3
   5 齊藤 龍志(5) 梓川小     3:38.04   2   4
   6 西村 陽杜(5) 二子小     3:41.51   2   5
   7 太田 温土(5) ｺﾒｯﾄ波田     3:44.50   1   2
   8 杉山 亮太(5) 鎌田小     3:44.80   2   6
   9 大和 翔太郎(6) 寿小     3:46.22   2   7
  10 太田 耕司(6) 旭町小     3:46.37   1   3
  11 小林 渓汰(5) ｺﾒｯﾄ波田     3:47.38   1   4
  12 村岡 拓海(4) ｺﾒｯﾄ波田     3:47.49   1   5
  13 上條 竜誠(4) 中山小     3:47.54   2   8
  14 赤羽 碧(4) 菅野小     3:48.26   1   6
  15 上條 俊文(6) 今井小     3:48.49   1   7
  16 村上 大生(5) 田川小     3:49.49   2   9
  17 伊藤 悠悟(4) 二子小     3:51.53   2  10
  18 根津 藤次郎(4) 本郷小     3:51.84   2  11
  19 上條 祐(4) 芝沢小     3:52.84   1   8
  20 竹野入 闘気(5) 鎌田小     3:56.32   2  12
  21 赤羽 佑介(5) 梓川小     3:56.60   2  13
  22 見形 光樹(6) 梓川小     3:56.65   2  14
  23 佐藤 立玖(5) 芳川小     3:58.29   1   9
  24 小林 和磨(4) 芝沢小     3:58.69   1  10
  25 河合 輝(4) 中山小     3:59.42   2  15
  26 岩淵 駿太朗(4) 旭町小     3:59.67   1  11
  27 中西 隆晴(4) 岡田小     4:00.17   2  16
  28 徳原 冬威(6) 芝沢小     4:00.23   1  12
  29 小島 海人(4) 岡田小     4:01.33   2  17
  30 赤井 亮介(4) 中山小     4:02.27   2  18
  31 橋本 歩斗(4) 旭町小     4:02.39   1  13
  32 石川 駿(4) 岡田小     4:03.25   2  19
  33 渡邉 鈴(6) 芝沢小     4:09.69   1  14
  34 横山 幸次郎(4) 鎌田小     4:10.10   2  20
  35 山本 悠太(5) 筑摩小     4:14.77   1  15
  36 川股 晃大(4) 旭町小     4:16.87   1  16
  37 藤松 嶺(4) 五常小     4:23.71   1  17
  38 斉藤 洸大(4) 大野川小     4:26.57   1  18
  39 今西 康太(4) 大野川小     4:29.29   1  19
  40 大川 天斗(6) 菅野小     4:30.05   1  20
  41 長瀬 岳志(4) 菅野小     4:30.65   1  21
  42 下野 捺貴(4) 本郷小     4:34.79   2  21
  43 清水 優介(5) 二子小     4:35.06   2  22

小学4-6年男子

1000m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
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予選 10月10日 15:05
決勝 10月10日 16:40

[ 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   6 梓川小(B)   175 若林 永弥(4)   1:00.20 q  1   3 梓川小(A)   179 松田 優樹(6)     57.68 q

ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳB ﾜｶﾊﾞﾔｼ  ﾄｳﾔ ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳA ﾏﾂﾀﾞ  ﾕｳｷ
  195 中上 在(4)   207 片田 慎人(6)

ﾅｶｶﾞﾐ  ｱﾙ ｶﾀﾀﾞ  ﾏｺﾄ
  185 水上 健吾(5)   194 村瀬 勇哉(6)

ﾐｽﾞｶﾐ  ｹﾝｺﾞ ﾑﾗｾ  ﾕｳﾔ
  198 長嶺 直(5)   171 佐原 尚門(6)

ﾅｶﾞﾐﾈ  ﾅｵ ｻﾊﾗ  ﾅｵﾄ
 2   2 芝沢小(A)   329 干川 柊(4)   1:00.39 q  2   6 ｺﾒｯﾄ波田(A)   113 小林 渓汰(5)     59.70 q

ｼﾊﾞｻﾞﾜｼｮｳA ﾎｼｶﾜ  ｼｭｳ ｺﾒｯﾄﾊﾀA ｺﾊﾞﾔｼｹｲﾀ
  345 新村 篤史(5)   108 今井 侑志(5)

ﾆｲﾑﾗ ｱﾂｼ ｲﾏｲﾕｳｼﾞ
  351 滝口 優月(4)   107 戸叶 健司(5)

ﾀｷｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ ﾄｶﾉｹﾝｼﾞ
  337 三浦 完爾(6)   119 太田 温土(5)

ﾐｳﾗ ｶﾝｼﾞ ｵｵﾀﾊﾙﾄ
 3   4 旭町小   159 涌井 優樹(6)   1:03.64 q  3   9 才教学園小   307 渡邉 仁大(6)   1:03.68 q

ｱｻﾋﾏﾁｼｮｳ ﾜｸｲ ﾕｳｷ ｻｲｷｮｳｶﾞｸｴﾝｼｮｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｷ
  147 太田 耕司(6)   309 髙島 大悟(6)

ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ ﾀｶｼﾏ ﾀﾞｲｺﾞ
  146 川股 晃大(4)   306 小林 育吹(6)

ｶﾜﾏﾀ ｺｳﾀﾞｲ ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ
  156 板敷 祐斗(6)   308 廣瀬 悠一(6)

ｲﾀｼﾞｷ ﾕｳﾄ ﾋﾛｾ ﾕｳｲﾁ
 4   8 芝沢小(B)   349 太田 智之(4)   1:04.25 q  4   2 本郷小(B)   584 坪田 浩弥(5)   1:04.51 q

ｼﾊﾞｻﾞﾜｼｮｳB ｵｵﾀ ｻﾄｼ ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳB ﾂﾎﾞﾀ ﾋﾛﾔ
  350 大野 貴佳(4)   583 竹内 貴史(5)

ｵｵﾉ  ﾀｶﾖｼ ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ
  354 竹原 魁人(4)   587 木船 峻健(4)

ﾀｹﾊﾗ ｶｲﾄ ｷﾌﾞﾈ ｼｭﾝﾀ
  327 嘉藤 佑太朗(5)   570 古厩 海聖(4)

ｶﾄｳ  ﾕｳﾀﾛｳ ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ
 5   5 鎌田小   260 横山 幸次郎(4)   1:05.74  5   5 中山小(B)   457 赤井 亮介(4)   1:04.65 

ｶﾏﾀﾞｼｮｳ ﾖｺﾔﾏ  ｺｳｼﾞﾛｳ ﾅｶﾔﾏｼｮｳB ｱｶｲ ﾘｮｳｽｹ
  283 浜田 翔太(5)   460 内澤 亮太(4)

ﾊﾏﾀﾞ  ｼｮｳﾀ ｳﾁｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ
  267 荒井 隆景(4)   464 木村 一貴(5)

ｱﾗｲ  ﾀｶｶｹﾞ ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ
  262 丸山 光(4)   448 安藤 優一(5)

ﾏﾙﾔﾏ  ﾋｶﾙ ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ
 6   9 本郷小(A)   567 下野 捺貴(4)   1:08.31  6   4 ｺﾒｯﾄ波田(B)   131 峯岸 雅斗(4)   1:05.63 

ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳA ｼﾓﾉ ﾅﾂｷ ｺﾒｯﾄﾊﾀB ﾐﾈｷﾞｼｶﾞｸﾄ
  578 西保木 晶太(4)   118 村岡 拓人(6)

ﾆｼﾎｷﾞ ｼｮｳﾀ ﾑﾗｵｶﾀｸﾄ
  569 宮田 龍太郎(4)   106 金山 俊介(4)

ﾐﾔﾀ  ﾘｭｳﾀﾛｳ ｶﾅﾔﾏｼｭﾝｽｹ
  590 有賀 蓮(4)   115 城山 達也(5)

ｱﾙｶﾞ  ﾚﾝ ｼﾛﾔﾏﾀﾂﾔ
 7   3 岡田小(B)   243 石川 駿(4)   1:08.75  7   7 中山小(A)   451 小栗 駿一(4)   1:06.41 

ｵｶﾀﾞｼｮｳB ｲｼｶﾜ ｼｭﾝ ﾅｶﾔﾏｼｮｳA ｵｸﾞﾘ ｼｭﾝｲﾁ
  246 中西 隆陽(4)   455 上條 竜誠(4)

ﾅｶﾆｼ ﾀｶﾊﾙ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｭｳｾｲ
  251 樋口 裕祐(4)   450 山口 貴大(4)

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｶﾋﾛ
  238 小島 海人(4)   449 河合 輝(4)

ｺｼﾞﾏ ｶｲﾄ ｶﾜｲ ｱｷﾗ
  7 菅野小(A)   8 岡田小(A)

ｽｶﾞﾉｼｮｳA 欠場 ｵｶﾀﾞｼｮｳA 欠場

小学男子

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   4 梓川小(A)   179 松田 優樹(6)     57.40 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳA ﾏﾂﾀﾞ  ﾕｳｷ
  207 片田 慎人(6)

ｶﾀﾀﾞ  ﾏｺﾄ
  194 村瀬 勇哉(6)

ﾑﾗｾ  ﾕｳﾔ
  171 佐原 尚門(6)

ｻﾊﾗ  ﾅｵﾄ
 2   5 ｺﾒｯﾄ波田(A)   113 小林 渓汰(5)     59.75 

ｺﾒｯﾄﾊﾀA ｺﾊﾞﾔｼｹｲﾀ
  108 今井 侑志(5)

ｲﾏｲﾕｳｼﾞ
  107 戸叶 健司(5)

ﾄｶﾉｹﾝｼﾞ
  119 太田 温土(5)

ｵｵﾀﾊﾙﾄ
 3   7 梓川小(B)   175 若林 永弥(4)   1:00.62 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜｼｮｳB ﾜｶﾊﾞﾔｼ  ﾄｳﾔ
  195 中上 在(4)

ﾅｶｶﾞﾐ  ｱﾙ
  185 水上 健吾(5)

ﾐｽﾞｶﾐ  ｹﾝｺﾞ
  198 長嶺 直(5)

ﾅｶﾞﾐﾈ  ﾅｵ
 4   6 芝沢小(A)   329 干川 柊(4)   1:01.19 

ｼﾊﾞｻﾞﾜｼｮｳA ﾎｼｶﾜ  ｼｭｳ
  345 新村 篤史(5)

ﾆｲﾑﾗ ｱﾂｼ
  351 滝口 優月(4)

ﾀｷｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ
  337 三浦 完爾(6)

ﾐｳﾗ ｶﾝｼﾞ
 5   9 才教学園小   307 渡邉 仁大(6)   1:03.04 

ｻｲｷｮｳｶﾞｸｴﾝｼｮｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｷ
  309 髙島 大悟(6)

ﾀｶｼﾏ ﾀﾞｲｺﾞ
  306 小林 育吹(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ
  308 廣瀬 悠一(6)

ﾋﾛｾ ﾕｳｲﾁ
 6   8 旭町小   159 涌井 優樹(6)   1:03.23 

ｱｻﾋﾏﾁｼｮｳ ﾜｸｲ ﾕｳｷ
  147 太田 耕司(6)

ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ
  146 川股 晃大(4)

ｶﾜﾏﾀ ｺｳﾀﾞｲ
  156 板敷 祐斗(6)

ｲﾀｼﾞｷ ﾕｳﾄ
 7   2 芝沢小(B)   349 太田 智之(4)   1:03.56 

ｼﾊﾞｻﾞﾜｼｮｳB ｵｵﾀ ｻﾄｼ
  350 大野 貴佳(4)

ｵｵﾉ  ﾀｶﾖｼ
  354 竹原 魁人(4)

ﾀｹﾊﾗ ｶｲﾄ
  327 嘉藤 佑太朗(5)

ｶﾄｳ  ﾕｳﾀﾛｳ
 8   3 本郷小(B)   584 坪田 浩弥(5)   1:04.25 

ﾎﾝｺﾞｳｼｮｳB ﾂﾎﾞﾀ ﾋﾛﾔ
  583 竹内 貴史(5)

ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ
  587 木船 峻健(4)

ｷﾌﾞﾈ ｼｭﾝﾀ
  570 古厩 海聖(4)

ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ

小学男子

4×100m
決勝



決勝 10月10日  9:30

1m30
内田 究(6) - - o o o o o o o xo
ｳﾁﾀﾞ  ｷﾜﾑ 芝沢小 xxx
赤澤 虎太郎(6) - - o o o o o o o xxx
ｱｶｻﾞﾜ  ｺﾀﾛｳ 芝沢小
百瀬 信幸(6) o o o o o o o o xo xxx
ﾓﾓｾ  ﾉﾌﾞﾕｷ 梓川小
上村 荘生(6) o o o o o o o xxo xo xxx
ｶﾐﾑﾗ  ｿｳｷ 梓川小
柳沢 宏樹(6) - - o o o o o xxo xxx
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾋﾛｷ 芝沢小
齋藤セレネ壮(4) o o o o o xo o xxx
ｻｲﾄｳ ｾﾚﾈ ｼｮｳ 寿小
塚原 友都(5) o o o o o o xo xxx
ﾂｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 寿小
山田 怜(6) o o xo o o o xo xxx
ﾔﾏﾀﾞ ﾚﾝ 明善小
上嶋 辰輝(5) o o o o o o xxo xxx
ｳｴｼﾏ ﾀﾂｷ 寿小
原 光太朗(6) o o o o o o xxo xxx
ﾊﾗ  ｺｳﾀﾛｳ 梓川小
藤澤 亮太(6) o o o o o xo xxx
ﾌｼﾞｻﾜ  ﾘｮｳﾀ 梓川小
中川 暁彦(6) o o o o o xo xxx
ﾅｶｶﾞﾜ ｱｷﾋｺ 今井小
田玉 育己(4) o o o o xo xo xxx
ﾀﾀﾞﾏ ｲｸﾐ 寿小
山本 将吾(5) o o o xo x/
ﾔﾏﾓﾄ  ｼｮｳｺﾞ 芝沢小

14 8   339
 0.95

13 13   389
 1.05

11 6   298
 1.05

11 4   200
 1.05

9 2   169
 1.10

9 1   378
 1.10

8 14   594
 1.10

7 11   386
 1.10

6 12   399
 1.10

5 9   369
 1.15

4 7   180
 1.20

3 10   202
 1.20

 1.25

2 3   346
 1.20

1m20 1m25

1 5   364

記録 備考
m80 m85 m90 m95 1m00 1m05 1m10 1m15

小学4-6年男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 10月10日  9:30

 ３回の
 最高記録

金田 耕平(5)   3.87   3.86   3.69    3.87    3.87 
ｶﾈﾀﾞ  ｺｳﾍｲ 芝沢小   +0.9   +0.9   -0.2    +0.9    +0.9
廣瀬 悠一(6)    x   3.67   3.36    3.67    3.67 
ﾋﾛｾ ﾕｳｲﾁ 才教学園小   +1.9   -0.1   +1.1    -0.1    -0.1
太田 誠人(5)   3.54   3.56   3.33    3.56    3.56 
ｵｵﾀ ﾏｺﾄ 芝沢小   -0.3   +0.6   -0.2    +0.6    +0.6
中村 裕希(6)   3.55   3.40   3.30    3.55    3.55 
ﾅｶﾑﾗ  ﾕｳｷ 梓川小   +2.5   +0.3   -0.5    +2.5    +2.5
横内 遥人(6)   3.54    x    x    3.54    3.54 
ﾖｺｳﾁ  ﾊﾙﾄ 梓川小   +1.4   +0.1   +1.4    +1.4    +1.4
飯野 岳(6)   3.50   3.36   3.38    3.50    3.50 
ｲｲﾉ  ｶﾞｸ 安曇小   +0.8   +1.1   +0.5    +0.8    +0.8
上條 快斗(5)    x   3.29   3.45    3.45    3.45 
ｶﾐｼﾞｮｳ  ｶｲﾄ 安曇小   +1.6   -0.1   +1.6    +1.6    +1.6
藤山 尚享(5)   3.21   3.42   3.19    3.42    3.42 
ﾌｼﾞﾔﾏ  ﾀｶﾕｷ 安曇小   +1.0   +2.5   +0.5    +2.5    +2.5
下条 倫太郎(5)   3.41   3.17   3.35    3.41    3.41 
ｼﾓｼﾞｮｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 旭町小   +0.5   +1.7   -0.3    +0.5    +0.5
板敷 祐斗(6)   2.96   3.39   3.32    3.39    3.39 
ｲﾀｼﾞｷ ﾕｳﾄ 旭町小   +0.2   +1.1   +0.2    +1.1    +1.1
涌井 優樹(6)   3.30   3.13   3.03    3.30    3.30 
ﾜｸｲ ﾕｳｷ 旭町小   +0.7   +2.4   -0.2    +0.7    +0.7
大原 拓馬(5)   3.28   3.27    x    3.28    3.28 
ｵｵﾊﾗ  ﾀｸﾏ 安曇小   +1.2   -0.7   -0.3    +1.2    +1.2
宮島 健太(5)   3.18   3.22   3.07    3.22    3.22 
ﾐﾔｼﾞﾏ  ｹﾝﾀ 芝沢小   +1.2   -0.4    0.0    -0.4    -0.4
小林 雅人(6)    x   2.61   3.16    3.16    3.16 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾏｻﾄ 芝沢小   +0.6   +1.6   -0.7    -0.7    -0.7
小林 颯(6)    x   3.11    x    3.11    3.11 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾊﾔﾃ 梓川小   +0.7   -0.4   +0.9    -0.4    -0.4
唐沢 友輔(4)   3.09   2.38   2.14    3.09    3.09 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳｽｹ 二子小   +1.4   +0.3   +1.2    +1.4    +1.4
唐澤 優斗(6)   3.04   3.03   2.98    3.04    3.04 
ｶﾗｻﾜ  ﾕｳﾄ 梓川小   +2.3    0.0   +0.4    +2.3    +2.3
斉藤 龍佑(4)    x   2.82   2.62    2.82    2.82 
ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 大野川小   +0.3   +1.7   +0.3    +1.7    +1.7
神田 悠貴(5)   2.73   2.42   2.62    2.73    2.73 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳｷ 大野川小   +0.5   +1.3    0.0    +0.5    +0.5
齋藤 将紀(5) 欠場
ｻｲﾄｳ ｼｮｳｷ 大野川小

小学4-6年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 9   334

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

2 18   308

3 11   348

4 19   196

5 17   165

6 8   223

7 15   214

8 1   222

9 7   132

10 5   156

11 6   159

12 14   217

13 12   333

14 10   341

15 20   177

16 16   529

17 13   199

3   440

18 2   435

19 4   431



決勝 10月10日  9:30

 ３回の
 最高記録

百瀬 匠真(6)
ﾓﾓｾ ﾀｸﾏ 寿小
小池 真央(6)
ｺｲｹ ﾏｵ 岡田小
武田 歩(6)
ﾀｹﾀﾞ  ｱﾕﾑ 梓川小
小口 聡太(5)
ｵｸﾞﾁ  ｿｳﾀ 鎌田小
逸見 佳宣(6)
ﾍﾝﾐ  ﾖｼﾉﾌﾞ 梓川小
奥原 尚(6)
ｵｸﾊﾗ  ｼｮｳ 安曇小
奥原 悠太(6)
ｵｸﾊﾗ  ﾕｳﾀ 芝沢小
須澤 渓(4)
ｽｻﾞﾜ ｹｲ 旭町小
根本 尚哉(5)
ﾈﾓﾄ ﾅｵﾔ 寿小
高宮 直輝(6)
ﾀｶﾐﾔ  ﾅｵｷ 芝沢小
大石岳人(4)
ｵｵｲｼ ｶﾞｸﾄ 旭町小
齋藤 海斗(4)
ｶｲﾄｳｶｲﾄ 田川小
武田 怜(4)
ﾀｹﾀﾞ  ﾚｲ 梓川小
小鳥 竜聖(5)
ｺﾄﾘ  ﾘｭｳｾｲ 鎌田小
木村 一貴(5)
ｷﾑﾗ ｶｽﾞｷ 中山小
岩垂 啓太(6)
ｲﾜﾀﾞﾚ  ｹｲﾀ 芝沢小
根本 祐希(4)
ﾈﾓﾄ ﾕｳｷ 寿小
渡邉 鼓(6)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾂﾂﾞﾐ 芝沢小
安藤 優一(5)
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ 中山小
小松 寛武(6)
ｺﾏﾂ ﾋﾛﾀｹ 岡田小
渡辺 海都(5)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｲﾄ 岡田小
斉藤 大輝(5)
ｻｲﾄｳ ﾀﾞｲｷ 大野川小
大野 龍太朗(6)
ｵｵﾉ  ﾘｭｳﾀﾛｳ 安曇小
天満 昭瑛(4)
ﾃﾝﾏﾝ ｼｮｳｴｲ 山辺小
百瀬 祐太(4)
ﾓﾓｾ ﾕｳﾀ 寿小
上條 慎吾(4)
ｶﾐｼﾞｮｳ  ｼﾝｺﾞ 安曇小
長岩 颯(4)
ﾅｶﾞｲﾜ ﾊﾔﾃ 二子小
浅野 遙季(6) 欠場
ｱｻﾉ ﾊﾙｷ 島立小
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   o  34.73   34.73
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 35.41 
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25   275
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   o    o   35.46
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 35.46
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 36.65 
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18   480
 36.65    o    o   36.65

   o    o   37.54
11 6   148

 37.54
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 38.48 
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19   335
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   o  38.50   38.50
9 12   372

   o
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 39.19 

 39.27 

2   144
   o    o  39.19   39.19

   x    o   39.27
7 7   324

 39.27

8

 40.42 

 40.56 

23   213
   o  40.42    o   40.42

   o  40.56   40.56
5 26   161

   o

6

 41.59 

 44.93 
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   o  41.59    o   41.59

   o  44.93   44.93
3 28   203

   o

4

 46.38 
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2 24   237
   x    o  46.38   46.38

記録 備考

1 4   395
   o    o  46.73   46.73

-5- -6-

小学4-6年男子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4-



決勝 10月10日 12:10

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 +0.6

 1 野本 駿介(3)     10.33  1 鈴木 大雅(3)     10.12 
ﾉﾓﾄｼｭﾝｽｹ 田川小 ｽｽﾞｷ ﾀｲｶﾞ 筑摩小

 2 竹内 陽斗(2)     10.48  2 平井 悠策(3)     10.23 
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾄ 菅野小 ﾋﾗｲﾕｳｻｸ 田川小

 3 尾関 裕亮(3)     10.62  3 浅沢 太一(3)     10.36 
ｵｾﾞｷ ﾕｳｽｹ 二子小 ｱｻｻﾞﾜ ﾀｲﾁ 島内小

 4 降籏 大誓(2)     10.99  4 曽根 颯斗(3)     10.67 
ﾌﾘﾊﾀ ﾀｲｾｲ 筑摩小 ｿﾈ ﾊﾔﾄ 菅野小

 5 内澤 洸太(2)     10.99  5 三浦 慶人(3)     10.89 
ｳﾁｻﾞﾜ ｺｳﾀ 中山小 ﾐｳﾗ ｹｲﾄ 二子小

 6 塩原 暁斗(3)     11.09  6 加藤 周平(3)     10.98 
ｼｵﾊﾗ ｱｷﾄ 島立小 ｶﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 島立小

 7 北村 祐(3)     11.35  7 宮下 敏尚(1)     11.04 
ｷﾀﾑﾗ ﾀｽｸ 芳川小 ﾐﾔｼﾀ  ﾄｼﾋｻ 鎌田小

 8 桃井 盛那(1)     11.53  8 濱 好佑(2)     11.28 
ﾓﾓｲ ｾﾅ 今井小 ﾊﾏ ｺｳｽｹ 中山小

 9 福本 佳祐(2)     12.13  9 飯野 優(1)     14.92 
ﾌｸﾓﾄ ｹｲｽｹ 大野川小 ｲｲﾉ  ﾕｳ 安曇小

[ 3組] 風速 -1.1 [ 4組] 風速 +1.0

 1 髙野 拓也(3)     10.10  1 藤森 智也(3)     10.31 
ﾀｶﾉ ﾀｸﾔ 芳川小 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾄﾓﾔ 寿小

 2 山下 知真(2)     10.20  2 小田林 泉樹(3)     10.40 
ﾔﾏｼﾀ ｶｽﾞﾏ 芝沢小 ｵﾀﾊﾞﾔｼ ﾓﾄｷ 旭町小

 3 中澤 大輝(3)     10.29  3 横山 颯紀(3)     10.51 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 島立小 ﾖｺﾔﾏ ﾘｭｳｷ 二子小

 4 伊東 雅恭(3)     10.48  4 酒井 優(2)     10.74 
ｲﾄｳｶﾞｸ 田川小 ｻｶｲ ﾕｳ 明善小

 5 今井 泉貴(2)     10.55  5 関原 駿(3)     10.89 
ｲﾏｲ  ﾐｽﾞｷ 鎌田小 ｾｷﾊﾗ ｼｭﾝ 島内小

 6 有村 尋仁(3)     10.94  6 浅野 佑季(3)     11.01 
ｱﾘﾑﾗ ﾋﾛﾄ 今井小 ｱｻﾉ ﾕｳｷ 島立小

 7 神田 雅翔(3)     11.09  7 有賀 大智(3)     11.35 
ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾄ 大野川小 ｱﾘｶﾞ ﾀﾞｲﾁ 芳川小

 8 百瀬 友翔(2)     11.18  8 久保田 遼(3)     11.59 
ﾓﾓｾ  ﾕｳﾄ 並柳小 ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳ 岡田小

 9 本阿 隼(2)     12.05  9 酒井 孝瑛(3)     11.90 
ﾓﾄｱ ｼｭﾝ 明善小 ｻｶｲ  ｺｳﾖｳ 鎌田小

[ 5組] 風速 +0.5 [ 6組] 風速 +0.7

 1 津野 久夢(3)     10.06  1 降籏 豪(3)      9.81 
ﾂﾉ ﾋｻﾑ 筑摩小 ﾌﾘﾊﾀ ｺﾞｳ 明善小

 2 神津 嘉大(3)     10.09  2 小佐妻 蒼太(3)      9.98 
ｺｳｽﾞ ｱｷﾋﾛ 明善小 ｺｻﾂﾞﾏ ｿｳﾀ 寿小

 3 滝口 颯太(2)     10.15  3 瀧澤 駿(3)     10.37 
ﾀｷｸﾞﾁ  ｿｳﾀ 芝沢小 ﾀｷｻﾞﾜ ｼｭﾝ 本郷小

 4 森村 佑紀(3)     10.23  4 武本 祐樹(2)     10.56 
ﾓﾘﾑﾗ ﾕｳｷ 今井小 ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｷ 菅野小

 5 河野 統徳(2)     10.35  5 佐藤 伶生(3)     10.76 
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園小 ｻﾄｳ ﾚｲ 芳川小

 6 根津 望嵩(2)     10.42  6 川上 英樹(3)     10.86 
ﾈﾂ ﾎﾀｶ 本郷小 ｶﾜｶﾐ  ﾋﾃﾞｷ 山辺小

 7 三村 莉大(2)     10.43  7 百瀬 一気(3)     11.00 
ﾐﾑﾗ ﾘｵ 菅野小 ﾓﾓｾ  ｶｽﾞｷ 並柳小

 8 清水 悠利(2)     11.39  8 鶴見 一星(3)     11.06 
ｼﾐｽﾞ  ﾕｳﾄ 並柳小 ﾂﾙﾐ ｲｯｾｲ 岡田小
斉藤 雄汰郎(3)  9 杣谷 行志朗(1)     11.43 
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ 大野川小 ｿﾏﾀﾆ ｺｳｼﾛｳ 今井小

4

欠場
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7   553

8   316

5   425

6   376

9   581

記録／備考
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4   465
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3   501
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記録／備考
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ﾚｰﾝ 所属名

2   439
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5   441
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1   422

小学1-3年男子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
7   479



[ 7組] 風速 -1.6 [ 8組] 風速 +2.1

 1 小口 晴矢(3)     10.05  1 北湯口 拓馬(3)     10.20 
ｵｸﾞﾁ  ﾊﾙﾔ 鎌田小 ｷﾀﾕｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 岡田小

 2 渡辺 丈晴(3)     10.15  2 澁谷 岳(3)     10.22 
ﾜﾀﾅﾍ ﾞﾀｹﾊﾙ 寿小 ｼﾌﾞﾔ ｶﾞｸ 二子小

 3 大堀 光毅(3)     10.30  3 宮﨑 冬弥(3)     10.32 
ｵｵﾎﾘ ｺｳｷ 本郷小 ﾐﾔｻﾞｷﾄｳﾔ 田川小

 4 河野 純也(3)     10.32  4 丸山 陸(3)     10.49 
ｺｳﾉ ｼﾞｭﾝﾔ 島内小 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｸ 寿小

 5 布施 遥人(3)     10.70  5 望月 康平(3)     10.65 
ﾌｾ  ﾊﾙﾄ 芝沢小 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ 筑摩小

 6 鈴木 隆生(3)     10.81  6 横森 威吹(2)     10.87 
ｽｽﾞｷ ﾘｭｳｾｲ 明善小 ﾖｺﾓﾘ  ｲﾌﾞｷ 芝沢小

 7 武内 侑思(3)     10.90  7 宮下 豪也(3)     10.88 
ﾀｹｳﾁ  ﾕｳｼ 並柳小 ﾐﾔｼﾀ ﾄｼﾔ 島内小

 8 松場 颯生(2)     12.25  8 青柳 文太(2)     11.40 
ﾏﾂﾊﾞ ｻｷ 大野川小 ｱｵﾔｷﾞ ﾌﾞﾝﾀ 中山小
逸見 涼(3)
ﾍﾝﾐ ﾘｮｳ 岡田小

9   456

6   225
欠場
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6   325

2   371

8   535

3   467

記録／備考
7   252
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1   548

3   429

2   600
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8   273

7   390

小学1-3年男子

60m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 降籏 豪(3) 明善小      9.81 (+0.7)   6   1
   2 小佐妻 蒼太(3) 寿小      9.98 (+0.7)   6   2
   3 小口 晴矢(3) 鎌田小     10.05 (-1.6)   7   1
   4 津野 久夢(3) 筑摩小     10.06 (+0.5)   5   1
   5 神津 嘉大(3) 明善小     10.09 (+0.5)   5   2
   6 髙野 拓也(3) 芳川小     10.10 (-1.1)   3   1
   7 鈴木 大雅(3) 筑摩小     10.12 (+0.6)   2   1
   8 渡辺 丈晴(3) 寿小     10.15 (-1.6)   7   2
   8 滝口 颯太(2) 芝沢小     10.15 (+0.5)   5   3
  10 北湯口 拓馬(3) 岡田小     10.20 (+2.1)   8   1
  10 山下 知真(2) 芝沢小     10.20 (-1.1)   3   2
  12 澁谷 岳(3) 二子小     10.22 (+2.1)   8   2
  13 平井 悠策(3) 田川小     10.23 (+0.6)   2   2
  13 森村 佑紀(3) 今井小     10.23 (+0.5)   5   4
  15 中澤 大輝(3) 島立小     10.29 (-1.1)   3   3
  16 大堀 光毅(3) 本郷小     10.30 (-1.6)   7   3
  17 藤森 智也(3) 寿小     10.31 (+1.0)   4   1
  18 宮﨑 冬弥(3) 田川小     10.32 (+2.1)   8   3
  18 河野 純也(3) 島内小     10.32 (-1.6)   7   4
  20 野本 駿介(3) 田川小     10.33 (-1.1)   1   1
  21 河野 統徳(2) 才教学園小     10.35 (+0.5)   5   5
  22 浅沢 太一(3) 島内小     10.36 (+0.6)   2   3
  23 瀧澤 駿(3) 本郷小     10.37 (+0.7)   6   3
  24 小田林 泉樹(3) 旭町小     10.40 (+1.0)   4   2
  25 根津 望嵩(2) 本郷小     10.42 (+0.5)   5   6
  26 三村 莉大(2) 菅野小     10.43 (+0.5)   5   7
  27 竹内 陽斗(2) 菅野小     10.48 (-1.1)   1   2
  27 伊東 雅恭(3) 田川小     10.48 (-1.1)   3   4
  29 丸山 陸(3) 寿小     10.49 (+2.1)   8   4
  30 横山 颯紀(3) 二子小     10.51 (+1.0)   4   3
  31 今井 泉貴(2) 鎌田小     10.55 (-1.1)   3   5
  32 武本 祐樹(2) 菅野小     10.56 (+0.7)   6   4
  33 尾関 裕亮(3) 二子小     10.62 (-1.1)   1   3
  34 望月 康平(3) 筑摩小     10.65 (+2.1)   8   5
  35 曽根 颯斗(3) 菅野小     10.67 (+0.6)   2   4
  36 布施 遥人(3) 芝沢小     10.70 (-1.6)   7   5
  37 酒井 優(2) 明善小     10.74 (+1.0)   4   4
  38 佐藤 伶生(3) 芳川小     10.76 (+0.7)   6   5
  39 鈴木 隆生(3) 明善小     10.81 (-1.6)   7   6
  40 川上 英樹(3) 山辺小     10.86 (+0.7)   6   6
  41 横森 威吹(2) 芝沢小     10.87 (+2.1)   8   6
  42 宮下 豪也(3) 島内小     10.88 (+2.1)   8   7
  43 三浦 慶人(3) 二子小     10.89 (+0.6)   2   5
  43 関原 駿(3) 島内小     10.89 (+1.0)   4   5
  45 武内 侑思(3) 並柳小     10.90 (-1.6)   7   7
  46 有村 尋仁(3) 今井小     10.94 (-1.1)   3   6
  47 加藤 周平(3) 島立小     10.98 (+0.6)   2   6
  48 降籏 大誓(2) 筑摩小     10.99 (-1.1)   1   4
  48 内澤 洸太(2) 中山小     10.99 (-1.1)   1   5
  50 百瀬 一気(3) 並柳小     11.00 (+0.7)   6   7
  51 浅野 佑季(3) 島立小     11.01 (+1.0)   4   6
  52 宮下 敏尚(1) 鎌田小     11.04 (+0.6)   2   7
  53 鶴見 一星(3) 岡田小     11.06 (+0.7)   6   8
  54 塩原 暁斗(3) 島立小     11.09 (-1.1)   1   6
  54 神田 雅翔(3) 大野川小     11.09 (-1.1)   3   7
  56 百瀬 友翔(2) 並柳小     11.18 (-1.1)   3   8
  57 濱 好佑(2) 中山小     11.28 (+0.6)   2   8
  58 北村 祐(3) 芳川小     11.35 (-1.1)   1   7
  58 有賀 大智(3) 芳川小     11.35 (+1.0)   4   7
  60 清水 悠利(2) 並柳小     11.39 (+0.5)   5   8
  61 青柳 文太(2) 中山小     11.40 (+2.1)   8   8
  62 杣谷 行志朗(1) 今井小     11.43 (+0.7)   6   9
  63 桃井 盛那(1) 今井小     11.53 (-1.1)   1   8
  64 久保田 遼(3) 岡田小     11.59 (+1.0)   4   8
  65 酒井 孝瑛(3) 鎌田小     11.90 (+1.0)   4   9
  66 本阿 隼(2) 明善小     12.05 (-1.1)   3   9
  67 福本 佳祐(2) 大野川小     12.13 (-1.1)   1   9
  68 松場 颯生(2) 大野川小     12.25 (-1.6)   7   8
  69 飯野 優(1) 安曇小     14.92 (+0.6)   2   9
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小学1-3年男子



予選 10月10日 12:50

[ 1組] 風速 [ 2組] 風速

窪田 五大(2) 常盤 大智(1)
ｸﾎﾞﾀ ｺﾞﾀﾞｲ 穂高商業高 ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高商業高

予選 10月10日 10:40

[ 1組]

 1 吉本　純歩(1)  18:17.12 
ﾖｼﾓﾄ ｽﾐﾎ 松本県ヶ丘高

 2 上條　冬矢(1)  20:00.10 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｳﾔ 松本県ヶ丘高

25  2287

所属名 記録／備考
26  2265

No. 氏  名 所属名

順 No. 氏  名

5000m
決勝

順 ﾚｰﾝ No.

ｵｰﾌﾟﾝ一般・高校男子

100m
予選

順 ﾚｰﾝ

欠場

氏  名 所属名 記録／備考記録／備考
4  2123 3  2106

欠場



予選 10月10日 13:20

[ 1組] 風速 -3.8 [ 2組] 風速 -1.9

 1 飯島 拓海(1)     13.97  1 髙木 涼太(1)     13.69 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 豊科北中 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 豊科北中

 2 花形 駿介(1)     13.74 
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 豊科北中

[ 3組] 風速 -0.6 [ 4組] 風速

 1 藤原 利章(2)     12.79 小野沢 達也(3)
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科北中 ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 穂高東中

予選 10月10日  9:45

[ 1組]

 1 細萱 元太(2)     55.67 
ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 豊科北中

 2 永田 望海(2)     57.36 
ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 豊科北中

 3 塩田 雅人(2)     58.31 
ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 豊科北中
山下 紘永(2)
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 豊科北中

決勝 10月10日 15:15

[ 1組]

 1 藤松 楓季(3)   4:28.83 
ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ 豊科北中

 2 牛山 颯太(3)   4:37.85 
ｳｼﾔﾏ ｿｳﾀ 豊科北中

 3 細井 奨太(3)   4:41.62 
ﾎｿｲ ｼｮｳﾀ 豊科北中

 4 武藤 壮平(3)   4:50.99 
ﾑﾄｳ ｿｳﾍｲ 豊科北中

予選 10月10日  8:50

[ 1組] 風速 +1.7

 1 望月 章史(1)     21.94 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾌﾐ 豊科北中

決勝 10月10日 13:00

[ 1組]
1m25 1m30 1m35 1m40

長﨑 祐介(1) o o o xxx   1.35 
ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 豊科北中
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