
第50回長野県中学校総合体育大会夏季大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森茂幸
跳躍審判長 城田忠承
投擲審判長 伊藤利博

【開催日】 平成23年7月3日（日） 記録主任： 竹内秀樹
【主催団体】 長野県中学校体育連盟 決勝記録一覧表
(GT:大会タイ) 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
 7/ 3 共通男子  -1.9 三村 和久(3) 23.07 宮林  紘汰(3) 23.27 松井 一陽(3) 23.42 長田 龍貴(3) 24.03 細川 大輝(3) 24.43 平澤 竜也(3) 24.53 竹内 基裕(3) 24.57 関塚 賢悟(3) 24.88

200m 岡谷東部 更北 仁科台 三陽 小諸東 伊那 駒ヶ根東 塩尻広陵
 7/ 3 手塚 将弥(3) 51.49 佐藤 匠(3) 53.09 馬場 信介(3) 53.64 三村 航輝(3) 53.70 水島 優(3) 53.76 西澤 弦也(3) 54.36 藤松 楓季(3) 54.39 茂木 康平(3) 56.49

400m 中野平 東御東部 駒ヶ根東 塩尻広陵 塩尻 御代田 豊科北 中込
 7/ 3 碓井 涼太(3) 2:03.61 百瀬 弦(3) 2:08.85 近藤 洋平(3) 2:08.98 安藤 茂一(3) 2:09.83 寺田 敦(3) 2:12.63 矢野 孝典(3) 2:13.23 小林 祐太(3) 2:14.93 斉藤 優(3) 2:17.90

800m 長野西部 塩尻広陵 富士見 信濃 東北 長峰 信濃 駒ヶ根東
 7/ 3 宮島 幸太郎(3) 9:07.32 二村 航平(3) 9:19.89 竹鼻 大貴(3) 9:20.11 細田 達也(3) 9:28.45 湯澤 舜(3) 9:30.59 箱山 陸人(2) 9:30.97 横水 颯太(3) 9:31.85 今滝 春彦(3) 9:34.44

3000m 上田第二 穂高西 戸倉上山田 戸倉上山田 駒ヶ根東 丸子 鉢盛 仁科台
 7/ 3  -3.3 尾形 優也(3) 16.22 中野 涼介(3) 16.24 佐藤 公則(3) 16.62 戸田 樹(3) 16.65 降旗 敬(3) 17.23 大久保 達弥(3) 17.24 櫻井 滉治(3) 17.46 石井 冬馬(2) 17.48

110mH 櫻ヶ岡 塩尻広陵 仁科台 櫻ヶ岡 菅野 梓川 野沢 上諏訪
 7/ 3 遠藤 聡(3) 1.82 芋川 駿(3) 1.76 吉川 涼平(3) 1.76 塚田 真史(3) 1.70 大塚 樹也(2) 1.65 湯本 浩昌(3) 柳町 1.65 守谷 渉(3) 1.65

走高跳 三郷 柳町 飯田高陵 仁科台 犀陵 吉田 豪郎(3) 犀陵 伊那東部
 7/ 3 松澤 勝治(3) 4.20 細田 耕太(3) 4.10 合津 伊織(3) 3.60 竹折 優太(3) 3.50 山小 天汰(3) 3.40 工藤 大樹(3) 3.40 畑山 亮太(3) 3.30 伊藤 達也(3) 3.20

棒高跳 春富 GT 春富 伊那東部 緑ヶ丘 常盤 丸子北 信濃 永明
 7/ 3 坂田 晃有(3) 11.47 中澤 弘輝(3) 10.54 林 滉介(3) 10.04 勝野 涼大(3) 10.03 小島 裕介(3) 9.98 山本 歩(3) 9.92 大庭 直也(3) 9.92 中澤 誠也(3) 9.81

砲丸投 相森 櫻ヶ岡 宮田 仁科台 菅平 栄 栄 大野川
 7/ 3 櫻ヶ岡       44.27 小諸東       44.93 仁科台       45.03 茅野北部       45.63 塩尻       46.02 駒ヶ根東       46.03 犀陵       46.08 岡谷北部       46.43

4×100m 中澤 弘輝(3) 小林 颯(3) 松澤 直樹(3) 小松 祥太(3) 秋山 和範(2) 馬場 信介(3) 野崎 愛冬(3) 辛山 勇太(3)
尾形 優也(3) 丸山 佳太(3) 松井 一陽(3) 内藤 圭吾(3) 矢ヶ崎 祐介(2) 竹村 泰地(3) 松橋 大夢(2) 松田 尚希(2)
大日方 景都(2) 細川 大輝(3) 佐藤 公則(3) 帯川 恵輔(3) 中村 康平(3) 斉藤 優(3) 原山 翼(3) 武田 諒(3)
戸田 樹(3) 池田 仁(3) 勝野 涼大(3) 野澤 晃太朗(3) 水島 優(3) 竹内 基裕(3) 児島 陽(3) 窪田 章吾(3)

 7/ 3 内山 貴仁(3) 2329 大野 聡士(3) 2304 上原 直斗(3) 2168 重盛 文宏(3) 2113 北村 翔太(3) 2060 川口 純(3) 1964 草野 晃平(3) 1943 牧内 豪(2) 1810
四種競技 信濃 飯田高陵 高社 箕輪 信濃 高森 長野東部 飯田高陵

 7/ 3 1年男子  -2.0 近藤 裕哉(1) 12.06 花里 翼(1) 12.62 藤澤 祐哉(1) 12.85 赤堀 拓夢(1) 13.06 横井 潤(1) 13.11 成澤 航(1) 13.13 関 太河(1) 13.26
100m 伊那松川 芦原 富士見 附属松本 上松 上田第二 相森

 7/ 3 田畑 嵩明(1) 4:35.97 小林 海仁(1) 4:36.40 大澤 智樹(1) 4:37.19 太田 裕真(1) 4:37.31 市川 楓(1) 4:41.42 中村 祐太(1) 4:41.42 小林 裕幸(1) 4:43.36 木田 元春(1) 4:43.50
1500m 竜峡 川中島 赤穂 塩尻広陵 丸子 坂城 下諏訪社 信濃

 7/ 3 内山 裕智(1) 5.58(+2.0) 神田 優人(1) 5.15(+2.7) 巾下 颯太(1) 5.09(+3.0) 小林 蒼泉(1) 4.99(+1.0) 増子 良平(1) 4.92(+2.2) 渡辺 素己(1) 4.92(+1.7) 大澤 達(1) 4.84(+1.8) 椚谷 和久(1) 4.79(+2.3)
走幅跳 信濃 望月 信明 茅野東部 三郷 東北 望月 高森

 7/ 3 2年男子  -1.3 松橋 大夢(2) 11.53 柳沢 匠(2) 11.77 矢ヶ崎 祐介(2) 11.81 川井 渓太(2) 11.87 荻原 京介(2) 11.98 西澤 浩輔(2) 12.02 関口 悠也(2) 12.14 矢﨑 鴻介(2) 12.47
100m 犀陵 浅科 塩尻 上松 御代田 戸倉上山田 篠ﾉ井東 諏訪南

 7/ 3 3年男子  -1.4 丸山 佳太(3) 11.53 池田 彪我(3) 11.61 坂井 和人(3) 11.78 栁澤 圭太(3) 11.89 清野 涼介(3) 11.96 榎本 康亮(3) 11.97 丸山 玲央(3) 12.03 花岡 司(3) 12.04
100m 小諸東 川中島 辰野 御代田 篠ﾉ井東 赤穂 高森 小谷

 7/ 3 2,3年男子 村瀬 崚(3) 4:15.90 黒川 岳(3) 4:16.34 井口 龍輝(3) 4:19.35 矢嶋 一樹(3) 4:22.22 岩松 敬賀(2) 4:23.96 西沢 晃佑(3) 4:24.67 山﨑 光(3) 4:24.78 関川 大悟(2) 4:25.08
1500m 梓川 中野平 赤穂 広徳 臼田 川中島 飯山城南 伊那東部

 7/ 3 窪田 章吾(3) 6.74(+1.2) 藤牧 佑希(3) 6.36(+2.5) 清水 泰地(2) 6.10(+1.7) 奥原 隼太(3) 5.91(-0.2) 根津 大輝(3) 5.88(+2.3) 望月 秀樹(3) 5.88(+2.6) 倉石 大樹(2) 5.82(+2.1) 芝 竜弘(3) 5.70(+3.3)
走幅跳 岡谷北部 望月 望月 北安松川 豊野 赤穂 長野東部 須坂東

 7/ 3 1,2年男子 大町第一       49.40 三郷       49.64 伊那松川       49.70 鉢盛       49.75 犀陵       49.81 櫻ヶ岡       49.84 篠ﾉ井西       50.08
4×100m 西山  広都(2) 恩田 佑哉(2) 林　祐羽太(1) 久保田 正吾(2) 小林 龍也(2) 坂庭 諒(1) 吉岡 翔司(1)

中村 宗弘(1) 三間 翔(2) 小池 光(2) 宮田 拓実(2) 水出 一也(1) 山田 貴大(2) 内田 光一(2)
遠藤 幹也(1) 甕 慎伍(1) 松下 湧登(2) 木村 幸太(1) 大塚 樹也(2) 塩谷 晃生(1) 西村  健吾(1)
因幡 将吾(2) 三宅 浩生(1) 近藤 裕哉(1) 木村 祐太(1) 流 勇介(1) 峰村 悠輔(2) 下田 佳輝(2)



予選 7月3日 11:15
決勝 7月3日 15:00

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +1.3

 1 松﨑 文弥(1)    12.31 Q 1 近藤 裕哉(1)    12.01 Q
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 浅間 ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 伊那松川

 2 横井 潤(1)    12.80 Q 2 花里 翼(1)    12.38 Q
ﾖｺｲ ｼﾞｭﾝ 上松 ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 芦原

 3 渡邉 拓実(1)    12.97 3 赤堀 拓夢(1)    12.78 q
ﾜﾀﾅﾍﾞﾀｸﾐ 八千穂 ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾐ 附属松本

 4 水出 一也(1)    12.97 4 関 太河(1)    12.82 q
ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ 犀陵 ｾｷ ﾀｲｶﾞ 相森

 5 越崎 尊喜(1)    13.04 5 荻原 悠輔(1)    12.93 
ｺｼｻﾞｷ ﾀﾂｷ 伊那東部 ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 御代田

 6 遠藤 幹也(1)    13.16 6 三宅 浩生(1)    13.04 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ 大町第一 ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 三郷

 7 上野 利槻(1)    13.17 7 唐木 大河(1)    13.39 
ｳｴﾉ  ﾘﾂｷ 小布施 ｶﾗｷ ﾀｲｶﾞ 伊那

 8 島岡 佑弥(1)    13.33 8 流 勇介(1)    13.41 
ｼﾏｵｶ ﾕｳﾔ 豊丘 ﾅｶﾞﾚ ﾕｳｽｹ 犀陵

[ 3組] 風速 +0.5

 1 藤澤 祐哉(1)    12.79 Q
ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾔ 富士見

 2 成澤 航(1)    12.99 Q
ﾅﾙｻﾜ ｺｳ 上田第二

 3 木下 祐太郎(1)    13.11 
ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 松島

 4 大森 晃(1)    13.11 
ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ 附属長野

 5 木村 幸太(1)    13.12 
ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 鉢盛

 6 廣瀬 凛人(1)    13.19 
ﾋﾛｾ ﾘﾝﾄ 若穂

 7 久保敷 昇悟(1)    13.47 
ｸﾎﾞｼｷ ｼｮｳｺﾞ 旭ヶ丘

 8 髙見澤 草大(1)    13.54 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 南牧

風速 -2.0

 1 近藤 裕哉(1)    12.06 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 伊那松川

 2 花里 翼(1)    12.62 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 芦原

 3 藤澤 祐哉(1)    12.85 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾔ 富士見

 4 赤堀 拓夢(1)    13.06 
ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾐ 附属松本

 5 横井 潤(1)    13.11 
ﾖｺｲ ｼﾞｭﾝ 上松

 6 成澤 航(1)    13.13 
ﾅﾙｻﾜ ｺｳ 上田第二

 7 関 太河(1)    13.26 
ｾｷ ﾀｲｶﾞ 相森
松﨑 文弥(1)
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 浅間 失格

2  6390

4   264

8  2977

9   871

6  1496

3  6134

記録／備考
5  2001

7   416

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8  2557

9    32

4  6076

3  5420

2  5821

5  5617

6  1496

7   871

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  1656

9  5268

2   353

8  3579

6  6134

7  6390

記録／備考
5  2001

4   416

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  4166

9  2343

7  1665

3  3925

8   102

4  5275

記録／備考
6   264

5  2977

1年男子

100m
予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 7月3日 11:25
決勝 7月3日 15:10

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 -0.6

 1 川井 渓太(2)    11.78 Q 1 松橋 大夢(2)    11.42 Q
ｶﾜｲ ｹｲﾀ 上松 ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 犀陵

 2 荻原 京介(2)    12.05 Q 2 矢ヶ崎 祐介(2)    11.79 Q
ｵｷﾞﾊﾗ ｷｮｳｽｹ 御代田 ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 塩尻

 3 佐藤 薫(2)    12.27 3 関口 悠也(2)    12.07 q
ｻﾄｳ ｶｵﾙ 川中島 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 篠ﾉ井東

 4 松村 慶大(2)    12.38 4 矢﨑 鴻介(2)    12.19 q
ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾀﾞｲ 旭ヶ丘 ﾔｻﾞｷ ｺｳｽｹ 諏訪南

 5 田中 大聖(2)    12.50 5 尾形 峻志(2)    12.63 
ﾀﾅｶ ﾀｲｾｲ 仁科台 ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝｼﾞ 東御東部

 6 後藤 悠二(2)    12.65 6 山崎 久樹(2)    12.71 
ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾞ 飯田高陵 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ 箕輪

 7 佐藤 サンタクロス(2)    12.78 7 倉又 遼太郎(2)    12.72 
ｻﾄｳ ｻﾝﾀｸﾛｽ 浅科 ｸﾗﾏﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 開成
丸山 智輝(2) 8 小林 溪佑(2)    12.82 
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 長野東部 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 芦原

[ 3組] 風速 -2.3

 1 柳沢 匠(2)    12.02 Q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾐ 浅科

 2 西澤 浩輔(2)    12.20 Q
ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 戸倉上山田

 3 曽根原 豪士(2)    12.21 
ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ 裾花

 4 細萱 元太(2)    12.26 
ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 豊科北

 5 阿部 佳介(2)    12.53 
ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ 岡谷東部

 6 因幡 将吾(2)    12.78 
ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 大町第一

 7 熊谷 諒平(2)    12.79 
ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ 旭ヶ丘

 8 塚本 怜司(2)    12.87 
ﾂｶﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 浅間

風速 -1.3

 1 松橋 大夢(2)    11.53 
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 犀陵

 2 柳沢 匠(2)    11.77 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾐ 浅科

 3 矢ヶ崎 祐介(2)    11.81 
ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 塩尻

 4 川井 渓太(2)    11.87 
ｶﾜｲ ｹｲﾀ 上松

 5 荻原 京介(2)    11.98 
ｵｷﾞﾊﾗ ｷｮｳｽｹ 御代田

 6 西澤 浩輔(2)    12.02 
ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 戸倉上山田

 7 関口 悠也(2)    12.14 
ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 篠ﾉ井東

 8 矢﨑 鴻介(2)    12.47 
ﾔｻﾞｷ ｺｳｽｹ 諏訪南

3  5308

2  1298

8   334

9  4062

4  3136

6  2976

記録／備考
5  5260

7   453

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  2572

3   257

4  1117

9  3917

8  5245

7  3513

5   453

6  4062

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  5853

9   408

7   575

8  1573

3  5308

6  1298

記録／備考
5  5260

4  3136

失格

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2   480

9  5020

8  3950

3  2048

7  5462

5  2570

記録／備考
6  2976

4   334

2年男子

100m
予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 7月3日 11:35
決勝 7月3日 15:20

[ 1組] 風速 -1.3 [ 2組] 風速 -2.1

 1 池田 彪我(3)    11.46 Q 1 丸山 佳太(3)    11.47 Q
ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ 川中島 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ 小諸東

 2 栁澤 圭太(3)    11.80 Q 2 清野 涼介(3)    11.87 Q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ 御代田 ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ 篠ﾉ井東

 3 坂井 和人(3)    11.80 q 3 榎本 康亮(3)    11.88 q
ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ 辰野 ｴﾉﾓﾄ ｺｳｽｹ 赤穂

 4 椚谷 健(3)    11.98 4 塚田 博希(3)    12.04 
ｸﾇｷﾞﾀﾞﾆ ｹﾝ 高森 ﾂｶﾀﾞ ﾋﾛｷ 丸子

 5 杉原 樹(3)    12.14 5 野口 雅史(3)    12.13 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾂｷ 鎌田 ﾉｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ 附属長野

 6 磯貝 航平(3)    12.24 6 山本 高寛(3)    12.17 
ｲｿｶﾞｲ ｺｳﾍｲ 松代 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 高瀬

 7 佐原 涼太(3)    12.28 7 三石 竜哉(3)    12.20 
ｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 梓川 ﾐﾂｲｼ ﾘｭｳﾔ 竜東

 8 池上 慶祐(3)    12.53 8 丸田 佳(3)    12.33 
ｲｹｶﾞﾐ ｹｲｽｹ 宮田 ﾏﾙﾀ ｹｲ 信明

 9 竹内 凱斗(3)    12.68 
ﾀｹｳﾁ ｶｲﾄ 東御東部

[ 3組] 風速 -0.8

 1 丸山 玲央(3)    11.89 Q
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 高森

 2 花岡 司(3)    12.01 Q
ﾊﾅｵｶ ﾂｶｻ 小谷

 3 岩間 涼太(3)    12.03 
ｲﾜﾏ ﾘｮｳﾀ 浅科

 4 宮澤 明光(3)    12.18 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｷﾐﾂ 若穂

 5 登内 大地(3)    12.22 
ﾄﾉｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 箕輪

 6 三井 蓮(3)    12.27 
ﾐﾂｲ ﾚﾝ 筑摩野

 7 児島 陽(3)    12.31 
ｺｼﾞﾏ ﾋｶﾙ 犀陵
小林 颯(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 小諸東

風速 -1.4

 1 丸山 佳太(3)    11.53 
ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ 小諸東

 2 池田 彪我(3)    11.61 
ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ 川中島

 3 坂井 和人(3)    11.78 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ 辰野

 4 栁澤 圭太(3)    11.89 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ 御代田

 5 清野 涼介(3)    11.96 
ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ 篠ﾉ井東

 6 榎本 康亮(3)    11.97 
ｴﾉﾓﾄ ｺｳｽｹ 赤穂

 7 丸山 玲央(3)    12.03 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 高森

 8 花岡 司(3)    12.04 
ﾊﾅｵｶ ﾂｶｻ 小谷

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3年男子

100m
予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

7   357

所属名 記録／備考
5  5448

 3621

4  5700

6  1554

1  2021

順

8  1753

3  5375

2

記録／備考
5   362

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3   688

6  5289

4  1785

2  2617

8  6285

9  3752

 5734

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9   586

7  2016

5  3884

7

4  5411

9  1569

6   477

2  5281

8   361

3  5979

欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  1554

7   362

6  5448

2  1785

4   357

8  5289

5  2016

9  3884



予選 7月3日 10:15
決勝 7月3日 14:20

[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 -0.2

 1 松井 一陽(3)    23.21 Q 1 三村 和久(3)    22.80 Q
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 仁科台 ﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ 岡谷東部

 2 長田 龍貴(3)    23.37 Q 2 関塚 賢悟(3)    24.25 Q
ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ 三陽 ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ 塩尻広陵

 3 細川 大輝(3)    23.95 q 3 相米 健太(3)    24.57 
ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｷ 小諸東 ｿｳﾏｲ ｹﾝﾀ 中込

 4 平澤 竜也(3)    24.09 q 4 土屋 光(3)    24.81 
ﾋﾗｻﾜ ﾀﾂﾔ 伊那 ﾂﾁﾔ ﾋｶﾙ 相森

 5 小口 直希(3)    24.65 4 野口 敦史(3)    24.81 
ｵｸﾞﾁ ﾅｵｷ 長峰 ﾉｸﾞﾁ ｱﾂｼ 長野東部

 6 吉越 太一朗(3)    24.75 6 住吉 隼斗(3)    24.86 
ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ 附属長野 ｽﾐﾖｼ ﾊﾔﾄ 阿智

 7 荒山 雄介(3)    25.91 7 箱山幸人(3)    25.04 
ｱﾗﾔﾏ ﾕｳｽｹ 大町第一 ﾊｺﾔﾏ ﾕｷﾋﾄ 東御東部
保科 達哉(3) 8 高春 英輝(2)    25.32 
ﾎｼﾅ ﾀﾂﾔ 波田 ﾀｶﾊﾙ ﾋﾃﾞｷ 穂高西
竹内 広成(3) 9 山田 静也(3)    26.96 
ﾀｹｳﾁ ｺｳｾｲ 北御牧 ﾔﾏﾀﾞ ｼｽﾞﾔ 大町第一

[ 3組] 風速 +1.0

 1 宮林  紘汰(3)    22.88 Q
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 更北

 2 竹内 基裕(3)    24.04 Q
ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾋﾛ 駒ヶ根東

 3 丸山 将也(3)    24.43 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ 長野北部

 4 黒岩 達(3)    24.60 
ｸﾛｲﾜ  ｻﾄｼ 豊科北

 5 森角 勇也(3)    24.77 
ﾓﾘｶｸ ﾕｳﾔ 浅間

 6 淺田 翔悟(3)    24.99 
ｱｻﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 辰野

 7 牧村 直樹(3)    25.04 
ﾏｷﾑﾗ ﾅｵｷ 東御東部

 8 三間 翔(2)    25.61 
ﾐﾂﾏ ｶｹﾙ 三郷

風速 -1.9

 1 三村 和久(3)    23.07 
ﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ 岡谷東部

 2 宮林  紘汰(3)    23.27 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 更北

 3 松井 一陽(3)    23.42 
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 仁科台

 4 長田 龍貴(3)    24.03 
ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ 三陽

 5 細川 大輝(3)    24.43 
ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｷ 小諸東

 6 平澤 竜也(3)    24.53 
ﾋﾗｻﾜ ﾀﾂﾔ 伊那

 7 竹内 基裕(3)    24.57 
ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾋﾛ 駒ヶ根東

 8 関塚 賢悟(3)    24.88 
ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ 塩尻広陵

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

共通男子

200m
予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

4  5093

所属名 記録／備考
5  3939

9  1394

6   366

7  1635

欠場

2  6281

1  3906

No. 氏  名 所属名

8   444
欠場

順

3  3253

6  3230

4   224

記録／備考
5  1115

大会タイ

ﾚｰﾝ

9  5005

3  2120

7  4261

8  3476

1  3914

2   592

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  5492

6  1831

4  3503

7   256

3  5142

9   578

2  3593

8  1543

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  3939

6  1115

7  5492

2  1635

5  5093

3   366

8  1831

9  3230



予選 7月3日 9:50
決勝 7月3日 14:05

[ 1組] [ 2組]

 1 水島 優(3)    53.46 Q 1 手塚 将弥(3)    51.06 Q
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 塩尻 ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ 中野平

 2 馬場 信介(3)    53.84 Q 2 三村 航輝(3)    53.87 Q
ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ 駒ヶ根東 ﾐﾑﾗ ｺｳｷ 塩尻広陵

 3 西澤 弦也(3)    53.97 q 3 茂木 康平(3)    54.29 q
ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾔ 御代田 ﾓﾃｷ ｺｳﾍｲ 中込

 4 白川 友一(3)    55.61 4 西沢 寛樹(3)    55.02 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 相森 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 裾花

 5 滝澤 知紘(3)    55.86 5 野澤 晃太朗(3)    55.76 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 飯山城南 ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 茅野北部

 6 矢澤 明徳(3)    56.18 6 藤原 利章(2)    56.37 
ﾔｻﾞﾜ ｱｷﾉﾘ 諏訪南 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科北

 7 小林 航(3)    56.62 7 浦野 亜嵐(2)    57.02 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 高綱 ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ 箕輪

 8 髙橋 正行(3)    56.87 8 田村 知也(3)    58.02 
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 浅間 ﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ 丸子北

[ 3組]

 1 佐藤 匠(3)    53.39 Q
ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 東御東部

 2 藤松 楓季(3)    54.13 Q
ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ 豊科北

 3 沼田 大智(3)    54.76 
ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ 若穂

 4 巻渕 優也(2)    55.23 
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ 岡谷南部

 5 黒岩 広夢(3)    56.48 
ｸﾛｲﾜ ﾋﾛﾑ 墨坂

 6 松本 卓也(3)    56.70 
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 鎌田

 7 中平 満知留(3)    57.11 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ﾐﾁﾙ 高森

 8 佐々木 凜太郎(2)    57.57 
ｻｻｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 臼田

 1 手塚 将弥(3)    51.49 
ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ 中野平

 2 佐藤 匠(3)    53.09 
ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 東御東部

 3 馬場 信介(3)    53.64 
ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ 駒ヶ根東

 4 三村 航輝(3)    53.70 
ﾐﾑﾗ ｺｳｷ 塩尻広陵

 5 水島 優(3)    53.76 
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 塩尻

 6 西澤 弦也(3)    54.36 
ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾔ 御代田

 7 藤松 楓季(3)    54.39 
ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ 豊科北

 8 茂木 康平(3)    56.49 
ﾓﾃｷ ｺｳﾍｲ 中込

8  3501

2   225

4  3138

3   332

7  1833

9  3234

記録／備考
6  4456

5   580

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  2018

3   156

8  4300

9  5702

6  5408

4  1081

5   580

7  3501

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  1578

9   692

6  1356

2  3508

7   225

3  5227

記録／備考
5  4456

4  3234

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8  5932

2   254

9  4840

3  1299

4   332

7  4246

記録／備考
6  3138

5  1833

共通男子

400m
予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 7月3日 12:05
決勝 7月3日 15:55

[ 1組] [ 2組]

 1 碓井 涼太(3)  2:04.05 Q 1 小林 祐太(3)  2:10.15 Q
ｳｽｲ ﾘｮｳﾀ 長野西部 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 信濃

 2 近藤 洋平(3)  2:09.18 Q 2 矢野 孝典(3)  2:10.27 Q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ 富士見 ﾔﾉ ｺｳｽｹ 長峰

 3 斉藤 優(3)  2:11.46 q 3 寺田 敦(3)  2:10.43 q
ｻｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 駒ヶ根東 ﾃﾗﾀﾞ ｱﾂｼ 東北

 4 牛山 颯太(3)  2:13.38 4 三島 太成(2)  2:11.83 
ｳｼﾔﾏ ｿｳﾀ 豊科北 ﾐｼﾏ ﾀｲｾｲ 鉢盛

 5 平林 圭太(3)  2:14.43 5 脇坂 拓馬(3)  2:12.91 
ﾋﾗﾅﾔｼ ｹｲﾀ 屋代 ﾜｷｻｶ ﾀｸﾏ 立科

 6 酒井 康年(2)  2:14.61 6 甘利 優太(3)  2:13.47 
ｻｶｲ ﾔｽﾄｼ 芦原 ｱﾏﾘ ﾕｳﾀ 小諸東

 7 小澤 慎也(3)  2:15.57 7 金成 孝司(3)  2:14.49 
ｵｻﾞﾜ ｼﾝﾔ 東御東部 ｶﾈﾅﾘ ﾀｶｼ 原

 8 齊藤 駿太(2)  2:18.87 新村 智紀(3)
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ 梓川 ﾆｲﾑﾗ ﾄﾓｷ 高綱

[ 3組]

 1 安藤 茂一(3)  2:12.97 Q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾓｲﾁ 信濃

 2 百瀬 弦(3)  2:13.14 Q
ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ 塩尻広陵

 3 大野 力(3)  2:14.28 
ｵｵﾉ ﾁｶﾗ 上田第二

 4 山田 峻暉(3)  2:14.81 
ﾔﾏﾀﾞ ﾄｼｱｷ 長峰

 5 森泉 太樹(3)  2:16.00 
ﾓﾘｽﾞﾐ ﾀｲｷ 佐久東

 6 細井 奨太(3)  2:16.88 
ﾎｿｲ ｼｮｳﾀ 豊科北
所河 北斗(2)
ｼｮｶﾞﾜ ﾎｸﾄ 駒ヶ根東
海沼  大詩(3)
ｶｲﾇﾏ ﾀﾞｲｼ 更北

 1 碓井 涼太(3)  2:03.61 
ｳｽｲ ﾘｮｳﾀ 長野西部

 2 百瀬 弦(3)  2:08.85 
ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ 塩尻広陵

 3 近藤 洋平(3)  2:08.98 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾖｳﾍｲ 富士見

 4 安藤 茂一(3)  2:09.83 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾓｲﾁ 信濃

 5 寺田 敦(3)  2:12.63 
ﾃﾗﾀﾞ ｱﾂｼ 東北

 6 矢野 孝典(3)  2:13.23 
ﾔﾉ ｺｳｽｹ 長峰

 7 小林 祐太(3)  2:14.93 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 信濃

 8 斉藤 優(3)  2:17.90 
ｻｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 駒ヶ根東

6  4592

2  1826

3  5126

8  1398

7  1472

5  4578

記録／備考
4  5046

9  3232

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

9  1811
失格

2  5490
欠場

6   281

3  3500

8   886

7  1399

4  4578

5  3232

失格

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  1449

9  5933

5   511

3   364

8  5126

7  6071

記録／備考
6  4592

4  1398

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

9   595

2  3627

3  4127

7   410

8  1826

4  3505

記録／備考
5  5046

6  1472

共通男子

800m
予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 7月3日 13:40

 1 田畑 嵩明(1)  4:35.97 
ﾀﾊﾞﾀ ﾀｶｱｷ 竜峡

 2 小林 海仁(1)  4:36.40 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 川中島

 3 大澤 智樹(1)  4:37.19 
ｵｵｻﾜ ﾄﾓｷ 赤穂

 4 太田 裕真(1)  4:37.31 
ｵｵﾀ ﾕｳﾏ 塩尻広陵

 5 市川 楓(1)  4:41.42 
ｲﾁｶﾜ ｶｴﾃﾞ 丸子

 6 中村 祐太(1)  4:41.42 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 坂城

 7 小林 裕幸(1)  4:43.36 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾕｷ 下諏訪社

 8 木田 元春(1)  4:43.50 
ｷﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ 信濃

 9 真島 雅季(1)  4:45.85 
ﾏｼﾏ ﾏｻｷ 北安松川

10 藤原 大地(1)  4:46.28 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 丸子

11 菊地 慧(1)  4:47.24 
ｷｸﾁ ｻﾄﾙ 戸倉上山田

12 相馬 崇史(1)  4:48.49 
ｿｳﾏ ﾀｶｼ 附属松本

13 岩本 悠汰(1)  4:49.85 
ｲﾜﾓﾄ ﾕｳﾀ 下諏訪社

14 大月 海世(1)  4:50.08 
ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 明科

15 中山 智顕(1)  4:50.46 
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 中込

16 長坂 勝次(1)  4:54.86 
ﾅｶﾞｻｶ ｼｮｳｼﾞ 中込

17 新井 雅貴(1)  4:56.25 
ｱﾗｲ ﾏｻﾀｶ 臼田

18 竹村 吉晃(1)  4:56.41 
ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ 駒ヶ根東

19 木村 祐太(1)  5:00.82 
ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 鉢盛

20 山本 雄陽(1)  5:03.06 
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 木島平

21 岡村 慧胤(1)  5:03.13 
ｵｶﾑﾗ ｹｲﾝ 豊科北

22 岩崎 真哉(1)  5:13.61 
ｲﾜｻｷ ｼﾝﾔ 飯山城南

23 宮島 真悟(1)  5:18.74 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｼﾝｺﾞ 真田
名取 燎太(1)
ﾅﾄﾘ ﾘｮｳﾀ 富士見

1年男子

1500m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

10  1801

6  2586

8  5451

12  4021

15  3226

9   671

11  3772

14  1174

16  4600

23  6114

17   667

20  4041

5   215

18  1175

7  3280

2  1817

21   211

1   158

19  3486

3  6079

24  4371

22  1494
欠場

4  4819

13   622



決勝 7月3日 13:30

 1 村瀬 崚(3)  4:15.90 
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 梓川

 2 黒川 岳(3)  4:16.34 
ｸﾛｶﾜ ｶﾞｸ 中野平

 3 井口 龍輝(3)  4:19.35 
ｲｸﾞﾁ ﾘｭｳｷ 赤穂

 4 矢嶋 一樹(3)  4:22.22 
ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 広徳

 5 岩松 敬賀(2)  4:23.96 
ｲﾜﾏﾂ ｹｲｶﾞ 臼田

 6 西沢 晃佑(3)  4:24.67 
ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 川中島

 7 山﨑 光(3)  4:24.78 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾘ 飯山城南

 8 関川 大悟(2)  4:25.08 
ｾｷｶﾞﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 伊那東部

 9 薛 玄太郎(2)  4:28.48 
ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 北安松川

10 髙野 拡美(2)  4:29.28 
ﾀｶﾉ ﾋﾛﾐ 広徳

11 上田 星矢(3)  4:29.47 
ｳｴﾀﾞ ｾｲﾔ 鉢盛

12 小林 直樹(3)  4:31.83 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵｷ 原

13 吉川 健成(2)  4:31.96 
ﾖｼｶﾜ ｹﾝｾｲ 飯田高陵

14 小林 隼人(3)  4:33.84 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 木祖

15 福澤 弘樹(3)  4:34.38 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 駒ヶ根東

16 渡辺 優樹(3)  4:36.43 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 丘

17 水上 優斗(2)  4:36.48 
ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳﾄ 赤穂

18 手塚 敦也(2)  4:37.22 
ﾃﾂﾞｶ ｱﾂﾔ 上田第二

19 千國 剛史(3)  4:37.87 
ﾁｸﾆ ﾂﾖｼ 三郷

20 細田 敦也(3)  4:39.12 
ﾎｿﾀﾞ ｱﾂﾔ 戸倉上山田

21 碓氷 将司(3)  4:41.70 
ｳｽｲ ﾏｻｼ 野沢

22 合津 智裕(3)  4:42.95 
ｺﾞｳﾂﾞ ﾄﾓﾋﾛ 青木

23 坂戸 竜之輔(3)  4:45.54 
ｻｶﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 上田第二
神津 俊介(3)
ｺｳﾂﾞ ｼｭﾝｽｹ 佐久東

18   891

14   284
欠場

2   181

22   782

12  3597

21  4052

19  1795

6   896

17  1829

20  3194

15  2046

24  2796

4  6067

3  1450

16  3761

1  5535

13  4845

11  1661

10   151

23  5452

7  1783

9  5528

8  3618

5  4457

2,3年男子

1500m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月3日 10:25

 1 宮島 幸太郎(3)  9:07.32 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀﾛｳ 上田第二

 2 二村 航平(3)  9:19.89 
ﾆﾑﾗ ｺｳﾍｲ 穂高西

 3 竹鼻 大貴(3)  9:20.11 
ﾀｹﾊﾅ ﾋﾛｷ 戸倉上山田

 4 細田 達也(3)  9:28.45 
ﾎｿﾀﾞ ﾀﾂﾔ 戸倉上山田

 5 湯澤 舜(3)  9:30.59 
ﾕｻﾞﾜ ｼｭﾝ 駒ヶ根東

 6 箱山 陸人(2)  9:30.97 
ﾊｺﾔﾏ ﾘｸﾄ 丸子

 7 横水 颯太(3)  9:31.85 
ﾖｺﾐｽﾞ ｿｳﾀ 鉢盛

 8 今滝 春彦(3)  9:34.44 
ｲﾏﾀｷ ﾊﾙﾋｺ 仁科台

 9 大嵩崎 慧(3)  9:36.66 
ｵｵﾂｷ ｹｲ 上田第五

10 依田 航太郎(3)  9:40.94 
ﾖﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 芦原

11 馬場 直人(3)  9:43.38 
ﾊﾞﾊﾞ ﾅｵﾄ 山ﾉ内

12 野瀬 雅史(2)  9:44.23 
ﾉｾ ﾏｻﾌﾐ 梓川

13 築舘 陽介(2)  9:45.32 
ﾂｷﾀﾞﾃ ﾖｳｽｹ 富士見

14 大川 柊弥(2)  9:49.01 
ｵｵｶﾜ ﾄｳﾔ 菅野

15 關 颯人(2)  9:54.95 
ｾｷ ﾊﾔﾄ 茅野東部

16 山上 翼(3)  9:55.57 
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾂﾊﾞｻ 上田第二

17 島田 隆介(3)  9:57.27 
ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 栄

18 日野 志朗(2) 10:02.71 
ﾋﾉ ｼﾛｳ 箕輪

19 松木 之衣(2) 10:03.19 
ﾏﾂｷ ｺﾉｴ 川中島

20 長谷川 裕真(3) 10:11.25 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾏｻ 佐久東

21 松澤 拓弥(2) 10:30.87 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 喬木

22 湯澤 亮太(2) 10:37.29 
ﾕｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 諏訪南
小口 智大(3)
ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 山辺
丸山 和輝(2)
ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｷ 川中島

17  5888
途中棄権

3  5440
欠場

8  2306

16  1291

11  5439

2   282

15  4789

4  1577

24  1433

10   893

12  1482

1  5937

23  4362

21  3631

22   980

14   394

13  6066

9  3940

20  1834

6   663

7  4060

19  4059

18   894

5  3472

共通男子

3000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 7月3日 9:35
決勝 7月3日 14:45

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 +3.0

 1 尾形 優也(3)    15.66 Q 1 戸田 樹(3)    16.12 Q
ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾔ 櫻ヶ岡 ﾄﾀﾞ  ｲﾂｷ 櫻ヶ岡

 2 櫻井 滉治(3)    16.70 Q 2 佐藤 公則(3)    16.36 Q
ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 野沢 ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 仁科台

 3 降旗 敬(3)    16.82 q 3 中野 涼介(3)    16.79 q
ﾌﾘﾊﾀ ｹｲ 菅野 ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 塩尻広陵

 4 金児 直登(3)    17.08 4 中澤 翔太(3)    16.93 
ｶﾈｺ ﾅｵﾄ 常盤 ﾅｶｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ 丸子

 5 鮎澤 一輝(3)    17.31 5 守屋 優太(3)    17.42 
ｱｲｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 長峰 ﾓﾘﾔ ﾕｳﾀ 箕輪

 6 橋本 穂琢佳(3)    17.56 6 丹下 海兼(3)    18.70 
ﾊｼﾓﾄ ﾎﾀｶ 小諸東 ﾀﾝｹﾞ ｶｲﾄ 須坂東

 7 後藤 佑基(2)    18.72 7 掛川 航汰(3)    22.89 
ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ 諏訪西 ｶｹｶﾞﾜ ｺｳﾀ 芦原
宮田 拓実(2) 8 松下 優太(2)    23.37 
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 鉢盛 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ 高森

[ 3組] 風速 +2.3

 1 大久保 達弥(3)    16.35 Q
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 梓川

 2 石井 冬馬(2)    17.12 Q
ｲｼｲ ﾄｳﾏ 上諏訪

 3 秋山 和範(2)    17.24 
ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 塩尻

 4 夏目 映人(2)    17.66 
ﾅﾂﾒ ｴｲﾄ 柳町

 5 徳竹 悠馬(2)    17.95 
ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ 信濃

 6 内堀 連(2)    18.13 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾚﾝ 御代田

 7 吉岡 佳佑(3)    18.53 
ﾖｼｵｶ ｹｲｽｹ 伊那東部

 8 浦川 遥来(2)    22.01 
ｳﾗｶﾜ ﾊﾙｷ 中込

風速 -3.3

 1 尾形 優也(3)    16.22 
ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾔ 櫻ヶ岡

 2 中野 涼介(3)    16.24 
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 塩尻広陵

 3 佐藤 公則(3)    16.62 
ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 仁科台

 4 戸田 樹(3)    16.65 
ﾄﾀﾞ  ｲﾂｷ 櫻ヶ岡

 5 降旗 敬(3)    17.23 
ﾌﾘﾊﾀ ｹｲ 菅野

 6 大久保 達弥(3)    17.24 
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 梓川

 7 櫻井 滉治(3)    17.46 
ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 野沢

 8 石井 冬馬(2)    17.48 
ｲｼｲ ﾄｳﾏ 上諏訪

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

共通男子

110mH
予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

5   182

所属名 記録／備考
6  4966

7  5963

8  4220

欠場

3   370

2  1277

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

9  6073

4  1400

3  3941

所属名 記録／備考
4  4967

7  1570

5  3231

6   689

9  2032

2  4330

8   396

所属名 記録／備考
6  3606

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

8  3149

7  6299

5  1207

4   338

3  1684

9  4593

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

2   237

2  3231

所属名 記録／備考
6  4966

3  5963

7  3941

4  4967

9  1207

5  3606

8   182



予選 7月3日 13:15
決勝 7月3日 16:10

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 三郷  3581 恩田 佑哉(2)    49.66 Q 1  5 大町第一 3922 西山  広都(2)    49.39 Q

ﾐｻﾄ ｵﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁ ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛﾄ
 3593 三間 翔(2) 3929 中村 宗弘(1)

ﾐﾂﾏ ｶｹﾙ ﾅｶﾑﾗ ﾑﾈﾋﾛ
 3587 甕 慎伍(1) 3925 遠藤 幹也(1)

ﾓﾀｲ ｼﾝｺﾞ ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ
 3579 三宅 浩生(1) 3917 因幡 将吾(2)

ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ
 2   6 犀陵  5261 小林 龍也(2)    50.19 Q 2  4 篠ﾉ井西 5345 吉岡 翔司(1)    49.71 Q

ｻｲﾘｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ ｼﾉﾉｲﾆｼ ﾖｼｵｶ ｼｮｳｼﾞ
 5275 水出 一也(1) 5330 内田 光一(2)

ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ
 5262 大塚 樹也(2) 5341 西村  健吾(1)

ｵｵﾂｶ ﾐｷﾔ ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ
 5268 流 勇介(1) 5335 下田 佳輝(2)

ﾅｶﾞﾚ ﾕｳｽｹ ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ
 3   5 上田第二   871 成澤 航(1)    50.89 3  3 附属松本 6117 白石 大地(2)    50.23 q

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾆ ﾅﾙｻﾜ ｺｳ ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄ ｼﾗｲｼ ﾀﾞｲﾁ
  898 小林 ガブリエル(2) 6134 赤堀 拓夢(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾐ
  873 中島 遼太(1) 6133 中村 彰汰(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ
  879 小宮山 陽平(2) 6124 米倉 敬宏(1)

ｺﾐﾔﾏ ﾖｳﾍｲ ﾖﾈｸﾗ ﾀｶﾋﾛ
 4   4 高森  2006 椚谷 和久(1)    51.03 4  2 附属長野 5621 峯村 和伸(1)    50.69 

ﾀｶﾓﾘ ｸﾇｷﾞﾀﾞﾆ ﾜｸ ﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉ ﾐﾈﾑﾗ ｶｽﾞﾉﾌﾞ
 2026 松島 竜平(2) 6276 峯村 祐貴(2)

ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ
 2007 手塚 貴郁(1) 5623 土屋 尭寛(2)

ﾃﾂﾞｶ ﾀｶﾌﾐ ﾂﾁﾔ ﾀｶﾋﾛ
 2032 松下 優太(2) 5617 大森 晃(1)

ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ
 5   9 豊科北  3489 髙木 涼太(1)    51.38 5  7 富士見 1478 五味 龍彦(2)    51.73 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ ﾌｼﾞﾐ ｺﾞﾐ ﾀﾂﾋｺ
 3508 藤原 利章(2) 1491 内藤 駿介(1)

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ ﾅｲﾄｳ ｼｭﾝｽｹ
 3488 花形 駿介(1) 1492 名取 河(1)

ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ ﾅﾄﾘ ｺｳ
 3509 永田 望海(2) 1496 藤澤 祐哉(1)

ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾔ
 6   3 立科   523 寺島 僚(1)    52.16 6  9 岡谷東部 1118 大庭 拓真(2)    51.73 

ﾀﾃｼﾅ ﾃﾗｼﾏ ﾘｮｳ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ ｵｵﾊﾞ ﾀｸﾏ
  524 大島 和也(1) 1122 守住 望(2)

ｵｵｼﾏ ｶｽﾞﾔ ﾓﾘｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ
  522 山田 征司(2) 1127 荻原 勇吹(1)

ﾔﾏﾀﾞ ｾｲｼ ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ
  519 中川 洋希(2) 1129 花岡 英一(1)

ﾅｶｶﾞﾜ ﾋﾛｷ ﾊﾅｵｶ ｴｲｲﾁ
  2 長峰  1382 鮎澤 敬介(1) 7  6 御代田  347 原田 健太(2)    54.64 

ﾅｶﾞﾐﾈ ｱｲｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 失格 ﾐﾖﾀ ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ
 1381 小笠原 隼(2) R1(2-3)  353 荻原 悠輔(1)

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾊﾔﾄ ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ
 6667 伊藤 来夢(1)  349 荻野 裕太(1)

ｲﾄｳ ﾗｲﾑ ｵｷﾞﾉ ﾕｳﾀ
 1383 後藤 大輝(2)  338 内堀 連(2)

ｺﾞﾄｳ ﾀｲｷ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾚﾝ
  8 南宮  6500 土屋 薫平(1) 8  8 小諸東  376 相場 泰彦(1)    55.00 

ﾅﾝｸﾞｳ ﾂﾁﾔ ｸﾝﾍﾟｲ 失格 ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ
 4452 町田 陽来(2) T1  373 渋谷 圭介(2)

ﾏﾁﾀﾞ ﾊﾙｷ ｼﾌﾞﾔ ｹｲｽｹ
 4455 柴本 遼河(1)  377 新津 輝(1)

ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ ﾆｲﾂ ﾋｶﾙ
 4450 石渡 登生(2)  375 永井 慎也(2)

ｲｼﾜﾀ ﾄｳｲ ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾔ

1,2年男子

4×100m
予選 通過基準  3組  2着 + 2 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   6 鉢盛  6072 久保田 正吾(2)    49.59 Q

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ
 6073 宮田 拓実(2)

ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ
 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   5 伊那松川  1987 林　祐羽太(1)    49.72 Q

ｲﾅﾏﾂｶﾜ ﾊﾔｼ　ﾕｳﾀ
 1996 小池 光(2)

ｺｲｹ ﾋｶﾙ
 1995 松下 湧登(2)

ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾄ
 2001 近藤 裕哉(1)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ
 3   7 櫻ヶ岡  4959 坂庭 諒(1)    49.74 q

ｻｸﾗｶﾞｵｶ ｻｶﾆﾜ ﾘｮｳ
 4978 山田 貴大(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ
 4956 塩谷 晃生(1)

ｼｵﾔ ｺｳｷ
 4981 峰村 悠輔(2)

ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｽｹ
 4   9 信濃  4593 徳竹 悠馬(2)    50.43 

ｼﾅﾉ ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ
 4598 内山 裕智(1)

ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ
 4600 木田 元春(1)

ｷﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ
 4594 外谷 昌範(2)

ﾄﾔ ﾏｻﾉﾘ
 5   3 箕輪  1578 浦野 亜嵐(2)    51.24 

ﾐﾉﾜ ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ
 1573 山崎 久樹(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ
 1582 葉桐 文哉(1)

ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ
 1586 小林 佑萬(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ
 6   8 筑摩野  5981 下形 嵩哉(1)    51.68 

ﾁｸﾏﾉﾁｭｳ ｼﾓｶﾀ ﾀｶﾔ
 5969 松岡 雄斗(2)

ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ
 5984 山口 直也(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ
 5974 大野 智裕(2)

ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ
 7   4 中込   216 池田 航平(1)    52.27 

ﾅｶｺﾞﾐ ｲｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ
  239 尾崎 寿典(2)

ｵｻﾞｷ ﾄｼﾉﾘ
  213 小山 達之(1)

ｺﾔﾏ ﾀﾂﾕｷ
  236 新井 一生(2)

ｱﾗｲ ｶｽﾞｷ
 8   2 丸子北   702 野原 尚貴(1)    52.57 

ﾏﾙｺｷﾀ ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ
  694 大塚 優(2)

ｵｵﾂｶ ｽｸﾞﾙ
  700 工藤 誉(1)

ｸﾄﾞｳ ﾎﾏﾚ
  696 滝澤 豊(2)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾀｶ

1,2年男子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 大町第一  3922 西山  広都(2)    49.40 

ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁ ﾆｼﾔﾏ ﾋﾛﾄ
 3929 中村 宗弘(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾑﾈﾋﾛ
 3925 遠藤 幹也(1)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ
 3917 因幡 将吾(2)

ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ
 2   6 三郷  3581 恩田 佑哉(2)    49.64 

ﾐｻﾄ ｵﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ
 3593 三間 翔(2)

ﾐﾂﾏ ｶｹﾙ
 3587 甕 慎伍(1)

ﾓﾀｲ ｼﾝｺﾞ
 3579 三宅 浩生(1)

ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ
 3   9 伊那松川  1987 林　祐羽太(1)    49.70 

ｲﾅﾏﾂｶﾜ ﾊﾔｼ　ﾕｳﾀ
 1996 小池 光(2)

ｺｲｹ ﾋｶﾙ
 1995 松下 湧登(2)

ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾄ
 2001 近藤 裕哉(1)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ
 4   4 鉢盛  6072 久保田 正吾(2)    49.75 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ
 6073 宮田 拓実(2)

ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ
 6076 木村 幸太(1)

ｷﾑﾗ ｺｳﾀ
 6079 木村 祐太(1)

ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ
 5   8 犀陵  5261 小林 龍也(2)    49.81 

ｻｲﾘｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ
 5275 水出 一也(1)

ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ
 5262 大塚 樹也(2)

ｵｵﾂｶ ﾐｷﾔ
 5268 流 勇介(1)

ﾅｶﾞﾚ ﾕｳｽｹ
 6   2 櫻ヶ岡  4959 坂庭 諒(1)    49.84 

ｻｸﾗｶﾞｵｶ ｻｶﾆﾜ ﾘｮｳ
 4978 山田 貴大(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ
 4956 塩谷 晃生(1)

ｼｵﾔ ｺｳｷ
 4981 峰村 悠輔(2)

ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｽｹ
 7   5 篠ﾉ井西  5345 吉岡 翔司(1)    50.08 

ｼﾉﾉｲﾆｼ ﾖｼｵｶ ｼｮｳｼﾞ
 5330 内田 光一(2)

ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ
 5341 西村  健吾(1)

ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ
 5335 下田 佳輝(2)

ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ
  3 附属松本  6117 白石 大地(2)

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄ ｼﾗｲｼ ﾀﾞｲﾁ 失格
 6134 赤堀 拓夢(1) R1(2-3)

ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾐ
 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

決勝

1,2年男子

4×100m



予選 7月3日 13:00
決勝 7月3日 16:20

[ 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 小諸東   361 小林 颯(3)    44.97 Q 1  5 駒ヶ根東 1833 馬場 信介(3)    46.64 Q

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ
  362 丸山 佳太(3) 1828 竹村 泰地(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ
  366 細川 大輝(3) 1826 斉藤 優(3)

ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｷ ｻｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ
  368 池田 仁(3) 1831 竹内 基裕(3)

ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾋﾛ
 2   5 仁科台  3943 松澤 直樹(3)    45.35 Q 2  6 塩尻 3149 秋山 和範(2)    46.78 Q

ﾆｼﾅﾀﾞｲ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ ｼｵｼﾞﾘ ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ
 3939 松井 一陽(3) 3136 矢ヶ崎 祐介(2)

ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ
 3941 佐藤 公則(3) 3131 中村 康平(3)

ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ
 3944 勝野 涼大(3) 3138 水島 優(3)

ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 3   4 犀陵  5259 野崎 愛冬(3)    45.53 q 3  4 浅科  480 佐藤 サンタクロス(    46.97 

ｻｲﾘｮｳ ﾉｻﾞｷ ﾏﾅﾄ ｱｻｼﾅ ｻﾄｳ ｻﾝﾀｸﾛｽ
 5260 松橋 大夢(2)  477 岩間 涼太(3)

ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ ｲﾜﾏ ﾘｮｳﾀ
 5282 原山 翼(3)  468 山浦 貫人(2)

ﾊﾗﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ
 5281 児島 陽(3)  453 柳沢 匠(2)

ｺｼﾞﾏ ﾋｶﾙ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾐ
 4   7 岡谷北部  1077 辛山 勇太(3)    46.21 q 4  9 三陽 5088 樋口 盛康(3)    47.73 

ｵｶﾔﾎｸﾌﾞ ｼﾝﾔﾏ ﾕｳﾀ ｻﾝﾖｳ ﾋｸﾞﾁ ﾓﾘﾔｽ
 1054 松田 尚希(2) 5087 佐藤 大裕(3)

ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｷ ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ
 1051 武田 諒(3) 5099 小池 亮太(3)

ﾀｹﾀ ﾞﾘｮｳ ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ
 1076 窪田 章吾(3) 5093 長田 龍貴(3)

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ
 5   2 川中島  5447 丸山 晃平(3)    46.50 5  8 高綱 5935 萩原 勇貴(3)    47.84 

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏ ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ ﾀｶﾂﾅ ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳｷ
 5462 佐藤 薫(2) 5915 曽山 竜馬(3)

ｻﾄｳ ｶｵﾙ ｿﾔﾏ  ﾘｮｳﾏ
 5456 藤森 祐希(3) 5932 小林 航(3)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ
 5448 池田 彪我(3) 5912 大久保 太陽(3)

ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ ｵｵｸﾎﾞ  ﾀｲﾖｳ
 6   3 塩尻広陵  3231 中野 涼介(3)    46.73 6  3 辰野 1543 淺田 翔悟(3)    48.42 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳ ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ ﾀﾂﾉ ｱｻﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ
 3230 関塚 賢悟(3) 1555 丸山 徹(3)

ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ
 3233 檀浦 知樹(3) 1544 上島 誠史(3)

ﾀﾞﾝﾉｳﾗ ﾄﾓｷ ｶﾐｼﾞﾏ ﾄﾓﾌﾐ
 3234 三村 航輝(3) 1554 坂井 和人(3)

ﾐﾑﾗ ｺｳｷ ｻｶｲ ｶｽﾞﾄ
 7   9 伊那東部  1674 合津 伊織(3)    47.23 7  2 中込  224 相米 健太(3)    48.74 

ｲﾅﾄｳﾌﾞ ｺﾞｳﾂﾞ ｲｵﾘ ﾅｶｺﾞﾐ ｿｳﾏｲ ｹﾝﾀ
 1690 守谷 渉(3)  225 茂木 康平(3)

ﾓﾘﾔ ﾜﾀﾙ ﾓﾃｷ ｺｳﾍｲ
 1684 吉岡 佳佑(3)  222 利根川 大貴(3)

ﾖｼｵｶ ｹｲｽｹ ﾄﾈｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ
 1676 伊藤 俊平(3)  223 友野 兼吾(3)

ｲﾄｳ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾄﾓﾉ ｹﾝｺﾞ
 8   8 東御東部   578 牧村 直樹(3)    47.56 8  7 中野平 4481 須藤 稜太(2)    52.46 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾏｷﾑﾗ ﾅｵｷ ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗ ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ
  580 佐藤 匠(3) 4456 手塚 将弥(3)

ｻﾄｳ ﾀｸﾐ ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ
  586 竹内 凱斗(3) 4457 黒川 岳(3)

ﾀｹｳﾁ ｶｲﾄ ｸﾛｶﾜ ｶﾞｸ
  584 竹内 祥太郎(3) 4459 畔上歓士(3)

ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ ｱｾﾞｶﾞﾐ ｶﾝｼ

共通男子

4×100m
予選 通過基準  3組  2着 + 2 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 櫻ヶ岡  4963 中澤 弘輝(3)    44.98 Q

ｻｸﾗｶﾞｵｶ ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
 4966 尾形 優也(3)

ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾔ
 4983 大日方 景都(2)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲﾄ
 4967 戸田 樹(3)

ﾄﾀﾞ  ｲﾂｷ
 2   8 茅野北部  1352 小松 祥太(3)    46.37 Q

ﾁﾉﾎｸﾌﾞ ｺﾏﾂ ｼｮｳﾀ
 1353 内藤 圭吾(3)

ﾅｲﾄｳ ｹｲｺﾞ
 1355 帯川 恵輔(3)

ｵﾋﾞｶﾜ ｹｲｽｹ
 1356 野澤 晃太朗(3)

ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ
 3   6 岡谷東部  1121 堀内 貴史(2)    46.51 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ ﾎﾘｳﾁ ﾀｶﾌﾐ
 1115 三村 和久(3)

ﾐﾑﾗ ｶｽﾞﾋｻ
 1116 高坂 亮介(3)

ｺｳｻｶ ﾘｮｳｽｹ
 1117 阿部 佳介(2)

ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ
 4   7 御代田   341 頼田 竜也(2)    47.35 

ﾐﾖﾀ ﾖﾘﾀ ﾀﾂﾔ
  357 栁澤 圭太(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ
  332 西澤 弦也(3)

ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾔ
  334 荻原 京介(2)

ｵｷﾞﾊﾗ ｷｮｳｽｹ
 5   3 更北  5491 德永  淳志(3)    47.40 

ｺｳﾎｸ ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾂｼ
 5492 宮林  紘汰(3)

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ
 5477 丸山  宏之(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ
 5493 渡邉  優樹(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ
 6   2 梓川  3634 宮澤 一真(2)    48.53 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
 3621 佐原 涼太(3)

ｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ
 3623 村瀬 直希(3)

ﾑﾗｾ ﾅｵｷ
 3606 大久保 達弥(3)

ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ
 7   9 望月   485 大澤 達(1)    48.72 

ﾓﾁﾂﾞｷ ｵｵｻﾜ ﾄｵﾙ
  482 清水 泰地(2)

ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ
  486 土屋 巧(1)

ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ
  481 藤牧 佑希(3)

ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ
  4 豊科北  3510 塩田 雅人(2)

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 失格
 3513 細萱 元太(2) R1(2-3)

ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ
 3501 藤松 楓季(3)

ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ
 3503 黒岩 達(3)

ｸﾛｲﾜ  ｻﾄｼ

共通男子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 櫻ヶ岡  4963 中澤 弘輝(3)    44.27 

ｻｸﾗｶﾞｵｶ ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
 4966 尾形 優也(3)

ｵｶﾞﾀ ﾕｳﾔ
 4983 大日方 景都(2)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲﾄ
 4967 戸田 樹(3)

ﾄﾀﾞ  ｲﾂｷ
 2   4 小諸東   361 小林 颯(3)    44.93 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ
  362 丸山 佳太(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ
  366 細川 大輝(3)

ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｷ
  368 池田 仁(3)

ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ
 3   6 仁科台  3943 松澤 直樹(3)    45.03 

ﾆｼﾅﾀﾞｲ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ
 3939 松井 一陽(3)

ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ
 3941 佐藤 公則(3)

ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ
 3944 勝野 涼大(3)

ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ
 4   9 茅野北部  1352 小松 祥太(3)    45.63 

ﾁﾉﾎｸﾌﾞ ｺﾏﾂ ｼｮｳﾀ
 1353 内藤 圭吾(3)

ﾅｲﾄｳ ｹｲｺﾞ
 1355 帯川 恵輔(3)

ｵﾋﾞｶﾜ ｹｲｽｹ
 1356 野澤 晃太朗(3)

ﾉｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ
 5   8 塩尻  3149 秋山 和範(2)    46.02 

ｼｵｼﾞﾘ ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ
 3136 矢ヶ崎 祐介(2)

ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ
 3131 中村 康平(3)

ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ
 3138 水島 優(3)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 6   7 駒ヶ根東  1833 馬場 信介(3)    46.03 

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ
 1828 竹村 泰地(3)

ﾀｹﾑﾗ ﾀｲﾁ
 1826 斉藤 優(3)

ｻｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ
 1831 竹内 基裕(3)

ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾋﾛ
 7   3 犀陵  5259 野崎 愛冬(3)    46.08 

ｻｲﾘｮｳ ﾉｻﾞｷ ﾏﾅﾄ
 5260 松橋 大夢(2)

ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ
 5282 原山 翼(3)

ﾊﾗﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ
 5281 児島 陽(3)

ｺｼﾞﾏ ﾋｶﾙ
 8   2 岡谷北部  1077 辛山 勇太(3)    46.43 

ｵｶﾔﾎｸﾌﾞ ｼﾝﾔﾏ ﾕｳﾀ
 1054 松田 尚希(2)

ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｷ
 1051 武田 諒(3)

ﾀｹﾀ ﾞﾘｮｳ
 1076 窪田 章吾(3)

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ

決勝

共通男子

4×100m



決勝 7月3日 9:00

遠藤 聡(3)
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 三郷
芋川 駿(3)
ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ 柳町
吉川 涼平(3)
ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳﾍｲ 飯田高陵
塚田 真史(3)
ﾂｶﾀﾞ ﾏｻｼ 仁科台
大塚 樹也(2)
ｵｵﾂｶ ﾐｷﾔ 犀陵
湯本 浩昌(3)
ﾕﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ 柳町
吉田 豪郎(3)
ﾖｼﾀﾞ ｺﾞﾛｳ 犀陵
守谷 渉(3)
ﾓﾘﾔ ﾜﾀﾙ 伊那東部
曽山 竜馬(3)
ｿﾔﾏ  ﾘｮｳﾏ 高綱
高橋 智哉(3)
ﾀｶﾊｼ ﾄﾓﾔ 岡谷北部
宮坂 舜弥(2)
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝﾔ 茅野東部
河野 弘喜(3)
ｺｳﾉ ﾋﾛｷ 松島
西沢 拓海(3)
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 篠ﾉ井東
西澤 一希(3)
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 三陽
中村 健斗(3)
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝﾄ 開成
頼田 竜也(2)
ﾖﾘﾀ ﾀﾂﾔ 御代田
高橋 亘希(2) 記録なし
ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 芦原
小林 幸也(3) 記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾔ 富士見
西澤 雄貴(3) 記録なし
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｷ 軽井沢
本山 翔(3) 記録なし
ﾓﾄﾔﾏ ｼｮｳ 岡谷北部
忠地 大成(3) 記録なし
ﾀﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ 波田
田中 隆行(2) 記録なし
ﾀﾅｶ ﾀｶﾕｷ 軽井沢
宮崎 正太郎(3) 記録なし
ﾐﾔｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 芦原
櫻山 祥貴(3) 記録なし
ｻｸﾗﾔﾏ ﾖｼｷ 浅間

共通男子

走高跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

o o

記録 備考1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m73
1 24  3600

- - o xo xo o o

1m82 1m851m76 1m79

xxx  1.82

2 13  4907
- - o o o

xxo o

o o xxx

3 11  5120
o o o xo o xxx

 1.76

 1.76

4 20  3936
o o o xxo xxo

o xxx

xxx

5 9  5262
o o xo

 1.70

 1.65

6 17  4922
- - o xo xxx

xo xxx
6 21  5285

o o o

 1.65

 1.65

8 23  1690
o o o xxo xxx

xxo xxx
9 16  5915

o o xo

 1.65

 1.65

10 15  1079
o o o xxx

xxx
10 19  1432

o o o

 1.60

 1.60

12 12  5832
o o xxo xxx

13 1  5295
o o xxx

 1.60

 1.55

14 5  5094
o xxo xxx

15 4  5874
o xxx

 1.55

 1.50

15 22   341
o xxx

2   404
xxx

 1.50

3  1473
xxx

6   302
xxx

7  1055
xxx

8  3248
xxx

10   310
xxx

14   393
xxx

18   250
xxx



決勝 7月3日 9:45

3m80 3m90 4m00 4m10 4m20 4m35
松澤 勝治(3) - - - - - - - - - - 大会タイ
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂｼﾞ 春富 o o o xo o xxx
細田 耕太(3) - - - - - - - - - o
ﾎｿﾀﾞ ｺｳﾀ 春富 o o o xo xxx
合津 伊織(3) - - o o xo xo xxo o xo xxx
ｺﾞｳﾂﾞ ｲｵﾘ 伊那東部
竹折 優太(3) - - o o xo xo xxo xxo xxx
ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ 緑ヶ丘
山小 天汰(3) - o o o o xxo o xxx
ﾔﾏｺ ﾃﾝﾀ 常盤
工藤 大樹(3) - - - o o o xo xxx
ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 丸子北
畑山 亮太(3) - - - o o o xxx
ﾊﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 信濃
伊藤 達也(3) - o o xxo o xxx
ｲﾄｳ ﾀﾂﾔ 永明
中村 智哉(2) - o o o xxx
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 茅野東部
内山 朋也(1) o o xxx
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 小布施
芝  建樹(3) - xo xxx
ｼﾊﾞ ﾀﾂｷ 更北
大塚 優(2) o xxx
ｵｵﾂｶ ｽｸﾞﾙ 丸子北
中村 海斗(2) xxx 記録なし
ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 常盤
渡邉  優樹(3) / 記録なし
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 更北

5  5493

12 1   694
 2.50

2  4226

10 4  4171
 2.70

11 6  5497
 2.70

8 3  1337
 3.20

9 9  1436
 3.10

6 7   691
 3.40

7 10  4579
 3.30

4 12  2535
 3.50

5 11  4224
 3.40

2 13  1731
 4.10

3 8  1674
 3.60

3m60 3m70

1 14  1730
 4.20

記録 備考
2m50 2m70 2m90 3m10 3m20 3m30 3m40 3m50

共通男子

棒高跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 7月3日 14:00

３回の
最高記録

内山 裕智(1)  5.49   x   x   5.49  5.26  5.23   5.58    5.58 
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ 信濃  -0.5   -0.5  +0.8  +0.4   +2.0    +2.0
神田 優人(1)   x  4.99  5.15   5.15  5.04   x    x    5.15 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 望月  +2.9  +2.7   +2.7  +0.5    +2.7
巾下 颯太(1)  5.09  4.62  4.60   5.09  4.39  4.96   4.80    5.09 
ﾊﾊﾞｼﾀ ｿｳﾀ 信明  +3.0  +0.3   0.0   +3.0  +0.3  +0.3   +0.8    +3.0
小林 蒼泉(1)  4.83  4.64  4.81   4.83  4.87  4.99   4.80    4.99 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 茅野東部  +2.2  +1.1  +0.2   +2.2  +0.9  +1.0   +0.8    +1.0
増子 良平(1)  4.85  4.92  4.67   4.92  4.62  4.71   3.33    4.92 
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 三郷  +2.0  +2.2  +0.6   +2.2  +1.7  +1.0   +1.3    +2.2
渡辺 素己(1)  4.57  4.44  4.78   4.78  4.68   x   4.92    4.92 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 東北  +1.5  +1.1   0.0    0.0  +0.9   +1.7    +1.7
大澤 達(1)  4.71  3.51  4.29   4.71  4.84  4.59   4.70    4.84 
ｵｵｻﾜ ﾄｵﾙ 望月  +3.6  +0.3  +0.6   +3.6  +1.8  +1.7   +0.5    +1.8
椚谷 和久(1)  4.49  4.41  4.59   4.59  4.75  4.79   4.76    4.79 
ｸﾇｷﾞﾀﾞﾆ ﾜｸ 高森  -0.3  +1.5  +0.5   +0.5  +0.8  +2.3   +0.7    +2.3
渡邉 哲也(1)  4.59   x  4.25   4.59    4.59 
ﾜﾀﾅﾍﾞﾃﾂﾔ 八千穂  -0.5  +3.3   -0.5    -0.5
森山 瑞輝(1)  4.57  4.04  4.32   4.57    4.57 
ﾓﾘﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 須坂東  +2.8  +0.6  +0.4   +2.8    +2.8
藤ヶ崎 半平太(1)  4.50   x  4.20   4.50    4.50 
ﾌｼﾞｶﾞｻｷ ﾊﾝﾍﾟｲﾀ 南牧  -1.0  +1.6   -1.0    -1.0
浦野 博登(1)   x  4.49  4.47   4.49    4.49 
ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ 岡谷東部  -0.8  +2.3   -0.8    -0.8
中村 彰汰(1)  4.39  4.46  4.47   4.47    4.47 
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 附属松本  +0.6  +0.6  +0.6   +0.6    +0.6
甕 慎伍(1)  4.43  3.79   /   4.43    4.43 
ﾓﾀｲ ｼﾝｺﾞ 三郷  +2.5  +0.8   +2.5    +2.5
荻原 勇吹(1)   x  4.41  4.13   4.41    4.41 
ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部  +0.4  +4.8   +0.4    +0.4
佐塚 一馬(1)  4.38  4.27  4.24   4.38    4.38 
ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ 佐久  +0.7  +0.1  +2.9   +0.7    +0.7
月岡 健斗(1)  3.86  4.35  3.79   4.35    4.35 
ﾂｷｵｶ ｹﾝﾄ 栄   0.0  -0.2  +4.8   -0.2    -0.2
羽尾 拓海(1)  3.99   x  4.29   4.29    4.29 
ﾊｵ ﾀｸﾐ 長野北部  +0.5  +2.6   +2.6    +2.6
佐々木 航平(1)   x  3.97  4.28   4.28    4.28 
ｻｻｷｺｳﾍｲ 八千穂  +0.1  +1.0   +1.0    +1.0
中村 亮介(1)   x  4.28   x   4.28    4.28 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳｽｹ 南箕輪  +2.0   +2.0    +2.0
山﨑 拓(1)  4.17   x   x   4.17    4.17 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｸ 伊那  +2.8   +2.8    +2.8
松田 敦樹(1)  4.05  3.87  3.72   4.05    4.05 
ﾏﾂﾀﾞ ｱﾂｷ 仁科台  +2.0  +1.7  +2.6   +2.0    +2.0
高橋 慶(1)   x   x   x 記録なし
ﾀｶﾊｼ ｹｲ 犀陵
奥原 大輝(1)   x   x   x 記録なし
ｵｸﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 大野川

21  3669

22 1  3959

18  5279

20 4  1612

21 8  1642

18 6  5175

19 15   101

16 3   122

17 2  4793

14 9  3587

15 24  1127

12 20  1135

13 5  6133

10 10  4327

11 7    31

8 12  2006

9 11   103

6 14  5110

7 19   485

4 16  1438

5 13  3585

2 23   484

3 17  5742

記録 備考

1 22  4598

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

1年男子

走幅跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 7月3日 9:30

３回の
最高記録

窪田 章吾(3)  6.62  6.70  6.54   6.70  6.48   x   6.74    6.74 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 岡谷北部  +2.4  +1.7  +0.4   +1.7  -0.6  +3.4   +1.2    +1.2
藤牧 佑希(3)   x  6.36   x   6.36   x   x   6.25    6.36 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ 望月  +2.6  +2.5  +0.7   +2.5  +2.0  -0.8   +3.8    +2.5
清水 泰地(2)  6.10   x   x   6.10  5.69  4.06   5.72    6.10 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 望月  +1.7  +0.9  +1.7   +1.7  +2.2  +1.2   +0.3    +1.7
奥原 隼太(3)  5.91   x  5.83   5.91  5.50  5.74   5.73    5.91 
ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 北安松川  -0.2  +1.5  +0.2   -0.2  +1.1  -0.7   -0.7    -0.2
根津 大輝(3)  5.88  5.63  5.77   5.88   x   x   5.77    5.88 
ﾈﾂ ﾀﾞｲｷ 豊野  +2.3  +1.0  +1.2   +2.3  +2.7  -1.4   +2.2    +2.3
望月 秀樹(3)  5.88  5.56  5.52   5.88  5.44  5.45   2.47    5.88 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾋﾃﾞｷ 赤穂  +2.6  -0.8  +0.9   +2.6  +3.1  +2.2   +2.7    +2.6
倉石 大樹(2)   x  5.60  5.67   5.67   x  5.54   5.82    5.82 
ｸﾗｲｼ ﾀﾞｲｷ 長野東部  +3.2  +1.5  +2.1   +2.1  +1.9  +1.7   +2.1    +2.1
芝 竜弘(3)  5.68  5.70   x   5.70   x   x    x    5.70 
ｼﾊﾞ ﾀﾂﾋﾛ 須坂東  +1.1  +3.3  -0.6   +3.3  +1.2  +1.5   +1.2    +3.3
小野澤 達也(3)  5.64  5.59  5.49   5.64    5.64 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 穂高東  +1.7  -0.2  -2.5   +1.7    +1.7
外谷 昌範(2)  5.63   x  5.59   5.63    5.63 
ﾄﾔ ﾏｻﾉﾘ 信濃  +1.0  +1.5  +2.5   +1.0    +1.0
村瀬 直希(3)  5.51  5.63  5.29   5.63    5.63 
ﾑﾗｾ ﾅｵｷ 梓川  +2.1  +3.6  +2.7   +3.6    +3.6
松澤 直樹(3)  5.57  5.27  5.18   5.57    5.57 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ 仁科台  +2.7  +2.5  -1.2   +2.7    +2.7
竹内 祥太郎(3)  5.56  5.49  5.56   5.56    5.56 
ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 東御東部  +1.3  +1.5  +1.5   +1.3    +1.3
柳澤 数馬(3)   x  3.33  5.51   5.51    5.51 
ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 東御東部  +2.6  +1.0  +0.8   +0.8    +0.8
丸山 徹(3)   x  5.39  5.48   5.48    5.48 
ﾏﾙﾔﾏ ﾄｵﾙ 辰野  +2.0  +1.0  -1.3   -1.3    -1.3
山岸 琳汰(3)  5.11   x  5.46   5.46    5.46 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘﾝﾀ 高森  +3.2  +0.6  +1.5   +1.5    +1.5
藤森 祐希(3)  5.45  5.09  5.30   5.45    5.45 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 川中島  +1.9  +1.1  +2.4   +1.9    +1.9
安藤  弥(3)  5.36  5.34  5.27   5.36    5.36 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 上田第五  +1.9  -0.3  +1.3   +1.9    +1.9
田中 翔太(3)  5.32  4.86   x   5.32    5.32 
ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 高瀬  +4.2  -0.2  +2.9   +4.2    +4.2
伊藤 和輝(2)   x  5.15   x   5.15    5.15 
ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 岡谷北部  +3.2  +2.8  +2.0   +2.8    +2.8
松澤 快哉(3)  4.93  5.02  4.86   5.02    5.02 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｲﾔ 中川  +1.4  +1.4  +1.9   +1.4    +1.4
木角 允也(3)  4.92   -   -   4.92    4.92 
ｷｽﾐ ﾏｻﾔ 浅科  +2.9   +2.9    +2.9
小池 亮太(3)   x   x  4.45   4.45    4.45 
ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ 三陽  +1.3  +1.8  -0.7   -0.7    -0.7
樽沢 紘人(3)   x   x   x    x 記録なし
ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 大桑  +2.4  -1.1  +0.2   +2.4

2,3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 21  1076

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

2 24   481

3 20   482

4 22  3756

5 19  4526

6 13  1784

7 11  5013

8 23  4331

9 14  3442

10 15  4594

11 6  3623

12 2  3943

13 16   584

14 8   581

15 9  1555

16 17  2022

17 3  5456

18 12   979

19 18  3754

20 5  1074

21 1  1906

10  3007

22 4   478

23 7  5099



決勝 7月3日 14:30

３回の
最高記録

坂田 晃有(3)
ｻｶﾀ ｺｳｽｹ 相森
中澤 弘輝(3)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 櫻ヶ岡
林 滉介(3)
ﾊﾔｼ ｺｳｽｹ 宮田
勝野 涼大(3)
ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ 仁科台
小島 裕介(3)
ｺｼﾞﾏ ﾕｳｽｹ 菅平
山本 歩(3)
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾑ 栄
大庭 直也(3)
ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾔ 栄
中澤 誠也(3)
ﾅｶｻﾞﾜ ｾｲﾔ 大野川
瀬戸 竜紀(3)
ｾﾄ ﾘｭｳｷ 辰野
飯干 貴史(3)
ｲｲﾎﾞｼ ﾀｶﾌﾐ 信明
原山 翼(3)
ﾊﾗﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 犀陵
齋藤 進次郎(2)
ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ 飯田高陵
鈴木 翔太(3)
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 浅間
石﨑 智裕(3)
ｲｼｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 穂高西
松野 翔悟(3)
ﾏﾂﾉ ｼｮｳｺﾞ 軽井沢
山本 航平(3)
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 須坂東
齋藤 涼太郎(2)
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大野川
寺島 陵太郎(3)
ﾃﾗｼﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 永明
大島 拓也(2)
ｵｵｼﾏ ﾀｸﾔ 諏訪南
寺島 拓也(2)
ﾃﾗｼﾏ ﾀｸﾔ 高瀬
石川 修帆(3)
ｲｼｶﾜ ｼｭｳﾎ 北御牧
黒岩 勇輝(2)
ｸﾛｲﾜ ﾕｳｷ 上田第二
小林 祐(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 宮田
山崎 大地(3) 欠場
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 東御東部

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

共通男子

砲丸投(5.000kg)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  10.54

記録 備考

1 20  4263
   x  10.63  11.47   11.47

2 24  4963
   x  10.37  10.54   9.58    x  10.08  10.54 

 10.94   9.94  11.47  10.43

  10.03

  9.08  10.04   10.04   9.81
3 22  1759

   x

4 23  3944
  9.18  10.03   9.37    x   9.23   9.70  10.03 

  9.51   9.98  10.04 

   9.92

  9.36   9.93    9.98   9.52
5 21   647

  9.98

6 12  4801
  9.40   8.97   9.92   9.87   9.68    x   9.92 

  9.68   9.90   9.98 

   9.66

  9.92   8.54    9.92   8.56
7 16  4786

  8.95

8 15  3668
  9.54   9.25   9.66   9.27   9.73   9.81   9.81 

  9.39   9.58   9.92 

   9.25

  9.30   8.63    9.43
9 14  1547

  9.43

10 19  5732
  7.61   9.25   8.32   9.25 

  9.43 

   8.97

  9.14   8.85    9.14
11 8  5282

  8.18

12 6  2042
  8.60   8.63   8.97   8.97 

  9.14 

   8.93

  8.43   8.97    8.97
13 17   253

   x

14 11  3473
   x   8.09   8.93   8.93 

  8.97 

   8.88

  8.12   7.81    8.91
15 13   301

  8.91

16 4  4333
  8.85   8.72   8.88   8.88 

  8.91 

   8.44

  8.35   8.79    8.79
17 7  3666

  8.16

18 10  1335
  8.44   8.38   8.33   8.44 

  8.79 

   7.99

  7.87   8.02    8.02
19 2  1296

  7.21

20 3  3729
  7.99   6.08   7.53   7.99 

  8.02 

   7.58

  7.50   7.42    7.76
21 5   442

  7.76

22 1   877
  7.11   7.48   7.58   7.58 

  7.76 

  7.37   7.34    7.37
23 18  1758

   x

9   599

  7.37 



開催日 平成23年7月3日（日） 混成競技記録表   得点表  （[男子]・女子） 共通男子  四種競技

陸協名  [20] 競技会名 第50回長野県中学校総合体育大会夏季大会 ｺｰﾄﾞ  [11203002] 混成審判長  

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内秀樹

 4577 4028  4488 1571 4576 2020  4997 2055  693  468
内山 貴仁(3) 大野 聡士(3) 上原 直斗(3) 重盛 文宏(3) 北村 翔太(3) 川口 純(3) 草野 晃平(3) 牧内 豪(2) 中村 佳輝(3) 山浦 貫人(2)

信濃 飯田高陵 高社 箕輪 信濃 高森 長野東部 飯田高陵 丸子北 浅科
110mH    16.30  699   16.41   687    16.63  663   17.65  558   17.08  616   18.44  483    17.58  565   17.87  537   17.51  572   18.23  502

  (+1.9)  699  (+2.7)   687   (+2.7)  663  (+1.9)  558  (+2.5)  616  (+1.9)  483   (+2.7)  565  (+2.5)  537  (+2.5)  572  (+2.7)  502
SP    10.22  499   11.76   592    11.58  581   10.89  539    9.55  459   10.63  524     7.61  343    9.84  476    8.50  396    8.18  377

1198  1279 1244 1097 1075 1007  908 1013  968  879
HJ     1.75  585    1.69   536     1.50  389    1.60  464    1.55  426    1.66  512     1.63  488    1.55  426    1.40  317    1.55  426

1783  1815 1633 1561 1501 1519 1396 1439 1285 1305
400m    56.35  546   57.85   489    56.64  535   56.19  552   56.01  559   59.07  445    56.32  547 1:01.28  371   57.88  488 1:00.16  408

2329  2304 2168 2113 2060 1964 1943 1810 1773 1713
総得点 2329  2304 2168 2113 2060 1964 1943 1810 1773 1713
順位    1     2    3    4    5    6    7    8    9   10

 4996  221  1567 1116  695  407  3509 5973 4983  943
新井 耕元(3) 上原 大知(3) 沓掛 大輔(3) 高坂 亮介(3) 小相澤 隆太(2) 内川 大樹(2) 永田 望海(2) 吉田 翔真(2) 大日方 景都(2) 村松 征尭(2)

長野東部 中込 箕輪 岡谷東部 丸子北 芦原 豊科北 筑摩野 櫻ヶ岡 上田第四
110mH    19.07  426   19.58   383    18.76  454   19.47  392   21.71  227   20.33  324    20.43  316   19.81  364   16.84  641      DS

  (+2.5)  426  (+2.7)   383   (+2.5)  454  (+2.5)  392  (+2.7)  227  (+1.9)  324   (+1.9)  316  (+1.9)  364  (+2.5)  641
SP     7.32  326    9.37   448     8.01  367    8.09  372    6.96  305    7.30  325     7.77  353    6.39  272      DF      DS

 752   831  821  764  532  649  669  636
HJ     1.55  426    1.50   389     1.45  352      NM    0    1.45  352      NM    0       NM    0      NM    0      DF      DS

1178  1220 1173  764  884  649  669  636
400m    59.08  445 1:03.13   313  1:04.67  268   59.19  441 1:05.53  244 1:00.61  393  1:02.33  337 1:04.69  268

1623  1533 1441 1205 1128 1042 1006  904
総得点 1623  1533 1441 1205 1128 1042 1006  904
順位   11    12   13   14   15   16   17   18



決勝 7月3日 9:25

[ 1組] 風速 +2.5 [ 2組] 風速 +2.7

 1 大日方 景都(2)    16.84 1 大野 聡士(3)    16.41 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲﾄ 櫻ヶ岡 ｵｵﾉ ｻﾄｼ 飯田高陵

 2 北村 翔太(3)    17.08 2 上原 直斗(3)    16.63 
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 信濃 ｳｴﾊﾗ ﾅｵﾄ 高社

 3 中村 佳輝(3)    17.51 3 草野 晃平(3)    17.58 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｷ 丸子北 ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 長野東部

 4 牧内 豪(2)    17.87 4 山浦 貫人(2)    18.23 
ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ 飯田高陵 ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 浅科

 5 沓掛 大輔(3)    18.76 5 上原 大知(3)    19.58 
ｸﾂｶｹ ﾀﾞｲｽｹ 箕輪 ｳｴﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 中込

 6 新井 耕元(3)    19.07 6 小相澤 隆太(2)    21.71 
ｱﾗｲ ｺｳｹﾞﾝ 長野東部 ｺｱｲｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀ 丸子北

 7 高坂 亮介(3)    19.47 村松 征尭(2)
ｺｳｻｶ ﾘｮｳｽｹ 岡谷東部 ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷﾀｶ 上田第四

[ 3組] 風速 +1.9

 1 内山 貴仁(3)    16.30 
ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 信濃

 2 重盛 文宏(3)    17.65 
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 箕輪

 3 川口 純(3)    18.44 
ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 高森

 4 吉田 翔真(2)    19.81 
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 筑摩野

 5 内川 大樹(2)    20.33 
ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 芦原

 6 永田 望海(2)    20.43 
ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 豊科北

共通4種男子

110mH
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ

6   693
572

8  4983
641

5  4576

2  4996
426

3  2055
537

4  1567

順

454

616

No.

7  4488

氏  名 所属名 記録／備考
6  4028

687

663
4  4997

565
8   468

502
5   221

383
3   695

227
2   943

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7

4  4577
699

2  1571

 1116
392

558
6  2020

483
3  5973

316

364
5   407

324
7  3509



決勝 7月3日 11:20

大野 聡士(3) 11.76 
ｵｵﾉ ｻﾄｼ 飯田高陵   592
上原 直斗(3) 11.58 
ｳｴﾊﾗ ﾅｵﾄ 高社   581
重盛 文宏(3) 10.89 
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 箕輪   539
川口 純(3) 10.63 
ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 高森   524
内山 貴仁(3) 10.22 
ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 信濃   499
牧内 豪(2)  9.84 
ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ 飯田高陵   476
北村 翔太(3)  9.55 
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 信濃   459
上原 大知(3)  9.37 
ｳｴﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 中込   448
中村 佳輝(3)  8.50 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｷ 丸子北   396
山浦 貫人(2)  8.18 
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 浅科   377
高坂 亮介(3)  8.09 
ｺｳｻｶ ﾘｮｳｽｹ 岡谷東部   372
沓掛 大輔(3)  8.01 
ｸﾂｶｹ ﾀﾞｲｽｹ 箕輪   367
永田 望海(2)  7.77 
ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 豊科北   353
草野 晃平(3)  7.61 
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 長野東部   343
新井 耕元(3)  7.32 
ｱﾗｲ ｺｳｹﾞﾝ 長野東部   326
内川 大樹(2)  7.30 
ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 芦原   325
小相澤 隆太(2)  6.96 
ｺｱｲｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀ 丸子北   305
吉田 翔真(2)  6.39 
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 筑摩野   272
大日方 景都(2) 途中棄権
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲﾄ 櫻ヶ岡
村松 征尭(2) 欠場
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷﾀｶ 上田第四

共通4種男子

砲丸投(4.000kg)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 備考

1 5  4028
 10.55  11.76  10.57

-3- 記録

 11.58  11.23

  9.83  10.89

2 6

3 8  1571
  9.68

 4488
  9.80

4 12  2020
 10.45

5 10  4577
  8.89

6 15

 10.63  10.21

  9.85  10.22

  8.24   9.22

  9.66   9.84

7 17  4576
  9.55

 2055
  9.25

8 4   221
  8.72

  8.18   7.87

9 18   693
  8.26

  8.44   9.37

  8.50   8.09

  7.61   7.97

10 7

11 19  1116
  8.09

  468
  8.08

12 16  1567
  6.77

  7.40   7.48

13 13  3509
  7.27

  6.67   8.01

  7.77   7.72

  6.75    x

14 3

15 14  4996
  7.32

 4997
  7.61

16 11   407
  6.35

  6.22   6.18

17 2   695
  6.65

  7.02   7.30

  6.96   6.40

18 9

20  4983

 5973
  6.39

1   943



決勝 7月3日 13:00

1m75 1m78
内山 貴仁(3) - - - - o o - xo o o  1.75
ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 信濃 xo xxx   585
大野 聡士(3) - - o o xo xxo o xo o xxx  1.69
ｵｵﾉ ｻﾄｼ 飯田高陵   536
川口 純(3) - - - o o xo o xxo xxx  1.66
ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 高森   512
草野 晃平(3) - - o o xo o xo xxx  1.63
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 長野東部   488
重盛 文宏(3) - - o o xo xxo xxx  1.60
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 箕輪   464
新井 耕元(3) - - o o o xxx  1.55
ｱﾗｲ ｺｳｹﾞﾝ 長野東部   426
牧内 豪(2) - o o o o xxx  1.55
ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ 飯田高陵   426
北村 翔太(3) - - o o o xxx  1.55
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 信濃   426
山浦 貫人(2) - o o o o xxx  1.55
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 浅科   426
上原 直斗(3) - o o o xxx  1.50
ｳｴﾊﾗ ﾅｵﾄ 高社   389
上原 大知(3) - o o xxo xxx  1.50
ｳｴﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 中込   389
沓掛 大輔(3) xo o o xxx  1.45
ｸﾂｶｹ ﾀﾞｲｽｹ 箕輪   352
小相澤 隆太(2) - xxo o xxx  1.45
ｺｱｲｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀ 丸子北   352
中村 佳輝(3) xo o xxx  1.40
ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｷ 丸子北   317
吉田 翔真(2) xxx
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 筑摩野     0
内川 大樹(2) xxx
ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 芦原     0
永田 望海(2) - - xxx
ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 豊科北     0
高坂 亮介(3) - - xxx
ｺｳｻｶ ﾘｮｳｽｹ 岡谷東部     0
大日方 景都(2) 途中棄権
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲﾄ 櫻ヶ岡
村松 征尭(2) 欠場
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷﾀｶ 上田第四

共通4種男子

走高跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m63 1m66 1m69 1m72

1 3  4577

2 18  4028

3 5  2020

4 16  4997

5 1  1571

6 7  4996

6 8  2055

6 10  4576

6 20   468

10 19  4488

11 17   221

12 9  1567

13 15   695

14 11   693

 1116

15 2  5973

15 4   407

13  4983

15 6  3509

14   943

15 12



決勝 7月3日 15:35

[ 1組] [ 2組]

 1 高坂 亮介(3)    59.19 1 草野 晃平(3)    56.32 
ｺｳｻｶ ﾘｮｳｽｹ 岡谷東部 ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 長野東部

 2 内川 大樹(2)  1:00.61 2 中村 佳輝(3)    57.88 
ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 芦原 ﾅｶﾑﾗ ﾖｼｷ 丸子北

 3 永田 望海(2)  1:02.33 3 新井 耕元(3)    59.08 
ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 豊科北 ｱﾗｲ ｺｳｹﾞﾝ 長野東部

 4 沓掛 大輔(3)  1:04.67 4 山浦 貫人(2)  1:00.16 
ｸﾂｶｹ ﾀﾞｲｽｹ 箕輪 ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 浅科

 5 吉田 翔真(2)  1:04.69 5 牧内 豪(2)  1:01.28 
ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 筑摩野 ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ 飯田高陵

 6 小相澤 隆太(2)  1:05.53 6 上原 大知(3)  1:03.13 
ｺｱｲｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀ 丸子北 ｳｴﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 中込

[ 3組]

 1 北村 翔太(3)    56.01 
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 信濃

 2 重盛 文宏(3)    56.19 
ｼｹﾞﾓﾘ ﾌﾐﾋﾛ 箕輪

 3 内山 貴仁(3)    56.35 
ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 信濃

 4 上原 直斗(3)    56.64 
ｳｴﾊﾗ ﾅｵﾄ 高社

 5 大野 聡士(3)    57.85 
ｵｵﾉ ｻﾄｼ 飯田高陵

 6 川口 純(3)    59.07 
ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 高森

489
8  2020

445

6  4488
535

4  4028

552
5  4577

546

3  4576
559

7  1571

313

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

244

4  2055
371

8   221

445
6   468

408

7   693
488

3  4996

記録／備考
5  4997

547

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

268
5   695

4  1567
268

3  5973

393
7  3509

337

6  1116
441

8   407

共通4種男子

400m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
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