
第52回長野県陸上競技春季大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森　茂幸
兼　第55回東海陸上競技選手権予選会 跳躍審判長 富松　健夫
兼　国体予選 投擲審判長 伊藤　利博
【開催日】 平成24年4月21日（土）・22日（日） 混成審判長 中條　延太郎
【主催団体】 （一財）長野陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任： 竹内　秀樹
(GR:大会新) 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
 4/22 男子 -0.7深沢 宏之(3) 10.74 岩田 晃 11.10 伊藤 惇気(3) 11.33 小林 裕志 11.34 高沢 深史(3) 11.41 塚田 拓巳(2) 11.52 抜井 裕介(2) 11.68 安藤 直哉(3) 11.78

100m 日本大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ 飯田風越高 東御市陸協 長野日大高 創造学園高 松本県ヶ丘高 田川高
+1.8岩田 晃 21.37 吉冨 和弥 21.85 川上 真弥(1) 21.90 関本 洋介(3) 21.91 濱 裕哉(3) 22.16 長谷川 寛(2) 22.17 樋口 克治(2) 22.23 宮澤 裕輝(3) 22.39

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ GR ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ 中央大 岩村田高 東海大三高 松本深志高 松商学園高 松商学園高
９位

安藤 直哉(3) 22.64
田川高

 4/22 中野 直哉(3) 48.52 川上 真弥(1) 48.80 小林 将大(3) 49.22 大野 貴弘(3) 49.67 池田 健二郎(3) 50.36 川西 翔太(1) 50.44 藤森 未知也(3) 51.02 若林 颯(2) 51.14
400m 長野吉田高 中央大 丸子修学館高 信州大 松本大 松本大 松商学園高 松本深志高

 4/21 白鳥 敦(2) 1:55.16 徳武 大起(3) 1:56.72 林 優人(3) 1:57.74 南部 恭祐(3) 1:57.91 水梨 百哉(2) 1:59.11 宮澤 留以(3) 2:03.15 小矢沢雄一(3) 2:03.83 長尾 勇希(3) 2:06.69
800m 信州大 松本大 創造学園高 信州大 長野日大高 飯田高 屋代高 松商学園高

 4/22 徳武 大起(3) 4:03.30 水梨 百哉(2) 4:04.76 林 優人(3) 4:05.68 宮澤 留以(3) 4:08.58 塩原 大 4:09.33 佐伯 拓海(2) 4:11.80 箕浦 広志(3) 4:13.57 岡村 卓也(3) 4:13.74
1500m 松本大 長野日大高 創造学園高 飯田高 松本市陸協 松本深志高 長野吉田高 丸子修学館高

 4/21 長沼 大智(1) 8:52.98 澤 弘平(1) 8:55.61 田中 孝之輔(1) 8:55.73 黒川 岳(1) 9:00.94 山崎 光(1) 9:08.22 大谷 広樹(1) 9:12.65 島 龍之介(3) 9:15.66 茂山 蓮太(1) 9:19.11
3000m 佐久長聖高 佐久長聖高 佐久長聖高 佐久長聖高 長野日大高 佐久長聖高 駒ヶ根東中 佐久長聖高

 4/21 髙森 建吾(2) 14:46.8 臼田 康一郎(3) 15:04.0 早野 吉信 15:04.5 池田 生成(3) 15:09.9 藤木 悠太(2) 15:10.7 降幡 真也(3) 15:13.3 中山 智裕(3) 15:16.2 寺島 慧悟 15:20.8
5000m 佐久長聖高 佐久長聖高 下伊那郡陸協 佐久長聖高 佐久長聖高 松商学園高 佐久長聖高 長野市陸協

 4/22 髙森 建吾(2) 30:41.0 臼田 康一郎(3) 31:05.3 藤木 悠太(2) 31:05.7 池田 生成(3) 31:15.4 成田 元一(3) 31:16.3 前澤 利弥 31:30.8 中山 智裕(3) 31:42.7 蟹澤 淳平(2) 31:52.3
10000m 佐久長聖高 佐久長聖高 佐久長聖高 佐久長聖高 佐久長聖高 飯田市陸協 佐久長聖高 佐久長聖高

 4/22 +1.0山浦 貫人(3) 17.07 石井 冬馬(3) 17.35 吉川 涼平(1) 18.28 永田 望海(3) 18.40 川口 純(1) 18.79 大野 聡士(1) 18.84 坂田 涼輔(2) 20.84 小松 太一(2) 21.07
110mJH T&F佐久平 上諏訪中 松川高 豊科北中 飯田高 松川高 丸子中 信明中

 4/22 -0.8伊達 仁哉 15.75 東山 由輝(1) 15.93 小林  涼(3) 16.05 中島 瑞樹(2) 16.16 岡田 英希(2) 16.55 田畑 勇貴 16.76 木村 大樹(4) 16.81 松井 岳(3) 17.05
110mH(1.067m) ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 東海大 野沢北高 飯田高 松川高 横浜国大 信州大 大町高

 4/21 中野 直哉(3) 51.61 大野 貴弘(3) 51.94 川西 翔太(1) 54.74 大野 裕紀(2) 55.26 小林  涼(3) 55.79 小林 英和(2) 56.41 奥垣内 将晴(2) 57.30 中村 悠陽(2) 59.79
400mH(0.914m) 長野吉田高 GR 信州大 松本大 至学館大 野沢北高 高遠高 東海大三高 松本大

 4/21 大野 雄揮(2) 9:23.89 成田 元一(3) 9:36.66 岡村 卓也(3) 9:39.36 牛越 晴生(4) 9:40.77 原 広野(2) 9:50.32 北原 悠(2) 9:53.66 北原 崇志 9:54.70 上原 聡太(3) 10:01.75
3000mSC 信州大 佐久長聖高 丸子修学館高 東京学芸大 東京学芸大 長野高専 上伊那郡陸協 野沢北高

 4/22 藤原 純一(3) 22:26.1 鳥羽 修平(3) 22:36.6 佐藤 遼平(2) 23:00.8 高橋 涼太(2) 23:06.6 赤羽 晋治(3) 24:08.3 西澤 正志(3) 24:42.3 坂井 寿成(3) 25:11.0 柳澤 優斗(2) 25:22.1
5000m競歩 豊科高 佐久長聖高 中部学院大 豊科高 松本県ヶ丘高 創造学園高 飯田高 上田東高

 4/21 丸山 貴倫(3) 1.90 内藤 健生 1.90 岩崎 晴也(3) 1.85 本多 俊平 1.85 村田 貴大(3) 長野高専 1.80 山岸 元大(3) 須坂東高 1.80
走高跳 松商学園高 安曇野陸協 長野高専 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 芋川 駿(1) 長野吉田高 上野 航(2) 長野高

 4/22 宮林 凌汰(3) 4.20 村田 大季(3) 4.10 加賀見 一輝(2) 4.10 上野 正輝(3) 4.00 堀尾 佳希(3) 4.00 倉橋 由宇(1) 3.60 工藤 大樹(1) 長野工業高 3.40
棒高跳 長野工業高 更級農業高 諏訪二葉高 長野日大高 須坂高 諏訪清陵高 小山 吉明 須坂陸協

 4/21 太田 朗(4) 7.88(+2.5) 佐藤 賢一 7.54(+2.6) 深沢 宏之(3)7.18(-1.8) 中山 昂平(3)6.82(+2.9) 青沼 和紀(3)6.73(-0.2) 阪 圭央 6.70(-0.1) 宮崎 琢也(2)6.68(+0.7) 山寺 裕也(4)6.67(+2.0)
走幅跳 松本大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ 日本大 上田東高 穂高商業高 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 松商学園高 松本大

※公認記録5跳目7.53(大会新)
 4/22 佐藤 賢一 15.34(+4.6) 成田 正崇(3)15.34(+3.2) 中山 昂平(3)14.36(-0.9) 和田 侑也(2)13.81(+2.3) 前田 薫(4) 13.49(-2.7) 丸山 健一(2)13.26(+4.0) 清水 健祐(3)13.19(+1.9) 戸澤 裕介(3)13.12(+4.3)

三段跳 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ 至学館大 上田東高 松代高 信州大 信州大 豊科高 長野吉田高
 4/21 池田 正太郎 12.29 上原 隆伸 12.01 村松 克磨(1) 11.89 中谷 俊貴(3) 11.20 中田 浩二 10.86 堀井裕介(4) 10.62 中島 公徳 10.35 尾崎 雄介(1) 10.06

砲丸投 長野市陸協 松本市陸協 松本大 松本大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 新潟大 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 松本大
 4/21 野﨑 隼冬(3) 13.35 飯田 謙治(2) 12.29 武田 涼介(2) 11.49 上條 哲矢(2) 11.42 大庭 達也(3) 11.37 小林 拓矢(2) 11.32 原 智也(3) 11.00 栁沢 裕哉(3) 10.90

砲丸投 長野工業高 GR 松商学園高 中野立志館高 木曽青峰高 飯山北高 長野日大高 上伊那農高 上田染谷丘高
 4/21 池田 正太郎 43.81 勝野 英貴(4) 38.06 熊井 大地(4) 36.70 荻原 邦宏(4) 35.98 上原 隆伸 34.61 中谷 俊貴(3) 34.57 尾崎 雄介(1) 33.53 寺島 国彦(3) 28.78

円盤投 長野市陸協 松本大 松本大 松本大 松本市陸協 松本大 松本大 穂高商業高
 4/21 大庭 達也(3) 38.30 寺島 国彦(3) 33.25 原 智也(3) 33.09 野﨑 隼冬(3) 32.03 太田 一矢(3) 31.97 岡村 也寸志(2) 30.84 上條 哲矢(2) 30.57 早川 祐人(3) 29.82

円盤投 飯山北高 穂高商業高 上伊那農高 長野工業高 北部高 長野高専 木曽青峰高 長野西高
 4/22 小林 龍太(M) 52.85 富井 博輝(3) 48.96 上原 隆伸 45.40 寺島 国彦(3) 41.31 高橋 孝幸 40.50 三木 佑太(4) 40.01 岩下 遼介(2) 38.63

ﾊﾝﾏｰ投 筑波大 松本大 松本市陸協 穂高商業高 長野市陸協 松本大 新潟大
 4/22 栁沢 裕哉(3) 52.05 平田 勝也(3) 47.46 上條 文汰(2) 46.81 寺島 国彦(3) 45.69 常田 和也(2) 44.47 深澤 元気(3) 41.82 山村 圭吾(3) 39.94 堀尾 元貴(2) 38.22

ﾊﾝﾏｰ投 上田染谷丘高 梓川高 梓川高 穂高商業高 須坂園芸高 明科高 梓川高 須坂高
 4/22 涌井洸宣(4) 61.66 斉藤 元気(4) 60.18 友田 利男 57.64 荻原 健志 56.01 太田 一矢(3) 55.65 山本 大地(2) 54.57 小宮山 美毅(3) 52.45 矢ヶ崎 奨(2) 52.03

やり投 中京大 国際武道大 松本市陸協 長野市陸協 北部高 国際武道大 上田千曲高 上田東高
 4/21 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ       41.39 松本大       41.76 松商学園高       42.61 長野吉田高       43.08 飯田風越高       43.10 松代高       43.25 松本深志高       43.50 岩村田高       43.55

4×100m 吉冨 和弥 GR 尾崎 翔太(2) 藤森 未知也(3) 宮川 将輝(3) 原田 大輔(2) 古川 栄貴(3) 小幡 卓哉(3) 中山 翔梧(2)
佐藤 賢一 池田 健二郎(3) 樋口 克治(2) 中野 直哉(3) 伊藤 惇気(3) 和田 侑也(2) 長谷川 寛(2) 関本 洋介(3)
岩田 晃 太田 朗(4) 宮澤 裕輝(3) 増田 勇輝(2) 西尾 和己(3) 朝倉 雅貴(3) 若林 颯(2) 西藤 郁也(3)
坂口 慎太郎 松沢 恵佑(4) 的場 亮太(2) 渡辺 光孝(2) 金田 龍太朗(3) 松下 悦久(3) 小川 貴之(3) 藤牧 佑希(1)

 4/22 長野吉田高     3:23.47 信州大     3:24.73 東海大三高     3:27.77 松代高     3:28.47 長野日大高     3:30.36 松本深志高     3:33.91 松本県ヶ丘高    3:36.25 岩村田高     3:42.75
4×400m 宮之本 航(3) 石原 昌(2) 手塚 将弥(1) 下田 振一(3) 牧野 凌也(3) 若林 颯(2) 小林 謙太(2) 花里 礼央真(2)

宮川 将輝(3) 久田 涼平(4) 濱 裕哉(3) 和田 侑也(2) 青木 孔之介(3) 長谷川 寛(2) 小柳 堅一(2) 中山 翔梧(2)
大許 紘生(3) 白鳥 敦(2) 奥垣内 将晴(2) 古川 栄貴(3) 村田 将斗(2) 丸山 清嵩(3) 小川 翔平(2) 木内 笙太(2)
中野 直哉(3) 大野 貴弘(3) 北澤 孝憲(3) 松下 悦久(3) 高沢 深史(3) 小幡 卓哉(3) 村瀬 雅人(3) 西藤 郁也(3)

 4/21 ｵｰﾌﾟﾝ男子 乙川 祥希(2)6.61(+2.3)
走幅跳 新  潟･信州大

 4/21
200m



第52回長野県陸上競技春季大会

競技場：県松本平広域公園

グランドコンディション

 2012/ 4/21    8:40   1.0   14.0
   9:00   0.5   15.0
  10:00   0.5   16.0
  11:00   0.7   18.0
  12:00   1.1   19.0
  13:00   1.3   21.0
  14:00   0.8   21.5
  15:00   0.2   22.0
  16:00   1.9   21.0
  17:00   1.5   19.5

 2012/ 4/22    8:30   2.2   10.0
   9:00   3.2   10.5
  10:00   4.0   11.0
  11:00   2.4   11.0
  12:00   5.8   11.0
  13:00   4.4   11.0
  14:00   5.2   10.5
  15:00   2.0   11.0
  16:00   3.2   10.0
  17:00   3.8    9.5

天候日付 計測場所時刻 気温 ℃ 湿度 ％風速 m/s風向
曇り 東  62.0
曇り 北西  58.0
晴れ 東  55.0
晴れ 南西  53.0
晴れ 南  46.0
晴れ 北東  38.0
晴れ 南西  34.0
晴れ 南西  36.0
晴れ 南東  34.0
曇り 東  38.0
曇り 南  62.0
曇り 南  56.0
曇り 南  57.0
曇り 南  63.0
曇り 南東  57.0
雨 南  57.0
雨 南東  74.0
雨 南東  75.0
雨 南東  74.0
雨 南東  80.0



予選 4月22日 10:00
準決勝 4月22日 14:20
決勝 4月22日 15:50

長野県記録(KR)                  10.15 塚原　直貴                   東海大           2007/09/16  
大会記録(GR)                    10.68 塚原直貴                     東海大三高       2003        

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 -3.5

 1 常盤 大智(2)    11.44 q 1 村山 彰太(2)    12.21 
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高商業高 ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ 篠ﾉ井高

 2 矢澤 学(4)    11.73 q 1 原田 大輔(2)    12.21 
ﾔｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 京都大 ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 飯田風越高

 3 佐藤 大志(2)    11.93 3 川井 渓太(3)    12.26 
ｻﾄｳ ﾀｲｼ 須坂高 ｶﾜｲ ｹｲﾀ 上松中

 4 清野 涼介(1)    12.13 4 丸山 佳太(1)    12.46 
ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ 篠ﾉ井高 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ 佐久長聖高

 5 下田 佳輝(3)    12.63 5 大豆 直哉(2)    12.55 
ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ 篠ﾉ井西中 ｵｵﾏﾒ ﾅｵﾔ 木曽青峰高

 6 堀 勇人(3)    12.66 6 黒河内 康介(3)    12.96 
ﾎﾘ ﾊﾔﾄ 松代高 ｸﾛｺﾞｳﾁ ｺｳｽｹ 伊那弥生ヶ丘高

 7 清水 賢太(2)    13.14 7 下形 嵩哉(2)    13.33 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀ 伊那弥生ヶ丘高 ｼﾓｶﾀ ﾀｶﾔ 筑摩野中

 8 田村 陸(2)    15.82 8 小原 典之(2)    13.72 
ﾀﾑﾗ ﾘｸ 若穂中 ｵﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ 松本工業高
中村 龍士(3) 9 高山 聖人(2)    15.31 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 上諏訪中 ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾄ 塩尻広陵中

[ 3組] 風速 +1.4 [ 4組] 風速 +2.8

 1 青木 孔之介(3)    11.60 q 1 宮下 仁志(2)    11.62 q
ｱｵｷ ｺﾉｽｹ 長野日大高 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ 篠ﾉ井高

 2 松下 潤也(2)    11.65 q 2 山腰  昇(3)    11.88 
ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 上伊那農高 ﾔﾏｺｼ ﾉﾎﾞﾙ 松本工業高

 3 木村 幸太(2)    12.12 3 細萱 元太(3)    11.99 
ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 鉢盛中 ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 豊科北中

 4 木内 笙太(2)    12.25 4 藤牧 佑希(1)    12.04 
ｷｳﾁｼｮｳﾀ 岩村田高 ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ 岩村田高

 5 西尾 和己(3)    12.36 5 小松 太一(2)    12.87 
ﾆｼｵ ｶｽﾞｷ 飯田風越高 ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 信明中

 6 松岡 雄斗(3)    12.79 6 太田 大介(2)    12.90 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 筑摩野中 ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ 市立長野高

 7 河西 一星(3)    13.40 7 高橋 拓未(2)    13.13 
ｶｻｲ ｲｯｾｲ 上諏訪中 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ 東御清翔高

 8 太田 剣(2)    14.97 8 草間 拓海(2)    13.82 
ｵｵﾀ ﾂﾙｷﾞ 若穂中 ｸｻﾏ  ﾀｸﾐ 丸ﾉ内中
原田 夏樹(2) 9 山岸 怜也(2)    15.01 
ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂｷ 佐久長聖高 ﾔﾏｷﾞｼ ﾚｲﾔ 若穂中

[ 5組] 風速 -2.4 [ 6組] 風速 -0.9

 1 浦野 泰希(3)    11.88 1 松橋 大夢(3)    11.61 q
ｳﾗﾉ ﾀｲｷ 長野東高 ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 犀陵中

 2 内田 宗一郎(5)    12.32 2 小川 貴之(3)    12.07 
ｳﾁﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 信大医学部 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 松本深志高

 3 山浦 広平(3)    12.49 3 曽根原 豪士(3)    12.12 
ﾔﾏｳﾗ ｺｳﾍｲ 上田東高 ｿﾈﾊﾗ  ﾂﾖｼ 裾花中

 4 矢崎 宏一(1)    13.05 4 住吉 隼人(1)    12.41 
ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 諏訪二葉高 ｽﾐﾖｼ  ﾊﾔﾄ 松川高

 5 雨宮 諒河(3)    13.53 5 荒道 飛翔(2)    13.07 
ｱﾒﾐﾔ ﾘｮｳｶﾞ 上諏訪中 ｱﾗﾐﾁ ｶｹﾙ 茅野北部中

 6 吉見 康平(3)    13.93 6 宮下 空(3)    13.07 
ﾖｼﾐ ｺｳﾍｲ 須坂園芸高 ﾐﾔｼﾀ ｿﾗ 上田千曲高

 7 浦野 悦(2)    15.80 7 桃井 廣太郎(2)    13.56 
ｳﾗﾉ ｴﾂ 若穂中 ﾓﾓｲ ｺｳﾀﾛｳ 筑摩野中
渡辺 史也(3) 8 菊田 幹太(2)    14.07 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾔ 長野日大高 ｷｸﾀ ｶﾝﾀ 飯山城北中
樽沢 佑弥(1) 塩谷 晃生(2)
ﾀﾙｻﾜ ﾕｳﾔ 松本大 ｼｵﾔ ｺｳｷ 櫻ヶ岡中
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[ 7組] 風速 -0.3 [ 8組] 風速 -0.8

 1 今井 謙人(2)    11.83 1 山下 桂    11.77 
ｲﾏｲ ｹﾝﾄ 塩尻志学館高 ﾔﾏｼﾀ ｹｲ ﾄｰﾊﾂ

 2 松尾 錦(3)    11.89 2 西藤 郁也(3)    12.02 
ﾏﾂｵ ﾆｼｷ 長野吉田高 ｻｲﾄｳ ﾌﾐﾔ 岩村田高

 3 丸岡 精二    12.18 3 加藤 直樹(3)    12.21 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC ｶﾄｳ  ﾅｵｷ 駒ヶ根工業高

 4 松井 一陽(1)    12.18 4 渡辺 大地(2)    12.28 
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 大町高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 佐久長聖高

 5 清水 泰地(3)    12.45 5 塩原 巧巳(1)    12.32 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 望月AC ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 長野高専

 6 奥原 千明(3)    12.66 6 武重 俊樹(2)    12.90 
ｵｸﾊﾗ ﾁｱｷ 大町北高 ﾀｹｼｹﾞ ﾄｼｷ 上田染谷丘高

 7 宮澤 優仁(3)    12.74 7 野瀬 唯久真(2)    13.22 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 東北中 ﾉｾ ｲｸﾏ 若穂中

 8 樋口 慧輔(2)    13.23 8 羽毛田 拓海(2)    13.85 
ﾋｸﾞﾁ ｹｲｽｹ 塩尻広陵中 ﾊｹﾀ ﾀｸﾐ 塩尻広陵中

 9 北野 慧(2)    13.70 9 曽山 優太(2)    13.85 
ｷﾀﾉ ｹｲ 高綱中 ｿﾔﾏ ﾕｳﾀ 高綱中

[ 9組] 風速 -0.6 [ 10組] 風速 -1.0

 1 高沢 深史(3)    11.41 q 1 松﨑 文弥(2)    12.01 
ﾀｶｻﾜ ﾌｶｼ 長野日大高 ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 浅間中

 2 増田 勇輝(2)    11.76 q 2 中山 翔梧(2)    12.10 
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 長野吉田高 ﾅｶﾔﾏｼｮｳｺﾞ 岩村田高

 3 荒井 悠希(3)    11.99 3 根岸 諒平(3)    12.82 
ｱﾗｲ ﾊﾙｷ 伊那弥生ヶ丘高 ﾈｷﾞｼ ﾘｮｳﾍｲ 須坂高

 4 藤森 秀貴(3)    12.08 4 上柳 凌平(1)    13.43 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾃﾞﾀｶ 岡谷東高 ｶﾐﾔﾅｷﾞ ﾘｮｳﾍｲ 上伊那農高

 5 川上 晃人(3)    12.57 5 丹羽 南樹(2)    13.57 
ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ 塩尻志学館高 ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野北部中

 6 甘利 建文(2)    12.73 6 熊澤 峻悟(3)    14.73 
ｱﾏﾘ ﾀｹﾌﾐ 野沢南高 ｸﾏｻﾞﾜ  ｼｭﾝｺﾞ 丸ﾉ内中

 7 渋谷 圭介(3)    13.01 茂木 康平(1)
ｼﾌﾞﾔ ｹｲｽｹ 小諸東中 ﾓﾃｷ  ｺｳﾍｲ 佐久長聖高

 8 花形 駿介(2)    13.70 櫻井 大幹(3)
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 豊科北中 ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾓﾄ 城西大
青木 圭介(2) 山本 龍一(5)
ｱｵｷ ｹｲｽｹ 若穂中 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 長野高専

[ 11組] 風速 -2.1 [ 12組] 風速 +0.2

 1 長谷川 寛(2)    11.66 q 1 伊藤 惇気(3)    11.45 q
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 松本深志高 ｲﾄｳ ｱﾂｷ 飯田風越高

 2 宮坂 崇宏    11.79 2 渡辺 光孝(2)    11.86 
ﾐﾔｻｶ ﾀｶﾋﾛ STAS ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ 長野吉田高

 3 今藤 燎(3)    12.00 3 小口 祐人(3)    12.10 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 長野商業高 ｵｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 諏訪二葉高

 4 宮島 克彰(2)    12.48 4 吉澤 尚輝(3)    12.45 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾂｱｷ 長野吉田高 ﾖｼｻﾞﾜ ﾅｵｷ 長野高専

 5 松本 啓夢(3)    12.77 5 廣瀬 凛人(2)    12.83 
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾑ 北部高 ﾋﾛｾ ﾘﾝﾄ 若穂中

 6 竹内 基裕(1)    12.87 6 両川 光流(1)    12.92 
ﾀｹｳﾁ ﾓﾄﾋﾛ 上伊那農高 ﾓﾛｶﾜ ﾋｶﾙ 諏訪清陵高

 7 阪上 裕爾(3)    13.10 7 髙木 涼太(2)    13.22 
ｻｶｳｴ ﾕｳｼﾞ 篠ﾉ井西中 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 豊科北中

 8 中上 正義(3)    13.61 8 田中 翔吾(2)    14.49 
ﾅｶｶﾞﾐ ﾏｻｷ 上諏訪中 ﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ 筑摩野中

 9 望月 章史(2)    14.57 倉嶋 豪(2)
ﾓﾁﾂﾞｷ ｱｷﾌﾐ 豊科北中 ｸﾗｼﾏ ﾀｹｼ 須坂園芸高
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[ 13組] 風速 -1.2 [ 14組] 風速 +0.2

 1 金田 龍太朗(3)    11.85 1 丸田 弘明(3)    12.51 
ｶﾈﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 飯田風越高 ﾏﾙﾀ  ﾋﾛｱｷ 屋代高

 2 清水 勇人(2)    12.18 2 飯島 拓海(2)    13.22 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 松本深志高 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 豊科北中

 3 太田 敦(1)    12.22 3 大内 健瑠(2)    13.33 
ｵｵﾀ ｱﾂｼ 塩尻志学館高 ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高陵中

 4 渡邊 真也(2)    12.24 4 佐々木 克(2)    13.37 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ 諏訪清陵高 ｻｻｷ ﾏｻﾙ 野沢南高

 5 宮林 紘汰(1)    12.30 5 山鹿 和紀(2)    14.47 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井高 ﾔﾏｶﾞ ｶｽﾞｷ 若穂中

 6 齋藤 進次郎(3)    13.10 松木 大地(3)
ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ 飯田高陵中 ﾏﾂｷ ﾀﾞｲﾁ 北部高

 7 ﾊﾑﾘ 楊聖歩(2)    13.38 塚原 悠輔(3)
ﾊﾑﾘ ﾖｳｾﾌ 若穂中 ﾂｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ 長野高
鶴岡 佐介(2) 渡辺 岳人(2)
ﾂﾙｵｶ ｻｽｹ 佐久長聖高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾞｸﾄ 長野吉田高
宮澤 拓也(2) 稲守 翼(M)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 上諏訪中 ｲﾅﾓﾘ ﾂﾊﾞｻ 平成国際大

[ 15組] 風速 -1.4 [ 16組] 風速 -2.4

 1 酒井 聖矢(3)    11.92 1 抜井 裕介(2)    11.64 q
ｻｶｲ ｾｲﾔ 松本蟻ヶ崎高 ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘高

 2 小林 誠(3)    12.17 2 宮本 英征(2)    12.09 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 北部高 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 長野商業高

 3 小池 貴博(3)    12.33 3 上原  航(3)    12.51 
ｺｲｹ ﾀｶﾋﾛ 上田高 ｳｴﾊﾗ ﾜﾀﾙ 松本工業高

 4 笹原 友希    12.45 4 駒津 秀樹(3)    12.76 
ｻｻﾊﾗ ﾕｳｷ ZEROｻｽｹ ｺﾏﾂ ﾋﾃﾞｷ 須坂東高

 5 高橋 佑太(2)    12.68 5 長﨑 祐介(2)    12.95 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾀ 中部学院大 ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 豊科北中

 6 青田 龍輝(2)    13.08 6 鹿野拓臣(2)    13.30 
ｱｵﾀ ﾘｭｳｷ 仁科台中 ｶﾉ ﾀｸﾐ 更北中

 7 德武 拓磨(2)    13.29 7 片山 隆(2)    13.73 
ﾄｸﾀｹ ﾀｸﾏ 市立長野高 ｶﾀﾔﾏ ﾀｶｼ 更級農業高

 8 奥原 聖人(2)    14.04 8 前島 和貴(3)    14.71 
ｵｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 高綱中 ﾏｴｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 高綱中
柴田 晃太朗(3) 坂庭 諒(2)
ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 長野高専 ｻｶﾆﾜ ﾘｮｳ 櫻ヶ岡中

[ 17組] 風速 -1.1 [ 18組] 風速  0.0

 1 小林 裕志    11.39 q 1 高橋 智洋(3)    11.65 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 東御市陸協 ﾀｶﾊｼ ﾁﾋﾛ 野沢北高

 2 清水 尭(3)    12.23 2 中田 逸斗(3)    11.89 
ｼﾐｽﾞ ﾀｹﾙ 野沢南高 ﾅｶﾀ ﾊﾔﾄ 松本蟻ヶ崎高

 3 山本 翔太(2)    12.35 3 牛山 大輝(2)    12.14 
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 須坂高 ｳｼﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 諏訪清陵高

 4 小林 宥太(3)    12.51 4 倉又 遼太郎(3)    12.76 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 岩村田高 ｸﾗﾏﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 開成中

 5 佐山 悠河(2)    13.12 5 藤原 利章(3)    13.13 
ｻﾔﾏ ﾕｳｶﾞ 筑摩野中 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科北中

 6 矢崎 哲也(2)    13.52 6 中島 一平(2)    14.46 
ﾔｻﾞｷ ﾃﾂﾔ 長野高専 ﾅｶｼﾞﾏ ｲｯﾍﾟｲ 若穂中

 7 内山 裕貴(3)    14.28 田口 恭平(2)
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛｷ 篠ﾉ井西中 ﾀｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 木曽青峰高
南原 透 山口 直也(2)
ﾅﾝﾊﾞﾗ ﾄｵﾙ 安曇野陸協 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 筑摩野中
丸山 武将(2) 浦野 謙太朗(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹﾏｻ 松代高 ｳﾗﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 須坂東高

No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
9   596

5  2245

男子

100m
順 ﾚｰﾝ

2   114

6  1373

7  1994

欠場

3  4530

1  2811

No. 氏  名 所属名

欠場
4  5441

8  5115

8  4593

9  4735

記録／備考
1  1453

ﾚｰﾝ

5  4534

2  1023

6  1550

4  1061
欠場

7  7746

欠場
3  1123

欠場

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

7  1775

4  2400

1  1029

5  4761

9  7608

3  7721

2  3518
欠場

8   873

6  4781

4  1131

氏  名 所属名 記録／備考
1  2267

2  4718

3  2423

8  3083

6  4783

7  4555

5  2765

9  5493
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

3   990

7  7741

4  1547

2  3543

5  1597

9  4745

No. 氏  名 所属名

欠場
6  1426

8  4775

1

4  2364

6   111

記録／備考
7  1518

ﾚｰﾝ

9  5104

1  4527

3  4807

 4749
欠場

8   980

2  1956
欠場

5

欠場

 7624

欠場



[ 19組] 風速 +0.8 [ 20組] 風速 +2.9

 1 宮澤 裕輝(3)    11.54 q 1 関本 洋介(3)    11.44 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 松商学園高 ｾｷﾓﾄ ﾖｳｽｹ 岩村田高

 2 塚田 拓巳(2)    11.58 q 2 古川 伸一(2)    11.73 q
ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園高 ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁ 北部高

 3 中神 達也(2)    12.11 3 小林  渡(3)    12.02 
ﾅｶｶﾞﾐ ﾀﾂﾔ 松本大 ｺﾊﾞﾔｼ   ﾜﾀﾙ 駒ヶ根工業高

 4 藤原 竹章(2)    12.50 4 荻原 勇吹(2)    12.70 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｹｱｷ 北部高 ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部中

 5 荒田 智也(2)    13.16 5 吉田 翔真(3)    13.03 
ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ 筑摩野中 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 筑摩野中

 6 土屋 巧(2)    13.28 6 三井 雄汰郎(2)    13.80 
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 望月AC ﾐﾂｲ ﾕｳﾀﾛｳ 茅野北部中
日馬 正貴 伊藤 真央(1)
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野陸協 ｲﾄｳ ﾏｵ 諏訪清陵高
春原 昌平(2) 須藤 稜太(3)
ｽﾉﾊﾗ ｼｮｳﾍｲ 長野商業高 ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 浅間中
峰村 悠輔(3) 鳥羽 康裕
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｽｹ 櫻ヶ岡中 ﾄﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

[ 21組] 風速 +3.1 [ 22組] 風速 +4.7

 1 安藤 直哉(3)    11.49 q 1 樋口 克治(2)    11.38 q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 田川高 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 松商学園高

 2 的場 亮太(2)    11.67 q 2 神林 啓人    12.04 
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 松商学園高 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 長野市陸協

 3 市川 拓也(2)    11.95 3 中畑 宏斗(2)    12.09 
ｲﾁｶﾜ  ﾀｸﾔ 屋代高 ﾅｶﾊﾀ  ﾋﾛﾄ 上田西高

 4 相米 健太(1)    12.09 4 島津 英明    12.26 
ｿｳﾏｲ ｹﾝﾀ 佐久長聖高 ｼﾏﾂﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 塩尻市役所

 5 中畑 恭介    12.19 5 斎藤 弘明(2)    12.45 
ﾅｶﾊﾀ ｷｮｳｽｹ 木曽郡陸協 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 長野吉田高

 6 的本 幸基(3)    12.27 6 赤尾 理玖(1)    13.44 
ﾏﾄﾓﾄ ｺｳｷ 塩尻志学館高 ｱｶｵ ﾘｸ 上田第五中

 7 永田 望海(3)    12.38 7 新津 輝(2)    13.63 
ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 豊科北中 ﾆｲﾂ ﾋｶﾙ 小諸東中

 8 花岡 英一(3)    13.31 小林 雄二(2)
ﾊﾅｵｶ ｴｲｲﾁ 岡谷東部中 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳｼﾞ 下諏訪向陽高
中島 舞人(3) 平井 佑樹(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｲﾄ 上諏訪中 ﾋﾗｲ ﾕｳｷ 飯山北高

[ 23組] 風速 +5.7 [ 24組] 風速 -0.6

 1 岩田 晃    11.17 q 1 坂口 慎太郎    11.77 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 2 正村 太一(2)    11.41 q 2 山﨑 綾将(3)    11.96 
ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ 長野高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 須坂園芸高

 3 丸山 玲央(1)    12.37 3 柳沢 匠(3)    12.04 
ﾏﾙﾔﾏ  ﾚｵ 松川高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾀｸﾐ T&F佐久平

 4 小林 和磨(2)    12.45 4 堺澤 辰弥(2)    12.06 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 東御清翔高 ｻｶｲｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 高遠高

 5 石井 冬馬(3)    12.63 5 栗岩 龍生(2)    12.16 
ｲｼｲ ﾄｳﾏ 上諏訪中 ｸﾘｲﾜ ﾘｭｳｾｲ 飯山北高

 6 伊藤 司能(1)    13.48 6 小山田 充(2)    12.65 
ｲﾄｳ ｼﾉ 望月AC ｵﾔﾏﾀﾞ   ﾐﾂﾙ 屋代高

 7 宮入 海翔(2)    14.90 7 宮坂 智史(2)    13.37 
ﾐﾔｲﾘ ｶｲﾄ 篠ﾉ井西中 ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 上諏訪中
今井 健太郎(2) 8 山下   岳(2)    14.19 
ｲﾏｲ ｹﾝﾀﾛｳ 須坂園芸高 ﾔﾏｼﾀ ｶﾞｸ 上田第五中
高木 勝大(3) 山下 紘永(3)
ﾀｶｷﾞ ｶﾂﾏｻ 木曽青峰高 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 豊科北中

No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
5  2478

2  2519

男子

100m
順 ﾚｰﾝ

6  1036

8  4744

3  7671

欠場

4  7625
欠場

7  1132

No. 氏  名 所属名

欠場
9  5065

1  7751

2  1037

6   519

記録／備考
4  1598

ﾚｰﾝ

5  5182

7  5353

1  5467

8  4685
欠場

9  7612

3   124
欠場

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

8  1443

2  2177

5  2494

4  2003

7  2804

6  7753

1  5029
欠場

3  5103

9  5469

1  7729

氏  名 所属名 記録／備考
4  2488

3  1069

7  2787

8  7628

2   178
欠場

6  4729

9  4771

5   816
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

7   553

6  7616

3  1115

8  7747

4  1745

1  5021

No. 氏  名 所属名

欠場
9  1954

2  4776

5

5  3080

4  7758

記録／備考
2  7620

ﾚｰﾝ

7   813

1  1441

6   379

 4637

3  5106

8  5319

9

欠場

 3068

欠場



[ 25組] 風速 +2.2 [ 26組] 風速 -0.7

 1 深沢 宏之(3)    10.85 q 1 松沢 恵佑(4)    11.54 q
ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 日本大 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 松本大

 2 栁澤 一道(3)    11.62 q 2 青沼 和紀(3)    11.94 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾐﾁ 市立長野高 ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ 穂高商業高

 3 小柳 博雅(2)    11.90 3 関本 慶太(2)    12.27 
ｵﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾏｻ 上田高 ｾｷﾓﾄｹｲﾀ 岩村田高

 4 小川 翔平(2)    11.91 4 水出 一也(2)    12.81 
ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 松本県ヶ丘高 ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ 犀陵中

 5 榎本 康亮(1)    12.20 5 横井 誠(2)    12.81 
ｴﾉﾓﾄ ｺｳｽｹ 伊那北高 ﾖｺｲ ﾏｺﾄ 大町北高

 6 塩田 雅人(3)    12.36 6 髙橋 瞬(2)    12.94 
ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 豊科北中 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ 高遠高

 7 神田 優人(2)    13.16 7 柳澤 仁弥(3)    13.04 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 望月AC ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾞﾝﾔ 上田東高
上野 航(2) 8 大澤 達(2)    13.76 
ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ 長野高 ｵｵｻﾜ ﾄｵﾙ 望月AC
町田 一生(3) 9 御子柴 尚(3)    13.94 
ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ 小諸東中 ﾐｺｼﾊﾞ ｼｮｳ 上諏訪中

[ 27組] 風速 +4.6 [ 28組] 風速 +1.7

 1 松村 富穂(D)    11.43 q 1 大西 輝(3)    11.72 q
ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾐｵ 信州大 ｵｵﾆｼ  ｱｷﾗ 信州大

 2 伊藤 将希    11.78 2 村井 将紀(4)    11.78 
ｲﾄｳ ﾏｻｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾑﾗｲ  ﾏｻｷ 信州大

 3 大槻 陽生(3)    11.82 3 塚田 渓(3)    12.06 
ｵｵﾂｷ ﾊﾙｷ 長野工業高 ﾂｶﾀﾞ ｹｲ 長野工業高

 4 木村 大樹(4)    11.84 4 花里 翼(2)    12.18 
ｷﾑﾗ  ﾀﾞｲｷ 信州大 ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 芦原中

 5 中村 光一    11.84 5 穂刈 裕一(4)    12.33 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ 長野市陸協 ﾎｶﾘ ﾕｳｲﾁ 信州大

 6 関 太河(2)    12.47 6 上條 健    13.01 
ｾｷﾀｲｶﾞ 相森中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 7 小林 溪佑(3)    12.48 7 高橋 亘希(3)    13.44 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 芦原中 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 芦原中

 8 久保田 雄大(2)    13.03 8 永池 優斗(2)    13.52 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 長野工業高 ﾅｶﾞｲｹﾕｳﾄ 相森中
城田 大輝(4) 内山 幹雄
ｼﾛﾀ  ﾀﾞｲｷ 信州大 ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

[ 1組] 風速 +3.6 [ 2組] 風速 +3.7

 1 岩田 晃    11.05 Q 1 深沢 宏之(3)    10.99 Q
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 日本大

 2 塚田 拓巳(2)    11.22 Q 2 抜井 裕介(2)    11.41 Q
ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園高 ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘高

 3 安藤 直哉(3)    11.25 q 3 正村 太一(2)    11.45 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 田川高 ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ 長野高

 4 高沢 深史(3)    11.27 q 4 松沢 恵佑(4)    11.45 
ﾀｶｻﾜ ﾌｶｼ 長野日大高 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 松本大

 5 的場 亮太(2)    11.36 5 大西 輝(3)    11.59 
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 松商学園高 ｵｵﾆｼ  ｱｷﾗ 信州大

 6 古川 伸一(2)    11.42 6 宮下 仁志(2)    11.59 
ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁ 北部高 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ 篠ﾉ井高

 7 高橋 智洋(3)    11.59 7 松村 富穂(D)    11.63 
ﾀｶﾊｼ ﾁﾋﾛ 野沢北高 ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾐｵ 信州大

 8 栁澤 一道(3)    11.60 8 矢澤 学(4)    11.69 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾐﾁ 市立長野高 ﾔｻﾞﾜ ﾏﾅﾌﾞ 京都大
関本 洋介(3) 9 宮澤 裕輝(3)    12.55 
ｾｷﾓﾄ ﾖｳｽｹ 岩村田高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 松商学園高

No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
4  7743

1   867

男子

100m
順 ﾚｰﾝ

3  2266

8   400

5  1777

欠場

6  7748

7  1116

No. 氏  名 所属名

欠場
9  5403

2  5105

1  2125

6  1612

記録／備考
9  7664

ﾚｰﾝ

7  2049

5   374

3  4725

2  7750

4  5031

8  1828

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

3  1173

6  8007

7  7762

9  4515

2  8191

8  8298

4  8292
欠場

1  5374

5  1181

4  8231

氏  名 所属名 記録／備考
8  8239

6  8228

5  1174

2  4643

1  4519

3  7766

9  5194

7  7769
欠場

準決勝 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

所属名 記録／備考
7  7616

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5  2177

4  1272

8  2519

3  1037

1  1518

2  2494

No. 氏  名 所属名

6  1598
欠場

順

9   867

3  2267

7  1115

記録／備考
4  7743

ﾚｰﾝ

2  8239

9  1365

8  7664

5  2478

6  8007

1  7637



[ 3組] 風速 +0.9

 1 小林 裕志    11.35 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 東御市陸協

 2 伊藤 惇気(3)    11.40 Q
ｲﾄｳ ｱﾂｷ 飯田風越高

 3 常盤 大智(2)    11.42 
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高商業高

 4 長谷川 寛(2)    11.51 
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 松本深志高

 5 樋口 克治(2)    11.51 
ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 松商学園高

 6 松下 潤也(2)    11.59 
ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 上伊那農高

 7 松橋 大夢(3)    11.65 
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 犀陵中

 8 増田 勇輝(2)    11.65 
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 長野吉田高

 9 青木 孔之介(3)    11.74 
ｱｵｷ ｺﾉｽｹ 長野日大高

風速 -0.7

 1 深沢 宏之(3)    10.74 
ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 日本大

 2 岩田 晃    11.10 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 3 伊藤 惇気(3)    11.33 
ｲﾄｳ ｱﾂｷ 飯田風越高

 4 小林 裕志    11.34 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 東御市陸協

 5 高沢 深史(3)    11.41 
ﾀｶｻﾜ ﾌｶｼ 長野日大高

 6 塚田 拓巳(2)    11.52 
ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園高

 7 抜井 裕介(2)    11.68 
ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘高

 8 安藤 直哉(3)    11.78 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 田川高

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  7741

6   612

男子

100m
順 ﾚｰﾝ

1  2239

5  2488

7  2106

8  5156

3  1062

2   350

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

9  1265

7  7616

所属名 記録／備考
6  7743

3  1272
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予選 4月21日 8:40
決勝 4月21日 16:30

長野県記録(KR)                  20.35 塚原　直貴                   東海大           2006/05/24  
大会記録(GR)                    21.54 井上　隆志                   信州大           2002        

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +0.3

 1 長谷川 寛(2)    22.45 q 1 中山 昂平(3)    23.23 
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 松本深志高 ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾍｲ 上田東高

 2 加藤 大樹(3)    23.35 2 的場 亮太(2)    23.45 
ｶﾄｳ  ﾋﾛｷ 駒ヶ根工業高 ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 松商学園高

 3 荻原 京介(3)    23.46 3 荒井 悠希(3)    23.95 
ｵｷﾞﾊﾗ ｷｮｳｽｹ 御代田中 ｱﾗｲ ﾊﾙｷ 伊那弥生ヶ丘高

 4 渡辺 史也(3)    23.81 4 小林 誠(3)    24.50 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾔ 長野日大高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ 北部高

 5 相米 健太(1)    24.30 5 浦野 亜嵐(3)    24.75 
ｿｳﾏｲ ｹﾝﾀ 佐久長聖高 ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ 箕輪中

 6 下田 佳輝(3)    25.28 6 丸山 玲央(1)    25.17 
ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ 篠ﾉ井西中 ﾏﾙﾔﾏ  ﾚｵ 松川高

 7 甘利 建文(2)    25.44 7 矢崎 宏一(1)    25.57 
ｱﾏﾘ ﾀｹﾌﾐ 野沢南高 ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 諏訪二葉高

 8 田中 大聖(3)    25.79 8 油井 良樹(2)    26.04 
ﾀﾅｶ ﾀｲｾｲ 仁科台中 ﾕｲ ﾖｼｷ 佐久長聖高

 9 田村 陸(2)    31.68 9 太田 剣(2)    30.02 
ﾀﾑﾗ ﾘｸ 若穂中 ｵｵﾀ ﾂﾙｷﾞ 若穂中

[ 3組] 風速 +1.3 [ 4組] 風速 +1.2

 1 松下 悦久(3)    23.26 1 若林 颯(2)    22.80 
ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾋｻ 松代高 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志高

 2 荻原 隆博(3)    23.89 2 竹田 裕(5)    23.92 
ｵｷﾞﾊﾗﾀｶﾋﾛ 中野立志館高 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳ 信大医学部

 3 矢ヶ崎祐介(3)    24.02 3 渡邊 真也(2)    24.30 
ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 塩尻中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ 諏訪清陵高

 4 小柳 博雅(2)    24.88 4 鰐川 堅斗(3)    25.21 
ｵﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾏｻ 上田高 ﾜﾆｶﾜ ｹﾝﾄ 松本工業高

 5 鮎澤 和樹(3)    25.31 5 宮澤 崇(2)    26.34 
ｱﾕｻﾞﾜ  ｶｽﾞｷ 下諏訪向陽高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ 駒ヶ根東中

 6 丸山 佳太(1)    25.55 6 竹村 智也(3)    26.42 
ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ 佐久長聖高 ﾀｹﾑﾗ ﾄﾓﾔ 赤穂中

 7 櫻井 孝相(2)    25.59 7 浦野 悦(2)    31.12 
ｻｸﾗｲ ｺｳｽｹ 信大医学部 ｳﾗﾉ ｴﾂ 若穂中
尾臺 良太(2) 西澤 政也(3)
ｵﾀﾞｲ ﾘｮｳﾀ 小諸高 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 市立長野高
倉嶋 豪(2) 渡辺 岳人(2)
ｸﾗｼﾏ ﾀｹｼ 須坂園芸高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶﾞｸﾄ 長野吉田高

[ 5組] 風速 -0.8 [ 6組] 風速 +0.4

 1 藤森 未知也(3)    23.69 1 高沢 深史(3)    23.05 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ 松商学園高 ﾀｶｻﾜ ﾌｶｼ 長野日大高

 2 赤羽 慎(3)    23.84 2 松井 一陽(1)    23.78 
ｱｶﾊﾈ ｼﾝ 松本大 ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 大町高

 3 宮川 将輝(3)    23.93 3 平田 友和(2)    24.20 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｻｷ 長野吉田高 ﾋﾗﾀ ﾄﾓｶｽﾞ 阿南高

 4 米久保 一樹(1)    24.48 4 宮本 英征(2)    24.52 
ﾖﾈｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ 諏訪清陵高 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 長野商業高

 5 片桐 夏樹(2)    25.58 5 西牧 樹生(3)    25.21 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾅﾂｷ 大町高 ﾆｼﾏｷ  ﾀﾂｷ 丸ﾉ内中

 6 山浦 広平(3)    25.81 6 髙橋 瞬(2)    25.78 
ﾔﾏｳﾗ ｺｳﾍｲ 上田東高 ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ 高遠高

 7 吉見 康平(3)    28.09 7 柳澤 仁弥(3)    25.81 
ﾖｼﾐ ｺｳﾍｲ 須坂園芸高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾞﾝﾔ 上田東高
滝澤 悠(2) 8 流 勇介(2)    26.59 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳ 中野西高 ﾅｶﾞﾚ ﾕｳｽｹ 犀陵中
河田 拓斗(2) 9 山鹿 和紀(2)    28.90 
ｶﾜﾀ ﾀｸﾄ 若穂中 ﾔﾏｶﾞ ｶｽﾞｷ 若穂中
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[ 7組] 風速 -0.4 [ 8組] 風速 +0.7

 1 関本 洋介(3)    22.30 q 1 宮下 仁志(2)    23.68 
ｾｷﾓﾄ ﾖｳｽｹ 岩村田高 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ 篠ﾉ井高

 2 小林  渡(3)    23.93 2 関本 慶太(2)    24.27 
ｺﾊﾞﾔｼ   ﾜﾀﾙ 駒ヶ根工業高 ｾｷﾓﾄｹｲﾀ 岩村田高

 3 松﨑 文弥(2)    24.08 3 清水 勇人(2)    24.28 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 浅間中 ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 松本深志高

 4 小木曽 晃介(2)    24.25 4 丸岡 精二    24.38 
ｵｷﾞｿ ｺｳｽｹ 飯田工業高 ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 5 小林 謙太(2)    24.36 5 中畑 恭介    24.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 松本県ヶ丘高 ﾅｶﾊﾀ ｷｮｳｽｹ 木曽郡陸協

 6 杉谷 啓太(3)    24.97 6 内田 宗一郎(5)    24.72 
ｽｷﾞﾔ ｹｲﾀ 松本工業高 ｳﾁﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 信大医学部

 7 塩谷 晃生(2)    25.27 7 野瀬 唯久真(2)    26.50 
ｼｵﾔ ｺｳｷ 櫻ヶ岡中 ﾉｾ ｲｸﾏ 若穂中

 8 大野 智裕(3)    26.67 8 北原 勇次郎(2)    26.87 
ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ 筑摩野中 ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ 広徳中

 9 堀内 政弥(2)    28.84 9 峰村 悠輔(3)    27.29 
ﾎﾘｳﾁ ﾏｻﾔ 若穂中 ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｽｹ 櫻ヶ岡中

[ 9組] 風速 +0.9 [ 10組] 風速 -0.2

 1 山本 龍一(5)    22.68 1 川上 真弥(1)    22.43 q
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 長野高専 ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾔ 中央大

 2 浦野 泰希(3)    22.95 2 松下 潤也(2)    23.55 
ｳﾗﾉ ﾀｲｷ 長野東高 ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 上伊那農高

 3 近藤 裕哉(2)    23.72 3 大蔵 孝明(3)    24.27 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 伊那松川中 ｵｵｸﾗ  ﾉﾘｱｷ 駒ヶ根工業高

 4 北村 健太(2)    23.79 4 川井 渓太(3)    24.40 
ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ 篠ﾉ井高 ｶﾜｲ ｹｲﾀ 上松中

 5 小林 雄二(2)    24.27 5 仲俣 真宏(3)    24.45 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳｼﾞ 下諏訪向陽高 ﾅｶﾏﾀ ﾏｻﾋﾛ 長野高専

 6 上原 拓馬(3)    25.37 6 吉川 雅人(2)    25.60 
ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾏ 松本美須々ヶ丘高 ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾄ 飯田工業高

 7 安部 太祐(2)    25.68 7 赤尾 理玖(1)    27.77 
ｱﾝﾍﾞ ﾀｲｽｹ 大町北高 ｱｶｵ ﾘｸ 上田第五中

 8 鹿野拓臣(2)    27.47 宮之本 航(3)
ｶﾉ ﾀｸﾐ 更北中 ﾐﾔﾉﾓﾄ ﾜﾀﾙ 長野吉田高

 9 鮎澤 敬介(2)    27.93 宮澤 拓也(2)
ｱｲｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 長峰中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 上諏訪中

[ 11組] 風速 +1.7 [ 12組] 風速 -0.6

 1 常盤 大智(2)    22.84 1 濱 裕哉(3)    22.63 q
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高商業高 ﾊﾏ ﾕｳﾔ 東海大三高

 2 市川 直樹(3)    23.04 2 酒井 聖矢(3)    24.11 
ｲﾁｶﾜ ﾅｵｷ 屋代高 ｻｶｲ ｾｲﾔ 松本蟻ヶ崎高

 3 栁澤 一道(3)    23.38 3 宮島 克彰(2)    24.50 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾐﾁ 市立長野高 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾂｱｷ 長野吉田高

 4 堺澤 辰弥(2)    23.62 4 清野 涼介(1)    24.84 
ｻｶｲｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 高遠高 ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ 篠ﾉ井高

 5 松橋 大夢(3)    23.69 5 黒岩 敬正(3)    24.90 
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 犀陵中 ｸﾛｲﾜ ﾀｶﾏｻ 長野東高

 6 山崎 久樹(3)    24.29 6 玉置 幸汰(3)    25.18 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ 箕輪中 ﾀﾏｵｷ ｺｳﾀ 飯田工業高

 7 両川 光流(1)    25.30 7 倉又 遼太郎(3)    25.44 
ﾓﾛｶﾜ ﾋｶﾙ 諏訪清陵高 ｸﾗﾏﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 開成中

 8 伊藤 来夢(2)    26.08 8 東平 将孝(2)    29.68 
ｲﾄｳ ﾗｲﾑ 長峰中 ﾄｳﾍｲ ﾏｻﾀｶ 王滝中

 9 青木 駿弥(3)    27.11 南原 透
ｱｵｷ ｼｭﾝﾔ 梓川中 ﾅﾝﾊﾞﾗ ﾄｵﾙ 安曇野陸協
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[ 13組] 風速 -0.5 [ 14組] 風速 -1.0

 1 増田 勇輝(2)    23.03 1 小林 将大(3)    22.93 
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 長野吉田高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 丸子修学館高

 2 古河原 凌哉(2)    23.78 2 伊藤 良多(4)    23.36 
ｺｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 伊那北高 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 信大医学部

 3 藤牧 佑希(1)    24.17 3 加藤 直樹(3)    24.67 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ 岩村田高 ｶﾄｳ  ﾅｵｷ 駒ヶ根工業高

 4 柳沢 匠(3)    24.44 4 牛山 大輝(2)    24.84 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾀｸﾐ T&F佐久平 ｳｼﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 諏訪清陵高

 5 中畑 宏斗(2)    24.49 5 木内 寛人(3)    26.04 
ﾅｶﾊﾀ  ﾋﾛﾄ 上田西高 ｷｳﾁ ﾋﾛﾄ 御代田中

 6 丸田 弘明(3)    24.95 6 木下 悠也(3)    26.50 
ﾏﾙﾀ  ﾋﾛｱｷ 屋代高 ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾔ 駒ヶ根東中

 7 手塚 大喜(2)    26.67 7 西澤 昴樹(2)    27.14 
ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 信明中 ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｷ 丸子中

 8 倉島   崚(2)    29.01 8 曽根原 賢(1)    28.09 
ｸﾗｼﾏ ﾘｮｳ 上田第五中 ｿﾈﾊﾗ ｹﾝ 伊那AC
今井 健太郎(2) 矢﨑 鴻介(3)
ｲﾏｲ ｹﾝﾀﾛｳ 須坂園芸高 ﾔｻﾞｷｺｳｽｹ 諏訪南中

[ 15組] 風速 -1.1 [ 16組] 風速 -1.5

 1 吉冨 和弥    22.65 1 樋口 克治(2)    22.50 q
ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 松商学園高

 2 塩沢 直樹(2)    23.81 2 佐藤 大志(2)    23.48 
ｼｵｻﾞﾜ  ﾅｵｷ 松川高 ｻﾄｳ ﾀｲｼ 須坂高

 3 横田 祥一(2)    24.21 3 金箱 樹(2)    24.36 
ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ 飯田高 ｶﾈﾊﾞｺ ﾀﾂｷ 東海大三高

 4 小川 貴之(3)    24.23 4 石森健太(2)    25.12 
ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 松本深志高 ｲｼﾓﾘ ｹﾝﾀ 小諸高

 5 山崎 良次(2)    24.81 5 池田 圭吾    25.44 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 飯山北高 ｲｹﾀﾞ  ｹｲｺﾞ 信大AC

 6 木村 幸太(2)    24.87 6 小池 貴博(3)    25.63 
ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 鉢盛中 ｺｲｹ ﾀｶﾋﾛ 上田高

 7 坂庭 諒(2)    25.41 7 廣瀬 凛人(2)    25.85 
ｻｶﾆﾜ ﾘｮｳ 櫻ヶ岡中 ﾋﾛｾ ﾘﾝﾄ 若穂中

 8 花岡 英一(3)    27.07 8 清水 賢太(2)    26.22 
ﾊﾅｵｶ ｴｲｲﾁ 岡谷東部中 ｼﾐｽﾞ ｹﾝﾀ 伊那弥生ヶ丘高

 9 宮坂 智史(2)    27.22 9 菊地 康亮(3)    26.45 
ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ 上諏訪中 ｷｸﾁ ｺｳｽｹ 箕輪中

[ 17組] 風速 -0.9 [ 18組] 風速 +2.3

 1 岩田 晃    22.05 q 1 宮澤 裕輝(3)    22.60 q
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 松商学園高

 2 塚田 拓巳(2)    23.40 2 中神 達也(2)    23.41 
ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園高 ﾅｶｶﾞﾐ ﾀﾂﾔ 松本大

 3 郷原 惇(3)    24.18 3 栗岩 龍生(2)    24.28 
ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｱﾂｼ 北部高 ｸﾘｲﾜ ﾘｭｳｾｲ 飯山北高

 4 曽根原 豪士(3)    24.69 4 米山  涼(3)    24.29 
ｿﾈﾊﾗ  ﾂﾖｼ 裾花中 ﾖﾈﾔﾏ  ﾘｮｳ 松川高

 5 住吉 隼人(1)    25.37 5 佐藤 塁(2)    25.34 
ｽﾐﾖｼ  ﾊﾔﾄ 松川高 ｻﾄｳ ﾙｲ 小諸高

 6 山田 貴大(3)    26.08 6 上野 蒼(2)    26.25 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 櫻ヶ岡中 ｳｴﾉ ｱｵｲ 野沢南高

 7 佐々木 克(2)    26.31 7 赤羽 弘政(3)    28.14 
ｻｻｷ ﾏｻﾙ 野沢南高 ｱｶﾊﾈ ﾋﾛﾏｻ 岡谷東部中

 8 榎本 峻也(2)    28.39 稲守 翼(M)
ｴﾉﾓﾄ ｼｭﾝﾔ 赤穂中 ｲﾅﾓﾘ ﾂﾊﾞｻ 平成国際大
茂木 康平(1) 原田 夏樹(2)
ﾓﾃｷ  ｺｳﾍｲ 佐久長聖高 ﾊﾗﾀﾞ ﾅﾂｷ 佐久長聖高

[ 19組] 風速 +2.6 [ 20組] 風速 -1.6

 1 安藤 直哉(3)    22.65 1 山腰  昇(3)    23.43 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 田川高 ﾔﾏｺｼ ﾉﾎﾞﾙ 松本工業高

 2 花岡 佳太(3)    23.52 2 市川 尭明(2)    23.87 
ﾊﾅｵｶ ｹｲﾀ 上田染谷丘高 ｲﾁｶﾜ ﾀｶｱｷ 野沢南高

 3 中平 圭(3)    24.02 3 宮林 紘汰(1)    24.01 
ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｹｲ 飯田工業高 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井高

 4 松澤 健太(2)    24.41 4 一宮 一至(2)    24.09 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 豊科高 ｲﾁﾉﾐﾔ ｶｽﾞｼ 市立長野高

 5 緑川 翔太(3)    24.92 5 内田 光一(3)    24.62 
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ  ｼｮｳﾀ 下諏訪向陽高 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 篠ﾉ井西中

 6 荻原 悠輔(2)    25.58 6 山下  潤(3)    24.99 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 御代田中 ﾔﾏｼﾀ   ｼﾞｭﾝ 駒ヶ根工業高

 7 宮入 海翔(2)    29.71 7 窪田 五大(3)    25.09 
ﾐﾔｲﾘ ｶｲﾄ 篠ﾉ井西中 ｸﾎﾞﾀ ｺﾞﾀﾞｲ 穂高商業高
正村 太一(2) 駒津 秀樹(3)
ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ 長野高 ｺﾏﾂ ﾋﾃﾞｷ 須坂東高
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[ 21組] 風速 +1.4 [ 22組] 風速 +2.2

 1 城田 大輝(4)    23.34 1 大西 輝(3)    23.39 
ｼﾛﾀ  ﾀﾞｲｷ 信州大 ｵｵﾆｼ  ｱｷﾗ 信州大

 2 松村 富穂(D)    23.47 2 宮林 凌汰(3)    23.41 
ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾐｵ 信州大 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野工業高

 3 村井 将紀(4)    24.25 3 五明 和樹(3)    24.49 
ﾑﾗｲ  ﾏｻｷ 信州大 ｺﾞﾐｮｳ ｶｽﾞｷ 長野工業高

 4 塚田 渓(3)    24.26 4 花里 翼(2)    24.65 
ﾂｶﾀﾞ ｹｲ 長野工業高 ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 芦原中

 5 中村 光一    24.46 5 大槻 陽生(3)    24.80 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｲﾁ 長野市陸協 ｵｵﾂｷ ﾊﾙｷ 長野工業高

 6 中島 淳(2)    28.85 6 須田 智裕(2)    26.81 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 長野工業高 ｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 長野工業高
岡本 真平 久田 涼平(4)
ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾋｻﾀﾞ  ﾘｮｳﾍｲ 信州大

風速 +1.8

 1 岩田 晃    21.37 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 2 吉冨 和弥    21.85 
ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 3 川上 真弥(1)    21.90 
ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾔ 中央大

 4 関本 洋介(3)    21.91 
ｾｷﾓﾄ ﾖｳｽｹ 岩村田高

 5 濱 裕哉(3)    22.16 
ﾊﾏ ﾕｳﾔ 東海大三高

 6 長谷川 寛(2)    22.17 
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 松本深志高

 7 樋口 克治(2)    22.23 
ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 松商学園高

 8 宮澤 裕輝(3)    22.39 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 松商学園高

 9 安藤 直哉(3)    22.64 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 田川高
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予選 4月22日 12:20
決勝 4月22日 15:40

長野県記録(KR)                  46.54 宮沢　洋平                   法政大           2008/07/25  
大会記録(GR)                    48.00 小西　志朗                   早稲田大         2009        

[ 1組] [ 2組]

 1 中野 直哉(3)    49.97 q 1 池田 圭吾    54.80 
ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 長野吉田高 ｲｹﾀﾞ  ｹｲｺﾞ 信大AC

 2 村瀬 雅人(3)    54.51 2 加藤 大樹(3)    55.57 
ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ 松本県ヶ丘高 ｶﾄｳ  ﾋﾛｷ 駒ヶ根工業高

 3 塚田 健太(2)    55.54 3 石森健太(2)    56.35 
ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 上田高 ｲｼﾓﾘ ｹﾝﾀ 小諸高

 4 北原 拓也(2)    57.05 4 上野 蒼(2)    59.66 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｸﾔ 伊那弥生ヶ丘高 ｳｴﾉ ｱｵｲ 野沢南高

 5 柳澤 仁弥(3)    59.54 5 中村 大貴(3)  1:00.03 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾞﾝﾔ 上田東高 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 須坂東高

 6 金子 英輝(2)  1:01.01 6 齊藤 駿太(3)  1:00.60 
ｶﾈｺﾋﾃﾞｷ 諏訪南中 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ 梓川中
水越 健輔(3) 藤原 利章(3)
ﾐｽﾞｺｼ ｹﾝｽｹ 長野日大高 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科北中
花形 駿介(2) 吉冨 和弥
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 豊科北中 ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ
山田 貴大(3) 渡辺 夏樹(3)
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 櫻ヶ岡中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ 松本深志高

[ 3組] [ 4組]

 1 川上 真弥(1)    51.30 q 1 小林 将大(3)    51.07 q
ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾔ 中央大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 丸子修学館高

 2 浦野 泰希(3)    53.02 2 今井 謙人(2)    53.85 
ｳﾗﾉ ﾀｲｷ 長野東高 ｲﾏｲ ｹﾝﾄ 塩尻志学館高

 3 流 竜一(2)    55.14 3 山﨑 綾将(3)    54.00 
ﾅｶﾞﾚ ﾘｭｲﾁ 長野西高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 須坂園芸高

 4 郷原 惇(3)    55.50 4 浦野 亜嵐(3)    55.41 
ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｱﾂｼ 北部高 ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ 箕輪中

 5 宮下 晃輔(2)    55.84 5 米山  涼(3)    55.60 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ 飯田風越高 ﾖﾈﾔﾏ  ﾘｮｳ 松川高

 6 林 悠輔(2)    56.54 6 馬場 信介(1)    56.81 
ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 塩尻志学館高 ﾊﾞﾊﾞ ｼﾝｽｹ 上伊那農高

 7 佐藤 公則(1)    56.95 7 山崎 良次(2)    57.23 
ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 大町高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 飯山北高

 8 竹村 智也(3)  1:00.62 8 上野 綾貴(2)    57.37 
ﾀｹﾑﾗ ﾄﾓﾔ 赤穂中 ｳｴﾉ ﾘｮｳﾀ 野沢南高
長﨑 祐介(2) 9 東平 将孝(2)  1:08.65 
ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 豊科北中 ﾄｳﾍｲ ﾏｻﾀｶ 王滝中

[ 5組] [ 6組]

 1 小林 英和(2)    52.07 1 荻原 隆博(3)    53.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高遠高 ｵｷﾞﾊﾗﾀｶﾋﾛ 中野立志館高

 2 飯森 淳哉(3)    53.21 2 小澤 司(3)    55.32 
ｲｲﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾔ 長野東高 ｵｻﾞﾜ ﾂｶｻ 岩村田高

 3 西藤 郁也(3)    54.60 3 千國 亮(2)    55.48 
ｻｲﾄｳ ﾌﾐﾔ 岩村田高 ﾁｸﾆ ﾘｮｳ 大町高

 4 松下 秀喜(3)    54.90 4 田村 裕(2)    57.28 
ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高 ﾀﾑﾗ ﾕｳ 佐久長聖高

 5 内田 光一(3)    55.19 5 村山 彰太(2)    57.37 
ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 篠ﾉ井西中 ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ 篠ﾉ井高

 6 菊地 康亮(3)    58.37 6 尼崎 寛敏(2)    58.84 
ｷｸﾁ ｺｳｽｹ 箕輪中 ｱﾏｻｷ ﾋﾛﾄｼ 松本蟻ヶ崎高

 7 斉藤 優(1)    59.95 7 犬飼 基統(2)  1:04.48 
ｻｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ 上伊那農高 ｲﾇｶｲ ﾓﾄ 高綱中

 8 稲葉 大地(2)  1:00.83 西澤 政也(3)
ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ 戸倉上山田中 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 市立長野高

 9 川口 竜司(3)  1:06.74 田中 樹(3)
ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｭｳｼﾞ 梓川中 ﾀﾅｶ ｲﾂｷ 田川高 欠場
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[ 7組] [ 8組]

 1 若林 颯(2)    51.97 q 1 川西 翔太(1)    52.06 q
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志高 ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 松本大

 2 高橋 将人(3)    53.58 2 横田 祥一(2)    54.71 
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 市立長野高 ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ 飯田高

 3 村瀬 翔太(3)    55.75 3 北村 健太(2)    55.06 
ﾑﾗｾ ｼｮｳﾀ 松商学園高 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ 篠ﾉ井高

 4 北澤 良平(2)    55.89 4 野口 拓也(3)    57.19 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｮｳﾍｲ 大町高 ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 木曽青峰高

 5 木内 笙太(2)    56.43 5 伊藤 真央(1)    57.72 
ｷｳﾁｼｮｳﾀ 岩村田高 ｲﾄｳ ﾏｵ 諏訪清陵高

 6 山下  潤(3)    56.94 6 鳥屋 健吾(2)    59.90 
ﾔﾏｼﾀ   ｼﾞｭﾝ 駒ヶ根工業高 ﾄﾘﾔ ｹﾝｺﾞ 大町高

 7 小澤 和彦(2)  1:02.06 7 塩田 雅人(3)  1:00.29 
ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ 田川高 ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 豊科北中

 8 酒井 諒(2)  1:02.81 8 松本 翼(2)  1:07.18 
ｻｶｲ ﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎高 ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 中野平中
山下 紘永(3) 藤沢 玄(3)
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 豊科北中 ﾌｼﾞｻﾜ ｹﾞﾝ 櫻ヶ岡中

[ 9組] [ 10組]

 1 荻窪 拓生(3)    53.73 1 鷹野 洋(2)    52.18 
ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾀｸｵ 野沢北高 ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ 長野高

 2 山浦 貫人(3)    57.18 2 橋爪 孔明(2)    54.38 
ﾔﾏｳﾗ  ｶﾝﾄ T&F佐久平 ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ 飯田高

 3 大野 翔太郎(3)    57.58 3 菊地 航(3)    55.00 
ｵｵﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 上田高 ｷｸﾁ ﾜﾀﾙ 野沢南高

 4 細萱 元太(3)    57.92 4 長尾 勇希(3)    55.38 
ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 豊科北中 ﾅｶﾞｵ ﾕｳｷ 松商学園高

 5 藤澤 淳弥(2)  1:00.17 5 沼田 大智(1)    57.26 
ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 田川高 ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ 須坂高
塩沢 直樹(2) 6 小林 泰之(2)  1:01.04 
ｼｵｻﾞﾜ  ﾅｵｷ 松川高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾕｷ 野沢北高
橋詰 智也(1) 亀原 一起(3)
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾄﾓﾔ 松本大 ｶﾒﾊﾗ ｶｽﾞｷ 長野商業高
吉岡 伊吹(2) 阿部 和裕(3)
ﾖｼｵｶ ｲﾌﾞｷ 更級農業高 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 鎌田中
茂木 康平(1) 相米 健太(1)
ﾓﾃｷ  ｺｳﾍｲ 佐久長聖高 ｿｳﾏｲ ｹﾝﾀ 佐久長聖高

[ 11組] [ 12組]

 1 市川 尭明(2)    52.62 1 藤森 未知也(3)    51.91 q
ｲﾁｶﾜ ﾀｶｱｷ 野沢南高 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ 松商学園高

 2 宮川 将輝(3)    52.90 2 渡邊 真也(2)    55.18 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｻｷ 長野吉田高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ 諏訪清陵高

 3 花岡 佳太(3)    53.04 3 後藤 開(3)    58.38 
ﾊﾅｵｶ ｹｲﾀ 上田染谷丘高 ｺﾞﾄｳ ｶｲ 下伊那農業高

 4 大蔵 孝明(3)    55.61 市川 直樹(3)
ｵｵｸﾗ  ﾉﾘｱｷ 駒ヶ根工業高 ｲﾁｶﾜ ﾅｵｷ 屋代高

 5 花里 礼央真(2)    55.89 中島 舞人(3)
ﾊﾅｻﾞﾄﾚｵﾏ 岩村田高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾏｲﾄ 上諏訪中

 6 竹内 優斗(2)    56.22 尾臺 良太(2)
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 松本蟻ヶ崎高 ｵﾀﾞｲ ﾘｮｳﾀ 小諸高

 7 小倉 凱士(2)  1:01.25 村田 将斗(2)
ｵｸﾞﾗ ｶｲﾄ 木曽青峰高 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾄ 長野日大高

 8 新津 輝(2)  1:03.99 南原 透
ﾆｲﾂ ﾋｶﾙ 小諸東中 ﾅﾝﾊﾞﾗ ﾄｵﾙ 安曇野陸協
唐澤 航介(2) 新田雄也(2)
ｶﾗｻﾜ ｺｳｽｹ 上田千曲高 ﾆｯﾀ ﾕｳﾔ 更北中 欠場
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[ 13組] [ 14組]

 1 池田 健二郎(3)    49.97 q 1 大野 裕紀(2)    52.35 
ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 松本大 ｵｵﾉ  ﾋﾛｷ 至学館大

 2 古河原 凌哉(2)    52.52 2 田玉 巧(3)    54.57 
ｺｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ 伊那北高 ﾀﾀﾞﾏ  ﾀｸﾐ 屋代高

 3 徳武 將太(3)    54.06 3 長谷川 元(3)    54.79 
ﾄｸﾀｹ ｼｮｳﾀ 大町高 ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾞﾝ 上田染谷丘高

 4 北原 悠(2)    55.41 4 望月 康平(3)    56.05 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳ 長野高専 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ 穂高商業高

 5 佐藤 英明(3)    56.02 5 荒井 雅也(3)    57.34 
ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ 長野高 ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 裾花中

 6 窪田 五大(3)    57.73 6 上原 拓馬(3)    58.13 
ｸﾎﾞﾀ ｺﾞﾀﾞｲ 穂高商業高 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾏ 松本美須々ヶ丘高

 7 渡邉 嘉也(2)    59.14 7 藤松 楓季(1)    58.44 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾔ 小諸高 ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ 豊科高

 8 河西 勇介(3)  1:03.54 8 榎本 峻也(2)  1:06.77 
ｶｻｲ  ﾕｳｽｹ 丸ﾉ内中 ｴﾉﾓﾄ ｼｭﾝﾔ 赤穂中

井上 博文(2)
 9 清水 成海(2)  1:04.71 ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾌﾐ 諏訪二葉高

ｼﾐｽﾞ ﾅﾙﾐ 諏訪二葉高

[ 15組] [ 16組]

 1 宮之本 航(3)    52.20 1 大野 貴弘(3)    50.95 q
ﾐﾔﾉﾓﾄ ﾜﾀﾙ 長野吉田高 ｵｵﾉ  ﾀｶﾋﾛ 信州大

 2 清水 泰志(3)    53.33 2 石原 昌(2)    53.90 
ｼﾐｽﾞ  ﾀｲｼ 上伊那農高 ｲｼﾊﾗ  ﾏｻｼ 信州大

 3 松澤 健太(2)    53.75 3 五明 和樹(3)    55.44 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 豊科高 ｺﾞﾐｮｳ ｶｽﾞｷ 長野工業高

 4 水島 優(1)    53.94 久田 涼平(4)
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園高 ﾋｻﾀﾞ  ﾘｮｳﾍｲ 信州大

 5 秋山 尚輝(3)    55.24 北川 幹太(3)
ｱｷﾔﾏ ﾖｼｷ 松本県ヶ丘高 ｷﾀｶﾞﾜ  ｶﾝﾀ 信州大

 6 中山 翔梧(2)    55.81 塚本 修平(4)
ﾅｶﾔﾏｼｮｳｺﾞ 岩村田高 ﾂｶﾓﾄ  ｼｭｳﾍｲ 信州大

 7 小野沢達也(1)    56.89 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 穂高商業高

 8 山本 孝明(3)  1:00.98 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｱｷ 篠ﾉ井西中

 1 中野 直哉(3)    48.52 
ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 長野吉田高

 2 川上 真弥(1)    48.80 
ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾔ 中央大

 3 小林 将大(3)    49.22 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 丸子修学館高

 4 大野 貴弘(3)    49.67 
ｵｵﾉ  ﾀｶﾋﾛ 信州大

 5 池田 健二郎(3)    50.36 
ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 松本大

 6 川西 翔太(1)    50.44 
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 松本大

 7 藤森 未知也(3)    51.02 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ 松商学園高

 8 若林 颯(2)    51.14 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志高
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予選 4月21日 12:35
決勝 4月21日 16:45

大会記録(GR)                  1:52.83 池田　　伸                   青学大           1983        

[ 1組] [ 2組]

 1 長尾 勇希(3)  1:59.90 q 1 徳武 大起(3)  1:57.21 q
ﾅｶﾞｵ ﾕｳｷ 松商学園高 ﾄｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ 松本大

 2 小矢沢雄一(3)  2:00.82 q 2 菊地 航(3)  2:03.58 
ｺﾔｻﾞﾜ  ﾕｳｲﾁ 屋代高 ｷｸﾁ ﾜﾀﾙ 野沢南高

 4 黒岩 祐一郎(3)  2:05.38 3 内村 大空(2)  2:10.46 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 長野高 ｳﾁﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 北部高

 5 中村 孝樹(2)  2:06.45 4 小林 勇一郎(2)  2:11.16 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 諏訪二葉高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ 長野吉田高

 6 中村 祐太(2)  2:13.71 5 関島 将人(2)  2:11.17 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 坂城中 ｾｷｼﾞﾏ ﾏｻﾄ 飯田高

 7 尼崎 寛敏(2)  2:18.67 6 藤松 楓季(1)  2:12.90 
ｱﾏｻｷ ﾋﾛﾄｼ 松本蟻ヶ崎高 ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ 豊科高

 8 安藤 雅倖(2)  2:21.70 7 内村 勇希(2)  2:12.91 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 若穂中 ｳﾁﾑﾗ ﾕｳｷ 中野西高

 9 関川翔太(3)  2:37.11 8 藤野 航平(3)  2:19.12 
ｾｷｯｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 更北中 ﾌｼﾞﾉ ｺｳﾍｲ 長野西高
清水 拓斗(1) 9 酒井 諒(2)  2:22.75 
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ 上田第五中 ｻｶｲ ﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎高
田幸 玄陽(2) 10 後藤 勇人(2)  2:38.52 
ﾀｺｳ ｼｽﾞﾀｶ 中野西高 ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 上諏訪中

11 有賀 将志(3)  2:39.58 
ｱﾙｶﾞ ﾏｻｼ 辰野高

[ 3組] [ 4組]

 1 清沢 創一(M)  2:01.12 1 白鳥 敦(2)  1:58.91 q
ｷﾖｻﾜ ｿｳｲﾁ 東京学芸大 ｼﾛﾄﾘ  ｱﾂｼ 信州大

 2 神農 育男(3)  2:05.82 2 逢澤 智広  2:02.84 
ｼﾝﾉｳ ｲｸｵ 篠ﾉ井高 ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協

 3 佐藤 誠也(2)  2:07.47 3 高橋 亮太(3)  2:03.78 
ｻﾄｳ ﾏｻﾔ 市立長野高 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 松商学園高

 4 北澤 良平(2)  2:09.42 4 赤池 裕貴(3)  2:04.03 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｮｳﾍｲ 大町高 ｱｶｲｹ ﾕｳｷ 塩尻志学館高

 5 北原 拓也(2)  2:10.96 5 高松 大也(3)  2:07.41 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｸﾔ 伊那弥生ヶ丘高 ﾀｶﾏﾂ ﾏｻﾔ 長野吉田高

 6 塚原 諒(2)  2:15.24 6 小林 大輔(3)  2:08.80 
ﾂｶﾊﾗ ﾘｮｳ 北部高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 上伊那農高

 7 宮澤 清悟(2)  2:17.20 7 池田 正汰(3)  2:13.61 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 諏訪二葉高 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ 信濃中

 8 渡邉 嘉也(2)  2:18.68 8 福島 一真(3)  2:19.80 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾔ 小諸高 ﾌｸｼﾏ ｶｽﾞﾏ 東御清翔高

 9 小林 泰之(2)  2:22.44 9 小美野 暁(2)  2:22.67 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾔｽﾕｷ 野沢北高 ｺﾐﾉ  ｱｷﾗ 上田西高

10 石田 法孝(2)  2:35.28 田村 裕(2)
ｲｼﾀﾞ ﾉﾘﾀｶ 若穂中 ﾀﾑﾗ ﾕｳ 佐久長聖高

11 宮本 航(3)  2:35.91 西澤 嵩(2)
ﾐﾔﾓﾄ ﾜﾀﾙ 飯山城北中 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶｼ 東海大三高

[ 5組] [ 6組]

 1 村瀬 雅人(3)  2:02.29 1 箕浦 広志(3)  2:01.44 
ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ 松本県ヶ丘高 ﾐﾉｳﾗ ｺｵｼ 長野吉田高

 2 喜多野 広貴(3)  2:07.27 2 米山 祐貴(2)  2:02.06 
ｷﾀﾉ ﾋﾛｷ 飯田風越高 ﾖﾈﾔﾏ  ﾕｳｷ 信州大

 3 小口 拳人(3)  2:07.63 3 山川 悟史(3)  2:05.29 
ｵｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 松本蟻ヶ崎高 ﾔﾏｶﾜ ｻﾄｼ 諏訪二葉高

 4 岩井 駿介(3)  2:14.63 4 小木曽 燦県(3)  2:07.49 
ｲﾜｲ ｼｭﾝｽｹ 飯山北高 ｵｷﾞｿ ｻﾝｹﾝ 下伊那農業高

 5 山本 孝明(3)  2:22.33 5 北野 達也(3)  2:07.62 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｱｷ 篠ﾉ井西中 ｷﾀﾉ ﾀﾂﾔ 阿南高

 6 小山 一徳(3)  2:22.99 6 渡島 寛己(2)  2:11.66 
ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 辰野高 ﾜﾀｼﾏ ﾋﾛｷ 松本県ヶ丘高

 7 小須田 健(3)  2:30.31 7 齊藤 駿太(3)  2:18.33 
ｺｽﾀﾞ ﾀｹｼ 上田第五中 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ 梓川中
宮尾 淳矢 8 稲葉 大地(2)  2:22.46 
ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ 上伊那郡陸協 ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ 戸倉上山田中
橋詰周一(2) 9 等々力 伸彦(3)  2:22.58 
ﾊｼｽﾞﾒ ｼｭｳｲﾁ 更北中 ﾄﾄﾞﾘｷ ﾉﾌﾞﾋｺ 穂高東中
中嶋 康晴 10 笠原 渓介(2)  2:24.75 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾔｽﾊﾙ Dream.A.C ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ 篠ﾉ井西中
河合 佑真(2) 吉岡 伊吹(2)
ｶﾜｲ  ﾕｳﾏ 信州大 ﾖｼｵｶ ｲﾌﾞｷ 更級農業高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

男子

800m

予選 通過基準  11組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

8  1454

所属名 記録／備考
2  2480

9  5324

10  3103

7   135

5  2389

3  4522 10   943

1  4731
欠場

6   942

11  5325

順 ﾚｰﾝ No.

11  1034

5   563

2  1548

氏  名 所属名 記録／備考
7  7676

8  2547

3  1067

4  2387

6  5438

1  1100

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

9   292
欠場

3  1364

所属名 記録／備考
2  7739

6   432

8   872

9  2077

5  1713

1  1035

4   134

 5001

7  1522

11  4523

所属名 記録／備考
11  8293

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3  2485

10  1986

7  7647

9   344

1  5308

6  1057

5  1908

8  2810

2  1743

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

失格
4    53

欠場
10

6   615

所属名 記録／備考
9  2261

5  4774

7  2363

10   803

欠場

1   294

8  5111

欠場

3  4557
欠場

4  7605

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

欠場
11  7775

2  7685

11  7788

所属名 記録／備考
8  1059

5   768

7   145

9   685

2  4819

4  2262

10  5371

6  2764
欠場

1  5232

3  4777



[ 7組] [ 8組]

 1 南部 恭祐(3)  1:59.24 q 1 林 優人(3)  1:58.07 q
ﾅﾝﾌﾞ  ｷｮｳｽｹ 信州大 ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 創造学園高

 2 手塚 将弥(1)  2:02.67 2 村田 将斗(2)  2:05.20 
ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ 東海大三高 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾄ 長野日大高

 3 松下 秀喜(3)  2:05.02 3 伊東 大樹(3)  2:06.64 
ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ 伊那弥生ヶ丘高 ｲﾄｳ ﾋﾛｷ 東海大三高

 4 溝呂木 一毅(2)  2:05.66 4 所河 北斗(3)  2:07.00 
ﾐｿﾞﾛｷﾞ ｶｽﾞｷ 飯田風越高 ｼｮｶﾞﾜ ﾎｸﾄ 駒ヶ根東中

 5 藤沢 光(3)  2:08.81 5 酒井 康年(3)  2:17.06 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 須坂高 ｻｶｲ ﾔｽﾄｼ 芦原中

 6 中尾 豪志(2)  2:11.02 6 竹林 康太(3)  2:17.30 
ﾅｶｵ ﾀｹｼ 松本美須々ヶ丘高 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 広徳中

 7 齋藤 武蔵(3)  2:12.46 7 竹腰 直紀(3)  2:22.51 
ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ 松本工業高 ﾀｹｺｼ ﾅｵｷ 松本美須々ヶ丘高

 8 高橋 賢作(3)  2:15.81 8 葉桐 文哉(2)  2:32.35 
ﾀｶﾊｼｹﾝｻｸ 相森中 ﾊｷﾞﾘ ﾌﾐﾔ 箕輪中

 9 池上 優斗(2)  2:23.49 9 柳澤 興志郎(2)  2:48.12 
ｲｹｶﾞﾐ ﾕｳﾄ 伊那AC ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｼﾛｳ 須坂東高
井上 博文(2) 梅崎 純平(1)
ｲﾉｳｴ ﾋﾛﾌﾐ 諏訪二葉高 ｳﾒｻﾞｷｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 松本大
小澤 司(3) 平林 公一(2)
ｵｻﾞﾜ ﾂｶｻ 岩村田高 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 上田高

[ 9組] [ 10組]

 1 長谷川 元(3)  2:03.63 1 水梨 百哉(2)  2:00.15 q
ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾞﾝ 上田染谷丘高 ﾐｽﾞﾅｼ ﾓﾓﾔ 長野日大高

 2 酒井 雅喜(2)  2:04.30 2 小林 将也(3)  2:02.13 
ｻｶｲ ﾏｻﾖｼ 佐久長聖高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 北部高

 3 花里 礼央真(2)  2:07.77 3 北原 魁人(3)  2:03.01 
ﾊﾅｻﾞﾄﾚｵﾏ 岩村田高 ｷﾀﾊﾗ ｶｲﾄ 伊那北高

 4 碓井 智也(2)  2:17.46 4 大野 翔太郎(3)  2:10.64 
ｳｽｲ ﾄﾓﾔ 創造学園高 ｵｵﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ 上田高

 5 阪田 健斗(2)  2:18.01 5 牛越 光秀(2)  2:11.13 
ｻｶﾀ ｹﾝﾄ 丸子修学館高 ｳｼｺｼ ﾐﾂﾋﾃﾞ 長野西高

 6 小田切 祐太(2)  2:21.19 6 丸山 和己(2)  2:12.94 
ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾀ 須坂東高 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｷ 須坂東高

 7 渡澤 幸弥(2)  2:24.00 7 村上 湧太郎(2)  2:13.50 
ﾜﾀｻﾜ ﾕｷﾔ 木曽青峰高 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 長野商業高

 8 北澤 拓也(3)  2:37.38 8 西澤 幸之助  2:19.61 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 大町高 ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳﾉｽｹ 飯山北高

 9 垣内 岳(2)  2:39.44 9 清水 成海(2)  2:29.63 
ｶｷｳﾁ ｶﾞｸ 箕輪中 ｼﾐｽﾞ ﾅﾙﾐ 諏訪二葉高
清水 竜星(2) 市川 亮(2)
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳｾｲ 飯山北高 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 創造学園高
佐藤 優奈(3)
ｻﾄｳﾕｳﾅ 相森中

[ 11組]

 1 宮澤 留以(3)  1:59.81 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 飯田高

 2 島田 竜輔(3)  2:05.14 
ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 長野東高

 3 野口 拓也(3)  2:05.85 
ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 木曽青峰高

 4 加藤 智樹(3)  2:07.33 
ｶﾄｳ ﾄﾓｷ 松商学園高

 5 宮下 晃輔(2)  2:09.04 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｽｹ 飯田風越高

 6 依田 卓東(3)  2:11.60 
ﾖﾀﾞ ﾀｸﾄ 長野高専

 7 上野 綾貴(2)  2:13.61 
ｳｴﾉ ﾘｮｳﾀ 野沢南高

 8 宮坂 大輝(2)  2:24.09 
ﾐﾔｻｶ ﾋﾛｷ 戸倉上山田中
中村 栄将(3)
ﾅｶﾑﾗ ｴｲｽｹ 岡谷工業高
川俣 隼也(3)
ｶﾜﾏﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 諏訪二葉高

男子

800m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

2   439

11  8259

10    50

 5018

8  2357

6   603

3  1006

欠場
9  1601

5  7626

11  5193

2  2353

7   136

4  2431

1

所属名 記録／備考
5  2512

欠場

順 ﾚｰﾝ No.

4    48

10  4489

1  1288

8  4568

6  5269

欠場
9  1779

欠場

3  3092

7  7678

所属名 記録／備考
4  1840

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

10  1607

5  2518

3  1664

7  3090

6  1962

2  1763

8  4572

9   815

1  2070

所属名 記録／備考
6  1270

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7   395

8  1772

4  1025

1   977

3  1135

5  1107

9   149

10  2520

2   806

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9   589

10  1194

欠場欠場
11  5299

欠場

7  2484

6   593

4  1953

1  1553

3  5297

8  3509

5   142
欠場

2   267
欠場



 1 白鳥 敦(2)  1:55.16 
ｼﾛﾄﾘ  ｱﾂｼ 信州大

 2 徳武 大起(3)  1:56.72 
ﾄｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ 松本大

 3 林 優人(3)  1:57.74 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 創造学園高

 4 南部 恭祐(3)  1:57.91 
ﾅﾝﾌﾞ  ｷｮｳｽｹ 信州大

 5 水梨 百哉(2)  1:59.11 
ﾐｽﾞﾅｼ ﾓﾓﾔ 長野日大高

 6 宮澤 留以(3)  2:03.15 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 飯田高

 7 小矢沢雄一(3)  2:03.83 
ｺﾔｻﾞﾜ  ﾕｳｲﾁ 屋代高

 8 長尾 勇希(3)  2:06.69 
ﾅｶﾞｵ ﾕｳｷ 松商学園高

男子

800m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  2512

7  8293

6  7676

9   589

4  8259

3  1270

2  1454

8  2480



予選 4月22日 11:30
決勝 4月22日 16:05

長野県記録(KR)                3:38.49 佐藤　清治                   佐久長聖高       1999/05/28  
大会記録(GR)                  3:54.13 上野裕一郎                   佐久長聖高       2003        

[ 1組] [ 2組]

 1 降幡 真也(3)   4:12.5 Q 1 水梨 百哉(2)   4:11.1 Q
ﾌﾘﾊﾀ ﾏｻﾔ 松商学園高 ﾐｽﾞﾅｼ ﾓﾓﾔ 長野日大高

 2 山田 祐也(2)   4:15.4 2 上原 聡太(3)   4:14.0 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 長野東高 ｳｴﾊﾗ ｿｳﾀ 野沢北高

 3 小矢沢雄一(3)   4:18.0 3 小山 拓也(3)   4:25.9 
ｺﾔｻﾞﾜ  ﾕｳｲﾁ 屋代高 ｺﾔﾏ ﾀｸﾔ 長野高

 4 水上 優斗(3)   4:21.3 4 矢崎 佑喜(2)   4:31.1 
ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳﾄ 赤穂中 ﾔｻﾞｷ  ﾕｳｷ 下諏訪向陽高

 5 樋口 賢利(2)   4:23.1 5 波多野 悠人(2)   4:32.0 
ﾋｸﾞﾁ ﾀｶﾄｼ 松本大 ﾊﾀﾉ ﾕｳﾄ 松本大

 6 小池 隼人(3)   4:27.7 6 宮澤 清悟(2)   4:35.5 
ｺｲｹ ﾊﾔﾄ 佐久長聖高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 諏訪二葉高

 7 峯村 直樹(3)   4:31.1 7 柳沢 充保(3)   4:37.6 
ﾐﾈﾑﾗ ﾅｵｷ 須坂園芸高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾂﾔｽ 上田第一中

 8 堀内 正和(3)   4:38.2 8 大川 柊弥(3)   4:40.0 
ﾎﾘｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ 創造学園高 ｵｵｶﾜ ﾄｳﾔ 菅野中

 9 阪田 健斗(2)   4:42.0 9 小菅 雅人(3)   4:50.5 
ｻｶﾀ ｹﾝﾄ 丸子修学館高 ｺｽｹﾞ ﾏｻﾄ 上田第五中

10 永井 慎也(3)   4:43.3 10 最上 至誠(3)   4:54.2 
ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾔ 小諸東中 ﾓｶﾞﾐ ｼｾｲ 小諸東中

11 郡司 耕平(1)   4:44.5 11 山上 淳(2)   4:57.5 
ｸﾞﾝｼﾞ ｺｳﾍｲ 諏訪清陵高 ﾔﾏｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 上田第二中

12 碓氷 隼也(2)   4:46.3 12 中村 怜輝(1)   5:05.5 
ｳｽｲ ｼｭﾝﾔ 野沢北高 ﾅｶﾑﾗ ﾚｷ 丸子中

13 雨宮 諒河(3)   4:52.4 13 佐藤 大起(2)   5:17.8 
ｱﾒﾐﾔ ﾘｮｳｶﾞ 上諏訪中 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 仁科台中

14 高野 純輝(3)   4:59.6 14 河田 拓斗(2)   6:02.5 
ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝｷ 中野平中 ｶﾜﾀ ﾀｸﾄ 若穂中

15 小林 優介(3)   5:04.9 門脇 航(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 上田第五中 ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ 中野平中

16 山本 民雄(2)   5:12.3 市川 亮(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾐｵ 塩尻広陵中 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 創造学園高

17 丸山 優太(2)   5:28.1 中尾 豪志(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 菅野中 ﾅｶｵ ﾀｹｼ 松本美須々ヶ丘高

18 村石 圭哉(2)   5:47.4 平林 公一(2)
ﾑﾗｲｼ ｹｲﾔ 若穂中 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｺｳｲﾁ 上田高
西澤 幸之助 宮澤 孝明(1)
ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳﾉｽｹ 飯山北高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｱｷ 諏訪清陵高
塚原 和人(3) 北原 弘司
ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 櫻ヶ岡中 ｷﾀﾊﾗ ｺｳｼﾞ 上伊那郡陸協
原田 慶太(2) 甘利 大祐(1)
ﾊﾗﾀﾞ ｹｲﾀ 高綱中 ｱﾏﾘ ﾀﾞｲｽｹ 東御東部中

19  7756
欠場

21  4810
欠場

9  1779
欠場

18   129
欠場

6  2520
欠場

7  2357
欠場

13  4525

5  5166
欠場

1  4799

17  4760

16  5405

15  5318

8  5083

20  5110

2   134

10  4155

3   179

12  7677

14  1517

4  1125

記録／備考
11  1270

No. 氏  名 所属名

21  4782
欠場

順

欠場
6  5061

欠場

10  4533

1   806

16  4654

9  5112

3  4617

11  5020

4  5172

20   130

18  1524

5  1763

12  5406

19  3076

2  2517

7  7679

8  1650

17  1454

15  4330

記録／備考
13  2482

14  1204

男子

1500m

予選 通過基準  10組  1着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名 所属名



[ 3組] [ 4組]

 1 宮澤 留以(3)   4:20.7 Q 1 丸山 修平(2)   4:11.7 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 飯田高 ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 伊那北高

 2 笹沢 大地(2)   4:21.7 2 岡村 卓也(3)   4:13.4 q
ｻｻｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 丸子修学館高 ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 丸子修学館高

 3 小木曽 静波(2)   4:23.3 3 古谷 樹仁(2)   4:26.5 
ｵｷﾞｿ ｾｲﾊ 上伊那農高 ﾌﾙﾀﾆ ﾐｷﾋﾄ 木曽青峰高

 4 宮坂 進(1)   4:25.5 4 田中 求(3)   4:28.5 
ﾐﾔｻｶ ｽｽﾑ 諏訪清陵高 ﾀﾅｶ ﾓﾄﾑ 長野高

 5 細田 敦也(1)   4:30.0 5 中村 優希(2)   4:30.5 
ﾎｿﾀﾞ ｱﾂﾔ 上田高 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 塩尻志学館高

 6 遠藤 崇弘(2)   4:30.3 6 篠塚 大樹(3)   4:31.3 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 穂高商業高 ｼﾉﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 須坂園芸高

 7 小林 海仁(2)   4:34.3 7 遠藤 千有(2)   4:33.1 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 川中島中 ｴﾝﾄﾞｳ ﾁﾕｳ 上伊那農高

 8 清水 順太(3)   4:36.1 8 白鳥 魁人(3)   4:33.4 
ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 菅野中 ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ 中野平中

 9 相原 孝佑(3)   4:36.4 9 市川 楓(2)   4:33.9 
ｱｲﾊﾗ ｺｳｽｹ 阿南高 ｲﾁｶﾜ ｶｴﾃﾞ 丸子中

10 内田 知樹(2)   4:44.1 10 伊藤 翼(3)   4:41.5 
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ 戸倉上山田中 ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 明科高

11 熊谷 皐(2)   4:45.0 11 菊地 慧(2)   4:46.1 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳ 佐久長聖高 ｷｸﾁ ｻﾄﾙ 戸倉上山田中

12 井出 幸洋(3)   4:53.9 12 河西 一星(3)   4:46.6 
ｲﾃﾞ ﾕｷﾋﾛ 岩村田高 ｶｻｲ ｲｯｾｲ 上諏訪中

13 草間 祐輝(3)   5:01.8 13 安藤 雅倖(2)   4:48.6 
ｸｻﾏ ﾕｳｷ 梓川中 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 若穂中

14 小林 広幸(2)   5:03.2 14 矢沢  直(3)   4:50.3 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 梓川高 ﾔｻﾞﾜ  ｽﾅｵ 松川高

15 後藤 勇人(2)   5:09.3 15 小林 功洋(1)   4:52.8 
ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 上諏訪中 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾖｳ 松本大

16 春日 良太(2)   5:11.7 16 大屋 忠士(1)   5:20.4 
ｶｽｶﾞ ﾘｮｳﾀ 更級農業高 ｵｵﾔ  ﾀﾀﾞｼ 須坂J

17 関川翔太(3)   5:12.2 17 藤森 敦也(2)   5:37.2 
ｾｷｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 更北中 ﾌｼﾞﾓﾘ ｱﾂﾔ 諏訪西中

18 石田 法孝(2)   5:27.9 清水 拓斗(1)
ｲｼﾀﾞ ﾉﾘﾀｶ 若穂中 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ 上田第五中
大日方 光輝(2) 玉城 柾人(2)
ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｷ 長野日大高 ﾀﾏｷ ﾏｻﾄ 長野東高
中村 一貴(3) 山川 悟史(3)
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 飯田高陵中 ﾔﾏｶﾜ ｻﾄｼ 諏訪二葉高
川俣 隼也(3) 泉 継道(1)
ｶﾜﾏﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 諏訪二葉高 ｲｽﾞﾐ  ﾂｸﾞﾐﾁ 信州大 欠場

欠場
18   145

欠場
21  7783

2  4731
欠場

3  1205

6  7708

11  5483

20   540

5  7663

16  5023

1  4522

7  2564

10  5295

15  5171

17  5416

19  3079

4   351

13  1127

9  1997

所属名

14  1747

8  1961

7   142
欠場

記録／備考
12   423

No. 氏  名

2  1287
欠場

5  4734
欠場

16  5325

3  4523

15  5438

4  2766

19  4769

11  2173

12  1654

8  1600

10   767

18  5389

17  5388

20  5084

13  1785

1  2107

9   352

6   127

14   589

21  1765

男子

1500m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



[ 5組] [ 6組]

 1 塩原 大   4:12.7 Q 1 林 優人(3)   4:05.4 Q
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲ 松本市陸協 ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 創造学園高

 2 高橋 直志(3)   4:14.6 q 2 箕浦 広志(3)   4:14.2 q
ﾀｶﾊｼ ﾅｵｼ 大町高 ﾐﾉｳﾗ ｺｵｼ 長野吉田高

 3 小山 玄(3)   4:15.4 3 小矢沢 龍二(2)   4:21.0 
ｺﾔﾏ ﾋｶﾙ 長野高 ｺﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 長野高

 4 熊井 捷人(2)   4:18.1 4 吉川 昇吾(2)   4:21.4 
ｸﾏｲ ﾊﾔﾄ 戸倉上山田中 ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 飯田高

 5 宮島 智洋(3)   4:23.5 5 中村 孝樹(2)   4:21.8 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 諏訪二葉高 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 諏訪二葉高

 6 中村 祐太(2)   4:25.8 6 坂野 圭史(1)   4:22.1 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 坂城中 ｻｶﾉ  ｹｲｼ 信州大

 7 小林 大輔(3)   4:27.8 7 笠原 舟(3)   4:27.0 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 上伊那農高 ｶｻﾊﾗ ｼｭｳ 上伊那農高

 8 碓井 智也(2)   4:30.7 8 古畑 将太郎(3)   4:30.5 
ｳｽｲ ﾄﾓﾔ 創造学園高 ﾌﾙﾊﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 木曽青峰高

 9 木下 敏秀(3)   4:36.5 9 箱山 陸人(3)   4:31.7 
ｷﾉｼﾀ ﾄｼﾋﾃﾞ 伊那弥生ヶ丘高 ﾊｺﾔﾏ ﾘｸﾄ 丸子中

10 木村 祐太(2)   4:42.5 10 山本 昌希   4:35.5 
ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 鉢盛中 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本市陸協

11 梅崎 純平(1)   4:47.0 11 守屋 凌介(2)   4:40.3 
ｳﾒｻﾞｷｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 松本大 ﾓﾘﾔ ﾘｮｳｽｹ 諏訪清陵高

12 神村 慧(2)   4:47.3 12 満澤 崇央(2)   4:42.3 
ｶﾐﾑﾗ ｹｲ 木曽青峰高 ﾐﾂｻﾞﾜ ﾀｶﾋｻ 長野東高

13 笹沢 健司(1)   4:47.8 13 横山 卓之(3)   4:45.0 
ｻｻｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 丸子中 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 上田高

14 矢島 義大(3)   4:57.7 14 北島 翔吾(2)   4:49.8 
ﾔｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 諏訪東京理科大 ｷﾀｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 川中島中

15 宮下 礼人(3)   5:04.8 15 宮坂 大輝(2)   4:51.0 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾄ 飯山城北中 ﾐﾔｻｶ ﾋﾛｷ 戸倉上山田中

16 小松 和弥(2)   5:07.9 16 福島 一真(3)   4:56.5 
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾔ 信明中 ﾌｸｼﾏ ｶｽﾞﾏ 東御清翔高

17 小林 勇輝(1)   5:16.3 17 関 隼希(2)   4:57.9 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 菅野中 ｾｷ ﾄｼｷ 中野平中
野瀬 雅史(3) 18 小山 一徳(3)   4:59.9 
ﾉｾ ﾏｻﾌﾐ 梓川中 ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 辰野高
降旗 佑宇(2) 19 松村 光矢(3)   5:17.7 
ﾌﾘﾊﾀ ﾕｳ 松本美須々ヶ丘高 ﾏﾂﾑﾗ ｺｳﾔ 篠ﾉ井西中
滝澤 将弥(3) 20 岡田 稜(2)   5:21.4 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 上田染谷丘高 ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 赤穂中
山崎 隆司(4) 21 千見寺 恵汰(3)   5:41.2 
ﾔﾏｻﾞｷ  ﾘｭｳｼﾞ 信州大 ﾁｹﾝｼﾞ ｹｲﾀ 上諏訪中
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[ 7組] [ 8組]

 1 佐伯 拓海(2)   4:08.6 Q 1 徳武 大起(3)   4:09.5 Q
ｻｴｷ ﾀｸﾐ 松本深志高 ﾄｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ 松本大

 2 佐藤 隆史   4:15.2 q 2 原 謙二郎(2)   4:13.5 q
ｻﾄｳ ﾀｶｼ 千曲市陸協 ﾊﾗ  ｹﾝｼﾞﾛｳ 松川高

 3 細川 翔太郎(2)   4:15.6 3 逢澤 智広   4:18.5 
ﾎｿｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 大町高 ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協

 4 高橋 亮太(3)   4:16.0 4 湯本 耕平(2)   4:19.2 
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 松商学園高 ﾕﾓﾄ ｺｳﾍｲ 長野日大高

 5 樋口 正晃   4:16.3 5 田中 仁悟(2)   4:22.6 
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協 ﾀﾅｶ ｼﾞﾝｺﾞ 諏訪二葉高

 6 竹前 守貴(3)   4:20.8 6 海沼 修平(3)   4:25.4 
ﾀｹﾏｴ ﾓﾘﾀｶ 長野日大高 ｶｲﾇﾏ ｼｭｳﾍｲ 長野高

 7 大澤 智樹(2)   4:25.4 7 藤沢 光(3)   4:29.3 
ｵｵｻﾜ ﾄﾓｷ 赤穂中 ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 須坂高

 8 喜多野 広貴(3)   4:29.3 8 池田 大作   4:32.1 
ｷﾀﾉ ﾋﾛｷ 飯田風越高 ｲｹﾀﾞ ﾀﾞｲｻｸ 上伊那郡陸協

 9 島田 隆介(1)   4:32.2 9 伊藤 航平(1)   4:33.2 
ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 飯山北高 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 諏訪清陵高

10 川島 恵一(3)   4:32.9 10 林 孝行   4:36.9 
ｶﾜｼﾏ ｹｲｲﾁ 高瀬中 ﾊﾔｼ  ﾀｶﾕｷ 信大AC

11 土屋 望(2)   4:36.5 11 真島 雅季(2)   4:39.6 
ﾂﾁﾔ ﾉｿﾞﾑ 上田高 ﾏｼﾏ ﾏｻｷ 北安松川中

12 藤原 大地(2)   4:36.7 12 伊藤 祐朔(3)   4:41.1 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 丸子中 ｲﾄｳ ﾕｳｻｸ 丸子中

13 吉田 優希(2)   4:40.7 13 田島 史都(1)   4:43.7 
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 伊那弥生ヶ丘高 ﾀｼﾞﾏ ﾌﾐﾄ 上田高

14 高木 航志(1)   4:43.4 14 南澤 裕馬(3)   5:01.4 
ﾀｶｷﾞ ｺｳｼ 上田第五中 ﾏﾅﾐｻﾜ ﾕｳﾏ 篠ﾉ井西中

15 笠原 渓介(2)   4:52.2 15 藤澤 亮(3)   5:01.7 
ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ 篠ﾉ井西中 ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳ 創造学園高

16 寺沢 宙(3)   4:56.5 16 佐藤 開都(2)   5:08.3 
ﾃﾗｻﾜ ｿﾗ 須坂東中 ｻﾄｳ ｶｲﾄ 箕輪中

17 和田 明斗(2)   5:16.0 17 寺島 滉己(3)   5:09.8 
ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾄ 芦原中 ﾃﾗｼﾏ ｺｳｷ 筑摩野中

18 前島 俊(2)   5:18.3 18 富岡 平(3)   5:15.4 
ﾏｴｼﾞﾏ ｼｭﾝ 長野高 ﾄﾐｵｶ ﾀｲﾗ 芦原中

19 丸田 健悟(2)   5:25.7 19 有賀 将志(3)   6:01.6 
ﾏﾙﾀ ｹﾝｺﾞ 箕輪中 ｱﾙｶﾞ ﾏｻｼ 辰野高

20 岡田 絃希(2)   6:07.4 春日 明日実(3)
ｵｶﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 菅野中 ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ 赤穂中
小林 諒汰(3) 竹腰 直紀(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 上田第四中 ﾀｹｺｼ ﾅｵｷ 松本美須々ヶ丘高 欠場

3  5428
欠場

10  2353

21  5195

7   292

15  4574

4  5288

17  4773

13  2514

1  4315

9  1787

8  7699

11  5228

20  7687

2   123

5  3102

6  1006

19  1300

14   132

所属名

18   560

16  7647

4  4331
欠場

記録／備考
12  7676

No. 氏  名

6  4569

18  4653

21  4639

8  3105

17  4777

7  5298

19   431

2  4730

1  1778

14  5479

12   820

10  4221

16  4791

5   615

3  7686

13  1285

20  2079

15  2485

9  2238

11  7712

男子

1500m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



[ 9組] [ 10組]

 1 酒井 雅喜(2)   4:11.0 Q 1 黒岩 祐一郎(3)   4:16.6 Q
ｻｶｲ ﾏｻﾖｼ 佐久長聖高 ｸﾛｲﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 長野高

 2 村田 将斗(2)   4:19.7 2 田畑 雅伸(3)   4:17.0 
ﾑﾗﾀ ﾏｻﾄ 長野日大高 ﾀﾊﾞﾀ  ﾏｻﾉﾌﾞ 松川高

 3 滝沢 雄貴(3)   4:27.0 3 小林 周平(3)   4:17.6 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｷ 長野高専 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 市立長野高

 4 宮下 晴貴(3)   4:27.3 4 雨宮 慎一郎(3)   4:20.0 
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ 赤穂中 ｱﾒﾐﾔ ｼﾝｲﾁﾛｳ 諏訪実業高

 5 二村航平(1)   4:27.5 5 渋沢 敦也(2)   4:22.4 
ﾆﾑﾗ ｺｳﾍｲ 松商学園高 ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾂﾔ 長野吉田高

 6 福沢 晃泰(3)   4:31.7 6 金子 夏希(2)   4:23.8 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾃﾙﾔｽ 飯山北高 ｶﾈｺ ﾅﾂｷ 長野日大高

 7 高松 大也(3)   4:32.0 7 鳥羽 大地(2)   4:26.3 
ﾀｶﾏﾂ ﾏｻﾔ 長野吉田高 ﾄﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ 東京学芸大

 8 宮尾 淳矢   4:33.0 8 堀内 俊希(3)   4:30.2 
ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ 上伊那郡陸協 ﾎﾘｳﾁ ﾄｼｷ 上伊那農高

 9 桑原 大吾(3)   4:38.3 9 竹重 柊作(2)   4:40.7 
ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 創造学園高 ﾀｹｼｹﾞ ｼｭｳｻｸ 上田染谷丘高

10 塚田 亮太(3)   4:38.8 10 木村 貴峰   4:47.3 
ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 篠ﾉ井西中 ｷﾑﾗ ﾀｶﾈ 千曲市陸協

11 安藤 雄真(3)   4:39.3 11 青山 和暉(3)   4:47.6 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 上伊那農高 ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞｷ 田川高

12 小林 優矢(3)   4:44.0 12 中村 光希(3)   4:47.8 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 丸子中 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 篠ﾉ井西中

13 伊藤 武玄(3)   4:45.2 13 佐藤 優奈(3)   4:50.0 
ｲﾄｳ ﾑｹﾞﾝ 菅野中 ｻﾄｳﾕｳﾅ 相森中

14 清水 葉(3)   4:51.5 14 猪熊 敦志(3)   5:05.0 
ｼﾐｽﾞ ﾖｳ 芦原中 ｲﾉｸﾏ ｱﾂｼ 塩尻広陵中

15 相場 泰彦(2)   4:59.2 15 山本 裕太(2)   5:05.6 
ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ 小諸東中 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀ 篠ﾉ井高

16 深澤 亮太(3)   4:59.9 16 吉見 嵐斗(2)   5:15.4 
ﾌｶｻﾜ ﾘｮｳﾀ 豊科北中 ﾖｼﾐ ﾗﾝﾄ 中野平中

17 風間 龍成(3)   5:08.1 17 森角 陽介(3)   5:18.7 
ｶｻﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ 中野平中 ﾓﾘｶｸ ﾖｳｽｹ 浅間中

18 海川 和哉(2)   5:15.5 18 西澤 享太郎(2)   5:20.0 
ｳﾐｶﾜ ｶｽﾞﾔ 鉢盛中 ﾆｼｻﾞﾜ ｷｮｳﾀﾛｳ 若穂中

19 伊藤 佑樹(3)   5:27.8 大月 海世(2)
ｲﾄｳ ﾕｳｷ 上諏訪中 ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 明科中
宮尾 和希(3) 小林 弘明(3)
ﾐﾔｵ ｶｽﾞｷ 更級農業高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 小諸高
村沢 智啓 上村 涼(2)
ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 千曲市陸協 ｶﾐﾑﾗ ﾘｮｳ 飯山北高
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2  1371

3  5412

21  5299

8  7715

4  2178

19   345

13  1843

20  1281

1  7740

6    74

17  1066

所属名

15   550

14   866

16  7713
欠場
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 1 徳武 大起(3)  4:03.30 
ﾄｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ 松本大

 2 水梨 百哉(2)  4:04.76 
ﾐｽﾞﾅｼ ﾓﾓﾔ 長野日大高

 3 林 優人(3)  4:05.68 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 創造学園高

 4 宮澤 留以(3)  4:08.58 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾙｲ 飯田高

 5 塩原 大  4:09.33 
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲ 松本市陸協

 6 佐伯 拓海(2)  4:11.80 
ｻｴｷ ﾀｸﾐ 松本深志高

 7 箕浦 広志(3)  4:13.57 
ﾐﾉｳﾗ ｺｵｼ 長野吉田高

 8 岡村 卓也(3)  4:13.74 
ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 丸子修学館高

 9 上原 聡太(3)  4:14.50 
ｳｴﾊﾗ ｿｳﾀ 野沢北高

10 丸山 修平(2)  4:16.47 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 伊那北高

11 高橋 直志(3)  4:16.49 
ﾀｶﾊｼ ﾅｵｼ 大町高

12 原 謙二郎(2)  4:17.19 
ﾊﾗ  ｹﾝｼﾞﾛｳ 松川高

13 黒岩 祐一郎(3)  4:19.94 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳｲﾁﾛｳ 長野高

6  2073

3   560

1  3103

15  1517

16   423

2  1059

12  1747

8  7649

5  2238

14  2512

7   589

9  7676

10  1270

男子

1500m
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決勝 4月21日 15：05

長野県記録(KR)               7:56.23 佐藤　悠基                東海大           2006/08/22  

[ 1組] [ 2組]

 1 中山 峻弥(3)    9:58.58 1 関川 大悟(3)     9:31.17
ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 芦原中 ｾｷｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 伊那東部中

 2 金井 奎(1)   10:09.87 2 那須野 亨(3)     9:31.86
ｶﾅｲ ｹｲ 飯山北高 ﾅｽﾉ ﾄｵﾙ 伊那東部中

 3 玉井 誠(2)   10:10.66 3 木田 元春(2)     9:35.22
ﾀﾏｲ ﾏｺﾄ 広徳中 ｷﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ 信濃中

 4 小島 誠也(3)   10:17.70 4 柳沢 充保(3)     9:37.74
ｺｼﾞﾏ ｾｲﾔ 中野平中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾂﾔｽ 上田第一中

 5 荻原 宏崇(3)   10:18.24 5 萩原 拓海(3)     9:40.79
ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ 御代田中 ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ 駒ヶ根東中

 6 矢澤 雄太(3)   10:25.37 6 髙野 拡美(3)     9:43.75
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 伊那東部中 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾐ 広徳中

 7 山上 淳(2)   10:25.50 7 原田 草太(3)     9:44.16
ﾔﾏｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 上田第二中 ﾊﾗﾀﾞ ｿｳﾀ 阿南高

 8 菊地 慧(2)   10:30.96 8 高木 航志(1)     9:44.36
ｷｸﾁ ｻﾄﾙ 戸倉上山田中 ﾀｶｷﾞ ｺｳｼ 上田第五中

 9 笹沢 健司(1)   10:36.41 9 大澤 智樹(2)     9:45.57
ｻｻｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 丸子中 ｵｵｻﾜ ﾄﾓｷ 赤穂中

10 林 友也(3)   10:39.08 10 市川 楓(2)     9:48.29
ﾊﾔｼ ﾕｳﾔ 駒ヶ根東中 ｲﾁｶﾜ ｶｴﾃﾞ 丸子中

11 大川 柊弥(3)   10:40.19 11 春日 明日実(3)     9:50.13
ｵｵｶﾜ ﾄｳﾔ 菅野中 ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ 赤穂中

12 中村 怜輝(1)   10:44.79 12 日野 志朗(3)     9:51.53
ﾅｶﾑﾗ ﾚｷ 丸子中 ﾋﾉ ｼﾛｳ 箕輪中

13 米山幸伸(2)   10:45.80 13 塚田 亮太(3)     9:51.72
ﾖﾈﾔﾏﾕｷﾉﾌﾞ 岡谷北部中 ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 篠ﾉ井西中

14 小平 悟志(2)   10:46.42 14 清水 順太(3)     9:53.42
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄｼ 戸倉上山田中 ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 菅野中

15 岡田 稜(2)   10:49.58 15 内田 知樹(2)     9:56.34
ｵｶﾀﾞ ﾘｮｳ 赤穂中 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ 戸倉上山田中

16 春日 聖悟(2)   11:00.36 16 田中 晴之輔(3)     9:58.80
ｶｽｶﾞ ｾｲｺﾞ 箕輪中 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾉｽｹ 明科中

17 相場 泰彦(2)   11:04.14 17 藤原 大地(2)    10:04.18
ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ 小諸東中 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 丸子中

18 松村 光矢(3)   11:07.73 18 木村 祐太(2)    10:04.35
ﾏﾂﾑﾗ ｺｳﾔ 篠ﾉ井西中 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 鉢盛中

19 齋藤 颯(3)   11:08.21 19 塚原 和人(3)    10:07.55
ｻｲﾄｳ ﾊﾔﾃ 仁科台中 ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 櫻ヶ岡中

20 佐藤 拓哉(3)   11:08.36 20 竹村 吉晃(2)    10:15.66
ｻﾄｳ  ﾀｸﾔ T&F佐久平 ﾀｹﾑﾗ ﾖｼｱｷ 駒ヶ根東中

21 平塚 慎也(3)   11:10.59 21 野瀬 雅史(3)    10:15.99
ﾋﾗﾂｶ ｼﾝﾔ 信濃中 ﾉｾ ﾏｻﾌﾐ 梓川中

22 北村駿弥(2)   11:12.87 22 竹内 佑介(3)    10:16.28
ｷﾀﾑﾗｼｭﾝﾔ 岡谷北部中 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ 信濃中

23 渋谷 涼太(2)   11:14.75 23 真島 雅季(2)    10:17.24
ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾀ 鎌田中 ﾏｼﾏ ﾏｻｷ 北安松川中

# 秋山 侑平(3)   11:23.55 24 福澤 弘樹(1)    10:19.42
ｱｷﾔﾏ ﾕｳﾍｲ 戸倉上山田中 ﾌｸｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 東海大三高

# 井出 龍岳(2)   11:26.08 25 馬場 隆夫(2)    10:20.26
ｲﾃﾞ ﾀﾂﾀｶ 北佐久農業高 ﾊﾞﾊﾞ ﾀｶｵ 駒ヶ根東中

# 丸山 優太(2)   11:31.20 # 小林 優矢(3)    10:22.33
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 菅野中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 丸子中

# 木村 優也(2)   11:41.26 # 中村 光希(3)    10:23.48
ｷﾑﾗ ﾕｳﾔ 高森中 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 篠ﾉ井西中

# 岡田 絃希(2)   13:11.72 # 伊藤 武玄(3)    10:28.32
ｵｶﾀﾞ ｹﾞﾝｷ 菅野中 ｲﾄｳ ﾑｹﾞﾝ 菅野中

# 折橋 翔太(2)    10:28.38
ｵﾘﾊｼ ｼｮｳﾀ 塩尻広陵中

# 上田 星矢(1)    10:31.94
ｳｴﾀﾞ ｾｲﾔ 東海大三高

# 矢嶋 辰也(2)    10:36.60
ﾔｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 広徳中

# 竹内 悠太朗(3)    10:58.98
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾀﾛｳ 信濃中

# 南澤 裕馬(3)    11:10.00
ﾏﾅﾐｻﾜ ﾕｳﾏ 篠ﾉ井西中

5 9

14

21 117

12 110

18

4 134

23 140 17 140

12 158 35 9

15 140 8 121

16 159 29 106

6 126 7 117

13 128 34 154

3 157 36 134

31 134 19 115

7 91 13 106

17 67 23 36

21 9 14 19

33 52 16 121

18 101 15 156

36 105 2 126

14 126 3 140

35 157 11 9

30 121 20 101

11 140 24 105

25 106 6 121

24 121 32 105

20 126 26 87

19 142 30 108

22 160 28 110

10 100 27 106

5 127 31 141

8 110 10 134

1 86 1 160
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[ 3組]

 1 長沼 大智(1)    8:52.98
ﾅｶﾞﾇﾏ ﾀﾞｲﾁ 佐久長聖高

 2 澤 弘平(1)    8:55.61
ｻﾜ ｺｳﾍｲ 佐久長聖高

 3 田中 孝之輔(1)    8:55.73
ﾀﾅｶ ｺｳﾉｽｹ 佐久長聖高

 4 黒川 岳(1)    9:00.94
ｸﾛｶﾜ ｶﾞｸ 佐久長聖高

 5 山崎 光(1)    9:08.22
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾘ 長野日大高

 6 大谷 広樹(1)    9:12.65
ｵｵﾀﾆ ﾋﾛｷ 佐久長聖高

 7 島 龍之介(3)    9:15.66
ｼﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 駒ヶ根東中

 8 茂山 蓮太(1)    9:19.11
ｼｹﾞﾔﾏ ﾚﾝﾀ 佐久長聖高

 9 湯澤 亮太(3)    9:19.30
ﾕｻﾞﾜﾘｮｳﾀ 諏訪南中

10 鈴木 広親(1)    9:21.19
ｽｽﾞｷ ﾋﾛﾁｶ 佐久長聖高

11 築舘 陽介(3)    9:22.36
ﾂｷﾀﾞﾃ ﾖｳｽｹ 富士見中

12 細田 達也(1)    9:25.60
ﾎｿﾀﾞ  ﾀﾂﾔ 上田西高

13 山上 翼(1)    9:26.32
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾂﾊﾞｻ 長野日大高

14 水上 優斗(3)    9:28.36
ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳﾄ 赤穂中

15 宮下 晴貴(3)    9:29.56
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ 赤穂中

16 今滝 春彦(1)    9:29.74
ｲﾏﾀｷ  ﾊﾙﾋｺ 上田西高

17 熊井 捷人(2)    9:29.97
ｸﾏｲ ﾊﾔﾄ 戸倉上山田中

18 依田 航太郎(1)    9:33.06
ﾖﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 上田高

19 門脇 航(3)    9:34.12
ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ 中野平中

20 湯澤 舜(1)    9:37.80
ﾕｻﾞﾜ ｼｭﾝ 東海大三高

21 滝澤 代聖(3)    9:39.75
ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 駒ヶ根東中

22 高梨 良介(1)    9:42.12
ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ 東海大三高

23 細田 敦也(1)    9:51.30
ﾎｿﾀﾞ ｱﾂﾔ 上田高

24 箱山 陸人(3)    9:53.74
ﾊｺﾔﾏ ﾘｸﾄ 丸子中

25 関 颯人(3)    9:59.78
ｾｷ ﾊﾔﾄ 茅野東部中

# 大迫 隼也(1)   10:01.16
ｵｵｻｺ ｼﾞｭﾝﾔ 佐久長聖高

# 太田 裕真(2)   10:26.96
ｵｵﾀ ﾕｳﾏ 塩尻広陵中

# 川島 恵一(3)   10:34.60
ｶﾜｼﾏ ｹｲｲﾁ 高瀬中

# 横矢 宇博(2)   12:02.68
ﾖｺﾔ ﾀｶﾋﾛ 塩尻広陵中

男子
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No.



   1 長沼 大智(1) 佐久長聖高    8:52.98
   2 澤 弘平(1) 佐久長聖高    8:55.61
   3 田中 孝之輔(1) 佐久長聖高    8:55.73
   4 黒川 岳(1) 佐久長聖高    9:00.94
   5 山崎 光(1) 長野日大高    9:08.22
   6 大谷 広樹(1) 佐久長聖高    9:12.65
   7 島 龍之介(3) 駒ヶ根東中    9:15.66
   8 茂山 蓮太(1) 佐久長聖高    9:19.11
   9 湯澤 亮太(3) 諏訪南中    9:19.30
  10 鈴木 広親(1) 佐久長聖高    9:21.19
  11 築舘 陽介(3) 富士見中    9:22.36
  12 細田 達也(1) 上田西高    9:25.60
  13 山上 翼(1) 長野日大高    9:26.32
  14 水上 優斗(3) 赤穂中    9:28.36
  15 宮下 晴貴(3) 赤穂中    9:29.56
  16 今滝 春彦(1) 上田西高    9:29.74
  17 熊井 捷人(2) 戸倉上山田中    9:29.97
  18 関川 大悟(3) 伊那東部中    9:31.17
  19 那須野 亨(3) 伊那東部中    9:31.86
  20 依田 航太郎(1) 上田高    9:33.06
  21 門脇 航(3) 中野平中    9:34.12
  22 木田 元春(2) 信濃中    9:35.22
  22 柳沢 充保(3) 上田第一中    9:37.74
  24 湯澤 舜(1) 東海大三高    9:37.80
  25 滝澤 代聖(3) 駒ヶ根東中    9:39.75
  26 萩原 拓海(3) 駒ヶ根東中    9:40.79
  27 高梨 良介(1) 東海大三高    9:42.12
  28 髙野 拡美(3) 広徳中    9:43.75
  29 原田 草太(3) 阿南高    9:44.16
  30 高木 航志(1) 上田第五中    9:44.36
  31 大澤 智樹(2) 赤穂中    9:45.57
  32 市川 楓(2) 丸子中    9:48.29
  33 春日 明日実(3) 赤穂中    9:50.13
  34 細田 敦也(1) 上田高    9:51.30
  35 日野 志朗(3) 箕輪中    9:51.53
  36 塚田 亮太(3) 篠ﾉ井西中    9:51.72
  37 清水 順太(3) 菅野中    9:53.42
  38 箱山 陸人(3) 丸子中    9:53.74
  39 内田 知樹(2) 戸倉上山田中    9:56.34
  40 中山 峻弥(3) 芦原中    9:58.58
  41 田中 晴之輔(3) 明科中    9:58.80
  42 関 颯人(3) 茅野東部中    9:59.78
  43 大迫 隼也(1) 佐久長聖高   10:01.16
  44 藤原 大地(2) 丸子中   10:04.18
  45 木村 祐太(2) 鉢盛中   10:04.35
  46 塚原 和人(3) 櫻ヶ岡中   10:07.55
  47 金井 奎(1) 飯山北高   10:09.87
  48 玉井 誠(2) 広徳中   10:10.66
  49 竹村 吉晃(2) 駒ヶ根東中   10:15.66
  50 野瀬 雅史(3) 梓川中   10:15.99
  51 竹内 佑介(3) 信濃中   10:16.28
  52 真島 雅季(2) 北安松川中   10:17.24
  53 小島 誠也(3) 中野平中   10:17.70
  54 荻原 宏崇(3) 御代田中   10:18.24
  55 福澤 弘樹(1) 東海大三高   10:19.42
  56 馬場 隆夫(2) 駒ヶ根東中   10:20.26
  57 小林 優矢(3) 丸子中   10:22.33
  58 中村 光希(3) 篠ﾉ井西中   10:23.48
  59 矢澤 雄太(3) 伊那東部中   10:25.37
  60 山上 淳(2) 上田第二中   10:25.50
  61 太田 裕真(2) 塩尻広陵中   10:26.96
  62 伊藤 武玄(3) 菅野中   10:28.32
  63 折橋 翔太(2) 塩尻広陵中   10:28.38
  64 菊地 慧(2) 戸倉上山田中   10:30.96
  65 上田 星矢(1) 東海大三高   10:31.94
  66 川島 恵一(3) 高瀬中   10:34.60
  67 笹沢 健司(1) 丸子中   10:36.41
  68 矢嶋 辰也(2) 広徳中   10:36.60
  69 林 友也(3) 駒ヶ根東中   10:39.08
  70 大川 柊弥(3) 菅野中   10:40.19
  71 中村 怜輝(1) 丸子中   10:44.79
  72 米山幸伸(2) 岡谷北部中   10:45.80
  73 小平 悟志(2) 戸倉上山田中   10:46.42
  74 岡田 稜(2) 赤穂中   10:49.58
  75 竹内 悠太朗(3) 信濃中   10:58.98
  76 春日 聖悟(2) 箕輪中   11:00.36
  77 相場 泰彦(2) 小諸東中   11:04.14
  78 松村 光矢(3) 篠ﾉ井西中   11:07.73
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  79 齋藤 颯(3) 仁科台中   11:08.21
  80 佐藤 拓哉(3) T&F佐久平   11:08.36
  81 南澤 裕馬(3) 篠ﾉ井西中   11:10.00
  82 平塚 慎也(3) 信濃中   11:10.59
  83 北村駿弥(2) 岡谷北部中   11:12.87
  84 渋谷 涼太(2) 鎌田中   11:14.75
  85 秋山 侑平(3) 戸倉上山田中   11:23.55
  86 井出 龍岳(2) 北佐久農業高   11:26.08
  87 丸山 優太(2) 菅野中   11:31.20
  88 木村 優也(2) 高森中   11:41.26
  89 横矢 宇博(2) 塩尻広陵中   12:02.68
  90 岡田 絃希(2) 菅野中   13:11.72
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決勝 4月21日 10:40

長野県記録(KR)               13:21.49 上野　裕一郎                 中央大           2007/07/28  

※補助トラックで実施：手動計時

[ 1組] [ 2組]

 1 松下 治正(2)  16:49.0 1 田仲 賢(2)  15:59.9 
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾏｻ 小諸高 ﾀﾅｶ ｹﾝ 長野吉田高

 2 古畑 将太郎(3)  17:10.0 2 宮島 智洋(3)  16:04.4 
ﾌﾙﾊﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 木曽青峰高 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾁﾋﾛ 諏訪二葉高

 3 河原 徹弥(2)  17:25.0 3 名取 将大(2)  16:08.5 
ｶﾜﾊﾗ ﾃﾂﾔ 長野高専 ﾅﾄﾘ ﾏｻﾋﾛ 東海大三高

 4 中村 優希(2)  17:28.0 4 田中 大輝(2)  16:09.8 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 塩尻志学館高 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 長野吉田高

 5 渡會 拓実(2)  17:29.0 5 柳澤 一樹  16:15.4 
ﾜﾀﾗｲ ﾀｸﾐ 北部高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 佐久市陸協

 6 上條 裕紀(3)  17:37.0 6 竹村 一希(2)  16:16.2 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 田川高 ﾀｹﾑﾗ ｶｽﾞｷ 伊那北高

 7 遠藤 崇弘(2)  17:39.0 7 田畑 雅伸(3)  16:19.0 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 穂高商業高 ﾀﾊﾞﾀ  ﾏｻﾉﾌﾞ 松川高

 8 塩入 慶太(3)  17:43.0 8 柳澤 佑丞(2)  16:30.5 
ｼｵｲﾘ ｹｲﾀ 大町北高 ﾔﾅｷﾞｻﾜﾕｳｽｹ 岩村田高

 9 矢沢  直(3)  17:44.0 9 上條 広裕希(2)  16:41.5 
ﾔｻﾞﾜ  ｽﾅｵ 松川高 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾛﾕｷ 松本県ヶ丘高

10 竹重 柊作(2)  17:46.0 10 波多野 悠人(2)  16:46.4 
ﾀｹｼｹﾞ ｼｭｳｻｸ 上田染谷丘高 ﾊﾀﾉ ﾕｳﾄ 松本大

11 郡司 耕平(1)  17:48.0 11 島田 康陽(5)  16:48.8 
ｸﾞﾝｼﾞ ｺｳﾍｲ 諏訪清陵高 ｼﾏﾀﾞ ｺｳﾖｳ 長野高専

12 木村 貴峰  17:49.0 12 峯村 直樹(3)  16:49.6 
ｷﾑﾗ ﾀｶﾈ 千曲市陸協 ﾐﾈﾑﾗ ﾅｵｷ 須坂園芸高

13 宮坂 大樹(2)  17:57.0 13 深井 利彦  16:50.9 
ﾐﾔｻｶ  ﾀﾞｲｷ 屋代高 ﾌｶｲ ﾄｼﾋｺ 須坂陸協

14 加藤 航太(2)  17:58.0 14 島崎 敦也(2)  16:59.3 
ｶﾄｳ ｺｳﾀ 伊那北高 ｼﾏｻﾞｷ ｱﾂﾔ 飯山北高

15 小森 勇志(2)  18:12.0 15 田中 仁悟(2)  17:11.3 
ｺﾓﾘ ﾕｳｼ 長野西高 ﾀﾅｶ ｼﾞﾝｺﾞ 諏訪二葉高

16 大西 将(2)  18:17.0 16 小矢沢 龍二(2)  17:13.6 
ｵｵﾆｼ ｼｮｳ 飯山北高 ｺﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 長野高

17 山崎 洵(2)  18:19.0 17 白川 友一(1)  17:14.3 
ﾔﾏｻﾞｷ  ｼﾞｭﾝ 屋代高 ｼﾗｶﾜﾕｳｲﾁ 中野立志館高

18 宮本 泰典(2)  18:27.0 18 楜沢 俊明  17:14.5 
ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 松本深志高 ｸﾙﾐｻﾜ ﾄｼｱｷ 松川村AC

19 神村 慧(2)  18:28.0 19 伊藤 航平(1)  17:14.7 
ｶﾐﾑﾗ ｹｲ 木曽青峰高 ｲﾄｳ ｺｳﾍｲ 諏訪清陵高

20 塩嶋 耕平(3)  18:29.0 20 大峡 翔太(1)  17:19.3 
ｼｵｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 長野高専 ｵｵﾊﾞｼｮｳﾀ 中野立志館高

21 吉本 純歩(2)  18:30.0 21 山本 昌希  17:35.5 
ﾖｼﾓﾄ ｽﾐﾎ 松本県ヶ丘高 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本市陸協

22 春日 良太(2)  20:43.0 22 篠塚 大樹(3)  17:36.0 
ｶｽｶﾞ ﾘｮｳﾀ 更級農業高 ｼﾉﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 須坂園芸高

23 寺元 一馬(2)  20:46.0 23 土屋 望(2)  17:46.0 
ﾃﾗﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 長野高専 ﾂﾁﾔ ﾉｿﾞﾑ 上田高
田中 雅喜(3) 24 滝澤 将弥(3)  18:09.8 
ﾀﾅｶ ﾏｻｷ 伊那弥生ヶ丘高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 上田染谷丘高
横山 諒(3) 25 筒井 将斗(3)  18:18.4 
ﾖｺﾔﾏ ﾘｮｳ 長野高専 ﾂﾂｲ ﾏｻﾄ 東海大三高
宮尾 和希(3) 村澤 陽介
ﾐﾔｵ ｶｽﾞｷ 更級農業高 ﾑﾗｻﾜ ﾖｳｽｹ 長野市陸協
小林 巧(2) 長岡 千豪
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 松本美須々ヶ丘高 ﾅｶﾞｵｶ ﾕｷﾋﾃﾞ 安曇野陸協
櫻山 博史 北澤 文康
ｻｸﾗﾔﾏ ﾋﾛｼ 塩尻市役所 ｷﾀｻﾞﾜ ﾌﾐﾔｽ 千曲市陸協
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[ 3組] [ 4組]

 1 小林 祐太(2)  15:28.6 1 髙森 建吾(2)  14:46.8 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳﾀ 上田西高 ﾀｶﾓﾘ ｹﾝｺﾞ 佐久長聖高

 2 松野 淳司  15:30.6 2 臼田 康一郎(3)  15:04.0 
ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 塩尻市陸協 ｳｽﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 佐久長聖高

 3 青木 雅史  15:40.0 3 早野 吉信  15:04.5 
ｱｵｷ ﾏｻｼ 長野市陸協 ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 下伊那郡陸協

 4 百瀬 永吉  15:40.3 4 池田 生成(3)  15:09.9 
ﾓﾓｾ ﾅｶﾞﾖｼ 松本市陸協 ｲｹﾀﾞ ｷﾅﾘ 佐久長聖高

 5 佐伯 拓海(2)  15:41.5 5 藤木 悠太(2)  15:10.7 
ｻｴｷ ﾀｸﾐ 松本深志高 ﾌｼﾞｷ ﾕｳﾀ 佐久長聖高

 6 樋口 正晃  15:44.0 6 降幡 真也(3)  15:13.3 
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協 ﾌﾘﾊﾀ ﾏｻﾔ 松商学園高

 7 高橋 悠平(2)  15:44.8 7 中山 智裕(3)  15:16.2 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾍｲ 東海大三高 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 佐久長聖高

 8 土屋 秀徳  15:45.2 8 寺島 慧悟  15:20.8 
ﾂﾁﾔ ﾋﾃﾞﾉﾘ 上田陸協 ﾃﾗｼﾏ ｹｲｺﾞ 長野市陸協

 9 山田 祐也(2)  15:51.4 9 羽川 英一  15:23.1 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 長野東高 ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ 松本市陸協

10 小山 玄(3)  15:59.7 10 塩原 大  15:28.9 
ｺﾔﾏ ﾋｶﾙ 長野高 ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲ 松本市陸協

11 雨宮 慎一郎(3)  16:00.6 11 柳沢 瑞樹  15:29.3 
ｱﾒﾐﾔ ｼﾝｲﾁﾛｳ 諏訪実業高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｽﾞｷ 須坂陸協

12 原 謙二郎(2)  16:04.3 12 松久 哲治  15:31.1 
ﾊﾗ  ｹﾝｼﾞﾛｳ 松川高 ﾏﾂﾋｻ ﾃﾂﾊﾙ 上田陸協

13 池上 幸助  16:11.4 13 小長谷 祥治(4)  15:35.3 
ｲｹｶﾞﾐ ｺｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ ｺﾅｶﾞﾔ  ﾖｼﾊﾙ 信州大

14 小川 健三  16:13.4 14 川口 賢人(2)  15:36.8 
ｵｶﾞﾜ ｹﾝｿﾞｳ 長野市陸協 ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 佐久長聖高

15 二村航平(1)  16:13.9 15 柄澤 拓也(2)  15:40.2 
ﾆﾑﾗ ｺｳﾍｲ 松商学園高 ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾔ 佐久長聖高

16 玉城 柾人(2)  16:24.4 16 保倉 聡(3)  15:41.4 
ﾀﾏｷ ﾏｻﾄ 長野東高 ﾎｸﾗ ｻﾄｼ 佐久長聖高

17 藤澤 知之(2)  16:26.9 17 清水 文人(4)  15:44.0 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾄﾓﾉﾘ 松本大 ｼﾐｽﾞ  ﾌﾐﾋﾄ 信州大

18 田中 秀一  16:28.5 18 高木 孝亮(4)  15:53.3 
ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ ﾄｰﾊﾂ ﾀｶｷﾞ  ｺｳｽｹ 信州大

19 坂野 圭史(1)  16:30.6 19 細川 翔太郎(2)  15:53.9 
ｻｶﾉ  ｹｲｼ 信州大 ﾎｿｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 大町高

20 松崎 雄介(M)  16:38.0 20 佐藤 隆史  16:02.2 
ﾏﾂｻﾞｷﾕｳｽｹ 駒ヶ根市陸協 ｻﾄｳ ﾀｶｼ 千曲市陸協

21 満澤 崇央(2)  16:40.7 21 高橋 直志(3)  16:05.8 
ﾐﾂｻﾞﾜ ﾀｶﾋｻ 長野東高 ﾀｶﾊｼ ﾅｵｼ 大町高

22 泉 継道(1)  16:42.2 22 中村 純和  16:33.0 
ｲｽﾞﾐ  ﾂｸﾞﾐﾁ 信州大 ﾅｶﾑﾗ ｽﾐｶｽﾞ 長野市陸協

23 竹村 僚太(2)  16:43.5 23 蟹澤 淳平(2)  16:36.0 
ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 大町北高 ｶﾆｻﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 佐久長聖高

24 大日方 光輝(2)  16:47.6 24 鳥羽 大地(2)  16:57.5 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｷ 長野日大高 ﾄﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ 東京学芸大

25 丸山 純一  17:19.0 25 熊谷 皐(2)  17:59.6 
ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ 安曇野陸協 ｸﾏｶﾞｲ ｺｳ 佐久長聖高
八反田浩也 春日 千速(2)
ﾊｯﾀﾝﾀﾞﾋﾛﾔ 上田陸協 ｶｽｶﾞ ﾁﾊﾔ 佐久長聖高
西沢 紀元 平田 和也
ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾓﾄ 大町市陸協 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾔ 長野市陸協
杉本 浩二 丸山 修平(2)
ｽｷﾞﾓﾄ ｺｳｼﾞ 上田陸協 ﾏﾙﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 伊那北高
北村 健(4) 前澤 利弥
ｷﾀﾑﾗ ﾀｹｼ 松本大 ﾏｴｻﾞﾜ ﾄｼﾔ 飯田市陸協
井上 和己(2) 小林 正典
ｲﾉｳｴ ｶｽﾞｷ 東海大三高 ｺﾊﾞﾔ ｼﾏｻﾉﾘ 上田陸協
中村 英雄(2) 村沢 智啓
ﾅｶﾑﾗ  ﾋﾃﾞｵ 信州大 ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 千曲市陸協

欠場
19  7713

欠場

欠場
13  7745

欠場
15  7689

失格
5  7733

欠場
11   423

28  1654

6  1642

16  1656

25  7740

9  2073

27  7732

7  2079

21  7712

30  8199

31  8182

20  1643

22  1652

29  7780

8  1663

2  7711

17  7690

23  7648

1  7649

10  1649

3  7727

4  1669

18  2482

14  7634

12  1647

所属名 記録／備考
24  1665

26  1641

29  7786
欠場

順

欠場
25    47

欠場

8  7691

15  7683

欠場
7  7716

欠場

13  7621

2  7693

欠場

10  2041

28  1287

3  1206

30  7783

31  7778

20  7638

9  7675

18  7615

1  2467

19  1205

24  7614

26  7728

11    74

14   560

21  1204

17  3101

23    51

4  7692

22  2238

5  7686

12  7730

16  7652

6  2785

27  7630

5000m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 No. 氏  名

男子



   1 髙森 建吾(2) 佐久長聖高   14:46.8  4  1
   2 臼田 康一郎(3) 佐久長聖高   15:04.0  4  2
   3 早野 吉信 下伊那郡陸協   15:04.5  4  3
   4 池田 生成(3) 佐久長聖高   15:09.9  4  4
   5 藤木 悠太(2) 佐久長聖高   15:10.7  4  5
   6 降幡 真也(3) 松商学園高   15:13.3  4  6
   7 中山 智裕(3) 佐久長聖高   15:16.2  4  7
   8 寺島 慧悟 長野市陸協   15:20.8  4  8
   9 羽川 英一 松本市陸協   15:23.1  4  9
  10 小林 祐太(2) 上田西高   15:28.6  3  1
  11 塩原 大 松本市陸協   15:28.9  4 10
  12 柳沢 瑞樹 須坂陸協   15:29.3  4 11
  13 松野 淳司 塩尻市陸協   15:30.6  3  2
  14 松久 哲治 上田陸協   15:31.1  4 12
  15 小長谷 祥治(4) 信州大   15:35.3  4 13
  16 川口 賢人(2) 佐久長聖高   15:36.8  4 14
  17 青木 雅史 長野市陸協   15:40.0  3  3
  18 柄澤 拓也(2) 佐久長聖高   15:40.2  4 15
  19 百瀬 永吉 松本市陸協   15:40.3  3  4
  20 保倉 聡(3) 佐久長聖高   15:41.4  4 16
  21 佐伯 拓海(2) 松本深志高   15:41.5  3  5
  22 樋口 正晃 上伊那郡陸協   15:44.0  3  6
  22 清水 文人(4) 信州大   15:44.0  4 17
  24 高橋 悠平(2) 東海大三高   15:44.8  3  7
  25 土屋 秀徳 上田陸協   15:45.2  3  8
  26 山田 祐也(2) 長野東高   15:51.4  3  9
  27 高木 孝亮(4) 信州大   15:53.3  4 18
  28 細川 翔太郎(2) 大町高   15:53.9  4 19
  29 小山 玄(3) 長野高   15:59.7  3 10
  30 田仲 賢(2) 長野吉田高   15:59.9  2  1
  31 雨宮 慎一郎(3) 諏訪実業高   16:00.6  3 11
  32 佐藤 隆史 千曲市陸協   16:02.2  4 20
  33 原 謙二郎(2) 松川高   16:04.3  3 12
  34 宮島 智洋(3) 諏訪二葉高   16:04.4  2  2
  35 高橋 直志(3) 大町高   16:05.8  4 21
  36 名取 将大(2) 東海大三高   16:08.5  2  3
  37 田中 大輝(2) 長野吉田高   16:09.8  2  4
  38 池上 幸助 ﾄｰﾊﾂ   16:11.4  3 13
  39 小川 健三 長野市陸協   16:13.4  3 14
  40 二村航平(1) 松商学園高   16:13.9  3 15
  41 柳澤 一樹 佐久市陸協   16:15.4  2  5
  42 竹村 一希(2) 伊那北高   16:16.2  2  6
  43 田畑 雅伸(3) 松川高   16:19.0  2  7
  44 玉城 柾人(2) 長野東高   16:24.4  3 16
  45 藤澤 知之(2) 松本大   16:26.9  3 17
  46 田中 秀一 ﾄｰﾊﾂ   16:28.5  3 18
  47 柳澤 佑丞(2) 岩村田高   16:30.5  2  8
  48 坂野 圭史(1) 信州大   16:30.6  3 19
  49 中村 純和 長野市陸協   16:33.0  4 22
  50 蟹澤 淳平(2) 佐久長聖高   16:36.0  4 23
  51 松崎 雄介(M) 駒ヶ根市陸協   16:38.0  3 20
  52 満澤 崇央(2) 長野東高   16:40.7  3 21
  53 上條 広裕希(2) 松本県ヶ丘高   16:41.5  2  9
  54 泉 継道(1) 信州大   16:42.2  3 22
  55 竹村 僚太(2) 大町北高   16:43.5  3 23
  56 波多野 悠人(2) 松本大   16:46.4  2 10
  57 大日方 光輝(2) 長野日大高   16:47.6  3 24
  58 島田 康陽(5) 長野高専   16:48.8  2 11
  59 松下 治正(2) 小諸高   16:49.0  1  1
  60 峯村 直樹(3) 須坂園芸高   16:49.6  2 12
  61 深井 利彦 須坂陸協   16:50.9  2 13
  62 鳥羽 大地(2) 東京学芸大   16:57.5  4 24
  63 島崎 敦也(2) 飯山北高   16:59.3  2 14
  64 古畑 将太郎(3) 木曽青峰高   17:10.0  1  2
  65 田中 仁悟(2) 諏訪二葉高   17:11.3  2 15
  66 小矢沢 龍二(2) 長野高   17:13.6  2 16
  67 白川 友一(1) 中野立志館高   17:14.3  2 17
  68 楜沢 俊明 松川村AC   17:14.5  2 18
  69 伊藤 航平(1) 諏訪清陵高   17:14.7  2 19
  70 丸山 純一 安曇野陸協   17:19.0  3 25
  71 大峡 翔太(1) 中野立志館高   17:19.3  2 20
  72 河原 徹弥(2) 長野高専   17:25.0  1  3
  73 中村 優希(2) 塩尻志学館高   17:28.0  1  4
  74 渡會 拓実(2) 北部高   17:29.0  1  5
  75 山本 昌希 松本市陸協   17:35.5  2 21
  76 篠塚 大樹(3) 須坂園芸高   17:36.0  2 22
  77 上條 裕紀(3) 田川高   17:37.0  1  6
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  78 遠藤 崇弘(2) 穂高商業高   17:39.0  1  7
  79 塩入 慶太(3) 大町北高   17:43.0  1  8
  80 矢沢  直(3) 松川高   17:44.0  1  9
  81 竹重 柊作(2) 上田染谷丘高   17:46.0  1 10
  81 土屋 望(2) 上田高   17:46.0  2 23
  83 郡司 耕平(1) 諏訪清陵高   17:48.0  1 11
  84 木村 貴峰 千曲市陸協   17:49.0  1 12
  85 宮坂 大樹(2) 屋代高   17:57.0  1 13
  86 加藤 航太(2) 伊那北高   17:58.0  1 14
  87 熊谷 皐(2) 佐久長聖高   17:59.6  4 25
  88 滝澤 将弥(3) 上田染谷丘高   18:09.8  2 24
  89 小森 勇志(2) 長野西高   18:12.0  1 15
  90 大西 将(2) 飯山北高   18:17.0  1 16
  91 筒井 将斗(3) 東海大三高   18:18.4  2 25
  92 山崎 洵(2) 屋代高   18:19.0  1 17
  93 宮本 泰典(2) 松本深志高   18:27.0  1 18
  94 神村 慧(2) 木曽青峰高   18:28.0  1 19
  95 塩嶋 耕平(3) 長野高専   18:29.0  1 20
  96 吉本 純歩(2) 松本県ヶ丘高   18:30.0  1 21
  97 春日 良太(2) 更級農業高   20:43.0  1 22
  98 寺元 一馬(2) 長野高専   20:46.0  1 23
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決勝 4月22日 10:10

長野県記録(KR)               27:51.65 佐藤　悠基                   東海大           2007/10/14  
大会記録(GR)                 29:11.80 ｼﾞｭﾘｱｽｵﾜｲｸﾜ                  ｶﾉｳﾗｸﾗﾌﾞ         1995        

 1 髙森 建吾(2)  30:41.0 
ﾀｶﾓﾘ ｹﾝｺﾞ 佐久長聖高

 2 臼田 康一郎(3)  31:05.3 
ｳｽﾀﾞ ｺｳｲﾁﾛｳ 佐久長聖高

 3 藤木 悠太(2)  31:05.7 
ﾌｼﾞｷ ﾕｳﾀ 佐久長聖高

 4 池田 生成(3)  31:15.4 
ｲｹﾀﾞ ｷﾅﾘ 佐久長聖高

 5 成田 元一(3)  31:16.3 
ﾅﾘﾀ ｹﾞﾝｲﾁ 佐久長聖高

 6 前澤 利弥  31:30.8 
ﾏｴｻﾞﾜ ﾄｼﾔ 飯田市陸協

 7 中山 智裕(3)  31:42.7 
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓﾋﾛ 佐久長聖高

 8 蟹澤 淳平(2)  31:52.3 
ｶﾆｻﾜ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 佐久長聖高

 9 川口 賢人(2)  31:54.9 
ｶﾜｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 佐久長聖高

10 羽川 英一  31:58.5 
ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ 松本市陸協

11 柄澤 拓也(2)  32:00.5 
ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾔ 佐久長聖高

12 西沢 紀元  32:07.7 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾓﾄ 大町市陸協

13 小長谷 祥治(4)  32:17.1 
ｺﾅｶﾞﾔ  ﾖｼﾊﾙ 信州大

14 清水 文人(4)  32:26.1 
ｼﾐｽﾞ  ﾌﾐﾋﾄ 信州大

15 春日 千速(2)  32:40.8 
ｶｽｶﾞ ﾁﾊﾔ 佐久長聖高

16 松村 健一  32:44.5 
ﾏﾂﾑﾗ ｹﾝｲﾁ 下伊那郡陸協

17 松山 克敏  32:52.7 
ﾏﾂﾔﾏ ｶﾂﾄｼ 下伊那郡陸協

18 保倉 聡(3)  33:08.8 
ﾎｸﾗ ｻﾄｼ 佐久長聖高

19 山岸 雄気(3)  33:14.5 
ﾔﾏｷﾞｼﾕｳｷ 中野立志館高

20 米山 祐貴(2)  33:15.0 
ﾖﾈﾔﾏ  ﾕｳｷ 信州大

21 高木 孝亮(4)  33:17.2 
ﾀｶｷﾞ  ｺｳｽｹ 信州大

22 柳澤 一樹  33:27.4 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ 佐久市陸協

23 山崎 隆司(4)  33:41.4 
ﾔﾏｻﾞｷ  ﾘｭｳｼﾞ 信州大

24 藤澤 知之(2)  33:54.8 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾄﾓﾉﾘ 松本大

25 松下 治正(2)  34:32.2 
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾏｻ 小諸高

26 藤澤 公宣(3)  34:45.3 
ﾌｼﾞｻﾜｷﾐﾉﾌﾞ 中野立志館高

27 山岸 将也(3)  35:12.2 
ﾔﾏｷﾞｼ  ﾏｻﾔ 上田西高

28 南部 恭祐(3)  35:16.4 
ﾅﾝﾌﾞ  ｷｮｳｽｹ 信州大

29 前田 庸宏(M)  35:31.5 
ﾏｴﾀﾞ  ﾉﾌﾞﾋﾛ 信州大

30 大西 剣士(2)  36:00.6 
ｵｵﾆｼ  ｹﾝｼ 信州大

31 徳竹 昴紀(3)  36:17.4 
ﾄｸﾀｹｺｳｷ 中野立志館高
山梨 紘一郎
ﾔﾏﾅｼ ｺｳｲﾁﾛｳ 飯田市陸協 失格
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予選 4月22日 15:15
決勝 4月22日 16:35

長野県記録(KR)                  14.09 高橋　智男                   福井工業大       1997/10/03  
大会記録(GR)                    14.62 高橋　智男                   飯山市陸協       2001        

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 +4.5

 1 中島 瑞樹(2)    16.26 Q 1 小林  涼(3)    16.07 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 飯田高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 野沢北高

 2 岡田 英希(2)    16.51 q 2 木村 大樹(4)    16.52 q
ｵｶﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ 松川高 ｷﾑﾗ  ﾀﾞｲｷ 信州大

 3 中嶋 友也    17.18 3 田畑 勇貴    16.77 q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 横浜国大

 4 寺島 翔太(3)    17.19 4 鰐川 一輝(3)    16.98 
ﾃﾗｼﾏ ｼｮｳﾀ 大町高 ﾜﾆｶﾜ ｶｽﾞｷ 松本県ヶ丘高

 5 小澤 亮(3)    24.63 5 内山 彼方(3)    17.10 
ｺｻﾞﾜ ﾘｮｳ 飯田風越高 ｳﾁﾔﾏ ｶﾅﾀ 長野高専
宮下 空(3) 6 篠田 匡史(2)    17.34 
ﾐﾔｼﾀ ｿﾗ 上田千曲高 ｼﾉﾀﾞ  ﾏｻｼﾞ 松川高
望月 康平(3) 7 中山 雄太(2)    18.28 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ 穂高商業高 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 長野吉田高
丸山 貴倫(3) 小宮山 美毅(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾐﾁ 松商学園高 ｺﾐﾔﾏ ﾖｼｷ 上田千曲高

[ 3組] 風速 +1.5 [ 4組] 風速 +2.8

 1 東山 由輝(1)    15.84 Q 1 松井 岳(3)    16.71 Q
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾖｼｷ 東海大 ﾏﾂｲ ﾀｹｼ 大町高

 2 伊達 仁哉    15.88 q 2 岩崎 晴也(3)    17.34 
ﾀﾞﾃ ﾏｻﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾔ 長野高専

 3 土屋 翔太(3)    17.46 3 石関 秀伍(2)    18.41 
ﾂﾁﾔｼｮｳﾀ 中野立志館高 ｲｼｾﾞｷ  ｼｭｳｺﾞ 信州大

 4 竹内 一弘    18.03 4 藤井 智明(3)    20.52 
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾋﾛ Dream.A.C ﾌｼﾞｲ ﾄﾓｱｷ 田川高

 5 内堀 和輝(3)    18.98 三田 隼太郎(2)
ｳﾁﾎﾞﾘ ｶｽﾞｷ 小諸高 ﾐﾀ ｼｭﾝﾀﾛｳ 野沢北高
和田 昌也(3) 鶴岡 佐介(2)
ﾜﾀﾞ ﾏｻﾔ 大町高 ﾂﾙｵｶ ｻｽｹ 佐久長聖高
平澤 慎(3) 小幡 卓哉(3)
ﾋﾗｻﾜ ｼﾝ 飯田風越高 ｵﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ 松本深志高
岩間 雅英(2) 太田 和彰(2)
ｲﾜﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ 松商学園高 ｵｵﾀ ｶｽﾞｱｷ 日本大

風速 -0.8

 1 伊達 仁哉    15.75 
ﾀﾞﾃ ﾏｻﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 2 東山 由輝(1)    15.93 
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾖｼｷ 東海大

 3 小林  涼(3)    16.05 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 野沢北高

 4 中島 瑞樹(2)    16.16 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 飯田高

 5 岡田 英希(2)    16.55 
ｵｶﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ 松川高

 6 田畑 勇貴    16.76 
ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 横浜国大

 7 木村 大樹(4)    16.81 
ｷﾑﾗ  ﾀﾞｲｷ 信州大

 8 松井 岳(3)    17.05 
ﾏﾂｲ ﾀｹｼ 大町高

2  8191

4  2067

8   557

3  7631

6  1542

5   562

9  7761

7  7736

7  7742
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  2811
欠場

6  2235
欠場

8  2185

4  1526
失格

5  3506

9  7782

氏  名 所属名 記録／備考
2  2067

8   605
失格

4  2491
欠場

7  1712

2  2066
失格

5   892

6  7604

3  7736

9  7761

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

4  1063

6  1872

7  3507

2   556

8  7631

3  2294

記録／備考
5  1542

9  8191

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

欠場
5  2124

欠場
6  2479

3   600

4  1873

9  7768

2  2064

記録／備考
8   562

7   557

男子

110mH(1.067m)

予選 通過基準  4組  1着 + 4 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 4月22日 15:05
決勝 4月22日 16:30

大会記録(GR)                    15.23 早川 恭平                    長野吉田高       2007        

[ 1組] 風速 +2.2 [ 2組] 風速 -2.0

 1 川口 純(1)    19.10 Q 1 山浦 貫人(3)    17.35 Q
ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 飯田高 ﾔﾏｳﾗ  ｶﾝﾄ T&F佐久平

 2 大野 聡士(1)    19.48 Q 2 石井 冬馬(3)    17.90 Q
ｵｵﾉ  ｻﾄｼ 松川高 ｲｼｲ ﾄｳﾏ 上諏訪中

 3 永田 望海(3)    19.50 Q 3 吉川 涼平(1)    18.81 Q
ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 豊科北中 ﾖｼｶﾜ  ﾘｮｳﾍｲ 松川高

 4 坂田 涼輔(2)    20.74 q 4 小松 太一(2)    20.93 q
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 丸子中 ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 信明中

 5 御子柴 尚(3)    22.22 5 野原 尚貴(2)    21.02 
ﾐｺｼﾊﾞ ｼｮｳ 上諏訪中 ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 丸子北中

 6 北澤 尚之(2)    22.50 6 藤原 渓太(2)    21.36 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾕｷ 仁科台中 ﾌｼﾞﾜﾗ ｹｲﾀ 箕輪中

 7 小須田 健(3)    23.09 馬場 郁弥(3)
ｺｽﾀﾞ ﾀｹｼ 上田第五中 ﾊﾞﾊﾞ ﾌﾐﾔ 裾花中

 8 丸山 凌治(2)    25.72 牧内 豪(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｼﾞ 箕輪中 ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ 飯田高陵中

風速 +1.0

 1 山浦 貫人(3)    17.07 
ﾔﾏｳﾗ  ｶﾝﾄ T&F佐久平

 2 石井 冬馬(3)    17.35 
ｲｼｲ ﾄｳﾏ 上諏訪中

 3 吉川 涼平(1)    18.28 
ﾖｼｶﾜ  ﾘｮｳﾍｲ 松川高

 4 永田 望海(3)    18.40 
ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 豊科北中

 5 川口 純(1)    18.79 
ｶﾜｸﾞﾁ ｼﾞｭﾝ 飯田高

 6 大野 聡士(1)    18.84 
ｵｵﾉ  ｻﾄｼ 松川高

 7 坂田 涼輔(2)    20.84 
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 丸子中

 8 小松 太一(2)    21.07 
ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 信明中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

男子

110mJH

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

6   537

所属名 記録／備考
5   570

9  5031

4  5103

7  5481

8  4571

2  4762

3  5111

所属名 記録／備考
2  7759

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

9   554

6  4813

7  5021

8  4575

4  4753

3  5446

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

欠場
5  5122

欠場

6  5021

所属名 記録／備考
4  7759

7   570

9   554

8  5103

3  4813

5   537

2  5481



予選 4月21日 10:50
決勝 4月21日 17:00

長野県記録(KR)                  50.53 小林 豊                      慶応大           2002/05/18  
大会記録(GR)                    51.90 小林　豊                     慶応大           2002        

[ 1組] [ 2組]

 1 川西 翔太(1)    55.76 q 1 大野 貴弘(3)    54.85 q
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 松本大 ｵｵﾉ  ﾀｶﾋﾛ 信州大

 2 熊谷 憲    57.39 2 奥垣内 将晴(2)    57.07 q
ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ｳｸｶﾞｲﾄ ﾏｻﾊﾙ 東海大三高

 3 豊田 利彦    58.04 3 清水 泰志(3)    59.45 
ﾄﾖﾀﾞ  ﾄｼﾋｺ 信大AC ｼﾐｽﾞ  ﾀｲｼ 上伊那農高

 4 塚本 修平(4)    58.04 4 清水 尭(3)  1:00.07 
ﾂｶﾓﾄ  ｼｭｳﾍｲ 信州大 ｼﾐｽﾞ ﾀｹﾙ 野沢南高

 5 高橋 将人(3)  1:01.35 5 三浦 慶也(3)  1:03.21 
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 市立長野高 ﾐｳﾗ ﾖｼﾔ 小諸高

 6 明田 壮司(3)  1:02.45 6 太田 一臣(3)  1:04.93 
ﾒｲﾀﾞ ｿｳｼ 諏訪実業高 ｵｵﾀ ｶｽﾞｵﾐ 大町北高

 7 窪田 五大(3)  1:03.41 7 三田 隼太郎(2)  1:06.86 
ｸﾎﾞﾀ ｺﾞﾀﾞｲ 穂高商業高 ﾐﾀ ｼｭﾝﾀﾛｳ 野沢北高

 8 太田 将史(3)  1:06.25 8 轟 太地(2)  1:07.51 
ｵｵﾀ ﾏｻﾌﾐ 松代高 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾀｲﾁ 須坂高

 9 石井 雄也(3)  1:08.32 根岸 光星(3)
ｲｼｲ ﾕｳﾔ 長野商業高 ﾈｷﾞｼ ﾋｶﾙ 松代高

[ 3組] [ 4組]

 1 中村 悠陽(2)    56.58 q 1 小林  涼(3)    56.45 q
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾋ 松本大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 野沢北高

 2 北川 幹太(3)    58.65 2 中島 瑞樹(2)    58.76 
ｷﾀｶﾞﾜ  ｶﾝﾀ 信州大 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 飯田高

 3 北澤 孝憲(3)    58.93 3 藤野 竜太(2)  1:00.47 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 東海大三高 ﾌｼﾞﾉ  ﾘｭｳﾀ 信州大

 4 中原 慎二(2)    59.71 4 佐藤 友哉(3)  1:00.55 
ﾅｶﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 伊那北高 ｻﾄｳ ﾕｳﾔ 長野西高

 5 鷹野 洋(2)  1:00.55 5 内山 彼方(3)  1:01.57 
ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ 長野高 ｳﾁﾔﾏ ｶﾅﾀ 長野高専

 6 土屋 翔太(3)  1:01.95 6 上條 健宏(3)  1:01.76 
ﾂﾁﾔｼｮｳﾀ 中野立志館高 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹﾋﾛ 塩尻志学館高

 7 鰐川 一輝(3)  1:02.21 7 千國 亮(2)  1:02.10 
ﾜﾆｶﾜ ｶｽﾞｷ 松本県ヶ丘高 ﾁｸﾆ ﾘｮｳ 大町高

 8 水﨑 友一朗(3)  1:07.16 8 関 優樹(2)  1:04.22 
ﾐｽﾞｻｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 長野西高 ｾｷ ﾕｳｷ 上田千曲高
根岸 諒平(3) 9 内堀 和輝(3)  1:05.76 
ﾈｷﾞｼ ﾘｮｳﾍｲ 須坂高 ｳﾁﾎﾞﾘ ｶｽﾞｷ 小諸高

[ 5組] [ 6組]

 1 小林 英和(2)    56.52 q 1 中野 直哉(3)    51.80 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高遠高 ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 長野吉田高

 2 大野 裕紀(2)    57.31 q 2 板橋 啓太    58.94 
ｵｵﾉ  ﾋﾛｷ 至学館大 ｲﾀﾊｼ ｹｲﾀ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 3 橋爪 孔明(2)  1:01.64 3 原 徹雄(3)  1:00.19 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ 飯田高 ﾊﾗ ﾃﾂｵ 松本大

 4 三井 一真(3)  1:03.35 4 小柳 堅一(2)  1:00.31 
ﾐﾂｲ ｶｽﾞﾏ 長野高 ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 松本県ヶ丘高

 5 林 悠輔(2)  1:06.53 5 望月 康平(3)  1:00.72 
ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 塩尻志学館高 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ 穂高商業高

 6 櫻井 慎之介(2)  1:06.53 6 岩間 雅英(2)  1:01.02 
ｻｸﾗｲ ｼﾝﾉｽｹ 上田千曲高 ｲﾜﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ 松商学園高
水越 健輔(3) 7 渡邉 嘉也(2)  1:07.36 
ﾐｽﾞｺｼ ｹﾝｽｹ 長野日大高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾔ 小諸高
伊藤 巧馬(2) 渡辺 夏樹(3)
ｲﾄｳ ﾀｸﾏ 野沢北高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ 松本深志高

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

男子

400mH(0.914m)

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

4  7618

所属名 記録／備考
9  7666

5   865

2  7698

1  8192

3    76

7  2123

No. 氏  名 所属名

8  1148

順

6  1419

6    43

8   341

記録／備考
1  8256

ﾚｰﾝ

2  1707

7  2037

4  1547

3   986

5  1421

9  1526

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

4    49

5  7672

1  7019

2   892

6   424

3  1113

7  1004
失格

8  2294

9  1101

5   562

氏  名 所属名 記録／備考
9  1542

8  3507

1  8297

2  1102

7  1877

6  1996

4  2078

 1712

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
7   377

5  7644

3

6  1117

3  2004

9   561

欠場
8  1523

2  1875

5  2124

2  17134  1256

所属名 記録／備考
7  1051

欠場

順 ﾚｰﾝ No.

4  7658

8  2268

大会新
9  7770

3  2226
欠場

6  2491



 1 中野 直哉(3)    51.61 
ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 長野吉田高

 2 大野 貴弘(3)    51.94 
ｵｵﾉ  ﾀｶﾋﾛ 信州大

 3 川西 翔太(1)    54.74 
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 松本大

 4 大野 裕紀(2)    55.26 
ｵｵﾉ  ﾋﾛｷ 至学館大

 5 小林  涼(3)    55.79 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 野沢北高

 6 小林 英和(2)    56.41 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 高遠高

 7 奥垣内 将晴(2)    57.30 
ｳｸｶﾞｲﾄ ﾏｻﾊﾙ 東海大三高

 8 中村 悠陽(2)    59.79 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾋ 松本大

男子

400mH(0.914m)
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  7666

4  1051
大会新

6  8256

8   377

3  7644

7  1542

2    43

9  7672



決勝 4月21日 15:50

長野県記録(KR)                8:48.56 宮入　一海                   北佐久郡陸協     2008/10/03  
大会記録(GR)                  9:05.43 宮入　一海                   北佐久陸協       2007        

[ 1組] [ 2組]

 1 平澤 賢也(2) 10:15.83 1 大野 雄揮(2)  9:23.89 
ﾋﾗｻﾜ ｹﾝﾔ 伊那弥生ヶ丘高 ｵｵﾉ  ﾕｳｷ 信州大

 2 中山 翔太(3) 10:23.14 2 成田 元一(3)  9:36.66 
ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳﾀ 須坂東高 ﾅﾘﾀ ｹﾞﾝｲﾁ 佐久長聖高

 3 野口 恒(2) 10:31.17 3 岡村 卓也(3)  9:39.36 
ﾉｸﾞﾁ  ﾜﾀﾙ 信州大 ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾔ 丸子修学館高

 4 湯本 耕平(2) 10:33.89 4 牛越 晴生(4)  9:40.77 
ﾕﾓﾄ ｺｳﾍｲ 長野日大高 ｳｼｺｼ ﾊﾙｷ 東京学芸大

 5 小山 拓也(3) 10:38.56 5 原 広野(2)  9:50.32 
ｺﾔﾏ ﾀｸﾔ 長野高 ﾊﾗ ｺｳﾔ 東京学芸大

 6 樋口 賢利(2) 10:39.56 6 北原 悠(2)  9:53.66 
ﾋｸﾞﾁ ﾀｶﾄｼ 松本大 ｷﾀﾊﾗ ﾕｳ 長野高専

 7 古谷 樹仁(2) 10:50.94 7 北原 崇志  9:54.70 
ﾌﾙﾀﾆ ﾐｷﾋﾄ 木曽青峰高 ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ 上伊那郡陸協

 8 田中 求(3) 10:52.55 8 上原 聡太(3) 10:01.75 
ﾀﾅｶ ﾓﾄﾑ 長野高 ｳｴﾊﾗ ｿｳﾀ 野沢北高

 9 宮坂 直登(3) 11:02.04 9 新 遼吾(3) 10:02.25 
ﾐﾔｻｶ ﾅｵﾄ 松本県ヶ丘高 ｱﾀﾗｼ ﾘｮｳｺﾞ 松本県ヶ丘高

10 野田 俊輔(2) 11:02.87 10 笹沢 大地(2) 10:06.59 
ﾉﾀﾞ  ｼｭﾝｽｹ 上田西高 ｻｻｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 丸子修学館高

11 横山 卓之(3) 11:05.77 11 海沼 修平(3) 10:10.96 
ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 上田高 ｶｲﾇﾏ ｼｭｳﾍｲ 長野高

12 守屋 凌介(2) 11:07.73 12 小池 隼人(3) 10:13.85 
ﾓﾘﾔ ﾘｮｳｽｹ 諏訪清陵高 ｺｲｹ ﾊﾔﾄ 佐久長聖高

13 大西 剣士(2) 11:14.75 13 吉川 昇吾(2) 10:16.70 
ｵｵﾆｼ  ｹﾝｼ 信州大 ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 飯田高

14 後藤 隼人(3) 11:16.48 14 金子 夏希(2) 10:21.08 
ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 創造学園高 ｶﾈｺ ﾅﾂｷ 長野日大高

15 佐藤 大(3) 11:19.88 15 竹前 守貴(3) 10:21.09 
ｻﾄｳ ﾏｻﾙ 須坂東高 ﾀｹﾏｴ ﾓﾘﾀｶ 長野日大高

16 金井 渓(2) 11:23.21 16 湯本 将矢(3) 10:23.50 
ｶﾅｲ   ｹｲ 上田西高 ﾕﾓﾄ ﾏｻﾔ 松商学園高

17 伊藤 翼(3) 11:47.69 17 半田 勇貴(3) 10:34.52 
ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 明科高 ﾊﾝﾀﾞ  ﾕｳｷ 屋代高
臼田  悠(2) 18 小林 周平(3) 10:37.69 
ｳｽﾀﾞ ﾕｳ 野沢北高 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 市立長野高
竹村 僚太(2) 19 小沢 健人(3) 10:41.16 
ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 大町北高 ｺｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾄ 飯田高
小林 弘明(3) 20 福沢 晃泰(3) 10:48.10 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛｱｷ 小諸高 ﾌｸｻﾞﾜ ﾃﾙﾔｽ 飯山北高
宮澤 孝明(1) 21 北原 弘司 11:13.34 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｶｱｷ 諏訪清陵高 ｷﾀﾊﾗ ｺｳｼﾞ 上伊那郡陸協
宮脇 拓海(2) 山岸 将也(3)
ﾐﾔﾜｷ ﾀｸﾐ 伊那弥生ヶ丘高 ﾔﾏｷﾞｼ  ﾏｻﾔ 上田西高
前島 俊(2) 清水 文人(4)
ﾏｴｼﾞﾏ ｼｭﾝ 長野高 ｼﾐｽﾞ  ﾌﾐﾋﾄ 信州大 欠場

9  1914
欠場

23  8199

8   807

3  7756

13   866

14   587

15  2481

17  1457

20  1281

16  1285

1  1650

12   567

10  1765

21  3102

2  1517

18  2288

5  7737

4  3519

7  7757

所属名 記録／備考
22  8294

19  1644

19  3105
欠場

順 No.

6  1747

11  7738

14   129
欠場

16   433
欠場

4  2041
欠場

8  1701
欠場

17  2564

1  1521
欠場

6   983

5  2786

23  7785

10  2511

11  1773

20   113

9  2296

7  2788

15  1961

21  1127

3  1125

13  7679

22  7789

18  1300

2   434

12   982

男子

3000mSC

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 大野 雄揮(2) 信州大    9:23.89  2  1
   2 成田 元一(3) 佐久長聖高    9:36.66  2  2
   3 岡村 卓也(3) 丸子修学館高    9:39.36  2  3
   4 牛越 晴生(4) 東京学芸大    9:40.77  2  4
   5 原 広野(2) 東京学芸大    9:50.32  2  5
   6 北原 悠(2) 長野高専    9:53.66  2  6
   7 北原 崇志 上伊那郡陸協    9:54.70  2  7
   8 上原 聡太(3) 野沢北高   10:01.75  2  8
   9 新 遼吾(3) 松本県ヶ丘高   10:02.25  2  9
  10 笹沢 大地(2) 丸子修学館高   10:06.59  2 10
  11 海沼 修平(3) 長野高   10:10.96  2 11
  12 小池 隼人(3) 佐久長聖高   10:13.85  2 12
  13 平澤 賢也(2) 伊那弥生ヶ丘高   10:15.83  1  1
  14 吉川 昇吾(2) 飯田高   10:16.70  2 13
  15 金子 夏希(2) 長野日大高   10:21.08  2 14
  16 竹前 守貴(3) 長野日大高   10:21.09  2 15
  17 中山 翔太(3) 須坂東高   10:23.14  1  2
  18 湯本 将矢(3) 松商学園高   10:23.50  2 16
  19 野口 恒(2) 信州大   10:31.17  1  3
  20 湯本 耕平(2) 長野日大高   10:33.89  1  4
  21 半田 勇貴(3) 屋代高   10:34.52  2 17
  22 小林 周平(3) 市立長野高   10:37.69  2 18
  23 小山 拓也(3) 長野高   10:38.56  1  5
  24 樋口 賢利(2) 松本大   10:39.56  1  6
  25 小沢 健人(3) 飯田高   10:41.16  2 19
  26 福沢 晃泰(3) 飯山北高   10:48.10  2 20
  27 古谷 樹仁(2) 木曽青峰高   10:50.94  1  7
  28 田中 求(3) 長野高   10:52.55  1  8
  29 宮坂 直登(3) 松本県ヶ丘高   11:02.04  1  9
  30 野田 俊輔(2) 上田西高   11:02.87  1 10
  31 横山 卓之(3) 上田高   11:05.77  1 11
  32 守屋 凌介(2) 諏訪清陵高   11:07.73  1 12
  33 北原 弘司 上伊那郡陸協   11:13.34  2 21
  34 大西 剣士(2) 信州大   11:14.75  1 13
  35 後藤 隼人(3) 創造学園高   11:16.48  1 14
  36 佐藤 大(3) 須坂東高   11:19.88  1 15
  37 金井 渓(2) 上田西高   11:23.21  1 16
  38 伊藤 翼(3) 明科高   11:47.69  1 17

 7785
 2511
  983
 2786
 2564

 1127
 2296
 2788
 1773
  113
 7756

  866
 1125
 7679
  587
  807
 1961

 1285
  982
 2481
 7789
 1300
 1457

 1765
 3102
 1650
  434
  567
 1281

 7737
 7738
 3519
 7757
 1517
 2288

備考 組 順位
 8294
 1644
 1747

男子

3000mSC
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録



決勝 4月22日 9:00

長野県記録(KR)               19:03.92 藤澤　勇                     山梨学院大       2009/04/29  
大会記録(GR)                 21:58.87 今滝 耕作                    東洋大           2011        

 1 藤原 純一(3)  22:26.1 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 豊科高

 2 鳥羽 修平(3)  22:36.6 
ﾄﾊﾞ ｼｭｳﾍｲ 佐久長聖高

 3 佐藤 遼平(2)  23:00.8 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾍｲ 中部学院大

 4 高橋 涼太(2)  23:06.6 
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 豊科高

 5 赤羽 晋治(3)  24:08.3 
ｱｶﾊﾈ ｼﾝｼﾞ 松本県ヶ丘高

 6 西澤 正志(3)  24:42.3 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 創造学園高

 7 坂井 寿成(3)  25:11.0 
ｻｶｲ ﾄｼﾅﾘ 飯田高

 8 柳澤 優斗(2)  25:22.1 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 上田東高

 9 笠松 浩行(3)  26:49.2 
ｶｻﾏﾂ ﾋﾛﾕｷ 飯田風越高

10 北澤 拓也(3)  27:04.6 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 大町高

11 飯塚 義博  27:12.8 
ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾋﾛ 上伊那郡陸協

12 岩井 駿介(3)  27:40.5 
ｲﾜｲ ｼｭﾝｽｹ 飯山北高

13 上條 冬矢(2)  27:48.8 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｳﾔ 松本県ヶ丘高

14 工藤 拓也(3)  28:28.8 
ｸﾄﾞｳ ﾀｸﾔ 小諸高

15 宮坂 彰吾(3)  28:45.8 
ﾐﾔｻｶ ｼｮｳｺﾞ 諏訪二葉高
海沼 柊伍(2)
ｶｲﾇﾏ ｼｭｳｺﾞ 長野吉田高
井出 龍岳(2)
ｲﾃﾞ ﾀﾂﾀｶ 北佐久農業高
竹前 儀澄(3)
ﾀｹﾏｴ ﾖｼﾄ 須坂東高
栗林 拓矢(2)
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 大町高
金野 泰之(3)
ｺﾝﾉ ﾔｽﾕｷ 上田染谷丘高
三輪 拳(3)
ﾐﾜ ｹﾝ 丸子修学館高

男子

5000m競歩

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  7722

9  2543

11  1653

3  2513

19  2545

4  2289

6   607

16   588

17  1798

13   803

22  2070

10  7688

14   144

18  2287

8  1715

失格
15   979

失格

2  1068
失格

5  1640

失格
1  1748

途中棄権

20  2085
失格

23  1839



予選 4月21日 13:50
決勝 4月21日 17:10

長野県記録(KR)                  40.82 NUAC                         NUAC             2009/09/05  
（小林 裕志・坂口 慎太郎・井出 雅人・土山 徹也）

大会記録(GR)                    41.64 信州大                       信州大           2009        

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 松商学園高  2477 藤森 未知也(3)    42.61 q 1  7 岩村田高 1610 中山 翔梧(2)    43.71 q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾅｶﾔﾏｼｮｳｺﾞ
 2488 樋口 克治(2) 1598 関本 洋介(3)

ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ ｾｷﾓﾄ ﾖｳｽｹ
 2478 宮澤 裕輝(3) 1602 西藤 郁也(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ｻｲﾄｳ ﾌﾐﾔ
 2494 的場 亮太(2) 1616 藤牧 佑希(1)

ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ
 2   9 野沢北高  1518 高橋 智洋(3)    44.48 2  6 松本県ヶ丘高 2266 小川 翔平(2)    44.66 

ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ﾀｶﾊｼ ﾁﾋﾛ ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ
 1516 荻窪 拓生(3) 2293 中野 秀紀(3)

ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾀｸｵ ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞｷ
 1520 山浦  翼(3) 2294 鰐川 一輝(3)

ﾔﾏｳﾗ ﾂﾊﾞｻ ﾜﾆｶﾜ ｶｽﾞｷ
 1542 小林  涼(3) 2267 抜井 裕介(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ
 3   1 穂高商業高  2108 小野沢達也(1)    44.57 3  8 信大医学部 7704 櫻井 孝相(2)    45.13 

ﾎﾀｶｼｮｳｷﾞｮｳｺｳ ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ ｼﾝﾀﾞｲｲｶﾞｸﾌﾞ ｻｸﾗｲ ｺｳｽｹ
 2106 常盤 大智(2) 7701 竹田 裕(5)

ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ ﾀｹﾀﾞ ﾕｳ
 2124 望月 康平(3) 7700 伊藤 良多(4)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ
 2125 青沼 和紀(3) 7702 内田 宗一郎(5)

ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ ｳﾁﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ
 4   3 松本蟻ヶ崎高  2361 徳田 吉彦(3)    45.54 4  9 飯田工業高  622 吉川 雅人(2)    45.55 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ﾄｸﾀﾞ ﾖｼﾋｺ ｲｲﾀﾞｺｳｷﾞｮｳｺｳ ﾖｼｶﾜ ﾏｻﾄ
 2400 酒井 聖矢(3)  658 玉置 幸汰(3)

ｻｶｲ ｾｲﾔ ﾀﾏｵｷ ｺｳﾀ
 2362 森田 耕陽(3)  643 中平 圭(3)

ﾓﾘﾀ ｺｳﾖｳ ﾅｶﾀﾞｲﾗ ｹｲ
 2364 中田 逸斗(3)  625 小木曽 晃介(2)

ﾅｶﾀ ﾊﾔﾄ ｵｷﾞｿ ｺｳｽｹ
 5   6 上田千曲高  1873 宮下 空(3)    46.85 5  4 上田高 1777 小柳 博雅(2)    46.36 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ﾐﾔｼﾀ ｿﾗ ｳｴﾀﾞｺｳ ｵﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾏｻ
 1875 櫻井 慎之介(2) 1775 小池 貴博(3)

ｻｸﾗｲ ｼﾝﾉｽｹ ｺｲｹ ﾀｶﾋﾛ
 1874 唐澤 航介(2) 1772 大野 翔太郎(3)

ｶﾗｻﾜ ｺｳｽｹ ｵｵﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ
 1872 小宮山 美毅(3) 1781 塚田 健太(2)

ｺﾐﾔﾏ ﾖｼｷ ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀ
 6   2 上田染谷丘高  1836 栁沢 裕哉(3)    47.88 6  5 丸子北中 4457 小相澤 隆太(3)    48.79 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛﾔ ﾏﾙｺｷﾀﾁｭｳ ｺｱｲｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀ
 1837 花岡 佳太(3) 4460 栁澤 和基(3)

ﾊﾅｵｶ ｹｲﾀ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞｷ
 1840 長谷川 元(3) 4458 滝澤 豊(3)

ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾞﾝ ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾀｶ
 1844 武重 俊樹(2) 4456 大塚 優(3)

ﾀｹｼｹﾞ ﾄｼｷ ｵｵﾂｶ ｽｸﾞﾙ
 7   4 広徳中  4740 北原 勇次郎(2)    51.00 7  3 塩尻広陵中 4617 山本 民雄(2)    51.46 

ｺｳﾄｸﾁｭｳ ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾐｵ
 5269 竹林 康太(3) 4623 樋口 慧輔(2)

ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ ﾋｸﾞﾁ ｹｲｽｹ
 5155 髙野 拡美(3) 5215 猪熊 敦志(3)

ﾀｶﾉ ﾋﾛﾐ ｲﾉｸﾏ ｱﾂｼ
 5271 北澤 慧(3) 4622 羽毛田 拓海(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ｻﾄｼ ﾊｹﾀ ﾀｸﾐ
  7 Dream.A.C  2 大町北高 2040 小林 篤記(2)

ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰ 欠場 ｵｵﾏﾁｷﾀｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ 失格
2037 太田 一臣(3) ﾀﾞｯｼｭﾗｲﾝ前

ｵｵﾀ ｶｽﾞｵﾐ
2042 曽根原 渉(3)

ｿﾈﾊﾗ ﾜﾀﾙ
2036 奥原 千明(3)

ｵｸﾊﾗ ﾁｱｷ
  8 塩尻中  1 信州大 8239 大西 輝(3)

ｼｵｼﾞﾘﾁｭｳ 欠場 ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ｵｵﾆｼ  ｱｷﾗ 欠場
8292 城田 大輝(4)

ｼﾛﾀ  ﾀﾞｲｷ
8295 石原 昌(2)

ｲｼﾊﾗ  ﾏｻｼ
8231 村井 将紀(4)

ﾑﾗｲ  ﾏｻｷ

男子

4×100m

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



[ 3組] [ 4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   4 松本大  7681 尾崎 翔太(2)    42.79 q 1  8 松本深志高 2235 小幡 卓哉(3)    43.14 q

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｵｻﾞｷ ｼｮｳﾀ ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ｵﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ
 7670 池田 健二郎(3) 2239 長谷川 寛(2)

ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ
 7671 中神 達也(2) 2240 若林 颯(2)

ﾅｶｶﾞﾐ ﾀﾂﾔ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ
 7664 松沢 恵佑(4) 2228 小川 貴之(3)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ
 2   1 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  7774 鈴木 真弘    44.46 2  9 屋代高 1453 丸田 弘明(3)    44.75 

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ ﾔｼﾛｺｳ ﾏﾙﾀ  ﾋﾛｱｷ
 7761 伊達 仁哉 1458 市川 直樹(3)

ﾀﾞﾃ ﾏｻﾔ ｲﾁｶﾜ ﾅｵｷ
 7770 板花 啓太 1455 田玉 巧(3)

ｲﾀﾊﾅ ｹｲﾀ ﾀﾀﾞﾏ  ﾀｸﾐ
 7765 高木 真矢 1443 市川 拓也(2)

ﾀｶｷﾞ ｼﾝﾔ ｲﾁｶﾜ  ﾀｸﾔ
 3   3 駒ヶ根工業高   518 加藤  直樹(3)    44.95 3  1 長野工業高 1173 大槻 陽生(3)    44.80 

ｺﾏｶﾞﾈｺｳｷﾞｮｳｺｳ ｶﾄｳ   ﾅｵｷ ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳｺｳ ｵｵﾂｷ ﾊﾙｷ
  519 小林  渡(3) 1170 宮林 凌汰(3)

ｺﾊﾞﾔｼ   ﾜﾀﾙ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ
  503 大蔵  孝明(3) 1174 塚田 渓(3)

ｵｵｸﾗ   ﾉﾘｱｷ ﾂｶﾀﾞ ｹｲ
  517 加藤 大樹(3) 1175 五明 和樹(3)

ｶﾄｳ  ﾋﾛｷ ｺﾞﾐｮｳ ｶｽﾞｷ
 4   2 須坂高   990 山本 翔太(2)    45.14 4  5 田川高 2176 今井 祐輔(3)    45.37 

ｽｻﾞｶｺｳ ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ ﾀｶﾞﾜｺｳ ｲﾏｲ ﾕｳｽｹ
  989 佐藤 大志(2) 2185 藤井 智明(3)

ｻﾄｳ ﾀｲｼ ﾌｼﾞｲ ﾄﾓｱｷ
  986 轟 太地(2) 2181 今井 憲暢(2)

ﾄﾄﾞﾛｷ ﾀｲﾁ ｲﾏｲ ｶｽﾞﾏｻ
 1005 堀尾 佳希(3) 2177 安藤 直哉(3)

ﾎﾘｵ ﾖｼｷ ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ
 5   8 高遠高   374 髙橋 瞬(2)    45.17 5  3 上田東高 1828 柳澤 仁弥(3)    45.92 

ﾀｶﾄｵｺｳ ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝ ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾞﾝﾔ
  379 堺澤 辰弥(2) 1825 中山 昂平(3)

ｻｶｲｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾍｲ
  378 酒井 弘心(2) 1829 山浦 広平(3)

ｻｶｲ ｺｳｼﾝ ﾔﾏｳﾗ ｺｳﾍｲ
  377 小林 英和(2) 1796 矢ヶ崎 奨(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ
 6   9 木曽青峰高  1956 田口 恭平(2)    45.68 6  2 岡谷東部中 5467 荻原 勇吹(2)    46.82 

ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ﾀｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ ｵｶﾔﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ
 1958 大豆 直哉(2) 5148 阿部 佳介(3)

ｵｵﾏﾒ ﾅｵﾔ ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ
 1960 小倉 凱士(2) 5144 守住 望(3)

ｵｸﾞﾗ ｶｲﾄ ﾓﾘｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ
 1953 野口 拓也(3) 5141 堀内 貴史(3)

ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ ﾎﾘｳﾁ ﾀｶﾌﾐ
 7   6 下諏訪向陽高   174 緑川 翔太(3)    46.39 7  4 信濃中 5315 中山 廉(3)    47.61 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳ ﾐﾄﾞﾘｶﾜ  ｼｮｳﾀ ｼﾅﾉﾁｭｳ ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ
  178 小林 雄二(2) 5308 池田 正汰(3)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾕｳｼﾞ ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ
  180 山田 大稀(2) 4698 内山 裕智(2)

ﾔﾏﾀﾞ  ﾀｲｷ ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ
  177 鮎澤 和樹(3) 5314 外谷 昌範(3)

ｱﾕｻﾞﾜ  ｶｽﾞｷ ﾄﾔ ﾏｻﾉﾘ
 8   7 裾花中  4755 寺澤 克弥(3)    47.11 8  7 長峰中 4801 鮎澤 敬介(2)    50.25 

ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ ﾃﾗｻﾜ  ｶﾂﾔ ﾅｶﾞﾐﾈﾁｭｳ ｱｲｻﾞﾜ ｹｲｽｹ
 4754 曽根原 豪士(3) 4802 伊藤 来夢(2) R1(3-4)

ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ ｲﾄｳ ﾗｲﾑ
 4756 清水 隆寛(2) 4632 五味 滉太(3)

ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ ｺﾞﾐ ｺｳﾀ
 4821 荒井 雅也(3) 4804 後藤 大輝(3)

ｱﾗｲ  ﾏｻﾔ ｺﾞﾄｳ ﾀｲｷ
 9   5 駒ヶ根東中  4789 宮澤 崇(2)    50.01  6 塩尻志学館高 1994 太田 敦(1)

ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｿｳ ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝｺｳｺｳ ｵｵﾀ ｱﾂｼ 失格
 4489 所河 北斗(3) 2005 今井 謙人(2) R1(3-4)

ｼｮｶﾞﾜ ﾎｸﾄ ｲﾏｲ ｹﾝﾄ
 4484 萩原 拓海(3) 2003 的本 幸基(3)

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ ﾏﾄﾓﾄ ｺｳｷ
 4487 木下 悠也(3) 1999 川上 晃人(3)

ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾔ ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ

4×100m
男子



[ 5組] [ 6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   8 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ  7617 吉冨 和弥    41.81 q 1  6 飯田風越高  592 原田 大輔(2)    42.98 q

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ
 7619 佐藤 賢一  612 伊藤 惇気(3)

ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ｲﾄｳ ｱﾂｷ
 7616 岩田 晃  595 西尾 和己(3)

ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾆｼｵ ｶｽﾞｷ
 7620 坂口 慎太郎  596 金田 龍太朗(3)

ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ ｶﾈﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ
 2   9 篠ﾉ井高  1366 村山 彰太(2)    44.07 2  2 長野吉田高 1058 宮川 将輝(3)    43.15 q

ｼﾉﾉｲｺｳ ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｻｷ
 1365 宮下 仁志(2) 1051 中野 直哉(3)

ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ
 1368 北村 健太(2) 1062 増田 勇輝(2)

ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ
 1373 宮林 紘汰(1) 1065 渡辺 光孝(2)

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ
 3   6 松本工業高  2426 鰐川 堅斗(3)    45.55 3  8 長野高 1123 塚原 悠輔(3)    44.73 

ﾏﾂﾓﾄｺｳｷﾞｮｳｺｳ ﾜﾆｶﾜ ｹﾝﾄ ﾅｶﾞﾉｺｳ ﾂｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ
 2427 杉谷 啓太(3) 1113 鷹野 洋(2)

ｽｷﾞﾔ ｹｲﾀ ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ
 2423 上原  航(3) 1115 正村 太一(2)

ｳｴﾊﾗ ﾜﾀﾙ ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ
 2425 山腰  昇(3) 1114 吉村 直也(2)

ﾔﾏｺｼ ﾉﾎﾞﾙ ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾔ
 4   5 諏訪二葉高   137 矢崎 宏一(1)    45.56 4  5 飯田高  590 上園 優(3)    45.28 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾔｻﾞｷ ｺｳｲﾁ ｲｲﾀﾞｺｳ ｳｴｿﾞﾉ ﾕｳ
  148 小口 祐人(3)  562 中島 瑞樹(2)

ｵｸﾞﾁ ﾕｳﾄ ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ
  147 両角 優介(3)  561 橋爪 孔明(2)

ﾓﾛｽﾞﾐ ﾕｳｽｹ ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ
  131 加賀見 一輝(2)  566 横田 祥一(2)

ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ
 5   3 長野高専  3517 仲俣 真宏(3)    45.66 5  7 伊那弥生ヶ丘高  453 黒河内 康介(3)    45.69 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾅｶﾏﾀ ﾏｻﾋﾛ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｸﾛｺﾞｳﾁ ｺｳｽｹ
 3545 塩原 巧巳(1)  452 荒井 悠希(3)

ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ ｱﾗｲ ﾊﾙｷ
 3506 岩崎 晴也(3)  439 松下 秀喜(3)

ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾔ ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ
 3524 櫻井 壮一(2)  432 北原 拓也(2)

ｻｸﾗｲ ｿｳｲﾁ ｷﾀﾊﾗ ﾀｸﾔ
 6   4 飯山北高   812 上村 涼(2)    48.46 6  3 穂高西中 5035 宮原 史樹(3)    47.37 

ｲｲﾔﾏｷﾀｺｳ ｶﾐﾑﾗ ﾘｮｳ ﾎﾀｶﾆｼﾁｭｳ ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ
  808 青木 夏貴(2) 5040 小林 拓未(3)

ｱｵｷ ﾅﾂｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
  817 山崎 良次(2) 5042 長﨑 大悟(3)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ
  813 栗岩 龍生(2) 5044 高春 英輝(3)

ｸﾘｲﾜ ﾘｭｳｾｲ ﾀｶﾊﾙ ﾋﾃﾞｷ
  7 更北中  5449 小山拓郎(2) 7  9 櫻ヶ岡中 5065 峰村 悠輔(3)    47.56 

ｺｳﾎｸﾁｭｳ ｺﾔﾏ ﾀｸﾛｳ 失格 ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｽｹ
 5326 丸山宏之(3) R1(1-2) 5493 坂庭 諒(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ ｻｶﾆﾜ ﾘｮｳ
 4559 小山田克(3) 5062 山田 貴大(3)

ｵﾔﾏﾀﾞ ｽｸﾞﾙ ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ
 4555 鹿野拓臣(2) 5490 塩谷 晃生(2)

ｶﾉ ﾀｸﾐ ｼｵﾔ ｺｳｷ
  1 芦原中 8  4 筑摩野中 5182 吉田 翔真(3)    48.70 

ｱｼﾊﾗﾁｭｳ 欠場 ﾁｸﾏﾉﾁｭｳ ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ
4745 佐山 悠河(2)

ｻﾔﾏ ﾕｳｶﾞ
5289 大野 智裕(3)

ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ
5180 松岡 雄斗(3)

ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ
  2 諏訪清陵高

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ 欠場

男子

4×100m



[ 7組] [ 8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   2 長野商業高  1132 春原 昌平(2)    45.37 1  4 松代高 1417 古川 栄貴(3)    43.82 q

ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳｺｳ ｽﾉﾊﾗ ｼｮｳﾍｲ ﾏﾂｼﾛｺｳ ﾌﾙｶﾜ ﾋﾃﾞｷ
 1131 宮本 英征(2) 1420 和田 侑也(2)

ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ ﾜﾀﾞ ﾕｳﾔ
 1146 今藤 燎(3) 1423 朝倉 雅貴(3)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ ｱｻｸﾗ ﾏｻｷ
 1147 亀原 一起(3) 1416 松下 悦久(3)

ｶﾒﾊﾗ ｶｽﾞｷ ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾋｻ
 2   7 佐久長聖高  2809 油井 良樹(2)    46.21 2  9 大町高 2076 鳥屋 健吾(2)    44.43 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾕｲ ﾖｼｷ ｵｵﾏﾁｺｳ ﾄﾘﾔ ｹﾝｺﾞ
 2803 丸山 佳太(1) 2067 松井 岳(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ ﾏﾂｲ ﾀｹｼ
 2801 渡辺 大地(2) 2065 徳武 將太(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ ﾄｸﾀｹ ｼｮｳﾀ
 2804 相米 健太(1) 2064 寺島 翔太(3)

ｿｳﾏｲ ｹﾝﾀ ﾃﾗｼﾏ ｼｮｳﾀ
 3   9 野沢南高  1547 清水 尭(3)    46.34 3  3 北部高 1029 小林 誠(3)    44.44 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ｼﾐｽﾞ ﾀｹﾙ ﾎｸﾌﾞｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｺﾄ
 1552 市川 尭明(2) 1032 竹内 篤史(2)

ｲﾁｶﾜ ﾀｶｱｷ ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ
 1551 甘利 建文(2) 1022 郷原 惇(3)

ｱﾏﾘ ﾀｹﾌﾐ ｺﾞｳﾊﾞﾗ ｱﾂｼ
 1548 菊地 航(3) 1037 古川 伸一(2)

ｷｸﾁ ﾜﾀﾙ ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁ
 4   6 箕輪中  4498 浦野 亜嵐(3)    47.17 4  7 長野東高 1201 飯森 淳哉(3)    46.13 

ﾐﾉﾜﾁｭｳ ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼｺｳ ｲｲﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾔ
 4490 山崎 久樹(3) 1195 浦野 泰希(3)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ ｳﾗﾉ ﾀｲｷ
 4494 原 大智(3) 1197 黒岩 敬正(3)

ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ ｸﾛｲﾜ ﾀｶﾏｻ
 4491 菊地 康亮(3) 1198 野崎 健太(3)

ｷｸﾁ ｺｳｽｹ ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀ
 5   4 宮田中  4796 平沢 大地(3)    49.26 5  2 長野西高 3044 流 竜一(2)    47.35 

ﾐﾔﾀﾞﾁｭｳ ﾋﾗｻﾜ ﾀﾞｲﾁ ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ﾅｶﾞﾚ ﾘｭｲﾁ
 4795 保科 新一郎(3) 3045 伊藤 圭吾(1)

ﾎｼﾅ ｼﾝｲﾁﾛｳ ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ
 4794 小野 挙(3) 1101 水﨑 友一朗(3)

ｵﾉ ｱｸﾞﾙ ﾐｽﾞｻｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ
 4797 山岸 湧也(3) 1103 早川 祐人(3)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳﾔ ﾊﾔｶﾜ ﾕｳﾄ
 6   8 松川高   536 米山  涼(3)    58.79 6  6 御代田中 5199 頼田 竜也(3)    47.61 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾖﾈﾔﾏ  ﾘｮｳ ﾐﾖﾀﾁｭｳ ﾖﾘﾀ ﾀﾂﾔ
  559 塩沢 直樹(2) 5198 荻原 京介(3)

ｼｵｻﾞﾜ  ﾅｵｷ ｵｷﾞﾊﾗ ｷｮｳｽｹ
  544 大野 裕哉(3) 5333 木内 寛人(3)

ｵｵﾉ  ﾕｳﾔ ｷｳﾁ ﾋﾛﾄ
  557 岡田 英希(2) 5339 内堀 連(3)

ｵｶﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾚﾝ
  5 長野日大高  1304 牧野 凌也(3) 7  5 飯田高陵中 5115 齋藤 進次郎(3)    48.09 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾏｷﾉ ﾘｮｳﾔ 失格 ｲｲﾀﾞｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ
 1272 高沢 深史(3) R1(3-4) 5122 牧内 豪(3)

ﾀｶｻﾜ ﾌｶｼ ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ
 1274 渡辺 史也(3) 5119 山近 拳児(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾌﾐﾔ ﾔﾏﾁｶ ｹﾝｼﾞ
 1265 青木 孔之介(3) 4735 大内 健瑠(2)

ｱｵｷ ｺﾉｽｹ ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ
  3 市立長野高 8  8 篠ﾉ井西中 4776 宮入 海翔(2)    49.35 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ 欠場 ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳ ﾐﾔｲﾘ ｶｲﾄ
5409 内田 光一(3)

ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ
4772 阪上 裕爾(3)

ｻｶｳｴ ﾕｳｼﾞ
5410 下田 佳輝(3)

ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ

男子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ  7617 吉冨 和弥    41.39 

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ 大会新
 7619 佐藤 賢一

ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ
 7616 岩田 晃

ｲﾜﾀ ｱｷﾗ
 7620 坂口 慎太郎

ｻｶｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ
 2   6 松本大  7681 尾崎 翔太(2)    41.76 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｵｻﾞｷ ｼｮｳﾀ
 7670 池田 健二郎(3)

ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ
 7668 太田 朗(4)

ｵｵﾀ ｱｷﾗ
 7664 松沢 恵佑(4)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ
 3   7 松商学園高  2477 藤森 未知也(3)    42.61 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ
 2488 樋口 克治(2)

ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ
 2478 宮澤 裕輝(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
 2494 的場 亮太(2)

ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ
 4   8 長野吉田高  1058 宮川 将輝(3)    43.08 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｻｷ
 1051 中野 直哉(3)

ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ
 1062 増田 勇輝(2)

ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ
 1065 渡辺 光孝(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ
 5   5 飯田風越高   592 原田 大輔(2)    43.10 

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ ﾊﾗﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ
  612 伊藤 惇気(3)

ｲﾄｳ ｱﾂｷ
  595 西尾 和己(3)

ﾆｼｵ ｶｽﾞｷ
  596 金田 龍太朗(3)

ｶﾈﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ
 6   3 松代高  1417 古川 栄貴(3)    43.25 

ﾏﾂｼﾛｺｳ ﾌﾙｶﾜ ﾋﾃﾞｷ
 1420 和田 侑也(2)

ﾜﾀﾞ ﾕｳﾔ
 1423 朝倉 雅貴(3)

ｱｻｸﾗ ﾏｻｷ
 1416 松下 悦久(3)

ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾋｻ
 7   9 松本深志高  2235 小幡 卓哉(3)    43.50 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ｵﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ
 2239 長谷川 寛(2)

ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ
 2240 若林 颯(2)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ
 2228 小川 貴之(3)

ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ
 8   2 岩村田高  1610 中山 翔梧(2)    43.55 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾅｶﾔﾏｼｮｳｺﾞ
 1598 関本 洋介(3)

ｾｷﾓﾄ ﾖｳｽｹ
 1602 西藤 郁也(3)

ｻｲﾄｳ ﾌﾐﾔ
 1616 藤牧 佑希(1)

ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ

決勝

男子

4×100m



予選 4月22日 8:30
決勝 4月22日 17:10

長野県記録(KR)                3:15.32 長野日大高                   長野日大高       1994/08/04  
（小林・目黒・今井・山本）

大会記録(GR)                  3:17.40 県選抜                       長野県           2009        

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 東海大三高    50 手塚 将弥(1)  3:27.44 q 1  7 岩村田高 1598 関本 洋介(3)  3:28.51 q

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｻﾝｺｳ ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｾｷﾓﾄ ﾖｳｽｹ
   44 濱 裕哉(3) 1602 西藤 郁也(3)

ﾊﾏ ﾕｳﾔ ｻｲﾄｳ ﾌﾐﾔ
   43 奥垣内 将晴(2) 1607 花里 礼央真(2)

ｳｸｶﾞｲﾄ ﾏｻﾊﾙ ﾊﾅｻﾞﾄﾚｵﾏ
   49 北澤 孝憲(3) 1601 小澤 司(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ ｵｻﾞﾜ ﾂｶｻ
 2   3 伊那北高   422 古河原 凌哉(2)  3:32.61 2  4 長野東高 1201 飯森 淳哉(3)  3:33.61 

ｲﾅｷﾀｺｳ ｺｶﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾔ ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼｺｳ ｲｲﾓﾘ ｼﾞｭﾝﾔ
  424 中原 慎二(2) 1195 浦野 泰希(3)

ﾅｶﾊﾗ ｼﾝｼﾞ ｳﾗﾉ ﾀｲｷ
  429 中島 亘(2) 1194 島田 竜輔(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ
  393 宮澤 拓人(3) 1198 野崎 健太(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｸﾄ ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀ
 3   8 飯田高   561 橋爪 孔明(2)  3:37.80 3  8 松商学園高 2487 村瀬 翔太(3)  3:36.46 

ｲｲﾀﾞｺｳ ﾊｼﾂﾞﾒ ｺｳﾒｲ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾑﾗｾ ｼｮｳﾀ
  566 横田 祥一(2) 2491 岩間 雅英(2)

ﾖｺﾀ ｼｮｳｲﾁ ｲﾜﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ
  563 関島 将人(2) 2489 宮崎 琢也(2)

ｾｷｼﾞﾏ ﾏｻﾄ ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ
  562 中島 瑞樹(2) 2477 藤森 未知也(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ
 4   6 諏訪清陵高   128 米久保 一樹(1)  3:37.84 4  2 屋代高 1443 市川 拓也(2)  3:36.67 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾖﾈｸﾎﾞ ｶｽﾞｷ ﾔｼﾛｺｳ ｲﾁｶﾜ  ﾀｸﾔ
  111 牛山 大輝(2) 1458 市川 直樹(3)

ｳｼﾔﾏ ﾀﾞｲｷ ｲﾁｶﾜ ﾅｵｷ
  124 伊藤 真央(1) 1444 栗林 篤(2)

ｲﾄｳ ﾏｵ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ
  114 渡邊 真也(2) 1455 田玉 巧(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾝﾔ ﾀﾀﾞﾏ  ﾀｸﾐ
 5   7 篠ﾉ井高  1365 宮下 仁志(2)  3:39.62 5  9 松本蟻ヶ崎高 2400 酒井 聖矢(3)  3:37.62 

ｼﾉﾉｲｺｳ ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷｺｳ ｻｶｲ ｾｲﾔ
 1373 宮林 紘汰(1) 2361 徳田 吉彦(3)

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ ﾄｸﾀﾞ ﾖｼﾋｺ
 1366 村山 彰太(2) 2388 竹内 優斗(2)

ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ
 1368 北村 健太(2) 2364 中田 逸斗(3)

ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ ﾅｶﾀ ﾊﾔﾄ
 6   9 長野西高  3044 流 竜一(2)  3:42.70 6  5 木曽青峰高 1953 野口 拓也(3)  3:42.71 

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ﾅｶﾞﾚ ﾘｭｲﾁ ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ
 3045 伊藤 圭吾(1) 1958 大豆 直哉(2)

ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ ｵｵﾏﾒ ﾅｵﾔ
 1108 高瀬 侑弥(2) 1960 小倉 凱士(2)

ﾀｶｾ ﾕｳﾔ ｵｸﾞﾗ ｶｲﾄ
 1107 牛越 光秀(2) 1961 古谷 樹仁(2)

ｳｼｺｼ ﾐﾂﾋﾃﾞ ﾌﾙﾀﾆ ﾐｷﾋﾄ
 7   2 佐久長聖高  2801 渡辺 大地(2)  3:47.10 7  3 上田高 1775 小池 貴博(3)  3:44.12 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ ｳｴﾀﾞｺｳ ｺｲｹ ﾀｶﾋﾛ
 2809 油井 良樹(2) 1781 塚田 健太(2)

ﾕｲ ﾖｼｷ ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀ
 2804 相米 健太(1) 1777 小柳 博雅(2)

ｿｳﾏｲ ｹﾝﾀ ｵﾔﾅｷﾞ ﾋﾛﾏｻ
 2810 田村 裕(2) 1772 大野 翔太郎(3)

ﾀﾑﾗ ﾕｳ ｵｵﾉ ｼｮｳﾀﾛｳ
  4 更級農業高  6 櫻ヶ岡中

ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ 欠場 ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ 欠場

男子

4×400m

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4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   3 長野日大高  1304 牧野 凌也(3)  3:28.23 q 1  9 信州大 8295 石原 昌(2)  3:26.59 q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾏｷﾉ ﾘｮｳﾔ ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ｲｼﾊﾗ  ﾏｻｼ
 1265 青木 孔之介(3) 8293 白鳥 敦(2)

ｱｵｷ ｺﾉｽｹ ｼﾛﾄﾘ  ｱﾂｼ
 1288 村田 将斗(2) 8192 塚本 修平(4)

ﾑﾗﾀ ﾏｻﾄ ﾂｶﾓﾄ  ｼｭｳﾍｲ
 1272 高沢 深史(3) 8256 大野 貴弘(3)

ﾀｶｻﾜ ﾌｶｼ ｵｵﾉ  ﾀｶﾋﾛ
 2   4 松本深志高  2239 長谷川 寛(2)  3:28.34 q 2  8 松代高 1418 下田 振一(3)  3:26.79 q

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ ﾏﾂｼﾛｺｳ ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｲﾁ
 2235 小幡 卓哉(3) 1420 和田 侑也(2)

ｵﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ ﾜﾀﾞ ﾕｳﾔ
 2237 丸山 清嵩(3) 1417 古川 栄貴(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｷﾖﾀｶ ﾌﾙｶﾜ ﾋﾃﾞｷ
 2240 若林 颯(2) 1416 松下 悦久(3)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾋｻ
 3   8 松川高   536 米山  涼(3)  3:32.97 3  6 高遠高  379 堺澤 辰弥(2)  3:36.67 

ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾖﾈﾔﾏ  ﾘｮｳ ﾀｶﾄｵｺｳ ｻｶｲｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
  544 大野 裕哉(3)  380 中村 麗央(2)

ｵｵﾉ  ﾕｳﾔ ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ
  557 岡田 英希(2)  377 小林 英和(2)

ｵｶﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ
  559 塩沢 直樹(2)  378 酒井 弘心(2)

ｼｵｻﾞﾜ  ﾅｵｷ ｻｶｲ ｺｳｼﾝ
 4   7 塩尻志学館高  2003 的本 幸基(3)  3:40.00 4  4 長野高専 3517 仲俣 真宏(3)  3:37.95 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝｺｳｺｳ ﾏﾄﾓﾄ ｺｳｷ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾅｶﾏﾀ ﾏｻﾋﾛ
 1986 赤池 裕貴(3) 3519 北原 悠(2)

ｱｶｲｹ ﾕｳｷ ｷﾀﾊﾗ ﾕｳ
 2005 今井 謙人(2) 3514 長谷川 将己(3)

ｲﾏｲ ｹﾝﾄ ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｷ
 1999 川上 晃人(3) 3506 岩崎 晴也(3)

ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾔ
 5   5 伊那弥生ヶ丘高   452 荒井 悠希(3)  3:43.36 5  5 大町高 2051 松井 一陽(1)  3:39.87 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｱﾗｲ ﾊﾙｷ ｵｵﾏﾁｺｳ ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ
  439 松下 秀喜(3) 2078 千國 亮(2)

ﾏﾂｼﾀ ﾋﾃﾞｷ ﾁｸﾆ ﾘｮｳ
  432 北原 拓也(2) 2076 鳥屋 健吾(2)

ｷﾀﾊﾗ ﾀｸﾔ ﾄﾘﾔ ｹﾝｺﾞ
  431 吉田 優希(2) 2065 徳武 將太(3)

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ ﾄｸﾀｹ ｼｮｳﾀ
 6   6 上田東高  1796 矢ヶ崎 奨(2)  3:47.81 6  3 上田千曲高 1872 小宮山 美毅(3)  3:43.43 

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｺﾐﾔﾏ ﾖｼｷ
 1825 中山 昂平(3) 1874 唐澤 航介(2)

ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾍｲ ｶﾗｻﾜ ｺｳｽｹ
 1828 柳澤 仁弥(3) 1877 関 優樹(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾞﾝﾔ ｾｷ ﾕｳｷ
 1829 山浦 広平(3) 1875 櫻井 慎之介(2)

ﾔﾏｳﾗ ｺｳﾍｲ ｻｸﾗｲ ｼﾝﾉｽｹ
 7   9 長野工業高  1175 五明 和樹(3)  3:50.02 7  2 穂高商業高 2106 常盤 大智(2)  3:45.81 

ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳｺｳ ｺﾞﾐｮｳ ｶｽﾞｷ ﾎﾀｶｼｮｳｷﾞｮｳｺｳ ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ
 1174 塚田 渓(3) 2123 窪田 五大(3)

ﾂｶﾀﾞ ｹｲ ｸﾎﾞﾀ ｺﾞﾀﾞｲ
 1173 大槻 陽生(3) 2125 青沼 和紀(3)

ｵｵﾂｷ ﾊﾙｷ ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ
 1181 久保田 雄大(2) 2124 望月 康平(3)

ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ
  2 諏訪二葉高  7 北部高

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ 欠場 ﾎｸﾌﾞｺｳ 欠場

男子

4×400m



[ 5組] [ 6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 長野吉田高  1053 宮之本 航(3)  3:29.78 q 1  2 駒ヶ根工業高  503 大蔵  孝明(3)  3:35.51 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾐﾔﾉﾓﾄ ﾜﾀﾙ ｺﾏｶﾞﾈｺｳｷﾞｮｳｺｳ ｵｵｸﾗ   ﾉﾘｱｷ
 1056 大許 紘生(3)  519 小林  渡(3)

ｵｵﾓﾄ ﾋﾛｷ ｺﾊﾞﾔｼ   ﾜﾀﾙ
 1062 増田 勇輝(2)  505 山下  潤(3)

ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ ﾔﾏｼﾀ   ｼﾞｭﾝ
 1051 中野 直哉(3)  517 加藤 大樹(3)

ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ ｶﾄｳ  ﾋﾛｷ
 2   3 松本県ヶ丘高  2299 小林 謙太(2)  3:30.95 q 2  7 野沢北高 1516 荻窪 拓生(3)  3:35.91 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ｵｷﾞｸﾎﾞ ﾀｸｵ
 2268 小柳 堅一(2) 1518 高橋 智洋(3)

ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ ﾀｶﾊｼ ﾁﾋﾛ
 2261 村瀬 雅人(3) 1526 三田 隼太郎(2)

ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ ﾐﾀ ｼｭﾝﾀﾛｳ
 2267 抜井 裕介(2) 1542 小林  涼(3)

ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ
 3   8 長野高  1114 吉村 直也(2)  3:31.50 3  3 信大医学部 7702 内田 宗一郎(5)  3:40.45 

ﾅｶﾞﾉｺｳ ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾔ ｼﾝﾀﾞｲｲｶﾞｸﾌﾞ ｳﾁﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ
 1113 鷹野 洋(2) 7700 伊藤 良多(4)

ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ
 1129 佐藤 英明(3) 7701 竹田 裕(5)

ｻﾄｳ ﾋﾃﾞｱｷ ﾀｹﾀﾞ ﾕｳ
 1123 塚原 悠輔(3) 7704 櫻井 孝相(2)

ﾂｶﾊﾗ ﾕｳｽｹ ｻｸﾗｲ ｺｳｽｹ
 4   2 上田染谷丘高  1840 長谷川 元(3)  3:44.50 4  6 田川高 2176 今井 祐輔(3)  3:52.43 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾊｾｶﾞﾜ ｹﾞﾝ ﾀｶﾞﾜｺｳ ｲﾏｲ ﾕｳｽｹ
 1837 花岡 佳太(3) 2178 青山 和暉(3)

ﾊﾅｵｶ ｹｲﾀ ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞｷ
 1844 武重 俊樹(2) 2182 小澤 和彦(2)

ﾀｹｼｹﾞ ﾄｼｷ ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ
 1838 滝澤 将弥(3) 2177 安藤 直哉(3)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾔ ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ
 5   7 松本工業高  2427 杉谷 啓太(3)  3:51.80 5  8 松本美須々ヶ丘高2354 内山 侑希(3)  3:52.74 

ﾏﾂﾓﾄｺｳｷﾞｮｳｺｳ ｽｷﾞﾔ ｹｲﾀ ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳ ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｷ
 2429 小池 祐大(3) 2357 中尾 豪志(2)

ｺｲｹ ﾕｳﾀﾞｲ ﾅｶｵ ﾀｹｼ
 2426 鰐川 堅斗(3) 2351 上原 拓馬(3)

ﾜﾆｶﾜ ｹﾝﾄ ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾏ
 2431 齋藤 武蔵(3) 2353 竹腰 直紀(3)

ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ ﾀｹｺｼ ﾅｵｷ
  4 飯山北高 6  9 芦原中 5190 清水 葉(3)  3:54.83 

ｲｲﾔﾏｷﾀｺｳ 欠場 ｱｼﾊﾗﾁｭｳ ｼﾐｽﾞ ﾖｳ
5188 内川 大樹(3)

ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ
4643 花里 翼(2)

ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ
5193 酒井 康年(3)

ｻｶｲ ﾔｽﾄｼ
  5 Dream.A.C  4 下諏訪向陽高

ﾄﾞﾘｰﾑｴｰｼｰ 欠場 ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳ 欠場

  9 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  5 豊科高
ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ 欠場 ﾄﾖｼﾅｺｳ 欠場

男子

4×400m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 長野吉田高  1053 宮之本 航(3)  3:23.47 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾐﾔﾉﾓﾄ ﾜﾀﾙ
 1058 宮川 将輝(3)

ﾐﾔｶﾞﾜ ﾏｻｷ
 1056 大許 紘生(3)

ｵｵﾓﾄ ﾋﾛｷ
 1051 中野 直哉(3)

ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ
 2   5 信州大  8295 石原 昌(2)  3:24.73 

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ｲｼﾊﾗ  ﾏｻｼ
 8205 久田 涼平(4)

ﾋｻﾀﾞ  ﾘｮｳﾍｲ
 8293 白鳥 敦(2)

ｼﾛﾄﾘ  ｱﾂｼ
 8256 大野 貴弘(3)

ｵｵﾉ  ﾀｶﾋﾛ
 3   7 東海大三高    50 手塚 将弥(1)  3:27.77 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｻﾝｺｳ ﾃﾂﾞｶ ﾏｻﾔ
   44 濱 裕哉(3)

ﾊﾏ ﾕｳﾔ
   43 奥垣内 将晴(2)

ｳｸｶﾞｲﾄ ﾏｻﾊﾙ
   49 北澤 孝憲(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ
 4   4 松代高  1418 下田 振一(3)  3:28.47 

ﾏﾂｼﾛｺｳ ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｲﾁ
 1420 和田 侑也(2)

ﾜﾀﾞ ﾕｳﾔ
 1417 古川 栄貴(3)

ﾌﾙｶﾜ ﾋﾃﾞｷ
 1416 松下 悦久(3)

ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾋｻ
 5   6 長野日大高  1304 牧野 凌也(3)  3:30.36 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾏｷﾉ ﾘｮｳﾔ
 1265 青木 孔之介(3)

ｱｵｷ ｺﾉｽｹ
 1288 村田 将斗(2)

ﾑﾗﾀ ﾏｻﾄ
 1272 高沢 深史(3)

ﾀｶｻﾜ ﾌｶｼ
 6   9 松本深志高  2240 若林 颯(2)  3:33.91 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ
 2239 長谷川 寛(2)

ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ
 2237 丸山 清嵩(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｷﾖﾀｶ
 2235 小幡 卓哉(3)

ｵﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ
 7   2 松本県ヶ丘高  2299 小林 謙太(2)  3:36.25 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ
 2268 小柳 堅一(2)

ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ
 2266 小川 翔平(2)

ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ
 2261 村瀬 雅人(3)

ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ
 8   8 岩村田高  1607 花里 礼央真(2)  3:42.75 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾊﾅｻﾞﾄﾚｵﾏ
 1610 中山 翔梧(2)

ﾅｶﾔﾏｼｮｳｺﾞ
 1609 木内 笙太(2)

ｷｳﾁｼｮｳﾀ
 1602 西藤 郁也(3)

ｻｲﾄｳ ﾌﾐﾔ

4×400m
決勝

男子



決勝 4月21日  9:30

長野県記録(KR)                   2.18 吉田　剛                     仙台大           2002/05/19  

丸山 貴倫(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾐﾁ 松商学園高
内藤 健生
ﾅｲﾄｳ ｹﾝｾｲ 安曇野陸協
岩崎 晴也(3)
ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾔ 長野高専
本多 俊平
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
村田 貴大(3)
ﾑﾗﾀ ﾀｶﾋﾛ 長野高専
芋川 駿(1)
ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ 長野吉田高
山岸 元大(3)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾓﾄﾋﾛ 須坂東高
上野 航(2)
ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ 長野高
塩原 巧巳(1)
ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 長野高専
尾崎 皓一(3)
ｵｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 長野日大高
大塚 樹也(3)
ｵｵﾂｶ ﾐｷﾔ 犀陵中
小島 将貴(2)
ｺｼﾞﾏ ﾏｻｷ 松本大
大許 紘生(3)
ｵｵﾓﾄ ﾋﾛｷ 長野吉田高
丸山 拓哉(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 筑摩野中
小澤 亮(3)
ｺｻﾞﾜ ﾘｮｳ 飯田風越高
小林 丈晃(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｱｷ 長野高
鷲澤 優(3)
ﾜｼｻﾞﾜ ﾕｳ 大町北高
尾畑 元佳(2)
ｵﾊﾞﾀ ﾓﾄﾖｼ 飯田工業高
山本 小太朗(3)
ﾔﾏﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 須坂東高
櫻井 壮一(2)
ｻｸﾗｲ ｿｳｲﾁ 長野高専
横川 裕也(3)
ﾖｺｶﾜ ﾕｳﾔ 大町高
吉川 涼平(1)
ﾖｼｶﾜ  ﾘｮｳﾍｲ 松川高
宮原 清司
ﾐﾔﾊﾗ ｷﾖｼ 佐久市陸協
丸山 健一(2)
ﾏﾙﾔﾏ  ｹﾝｲﾁ 信州大
宮坂 駿吾(2) 記録なし
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部中
小林 航希(1) 記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 中野西高
森田 耕陽(3) 記録なし
ﾓﾘﾀ ｺｳﾖｳ 松本蟻ヶ崎高
百瀬 遼(3) 記録なし
ﾓﾓｾ ﾘｮｳ 仁科台中
三井 優征(2) 記録なし
ﾐﾂｲﾕｳｾｲ 中野立志館高
中村 麗央(2) 記録なし
ﾅｶﾑﾗ ﾚｵ 高遠高
花岡 智将(2) 記録なし
ﾊﾅｵｶ ﾄﾓﾏｻ 上田千曲高
松本 啓夢(3) 記録なし
ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾛﾑ 北部高
関 悠作(3) 記録なし
ｾｷ ﾕｳｻｸ 松本県ヶ丘高
那須野 優人(2) 記録なし
ﾅｽﾉ    ﾕｳﾄ 駒ヶ根工業高
藤澤 将人(2) 記録なし
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾄ 高遠高
頼田 竜也(3) 記録なし
ﾖﾘﾀ ﾀﾂﾔ 御代田中
椎名  健(3) 記録なし
ｼｲﾅ ﾀｹｼ 松本工業高
高瀬 侑弥(2) 記録なし
ﾀｶｾ ﾕｳﾔ 長野西高
栁澤 知明(2) 記録なし
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄﾓｱｷ 長野日大高
小木曽 満(2) 記録なし
ｵｷﾞｿ ﾐﾂﾙ 松商学園高
田中 潤(3) 記録なし
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 松本大
平田 勝也(3) 記録なし
ﾋﾗﾀ ｶﾂﾔ 梓川高

1m90 1m95

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1 45  2479

-

記録 備考1m70 1m75 1m80 1m85

xo o

- o o o

xxo xxx

xxx  1.90

2 44  7623
- o o

xxo xxx

xxx  1.90

3 40  3506
o o o

xxx

 1.85

4 47  7773
- xxo o

xxx

 1.85
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xxx

 1.80

5 39  1072
o o o

xxx

 1.80

7 35   984
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9 42  1261
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11 20  4727
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13 36  1056
xo xxo xxx  1.75

14 9  5181
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15 24   600
o xxx  1.70

15 28  1119
o xxx  1.70

15 29  2047
o xxx  1.70

15 31   624
o xxx  1.70

15 33  3082
o xxx  1.70

20 21  3524
xo xxx  1.70

21 19  2071
xxo xxx  1.70

21 34   554
xxo xxx  1.70

21 41  7641
xxo xxx  1.70

21 46  8296
xxo xxx  1.70

3  5473
/

4   945
xxx

7  2362
xxx

8  5384
xxx

10   900
xxx

11   380
xxx

12  1876
xxx

13  1024
xxx

14  2298
xxx

15   511
xxx

16   375
xxx

17  5199
xxx

22  2432
xxx

25  1108
xxx

26  1268
xxx

27  2475
xxx

30  7674
xxx

38  2170
xxx



決勝 4月22日 12:30

長野県記録(KR)                   5.20 松澤ジアン成治               中京大           2011/08/06  
大会記録(GR)                     4.90 松澤ジアン成治               高遠高           2008        

宮林 凌汰(3)
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野工業高
村田 大季(3)
ﾑﾗﾀ ﾀﾞｲｷ 更級農業高
加賀見 一輝(2)
ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ 諏訪二葉高
上野 正輝(3)
ｳｴﾉ ﾏｻｷ 長野日大高
堀尾 佳希(3)
ﾎﾘｵ ﾖｼｷ 須坂高
倉橋 由宇(1)
ｸﾗﾊｼ ﾕｳ 諏訪清陵高
工藤 大樹(1)
ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 長野工業高
小山 吉明
ｺﾔﾏ ﾖｼｱｷ 須坂陸協
門脇 良(2) 記録なし
ｶﾄﾞﾜｷﾘｮｳ 中野立志館高
渡邉 優樹(1) 記録なし
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 長野工業高
伊藤 大起(2) 記録なし
ｲﾄｳ ﾀｲｷ 永明中
中村 智哉(3) 記録なし
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 茅野東部中
中島 駿太朗(3) 記録なし
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝﾀﾛｳ 伊那北高
今井 祐輔(3) 記録なし
ｲﾏｲ ﾕｳｽｹ 田川高
須田 智裕(2) 記録なし
ｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 長野工業高

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考3m40 3m60 3m80 3m90 4m00 4m10 4m20 4m30 4m40
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 4.10

3 11   131
- xo o o o

o o

o xxx
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- - xo xxx
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 4.00
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- - - - xxo - xxx
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- xxo xxx

 4.00

 3.60

7 4  1151
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 3.40

 3.40

1   902
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xxx
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- -
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予選 (1,2組) 4月21日  9:30
決勝 4月21日 13:30

長野県記録(KR)                   7.89 新村　守                     東海大           2008/04/27  
大会記録(GR)                     7.47 北野　幸徳                   信州大           2000        

[ 1組]

阪 圭央  6.22  6.72   -  6.72 q
ｻｶ ﾖｼﾋｻ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ  -1.2  +2.3  +2.3
佐藤 賢一  6.66   -   -  6.66 q
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ  -0.1  -0.1
山寺 裕也(4)   x  6.42  6.60  6.60 q
ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾕｳﾔ 松本大  +0.9  +1.6  +1.6
戸澤 裕介(3)  6.55   -   -  6.55 q
ﾄｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 長野吉田高  -0.2  -0.2
牧野 凌也(3)  6.46  6.47  6.35  6.47 q
ﾏｷﾉ ﾘｮｳﾔ 長野日大高  +0.8  +0.4  +0.1  +0.4
中田 逸斗(3)   x  6.21  6.39  6.39 
ﾅｶﾀ ﾊﾔﾄ 松本蟻ヶ崎高  +2.2  +0.8  +0.8
竹内 篤史(2)  6.37  6.24  6.26  6.37 
ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ 北部高  +0.9  +1.1   0.0  +0.9
大野 裕哉(3)   x  6.03   o  6.03 
ｵｵﾉ  ﾕｳﾔ 松川高  +0.7  +0.7
中川 聡(3)  5.94   x   o  5.94 
ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 松本深志高  -0.8  -0.8
小林  裕之(2)  5.70  5.93   o  5.93 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾋﾛﾕｷ 信州大  +0.1  +1.1  +1.1
所河 右京(3)  5.92  5.85   x  5.92 
ｼｮｶﾞﾜ ｳｷｮｳ 高遠高   0.0  +0.2   0.0
樽沢 佑弥(1)  5.83   -   -  5.83 
ﾀﾙｻﾜ ﾕｳﾔ 松本大  -0.3  -0.3
下田 振一(3)  5.48   o  5.81  5.81 
ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｲﾁ 松代高  +0.6  +0.2  +0.2
外谷 昌範(3)  5.79   o   x  5.79 
ﾄﾔ ﾏｻﾉﾘ 信濃中  +0.6  +0.6
奥原 隼太(1)  5.77   o   o  5.77 
ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 松商学園高  +0.4  +0.4
篠田 匡史(2)  5.74   o   o  5.74 
ｼﾉﾀﾞ  ﾏｻｼﾞ 松川高  +0.1  +0.1
清水 健祐(3)   x  5.40   o  5.40 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ 豊科高  +0.3  +0.3
堀 勇人(3)  5.39   x   x  5.39 
ﾎﾘ ﾊﾔﾄ 松代高  +1.7  +1.7
小宮山 美毅(3)  5.35   o   o  5.35 
ｺﾐﾔﾏ ﾖｼｷ 上田千曲高  +0.2  +0.2
鈴木 拓哉(3)   x  5.17   o  5.17 
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ 小諸商業高  +1.6  +1.6
浦野 博登(2)  5.17   o   o  5.17 
ｳﾗﾉ ﾋﾄﾛ 岡谷東部中  +2.3  +2.3
安藤 弥(1)   x  5.14   x  5.14 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 坂城高  +1.0  +1.0
松岡 雄斗(3)  5.11   x   o  5.11 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 筑摩野中  +1.5  +1.5
久保田 雄大(2)   x  5.06   o  5.06 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 長野工業高  +0.8  +0.8
小林 和磨(2)   x   x  5.03  5.03 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 東御清翔高  +0.4  +0.4
井口 翔太(2)  5.01   o   o  5.01 
ｲｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 辰野高  +0.7  +0.7
藤沢 玄(3)  4.97   o   o  4.97 
ﾌｼﾞｻﾜ ｹﾞﾝ 櫻ヶ岡中  -0.2  -0.2
青柳 郁生(3)   x   x  4.88  4.88 
ｱｵﾔｷﾞ ｲｸﾐ 東北中  -0.1  -0.1
内山 裕貴(3)   x  4.79   o  4.79 
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛｷ 篠ﾉ井西中  +0.4  +0.4
阪上 裕爾(3)  4.73   x   o  4.73 
ｻｶｳｴ ﾕｳｼﾞ 篠ﾉ井西中  +0.1  +0.1
依田 和馬(2)   x   x  4.49  4.49 
ﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 丸子中  +1.3  +1.3
大澤 達(2)   x   x  4.37  4.37 
ｵｵｻﾜ ﾄｵﾙ 望月AC  +0.6  +0.6
倉島   崚(2)  4.24   o   x  4.24 
ｸﾗｼﾏ ﾘｮｳ 上田第五中  +1.3  +1.3
折井 昌弘(2)   x  4.18   -  4.18 
ｵﾘｲ ﾏｻﾋﾛ 梓川高  -0.5  -0.5
横山 拓弥(3)  4.12   o   o  4.12 
ﾖｺﾔﾏ ﾀｸﾐ 宮田中  +0.2  +0.2
小平 裕貴(2)  3.86   o   o  3.86 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 長峰中  +1.0  +1.0
宮崎 貴正(3)  3.60   o   o  3.60 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾏｻ 塩尻志学館高  +0.2  +0.2
西澤 享太郎(2)   x  3.57   x  3.57 
ﾆｼｻﾞﾜ ｷｮｳﾀﾛｳ 若穂中  +0.1  +0.1
樽沢 絃人(1)   x  3.17   x  3.17 
ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 木曽青峰高  +1.2  +1.2
徳田 吉彦(3)   x   x   x 記録なし
ﾄｸﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 松本蟻ヶ崎高
上條 健   x   x   x 記録なし
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 記録 備考-1- -2-

男子

走幅跳

予選 標準記録    0.00m Q:標準記録突破者  q：その他の通過者

-3-順位

2 47  7619

1 43  7609

所属名

3 38  7660

4 42  1050

5 37  1304

6 40  2364

7 39  1032

8 33   544

9 32  2236

10 50  7781

11 36   372

12 45  7669

13 30  1418

14 27  5314

15 25  2466

16 35   556

17 31  2541

18 22  1422

19 29  1872

20 17  1724

20 20  5475

22 24  2731

23 23  5180

24 48  1181

25 10  1745

26 16   295

27 11  5070

28 12  5088

29 13  4775

30 18  4772

31 5  5477

32 8  7750

33 4  4728

34 9  2175

35 14  4793

36 2  4803

37 15  1995

38 7  4528

39 19  1963

34  2361

49  7766



[ 2組]

太田 朗(4)  7.06   -   -  7.06 q
ｵｵﾀ ｱｷﾗ 松本大  +1.2  +1.2
深沢 宏之(3)   x  5.94  6.81  6.81 q
ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 日本大  -0.1  +1.6  +1.6
青沼 和紀(3)   x  6.35  6.67  6.67 q
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ 穂高商業高   0.0  +1.3  +1.3
浦野 謙太朗(3)   x  6.44  6.64  6.64 q
ｳﾗﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 須坂東高  +0.8   0.0   0.0
宮崎 琢也(2)   x  6.54   -  6.54 q
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ 松商学園高  +1.1  +1.1
中山 昂平(3)  6.52   -   -  6.52 q
ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾍｲ 上田東高  +0.7  +0.7
吉村 直也(2)  6.19  6.41  6.20  6.41 q
ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾔ 長野高  -0.9  +0.5  +1.8  +0.5
青木 孔之介(3)   x   x  6.41  6.41 q
ｱｵｷ ｺﾉｽｹ 長野日大高  +0.1  +0.1
田畑 勇貴   x  6.19  6.25  6.25 
ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳｷ 横浜国大  +0.5  +1.9  +1.9
宮澤 拓人(3)   x  6.19  6.19  6.19 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 伊那北高   0.0  +1.4   0.0
内山 裕智(2)   x   x  6.04  6.04 
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ 信濃中  +1.4  +1.4
勝野 将人(3)  5.82  6.00   x  6.00 
ｶﾂﾉ ﾏｻﾄ 長野高  +1.2  +1.1  +1.1
小野沢達也(1)  5.93   o  5.81  5.93 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 穂高商業高  +0.2  +1.3  +0.2
伯耆原 桂(3)  5.83   o   x  5.83 
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ｹｲ 上伊那農高  +0.9  +0.9
宮澤 憲二  5.65  5.81  5.80  5.81 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  -0.4  +0.2  +2.0  +0.2
山﨑 綾将(3)  5.65   x   x  5.65 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳｽｹ 須坂園芸高  +0.3  +0.3
野崎 健太(3)  5.63   o   x  5.63 
ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀ 長野東高  +0.8  +0.8
松木 大地(3)  5.57   x   -  5.57 
ﾏﾂｷ ﾀﾞｲﾁ 北部高  +1.3  +1.3
中野 秀紀(3)   x  5.52   o  5.52 
ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞｷ 松本県ヶ丘高  +0.6  +0.6
古川 栄貴(3)   x   x  5.47  5.47 
ﾌﾙｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 松代高   0.0   0.0
丸山 廉人(3)   x  5.38   o  5.38 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚﾝﾄ 飯山城北中  +0.8  +0.8
大豆 直哉(2)   x  5.33   o  5.33 
ｵｵﾏﾒ ﾅｵﾔ 木曽青峰高   0.0   0.0
神田 優人(2)  5.19   o   o  5.19 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 望月AC   0.0   0.0
市川 拓也(2)   x  5.12   o  5.12 
ｲﾁｶﾜ  ﾀｸﾔ 屋代高   0.0   0.0
高木 勝大(3)  5.08   x   x  5.08 
ﾀｶｷﾞ ｶﾂﾏｻ 木曽青峰高  +0.5  +0.5
丹羽 南樹(2)  5.08   o   x  5.08 
ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野北部中  +1.8  +1.8
片山 隆(2)  4.60   o   x  4.60 
ｶﾀﾔﾏ ﾀｶｼ 更級農業高  +0.4  +0.4
小倉 凱士(2)  4.56   o   o  4.56 
ｵｸﾞﾗ ｶｲﾄ 木曽青峰高  -0.3  -0.3
尾本 和弘(2)  4.54   o   o  4.54 
ｵﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 小諸高  +1.2  +1.2
細野 拓歩(2)   x   x  4.35  4.35 
ﾎｿﾉ ﾀｸﾎ 塩尻広陵中  +1.0  +1.0
小池 篤哉(3)   x  4.32   x  4.32 
ｺｲｹ  ｱﾂﾔ 丸ﾉ内中   0.0   0.0
春日 泰聖(3)  4.31   o   o  4.31 
ｶｽｶﾞ ﾀｲｾｲ 飯山城北中  -0.4  -0.4
山岸 怜也(2)  3.73   x   o  3.73 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾚｲﾔ 若穂中  +0.3  +0.3
村石 圭哉(2)   x   x   x 記録なし
ﾑﾗｲｼ ｹｲﾔ 若穂中
寺澤 克弥(3)   x   x   x 記録なし
ﾃﾗｻﾜ ｶﾂﾔ 裾花中
唐澤 旺生(3)   x   x   x 記録なし
ｶﾗｻﾜ ｱｷﾐ 箕輪中
渡辺 大地(2)   x   x   x 記録なし
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 佐久長聖高
清水 泰地(3)   x   x   x 記録なし
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 望月AC

所属名 -1- -2- -3-

男子

記録 備考

1 46  7668

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

2 45  7743

3 41  2125

4 37   980

5 42  2489

6 43  1825

7 38  1114

8 44  1265

9 40  7631

10 47   393

11 27  4698

12 29  1126

13 20  2108

14 34   342

15 48  7764

16 31  3080

17 32  1198

18 22  1023

19 36  2293

20 35  1417

21 24  5000

22 28  1958

23 15  7748

24 10  1443

25 13  1954

25 4  5352

27 8  2765

28 11  1960

29 26  1710

30 2  4621

31 9  5275

32 12  5002

33 5  4535

1  4533

14  4752

17  4500

30  2801

39  7749



３回の
最高記録

太田 朗(4)  7.54   -  7.40   7.54  7.39  7.53  7.88    7.88 
ｵｵﾀ ｱｷﾗ 松本大  +2.1  -0.2   +2.1  -1.7  -0.2  +2.5    +2.5
佐藤 賢一  7.25   x  7.32   7.32   -  7.26  7.54    7.54 
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ  +0.5  -0.6   -0.6  +1.6  +2.6    +2.6
深沢 宏之(3)   x   x  6.73   6.73  7.18   x   x    7.18 
ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ 日本大  -0.6   -0.6  -1.8    -1.8
中山 昂平(3)   x  6.82   -   6.82  6.72   x  6.70    6.82 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾍｲ 上田東高  +2.9   +2.9  -1.2  +1.6    +2.9
青沼 和紀(3)  6.54  6.36  6.69   6.69  6.73   x  6.69    6.73 
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ 穂高商業高  -2.3  -0.6  -0.9   -0.9  -0.2   0.0    -0.2
阪 圭央  6.70  6.16   x   6.70   x  6.62   x    6.70 
ｻｶ ﾖｼﾋｻ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ  -0.1  +0.9   -0.1  -0.4    -0.1
宮崎 琢也(2)   x  6.67  6.68   6.68   x  4.01   x    6.68 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ 松商学園高  +1.2  +0.7   +0.7  -2.4    +0.7
山寺 裕也(4)   x  6.67   x   6.67  6.61  6.55   x    6.67 
ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾕｳﾔ 松本大  +2.0   +2.0  +1.8  -1.2    +2.0
青木 孔之介(3)  6.47   x  6.64   6.64    6.64 
ｱｵｷ ｺﾉｽｹ 長野日大高  -1.5  -0.4   -0.4    -0.4
戸澤 裕介(3)  6.64   x  6.33   6.64    6.64 
ﾄｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 長野吉田高  -2.3  -2.5   -2.3    -2.3
浦野 謙太朗(3)   x  6.54   x   6.54    6.54 
ｳﾗﾉ ｹﾝﾀﾛｳ 須坂東高  +1.2  +1.4   +1.2    +1.2
吉村 直也(2)  5.98   x   x   5.98    5.98 
ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾔ 長野高  -1.4  +0.6   -1.4    -1.4

決勝 4月21日  9:30

３回の
最高記録

乙川 祥希(2) 新  潟   x  6.61  6.46   6.61    6.61 
ｵﾄｶﾞﾜ  ｶｽﾞｷ 信州大  +2.3  -0.5   +2.3    +2.3

5跳目の記録
大会新

備考-3-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

決勝

-5- -6- 記録所属名 -1-

1 5  7668

-4--2-

2 1  7619

3 2  7743

4 8  1825

5 11  2125

6 7  7609

7 3  2489

8 6  7660

9 13  1265

12 10  1114

10 12  1050

11 4   980

ｵｰﾌﾟﾝ男子

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 1  7695

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



決勝 4月22日 12:00

長野県記録(KR)                  16.98 石川　和義                   筑波大           2004/10/10  
大会記録(GR)                    15.86 佐藤　賢一                   信大こまくさAC   2010.4.25   

３回の
最高記録

佐藤 賢一 13.78 13.49 15.03  15.03   x 15.34    x   15.34 
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ  -2.5  +2.3  +3.4   +3.4  +4.6    +4.6
成田 正崇(3)   x 15.34   -  15.34   x   -    -   15.34 
ﾅﾘﾀ  ﾏｻﾀｶ 至学館大  +3.2   +3.2    +3.2
中山 昂平(3) 14.36   x 13.94  14.36   -   -    x   14.36 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾍｲ 上田東高  -0.9  +3.0   -0.9    -0.9
和田 侑也(2) 13.37 13.55   x  13.55 13.81   x  13.61   13.81 
ﾜﾀﾞ ﾕｳﾔ 松代高  +0.6  -0.6   -0.6  +2.3   +1.2    +2.3
前田 薫(4)   x 13.49   -  13.49   x   x    x   13.49 
ﾏｴﾀﾞ  ｶｵﾙ 信州大  -2.7   -2.7    -2.7
丸山 健一(2) 12.85 13.26 13.07  13.26   x   x    x   13.26 
ﾏﾙﾔﾏ  ｹﾝｲﾁ 信州大  +1.3  +4.0  +3.5   +4.0    +4.0
清水 健祐(3)   x 13.08   x  13.08 13.19   x    x   13.19 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ 豊科高  +1.6   +1.6  +1.9    +1.9
戸澤 裕介(3)   x 13.12   x  13.12   x   x    x   13.12 
ﾄｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 長野吉田高  +4.3   +4.3    +4.3
青沼 和紀(3) 11.84   o 12.97  12.97   12.97 
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ 穂高商業高  -1.8  +1.3   +1.3    +1.3
今藤 燎(3)   x 12.87 12.53  12.87   12.87 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳ 長野商業高  +2.6  +3.8   +2.6    +2.6
勝野 将人(3) 12.49 12.77 12.51  12.77   12.77 
ｶﾂﾉ ﾏｻﾄ 長野高  -2.9  +2.8  +1.6   +2.8    +2.8
青木 夏貴(2) 11.62   o 12.53  12.53   12.53 
ｱｵｷ ﾅﾂｷ 飯山北高  +0.8  +4.3   +4.3    +4.3
伯耆原 桂(3) 12.53   x   x  12.53   12.53 
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ｹｲ 上伊那農高  -4.0   -4.0    -4.0
岡田 英希(2) 12.51   x   -  12.51   12.51 
ｵｶﾀﾞ  ﾋﾃﾞｷ 松川高  +2.8   +2.8    +2.8
大野 裕哉(3) 12.11   o   o  12.11   12.11 
ｵｵﾉ  ﾕｳﾔ 松川高  -1.3   -1.3    -1.3
山本 翔太(2)   x   x 11.82  11.82   11.82 
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 須坂高  +3.9   +3.9    +3.9
吉村 直也(2) 11.78   x   o  11.78   11.78 
ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾔ 長野高  -2.0   -2.0    -2.0
小幡 卓哉(3) 11.75   -   -  11.75   11.75 
ｵﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ 松本深志高  -2.2   -2.2    -2.2
竹内 篤史(2) 11.75   o   o  11.75   11.75 
ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ 北部高  -0.8   -0.8    -0.8
鈴木 拓哉(3) 11.56   o   o  11.56   11.56 
ｽｽﾞｷ ﾀｸﾔ 小諸商業高  -1.6   -1.6    -1.6
中川 聡(3) 11.40   o   x  11.40   11.40 
ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 松本深志高  -1.5   -1.5    -1.5
小林 丈晃(3) 11.34   -   x  11.34   11.34 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹｱｷ 長野高  -4.0   -4.0    -4.0
曽根原 渉(3) 11.28   x   o  11.28   11.28 
ｿﾈﾊﾗ ﾜﾀﾙ 大町北高  +3.0   +3.0    +3.0
高松 雄大(3)   x   x 11.25  11.25   11.25 
ﾀｶﾏﾂ ｶｽﾞｷ 松本県ヶ丘高  +2.6   +2.6    +2.6
高橋 拓未(2)   x   x   x    x 記録なし
ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ 東御清翔高
日馬 正貴   x   x   x    x 記録なし
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野陸協
尾崎 皓一(3)   x   x   x    x 記録なし
ｵｻﾞｷ ｺｳｲﾁ 長野日大高
朝倉 雅貴(3)   x   x   x    x 記録なし
ｱｻｸﾗ ﾏｻｷ 松代高

26  1423

19  7625

24  1261

24 7  2295

4  1744

22 3  1119

23 10  2042

20 5  1724

21 9  2236

18 13  2235

18 15  1032

16 11   990

17 12  1114

14 27   557

15 17   544

12 6   808

13 21   342

10 18  1146

11 20  1126

8 25  1050

9 14  2125

6 35  8296

7 23  2541

4 28  1420

5 36  8229

2 32  7643

3 33  1825

記録 備考

1 34  7619

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

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 4月21日 14:30

長野県記録(KR)                  16.11 三浦　理                     国士舘大         1995/09/15  
大会記録(GR)                    13.86 三浦　均                     梓川高教         1983        

３回の
最高記録

池田 正太郎
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 長野市陸協
上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ 松本市陸協
村松 克磨(1)
ﾑﾗﾏﾂ ｶﾂﾏ 松本大
中谷 俊貴(3)
ﾅｶﾔ ﾄｼｷ 松本大
中田 浩二
ﾅｶﾀ ｺｳｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
堀井裕介(4)
ﾎﾘｲ ﾕｳｽｹ 新潟大
中島 公徳
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
尾崎 雄介(1)
ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 松本大
鈴木 真弘
ｽｽﾞｷ ﾏｻﾋﾛ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
阿部 敬浩(1)
ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 松本大
本多 俊平
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
牧野 圭介(M)
ﾏｷﾉ ｹｲｽｹ 松本市陸協
宮澤 憲二
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
清水 拓也
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾔ TOKAIAC
上條 健
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

  8.07   7.94   7.93    8.07
15 11  7766

  8.07

  8.15    8.15   8.15 

   8.47   8.47 

14 6  7755
   x    x

13 13  7764
  7.82   8.42   8.47

   x    8.76   8.76 

   9.06   9.06 

12 1  7684
  8.76   8.52

11 14  7773
  8.84   9.06   8.50

  9.66    9.80   9.80 

   9.86   9.86 

10 3  7654
  9.64   9.80

9 17  7774
   x   9.86    x

   x   10.06   8.72    x    x  10.06 

  10.35  10.09   9.93    x  10.35 

8 7  7680
 10.06   9.48

7 2  7611
 10.35   9.46   9.60

   x   10.16  10.62    x  10.58  10.62 

  10.86    x  10.65  10.61  10.86 

6 4  7706
   x  10.16

5 16  7767
  9.94  10.86  10.55

 11.19   11.19  11.20    x  10.88  11.20 

  10.85  11.67  11.17  11.89  11.89 

4 5  7673
 11.06  10.99

3 9  7667
 10.83  10.19  10.85

 11.56   11.56  11.75  11.86  12.01  12.01 

  11.58    x    x  12.29  12.29 

2 8  7651
 11.40    x

1 10  7735
 11.58    x    x

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 4月21日 14:30

長野県高校記録(KR)              14.59 笹野　弘允                   丸子実業         2005/10/08  
大会記録(GR)                    12.51 下條 久佳                    木曽青峰高       2010.4.24   

３回の
最高記録

野﨑 隼冬(3) 大会新
ﾉｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 長野工業高
飯田 謙治(2)
ｲｲﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 松商学園高
武田 涼介(2)
ﾀｹﾀﾞﾘｮｳｽｹ 中野立志館高
上條 哲矢(2)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾃﾂﾔ 木曽青峰高
大庭 達也(3)
ｵｵﾊﾞ ﾀﾂﾔ 飯山北高
小林 拓矢(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 長野日大高
原 智也(3)
ﾊﾗ ﾄﾓﾔ 上伊那農高
栁沢 裕哉(3)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛﾔ 上田染谷丘高
東方 大樹(3)
ﾄｳﾎﾞｳ ﾀﾞｲｷ 池工高
田口 恭平(2)
ﾀｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 木曽青峰高
村田 将梧(3)
ﾑﾗﾀ ｼｮｳｺﾞ 北部高
寺島 国彦(3)
ﾃﾗｼﾏ ｸﾆﾋｺ 穂高商業高
橋詰 幸孝(2)
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｷﾀｶ 丸子修学館高
古川 伸一(2)
ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁ 北部高
矢ヶ崎 奨(2)
ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ 上田東高
山本 歩(1)
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾑ 飯山北高
堀尾 元貴(2)
ﾎﾘｵ ｹﾞﾝｷ 須坂高
安藤 弥(1)
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 坂城高
小林 勇太(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 阿南高
早川 謙哉(2)
ﾊﾔｶﾜ ｹﾝﾔ 上伊那農高
尾臺 良太(2)
ｵﾀﾞｲ ﾘｮｳﾀ 小諸高
岡村 也寸志(2)
ｵｶﾑﾗ ﾔｽｼ 長野高専
白鳥 颯太郎(2)
ｼﾛﾄﾘ ｿｳﾀﾛｳ 長野高専
佐藤 一樹(2)
ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 諏訪清陵高
相澤 元紀(2)
ｱｲｻﾞﾜ ﾓﾄｷ 大町高
岡田 稜太(1)
ｵｶﾀﾞ  ﾘｮｳﾀ 松川高
大庭 直也(1)
ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾔ 飯山北高
伊藤 敦紀(3)
ｲﾄｳ ｱﾂｷ 市立長野高
竹内 佑斗(3)
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 北部高
井口 翔太(2)
ｲｸﾞﾁ ｼｮｳﾀ 辰野高
尾形 拓紀(3)
ｵｶﾞﾀ ﾋﾛｷ 北佐久農業高
小美野 暁(2)
ｺﾐﾉ  ｱｷﾗ 上田西高
山田 大稀(2)
ﾔﾏﾀﾞ  ﾀｲｷ 下諏訪向陽高
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男子

砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 4月21日 9:30

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

３回の
最高記録

池田 正太郎
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 長野市陸協
勝野 英貴(4)
ｶﾂﾉ ﾋﾃﾞｷ 松本大
熊井 大地(4)
ｸﾏｲ ﾀﾞｲﾁ 松本大
荻原 邦宏(4)
ｵｷﾞﾊﾗ ｸﾆﾋﾛ 松本大
上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ 松本市陸協
中谷 俊貴(3)
ﾅｶﾔ ﾄｼｷ 松本大
尾崎 雄介(1)
ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 松本大
寺島 国彦(3)
ﾃﾗｼﾏ ｸﾆﾋｺ 穂高商業高
中島 公徳
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
土屋 春生
ﾂﾁﾔ  ﾊﾙｵ 北佐久郡陸協
阿部 敬浩(1)
ｱﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 松本大
後藤 悠二(3) 欠場
ｺﾞﾄｳ ﾕｳｼﾞ 飯田高陵中
黒木 健太郎(2) 欠場
ｸﾛｷ ｹﾝﾀﾛｳ 信州大

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

男子

円盤投(2.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
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記録 備考
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決勝 4月21日 9:30

長野県高校記録(KR)              45.21 笹野　弘允                   丸子実業         2005/06/26  

３回の
最高記録

大庭 達也(3)
ｵｵﾊﾞ ﾀﾂﾔ 飯山北高
寺島 国彦(3)
ﾃﾗｼﾏ ｸﾆﾋｺ 穂高商業高
原 智也(3)
ﾊﾗ ﾄﾓﾔ 上伊那農高
野﨑 隼冬(3)
ﾉｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 長野工業高
太田 一矢(3)
ｵｵﾀ ｶｽﾞﾔ 北部高
岡村 也寸志(2)
ｵｶﾑﾗ ﾔｽｼ 長野高専
上條 哲矢(2)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾃﾂﾔ 木曽青峰高
早川 祐人(3)
ﾊﾔｶﾜ ﾕｳﾄ 長野西高
尾形 拓紀(3)
ｵｶﾞﾀ ﾋﾛｷ 北佐久農業高
古川 伸一(2)
ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁ 北部高
百瀬 友紀(3)
ﾓﾓｾ ﾄﾓｷ 松本県ヶ丘高
山田 悠聖(3)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｾｲ 松本県ヶ丘高
丸山 清嵩(3)
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾖﾀｶ 松本深志高
梶塚 航太(3)
ｶｼﾞﾂﾞｶ ｺｳﾀ 北部高
矢ヶ崎 奨(2)
ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ 上田東高
唐澤 航介(2)
ｶﾗｻﾜ ｺｳｽｹ 上田千曲高
今井 宣浩(2)
ｲﾏｲ ﾉﾘﾋﾛ 丸子修学館高
丸山 貴由人(1)
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾕﾄ 松商学園高
荻澤 洸太(3)
ｵｷﾞｻﾜ ｺｳﾀ 大町北高
片桐 康熙(2)
ｶﾀｷﾞﾘ ｺｳｷ 飯山北高
伊藤 敦紀(3)
ｲﾄｳ ｱﾂｷ 市立長野高
武田 涼介(2)
ﾀｹﾀﾞﾘｮｳｽｹ 中野立志館高
大日方 建(2)
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾀｹﾙ 大町高
工藤 裕貴(2)
ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 松本県ヶ丘高
寺島 瞬(2)
ﾃﾗｼﾏ ｼｭﾝ 長野商業高
奥原 千明(3)
ｵｸﾊﾗ ﾁｱｷ 大町北高
佐藤 一樹(2) 記録なし
ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 諏訪清陵高
山本 大(2) 記録なし
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲ 松商学園高
北澤 信(3) 欠場
ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｺﾄ 野沢南高
中宮 涼太(2) 欠場
ﾅｶﾐﾔ ﾘｮｳﾀ 長野商業高

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

男子

円盤投(1.750kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  32.56

記録 備考

1 28   804
   o    o  37.96   37.96

2 25  2112
   o  32.56    o    o  33.25    o  33.25 

   x  38.30  38.30  38.09

  32.03

 31.42    o   31.42  33.09
3 26   343

   o

4 30  1171
   o    o  32.03    x    x    x  32.03 

   o    o  33.09 

  30.84

   o  30.27   30.27  30.98
5 29  1031

   o

6 23  3538
   x  30.84    o    x    x    o  30.84 

 31.97    o  31.97 

  29.82

   o  30.57   30.57    x
7 16  1957

   x

8 21  1103
   o  29.82    x    o    o    o  29.82 

   x    x  30.57 

  28.03

   o    x   28.08
9 20  1639

 28.08

10 17  1037
   x  28.03    o  28.03 

 28.08 

  27.03

 27.07    o   27.07
11 8  2290

   o

12 12  2297
 27.03    o    x  27.03 

 27.07 

  26.23

   o    o   26.52
13 22  2237

 26.52

14 19  1028
   x    o  26.23  26.23 

 26.52 

  26.12

   o    o   26.17
15 27  1796

 26.17

16 14  1874
 26.12    o    o  26.12 

 26.17 

  24.56

 25.50    o   25.50
17 9  1750

   o

18 7  2468
   o    o  24.56  24.56 

 25.50 

  22.32

   o    x   24.35
19 15  2039

 24.35

20 18   810
 22.32    x    x  22.32 

 24.35 

  21.33

 21.68    x   21.68
21 5   868

   o

22 13   899
   x  21.33    o  21.33 

 21.68 

  19.21

   x  19.88   19.88
23 4  2083

   x

24 1  2270
 19.21    o    o  19.21 

 19.88 

  18.16

 18.83    x   18.83
25 3  1133

   x

26 6  2036
 18.16    o    o  18.16 

 18.83 

    x

   x    x     x
2   116

   x

10  2492
   x    x    x

11  1546

24  1134



決勝 4月22日 14:30

長野県記録(KR)                  62.50 佐々木　茂雄                 東海大           1987/08/27  
大会記録(GR)                    57.58 丑沢　和彦                                    1989        

３回の
最高記録

小林 龍太(M)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀ 筑波大
富井 博輝(3)
ﾄﾐｲ ﾋﾛｷ 松本大
上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ 松本市陸協
寺島 国彦(3)
ﾃﾗｼﾏ ｸﾆﾋｺ 穂高商業高
高橋 孝幸
ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾕｷ 長野市陸協
三木 佑太(4)
ﾐｷ ﾕｳﾀ 松本大
岩下 遼介(2)
ｲﾜｼﾀ ﾘｮｳｽｹ 新潟大

決勝 4月22日 14:30

長野県高校記録(KR)              57.29 笹野　弘允                   丸子実業         2005/10/23  
大会記録(GR)                    52.22 野﨑 隼冬                    長野工業高       2011        

３回の
最高記録

栁沢 裕哉(3)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾛﾔ 上田染谷丘高
平田 勝也(3)
ﾋﾗﾀ ｶﾂﾔ 梓川高
上條 文汰(2)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾌﾞﾝﾀ 梓川高
寺島 国彦(3)
ﾃﾗｼﾏ ｸﾆﾋｺ 穂高商業高
常田 和也(2)
ﾄｷﾀ ｶｽﾞﾔ 須坂園芸高
深澤 元気(3)
ﾌｶｻﾜ ｹﾞﾝｷ 明科高
山村 圭吾(3)
ﾔﾏﾑﾗ ｹｲｺﾞ 梓川高
堀尾 元貴(2)
ﾎﾘｵ ｹﾞﾝｷ 須坂高
飯田 謙治(2)
ｲｲﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 松商学園高
野尻 英史(3)
ﾉｼﾞﾘ ｴｲｼ 松本深志高
五十嵐 靖貴(3)
ｲｶﾞﾗｼ ﾔｽﾀｶ 大町高
今井 宣浩(2)
ｲﾏｲ ﾉﾘﾋﾛ 丸子修学館高
山田 悠聖(3)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｾｲ 松本県ヶ丘高
小林 勇太(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 阿南高
友野 広大(3)
ﾄﾓﾉ 広大 野沢北高
竹内 佑斗(3)
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 北部高
安部 太祐(2)
ｱﾝﾍﾞ ﾀｲｽｹ 大町北高

 38.63    o    o   34.93  36.67
7 4  7705

 34.93  38.63    o

   o   39.19    x    o  40.01  40.01 

  33.91    x  38.66  40.50  40.50 

6 2  7659
 39.19    o

5 5  7734
   x    x  33.91

   o   41.31    o    x    x  41.31 

  43.40    o    x  45.40  45.40 

4 1  2112
 41.31    o

3 3  7651
   o    x  43.40

   x   48.63    o    x  48.96  48.96 

  52.85    x    o    o  52.85 

2 6  7682
   o  48.63

-5- -6- 記録 備考

1 7  7718
   o  52.85    x

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4-

氏  名 所属名 -1- -2-

男子

ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

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

男子

ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  47.17

記録 備考

1 17  1836
   o  48.59    o   48.59

2 18  2170
 47.17    x    x  47.46    o    o  47.46 

   o  52.05  52.05  50.18

  45.69

   o    o   45.79  46.81
3 16  2174

 45.79

4 15  2112
 45.69    x    o    x    x    o  45.69 

   o    o  46.81 

  39.04

 44.47    o   44.47    o
5 14  3067

   x

6 12  2563
   o  39.04    x  40.04  41.82    o  41.82 

   o    x  44.47 

  38.22

 39.94    o   39.94    o
7 13  2169

   o

8 8   987
   o  38.22    o    x    o    o  38.22 

   o    o  39.94 

  35.53

   x    x   37.46
9 5  2490

 37.46

10 10  2234
   o  35.53    x  35.53 

 37.46 

  31.37

 35.01    x   35.01
11 9  2074

   o

12 11  1750
   x  31.37    x  31.37 

 35.01 

  22.80

   x  29.94   29.94
13 19  2297

   o

14 4   770
   x    o  22.80  22.80 

 29.94 

 21.52    x   21.52
15 6  1519

   x

 18.58 

 21.52 

16 3  1026
 18.58    x

17 1  2048
 16.77

   o   18.58

 16.77    o    x   16.77



予選 (1,2組) 4月22日  9:00
決勝 4月22日 13:30

長野県記録(KR)                  67.34 田中　完次                   大北陸協         1997/04/20  
大会記録(GR)                    67.34 田中　完次                   大北陸協         2009        

[ 1組]

涌井洸宣(4)
ﾜｸｲ ﾐﾂﾉﾌﾞ 中京大
斉藤 元気(4)
ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝｷ 国際武道大
荻原 健志
ｵｷﾞﾜﾗ ﾂﾖｼ 長野市陸協
三浦 慶也(3)
ﾐｳﾗ ﾖｼﾔ 小諸高
早川 祐人(3)
ﾊﾔｶﾜ ﾕｳﾄ 長野西高
矢ヶ崎 奨(2)
ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ 上田東高
小澤 匠(2)
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 松本美須々ヶ丘高
鳥羽 大樹(3)
ﾄﾊﾞ ﾋﾛｷ 南安曇農業
土屋 翔太(3)
ﾂﾁﾔｼｮｳﾀ 中野立志館高
髙橋 洸貴(3)
ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 長野吉田高
村松 康平(2)
ﾑﾗﾏﾂ  ｺｳﾍｲ 信州大
清野 雄貴(4)
ｷﾖﾉ ﾕｳｷ 長野高専
田口 恭平(2)
ﾀｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 木曽青峰高
伊藤 拓(1)
ｲﾄｳ ﾀｸ 長野西高
上條 健宏(3)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹﾋﾛ 塩尻志学館高
西尾 和己(3)
ﾆｼｵ ｶｽﾞｷ 飯田風越高
水﨑 友一朗(3)
ﾐｽﾞｻｷ ﾕｳｲﾁﾛｳ 長野西高
塚田 涼太(2)
ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 岡谷東高
西森 晋平(3)
ﾆｼﾓﾘ ｼﾝﾍﾟｲ 松本深志高
宮崎 貴正(3)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾏｻ 塩尻志学館高
岡田 拓真(3)
ｵｶﾀﾞ ﾀｸﾏ 須坂東高
武重 俊樹(2)
ﾀｹｼｹﾞ ﾄｼｷ 上田染谷丘高

[ 2組]

山本 大地(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 国際武道大
太田 一矢(3)
ｵｵﾀ ｶｽﾞﾔ 北部高
小宮山 美毅(3)
ｺﾐﾔﾏ ﾖｼｷ 上田千曲高
友田 利男
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 松本市陸協
佐藤 文哉(3)
ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ 長野日大高
大和 弘典(2)
ﾔﾏﾄ ﾋﾛﾉﾘ 長野日大高
長谷川 将己(3)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｷ 長野高専
木藤 幸希(2)
ｷﾄｳ ﾖｼｷ 松商学園高
橋詰 幸孝(2)
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｷﾀｶ 丸子修学館高
大木 健弘(3)
ｵｵｷ ﾀｹﾋﾛ 小諸高
塚田 健太(2)
ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 上田高
佐藤 塁(2)
ｻﾄｳ ﾙｲ 小諸高
渡辺 光孝(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ 長野吉田高
勝野 裕太
ｶﾂﾉ ﾕｳﾀ Dream.A.C
三浦 翔太(3)
ﾐｳﾗ  ｼｮｳﾀ 松川高
早川 謙哉(2)
ﾊﾔｶﾜ ｹﾝﾔ 上伊那農高
山浦 広平(3)
ﾔﾏｳﾗ ｺｳﾍｲ 上田東高
赤瀬 崇
ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
黒河内 康介(3)
ｸﾛｺﾞｳﾁ ｺｳｽｹ 伊那弥生ヶ丘高
金子  仁(2)
ｶﾈｺ ｼﾞﾝ 岡谷工業高
寺島 瞬(2)
ﾃﾗｼﾏ ｼｭﾝ 長野商業高
友野 広大(3)
ﾄﾓﾉ 広大 野沢北高
青木 寿史(3)
ｱｵｷ ﾄｼﾌﾐ 須坂東高
永池 哲太(1)
ﾅｶﾞｲｹ ﾖｼﾋﾛ 中野西高

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

男子

やり投(0.800kg)

予選 標準記録    45.00m Q:標準記録突破者  q：その他の通過者

 56.57 Q

所属名 -1- -2- -3-

2 2  7640
 53.79

記録 備考

1 28  7720
 56.57

 53.79 Q

3 24  7726
 48.49  48.49 Q

 48.05 Q

5 23  1103
   o    o  47.42  47.42 Q

4 25

6 27  1796
   x

   o  48.05
 1707

   o

 46.78  46.78 Q

7 15  2355
 44.74    o    o  44.74 

 44.25 

9 13   892
 42.47    o    x  42.47 

8 26

10 20  1060
 42.40

   o  44.25
 2133

   o

   o    o  42.40 

11 29  7784
 41.47    x    x  41.47 

 40.49 

13 22  1956
 40.46    o    o  40.46 

12 18

14 8  3042
   o

   o    o
 7724

 40.49

 38.06    o  38.06 

15 19  1996
   o  37.70    o  37.70 

 35.69 

17 16  1101
   o  35.03    o  35.03 

16 21

18 1   197
   o

   o    -
  595

 35.69

   o  34.33  34.33 

19 7  2233
 33.29    x    x  33.29 

 31.84 

21 11   978
   o    x  31.64  31.64 

20 10

22 4  1844
   o

 31.84    x
 1995

   o

 26.38    o  26.38 

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 備考

1 2  7639
 56.66  56.66 Q

2 28  1031
 54.04

-3- 記録

 54.04 Q

3 25  1872
 50.04  50.04 Q

 49.45 Q

5 26  1302
   o  49.41  49.41 Q

4 27

6 24  1260
 46.60

 7653
 49.45

 46.60 Q

7 19  3514
   o    o  46.14  46.14 Q

 45.12 Q

9 23  1762
 44.74    o    o  44.74 

8 10

10 20  1709
 41.07

 45.12
 2496

   x

   o    o  41.07 

11 11  1781
   o    x  40.59  40.59 

 40.59 

13 14  1065
 40.39    o  40.39 

11 18

14 1  7601
   x

   o    o
 1714

 40.59

   o  39.68  39.68 

15 21   538
   o  39.58    o  39.58 

 39.52 

17 9  1829
   -    -  39.01  39.01 

16 17

18 15  7610
 38.53

   x    x
  354

 39.52

   x    o  38.53 

19 13   453
   o  35.51    o  35.51 

 33.04 

21 7  1133
   x  32.34    o  32.34 

20 4

22 12  1519
   x

   o  33.04
  268

   x

   x  32.16  32.16 

23 5  3081
   o    o  31.35  31.35 

 30.54 
24 8   944

   o    o  30.54



３回の
最高記録

涌井洸宣(4)
ﾜｸｲ ﾐﾂﾉﾌﾞ 中京大
斉藤 元気(4)
ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝｷ 国際武道大
友田 利男
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 松本市陸協
荻原 健志
ｵｷﾞﾜﾗ ﾂﾖｼ 長野市陸協
太田 一矢(3)
ｵｵﾀ ｶｽﾞﾔ 北部高
山本 大地(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲﾁ 国際武道大
小宮山 美毅(3)
ｺﾐﾔﾏ ﾖｼｷ 上田千曲高
矢ヶ崎 奨(2)
ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ 上田東高
三浦 慶也(3)
ﾐｳﾗ ﾖｼﾔ 小諸高
佐藤 文哉(3)
ｻﾄｳ ﾌﾐﾔ 長野日大高
早川 祐人(3)
ﾊﾔｶﾜ ﾕｳﾄ 長野西高
木藤 幸希(2)
ｷﾄｳ ﾖｼｷ 松商学園高
大和 弘典(2)
ﾔﾏﾄ ﾋﾛﾉﾘ 長野日大高
長谷川 将己(3)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｷ 長野高専

男子

所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録

やり投(0.800kg)
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 備考

1 6  7720
   o    o  61.66   61.66    o    o

  57.64

   o  61.66 

2 13  7640
 60.18    o    o   60.18

3 7  7653
 57.64    o    o    o    x    o  57.64 

   o    o  60.18    o

  55.02

   o  56.01   56.01    o
4 10  7726

   o

5 1  1031
   o  55.02    o    o    o  55.65  55.65 

   o    o  56.01 

  52.45

 53.81    o   53.81  54.57
6 2  7639

   o

7 3  1872
   o  52.45    o    o    o    o  52.45 

   o    x  54.57 

  51.84

   x    o   52.03    o
8 9  1796

 52.03

9 8  1707
   o    o  51.84  51.84 

   o    o  52.03 

  47.59

 48.05    x   48.05
10 12  1302

   o

11 4  1103
   o    o  47.59  47.59 

 48.05 

   o  47.11   47.11
12 11  2496

   x

 46.36 

 47.11 

13 14  1260
   o  46.36

14 5  3514
 44.03

   o   46.36

 44.03    o    o   44.03


	男子01
	男子02
	男子03
	男子04
	男子05
	男子06

