
第54回北信地区陸上競技選手権大会
期日：平成24年8月18日(土)･19日(日)
場所：長野市営陸上競技場

決勝記録一覧表
GR:大会新 男  子 【競技場】201010  長野市営陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
08/18 男子   0.0柴田 晃太朗(3) 11.18 佐藤 大志(2) 11.24 池田 彪我(1) 11.39 宮林 紘汰(1) 11.50 増田 勇輝(2) 11.51 高橋 邦幸 11.52 正村 太一(2) 11.61 渡辺 光孝(2) 11.70

100m 高校･長野高専 高校･須坂高 高校･須坂東高 高校･篠ノ井高 高校･長野吉田高 一般･長野市陸協 高校･長野高 高校･長野吉田高
08/19  -1.1山本 龍一(5) 22.87 松沢 恵佑(4) 23.00 池田 彪我(1) 23.26 石原 昌(2) 23.34 一宮 一至(2) 23.72

200m 一般･長野高専 大学･松本大 高校･須坂東高 大学･信大 高校･市立長野高
08/18 浅川 優人(1) 51.12 荻原 隆博(3) 51.47 北村 健太(2) 52.26 山崎 良次(2) 53.05 流 竜一(2) 53.38 一宮 一至(2) 53.43 徳武 大起(3) 54.36 沼田 大智(1) 56.21

400m 高校･長野高 高校･中野立志館高 高校･篠ノ井高 高校･飯山北高 高校･長野西高 高校･市立長野高 大学･松本大 高校･須坂高
08/19 徳武 大起(3) 2,01.42 平野 慶介 2,02.58 氷室 南斗(2) 2,03.17 酒井 洋明(1) 2,04.89 小矢沢 龍二(2) 2,06.48 諏訪 琢眞(5) 2,07.29 依田 卓東(3) 2,13.05

800m 大学･松本大 一般･飯山市陸協 高校･屋代高 高校･須坂高 高校･長野高 一般･長野高専 高校･長野高専
08/18 利根川 裕雄 4,07.13 村澤 智啓 4,07.96 丸山 航平 4,08.06 割田 雄磨 4,10.57 長谷川 久嗣 4,11.00 石川 雄麻 4,11.74 北原 悠(2) 4,16.23 合津 智裕(1) 4,16.66

1500m 一般･ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ 一般･千曲市陸協 一般･中野市陸協 一般･長野市陸協 一般･上水内陸協 一般･中野市陸協 高校･長野高専 高校･長野高
08/19 利根川 裕雄 15,03.04 平田 和也 15,14.95 長谷川 久嗣 15,17.26 丸山 航平 15,38.46 割田 雄磨 15,40.66 藤木 悠平 15,45.68 荒井 祐輔 16,00.72 島田 康陽(5) 16,04.99

5000m 一般･ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ 一般･長野市陸協 一般･上水内陸協 一般･中野市陸協 一般･長野市陸協 一般･中野市陸協 一般･須坂陸協 一般･長野高専
08/19  -2.3松村 拓磨(3) 16.47 丸山 健一(2) 16.86 中山 雄太(2) 18.46 天野 夏樹(1) 18.80 金児 直登(1) 18.96 長島 均(1) 19.15 大蔵 健吾(2) 19.47 田中 哉太(1) 19.68

110mH(1.067m) 大学･静岡大 大学･信大 高校･長野吉田高 高校･長野高専 高校･須坂高 高校･長野高 高校･長野日大高 高校･長野高専
08/19 芋川 駿(1) 59.39 草野 晃平(1) 59.63 山崎 良次(2) 1,00.83 徳竹 悠馬(3) 1,03.16 夏目 映人(3) 1,03.34 中山 雄太(2) 1,04.66 轟 太地(2) 1,05.70 西埜 拓海(1) 1,06.12

400mH(0.914m) 高校･長野吉田高 高校･篠ノ井高 高校･飯山北高 中学･信濃中 中学･柳町中 高校･長野吉田高 高校･須坂高 高校･長野吉田高
08/18 芋川 駿(1) 1.85 内山 貴仁(1) 1.85 岩崎 晴也(3) 高校･長野高専 1.80 櫻井 壮一(2) 1.80 山本 小太郎(3) 1.75 吉田 豪郎(1) 1.70

走高跳 高校･長野吉田高 高校･長野日大高 上野 航(2) 高校･長野高 高校･長野高専 高校･須坂東高 高校･長野西高
西沢 翔 一般･いよだAC 塩原 巧巳(1)

高校･長野高専

08/18 峯村 匡登 4.20 工藤 大樹(1) 3.60 小山 吉明 3.60 畑山 亮太(1) 3.00 芝 建樹(1) 2.80 内山 朋也(2) 2.60
棒高跳 一般･いよだAC 高校･長野工高 一般･須坂陸協 高校･長野工高 高校･篠ノ井高 中学･小布施中

08/19 太田 朗(4) 7.48(+0.1) 山寺 裕也(4) 6.83(+1.1) 竹内 篤史(2) 6.33(+0.6) 青木 夏貴(2) 6.24(+1.9) 山本 翔太(2) 6.21(+2.0) 内山 貴仁(1) 6.19(-0.1) 村松 康平(2) 6.10(+0.9) 小林 裕之(2) 6.08(+1.5)
走幅跳 大学･松本大 GR　 大学･松本大 高校･北部高 高校･飯山北高 高校･須坂高 高校･長野日大高 大学･信大 大学･信大

08/18 竹内 篤史(2)13.48(+1.2) 朝倉 雅貴(3)13.17(+1.5) 丸山 健一(2)13.16(+1.2) 青木 夏貴(2)12.36(+1.8) 山本 翔太(2)12.32(+1.6) 櫻井 壮一(2)12.29(-0.2)
三段跳 高校･北部高 高校･松代高 大学･信大 高校･飯山北高 高校･須坂高 高校･長野高専

08/18 池田 正太郎 12.80 尾崎 雄介(1) 11.03
砲丸投 一般･長野市陸協 大学･松本大

08/18 武田 涼介(2) 11.54 大庭 達也(3) 11.51 坂田 晃有(1) 11.03 小林 拓矢(2) 10.96 山本 歩(1) 10.32 白鳥 颯太郎(2) 10.23 上倉 寿史(1) 9.42 清水 幸佑(2) 8.79
砲丸投 高校･中野立志館高 高校･飯山北高 高校･中野立志館高 高校･長野日大高 高校･飯山北高 高校･長野高専 高校･飯山北高 高校･長野日大高

08/19 池田 正太郎 40.13 熊井 大地(4) 33.94 会津 秀馬(4) 21.72 村松 康平(2) 19.66
円盤投 一般･長野市陸協 大学･松本大 大学･信大 大学･信大

08/19 大庭 達也(3) 35.70 岡村 也寸志(2) 33.12 大庭 直也(1) 30.90 常田 和也(2) 29.46 中宮 涼太(2) 28.93 小林 拓矢(2) 28.61 片桐 康熙(2) 27.13 坂田 晃有(1) 24.85
円盤投 高校･飯山北高 高校･長野高専 高校･飯山北高 高校･須坂園芸高 高校･長野商高 高校･長野日大高 高校･飯山北高 高校･中野立志館高

08/18 富井 博輝(3) 50.07 高橋 孝幸 40.35
ﾊﾝﾏｰ投 大学･松本大 一般･長野市陸協

08/18 常田 和也(2) 42.61 片桐 康熙(2) 33.26 山本 歩(1) 28.66 竹内 佑斗(3) 27.60 徳永 勇(1) 15.02
ﾊﾝﾏｰ投 高校･須坂園芸高 高校･飯山北高 高校･飯山北高 高校･北部高 高校･北部高

08/19 太田 一矢(3) 55.87 鳩山 昇汰 55.00 荻原 健志 53.30 村松 卓哉(1) 51.85 中宮 涼太(2) 50.85 大和 弘典(2) 49.21 栗林 篤(2) 48.90 大和 史明(1) 48.69
やり投 高校･北部高 一般･長野市陸協 一般･長野市陸協 大学･東学大 高校･長野商高 高校･長野日大高 高校･屋代高 高校･長野日大高

08/18 長野高専       43.25 須坂高       44.53 屋代高       44.55 篠ノ井高       44.71 長野吉田高       44.84 須坂東高       46.27
4×100mR 柴田 晃太朗(3) 山本 翔太(2) 栗林 篤(2) 清野 涼介(1) 渡辺 光孝(2) 鈴木 滉太(1)

山本 龍一(5) 佐藤 大志(2) 市川 拓也(2) 宮下 仁志(2) 宮島 克彰(2) 丸山 将也(1)
岩崎 晴也(3) 轟 太地(2) 戸田 樹(1) 宮林 紘汰(1) 増田 勇輝(2) 小田切 祐太(2)
塩原 巧巳(1) 小池 亮太(1) 井坪 優(2) 若月 寛人(1) 芋川 駿(1) 池田 彪我(1)

08/19 長野高専     3,28.87 長野高     3,30.52 屋代高     3,37.12 篠ノ井高     3,37.71 長野東部中     3,45.94 川中島中     3,47.09 市立長野高     3,47.17 長野西高     3,48.19
4×400mR 長谷川 将己(3) 正村 太一(2) 井坪 優(2) 草野 晃平(1) 黒崎 秀樹(2) 佐藤 薫(3) 一宮 一至(2) 流 竜一(2)

滝沢 雄貴(3) 浅川 優人(1) 氷室 南斗(2) 村山 彰太(2) 想田 賢太朗(3) 丸山 和輝(3) 佐藤 誠也(2) 伊藤 圭吾(2)
岩崎 晴也(3) 吉村 直也(2) 小山 信也(1) 若月 寛人(1) 丸山 智輝(3) 小林 海仁(2) 德武 拓磨(2) 清水 貴史(1)
山本 龍一(5) 吉越 太一朗(1) 市川 拓也(2) 北村 健太(2) 雲崎 凌(3) 川口 雅也(2) 太田 大介(2) 牛越 光秀(2)



第54回北信地区陸上競技選手権大会
期日：平成24年8月18日(土)･19日(日)
場所：長野市営陸上競技場

決勝記録一覧表
GR:大会新 男  子 【競技場】201010  長野市営陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
08/18 中学男子  -2.0関口 悠也(3) 12.00 上野 恵祐(2) 12.07 下田 佳輝(1) 12.31 宮澤 優仁(3) 12.35 高橋 慶(2) 12.46 小出 郁弥(1) 12.50 関 太河(2) 12.65 上野 利槻(2) 12.72

100m 中学･篠ノ井東中 中学･須坂東中 中学･篠ノ井西中 中学･東北中 中学･犀陵中 中学･信濃中 中学･相森中 中学･小布施中
08/18 荒井 雅也(3) 53.94 佐藤 薫(3) 54.20 橋詰 周一(2) 55.19 門脇 航(3) 55.26 吉田 開恩(2) 58.00 川口 雅也(2) 58.13

400m 中学･裾花中 中学･川中島中 中学･更北中 中学･中野平中 中学･中野平中 中学･川中島中
08/19 宮澤 一彦(3) 2,08.77 橋詰 周一(2) 2,08.85 髙野 拡美(3) 2,09.81 山田 貴大(3) 2,10.27 中村 祐太(2) 2,12.87 小平 仁(2) 2,12.92 竹林 康太(3) 2,13.19 小島 誠也(3) 2,13.79

800m 中学･柳町中 中学･更北中 中学･広徳中 中学･櫻ヶ岡中 中学･坂城中 中学･長野東部中 中学･広徳中 中学･中野平中
08/18 髙野 拡美(3) 4,24.23 小平 仁(2) 4,29.82 保倉 敏樹(1) 4,30.71 中村 祐太(2) 4,33.34 井上 裕葵(2) 4,39.94 中村 光希(3) 4,42.97 長原 治玄(1) 4,45.80 中山 陸(1) 4,51.17

1500m 中学･広徳中 中学･長野東部中 中学･広徳中 中学･坂城中 中学･櫻ヶ岡中 中学･篠ノ井西中 中学･篠ノ井西中 中学･信濃中
08/19 門脇 航(3) 9,26.38 熊井 捷人(2) 9,26.68 丸山 和輝(3) 9,28.00 松木 之衣(3) 9,31.40 小林 海仁(2) 9,41.65 木田 元春(2) 9,52.26 塚原 和人(3) 9,52.38 塚田 亮太(3) 9,53.03

3000m 中学･中野平中 中学･戸倉上山田中 中学･川中島JRC 中学･川中島JRC 中学･川中島中 中学･信濃中 中学･櫻ヶ岡中 中学･篠ノ井西中
08/19  -1.3大日方 景都(3) 15.88 坪井 智哉(3) 16.75 岡村 宗一郎(2) 17.35 塩谷 晃生(2) 17.67 夏目 映人(3) 17.95 金児 浩弥(2) 18.38 吉沢 智貴(2) 18.63 柴本 遼河(2) 18.68

110mH(0.914m) 中学･櫻ヶ岡中 中学･墨坂中 中学･長野東部中 中学･櫻ヶ岡中 中学･柳町中 中学･裾花中 中学･長野東部中 中学･南宮中
08/18 大塚 樹也(3) 1.85 北村 拓弥(2) 中学･東北中 1.60 岡村 宗一郎(2) 1.55 川崎 直輝(2) 1.50 金児 浩弥(2) 1.50 板井 慎太郎(2) 1.45

走高跳 中学･犀陵中 清水 隆寛(2) 中学･裾花中 中学･長野東部中 中学･相森中 中学･裾花中 中学･南宮中
西澤 翔(3) 中学･櫻ヶ岡中

08/19 内山 裕智(2) 6.30(+1.8) 渡辺 素己(2) 5.74(+0.3) 北村 拓弥(2) 5.38(+0.2) 森山 瑞輝(2) 5.33(+1.5) 阪上 裕爾(3) 5.32(+1.4) 牛山 勝大(2) 5.24(+1.7) 永池 優斗(2) 5.23(+2.9) 坂本 敦士(1) 5.20(+1.0)
走幅跳 中学･信濃中 GR　 中学･東北中 中学･東北中 中学･須坂東中 中学･篠ノ井西中 中学･三陽中 中学･相森中 中学･高社中

08/18 米倉 朋輝(3) 12.79 竹村 地智(2) 12.39 篠崎 貴郁(2) 9.93 武田 優貴(2) 9.56 宮川 雄大(2) 8.73 丸山 航己(3) 8.55 藤木 幸太(2) 8.12 渡邊 誠也(2) 8.00
砲丸投 中学･篠ノ井東中 GR　 中学･東北中 中学･信濃中 中学･櫻ヶ岡中 中学･栄中 中学･飯山城北中 中学･栄中 中学･犀陵中

08/19 3年円盤投 岩崎 まお(3) 31.89 竹村 地智(2) 27.16 渡辺 素己(2) 20.54 黒田 壮太郎(2) 16.84
(1.500kg) 中学･三陽中 GR　 中学･東北中 中学･東北中 中学･東北中

08/19 1･2年円盤投 武田 優貴(2) 30.14 藤木 幸太(2) 26.04 栗田 聡(2) 24.55 宮川 雄大(2) 24.39 神戸 柊也(2) 21.01 名澤 直樹(2) 20.79 宮澤 龍彦(1) 18.70 佐藤 貴大(2) 18.56
(1.000kg） 中学･櫻ヶ岡中 GR　 中学･栄中 GR　 中学･更北中 GR　 中学･栄中 GR　 中学･更北中 中学･広徳中 中学･柳町中 中学･広徳中

08/19 岩崎 まお(3) 49.62 庄司 輝男(3) 48.75 篠崎 貴郁(2) 46.21 月岡 健斗(2) 39.36 山口 航平(2) 38.46 小林 誠虎(2) 36.40 堀内 政弥(2) 35.75 田中 俊貴(1) 35.61
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･三陽中 中学･犀陵中 中学･信濃中 中学･栄中 中学･高社中 中学･高社中 中学･若穂中 中学･長野東部中

08/18 長野東部中       47.89 櫻ヶ岡中       48.29 川中島中       48.43 信濃中       49.02 長野北部中       49.35 東北中       49.45 更北中       50.10
4×100mR 黒崎 秀樹(2) 松尾 匠(2) 市川 寛之(2) 小出 郁弥(1) 澤 拓斗(2) 黒田 壮太郎(2) 小山 拓郎(2)

吉沢 智貴(2) 坂庭 諒(2) 加藤 大海(2) 内山 裕智(2) 小島 美佐斗(2) 黒田 倫太郎(2) 中島 俊介(2)
鈴木 達也(2) 塩谷 晃生(2) 古岩井 春樹(2) 中山 陸(1) 青木 雅春(2) 渡辺 素己(2) 鹿野 拓臣(2)
岡村 宗一郎(2) 武田 優貴(2) 川口 雅也(2) 篠崎 貴郁(2) 丸山 拓真(2) 竹村 地智(2) 橋詰 周一(2)



予選 8月18日 11:35
決勝 8月18日 14:35

県新                10.15
大会新              10.65

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +0.1

 1 宮下 仁志(2) 高校     11.51  1 高橋 邦幸 一般     11.49 q
ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ 篠ノ井高 ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾕｷ 長野市陸協

 2 清野 涼介(1) 高校     11.56  2 正村 太一(2) 高校     11.50 
ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ 篠ノ井高 ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ 長野高

 3 渡邉 優樹(1) 高校     12.10  3 青木 夏貴(2) 高校     11.97 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 長野工高 ｱｵｷ ﾅﾂｷ 飯山北高

 4 内山 彼方(3) 高校     12.27  3 宮澤 明光(1) 高校     11.97 
ｳﾁﾔﾏ ｶﾅﾀ 長野高専 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｷﾐﾂ 須坂園芸高

 5 飯田 雄平(1) 高校     12.73  5 根津 大輝(1) 高校     12.35 
ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 篠ノ井高 ﾈﾂ ﾀﾞｲｷ 長野吉田高

 6 島田 康広(1) 高校     12.77  5 駒村 友亮(2) 高校     12.35 
ｼﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 長野商高 ｺﾏﾑﾗ ﾕｳｽｹ 須坂商高

 7 芝 建樹(1) 高校     12.78  7 藤原 竹章(2) 高校     12.47 
ｼﾊﾞ ﾀﾂｷ 篠ノ井高 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｹｱｷ 北部高
村松 康平(2) 大学  8 德武 拓磨(2) 高校     12.95 
ﾑﾗﾏﾂ ｺｳﾍｲ 信大 ﾄｸﾀｹ ﾀｸﾏ 市立長野高

[ 3組] 風速 +0.2 [ 4組] 風速 -1.2

 1 宮林 紘汰(1) 高校     11.42 q  1 池田 彪我(1) 高校     11.32 q
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ノ井高 ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ 須坂東高

 2 大西 輝(3) 大学     11.53  2 今井 健太郎(2) 高校     11.71 
ｵｵﾆｼ ｱｷﾗ 信大 ｲﾏｲ ｹﾝﾀﾛｳ 須坂園芸高

 3 古川 栄貴(3) 高校     11.74  3 栗岩 龍生(2) 高校     12.00 
ﾌﾙｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 松代高 ｸﾘｲﾜ ﾘｭｳｾｲ 飯山北高

 4 丸山 健一(2) 大学     11.88  4 齋藤 佑輔(2) 高校     12.62 
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 信大 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 飯山高

 5 室賀 元晴(1) 高校     11.98  5 内山 直樹(1) 高校     12.67 
ﾑﾛｶﾞ ﾓﾄﾊﾙ 屋代高 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵｷ 屋代高

 6 岩井 諒(1) 高校     12.52  6 市川 稜(1) 高校     12.86 
ｲﾜｲ ﾘｮｳ 須坂園芸高 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 長野南高

 7 関 知大(1) 高校     12.86  7 越渓 拓(1) 高校     12.87 
ｾｷ ﾄﾓﾋﾛ 中野立志館高 ｺｼﾀﾆ ﾀｸ 長野高専

 8 澤﨑 拓己(1) 高校     13.29  8 中村 優太(1) 高校     13.38 
ｻﾜｻﾞｷ ﾀｸﾐ 坂城高 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 中野立志館高

 9 丸山 晃平(1) 高校     13.32 斎藤 弘明(2) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 更級農高 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 長野吉田高

[ 5組] 風速 -0.5 [ 6組] 風速 -0.7

 1 尾崎 翔太(2) 大学     11.52  1 市川 拓也(2) 高校     11.69 
ｵｻﾞｷ ｼｮｳﾀ 松本大 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 屋代高

 2 松村 拓磨(3) 大学     11.66  2 井坪 優(2) 高校     11.70 
ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾏ 静岡大 ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ 屋代高

 3 戸田 樹(1) 高校     12.05  3 朝倉 雅貴(3) 高校     11.99 
ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ 屋代高 ｱｻｸﾗ ﾏｻｷ 松代高

 4 宮本 英征(2) 高校     12.06  4 丸山 拓大(1) 高校     12.24 
ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 長野商高 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北高

 5 丸山 圭介(1) 高校     12.36  5 池田 亮太(1) 高校     12.48 
ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ 長野日大高 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 坂城高

 6 佐藤 修平(1) 高校     12.52  6 徳永 淳志(1) 高校     12.87 
ｻﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 飯山北高 ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾂｼ 長野高専

 7 小林 洸士(1) 高校     12.76  7 滝澤 豪之(1) 高校     13.52 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 長野俊英高 ﾀｷｻﾞﾜ ｺﾞｳｼ 更級農高

 8 矢崎 哲也(2) 高校     13.33 田中 和樹(1) 高校
ﾔｻﾞｷ ﾃﾂﾔ 長野高専 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 更級農高

 9 近藤 駿介(1) 高校     14.31 村山 彰太(2) 高校
ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 坂城高 ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ 篠ノ井高
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[ 7組] 風速 +0.9 [ 8組] 風速 +1.5

 1 佐藤 大志(2) 高校     11.28 q  1 池田 健二郎(3) 大学     11.27 q
ｻﾄｳ ﾀｲｼ 須坂高 ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 松本大

 2 渡辺 光孝(2) 高校     11.50  2 塩原 巧巳(1) 高校     11.57 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ 長野吉田高 ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 長野高専

 3 吉越 太一朗(1) 高校     11.86  3 丸山 武将(2) 高校     12.19 
ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ 長野高 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹﾏｻ 松代高

 4 藤森 祐希(1) 高校     11.88  4 工藤 大樹(1) 高校     12.41 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 更級農高 ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 長野工高

 5 轟 太地(2) 高校     11.91  5 市川 雄太郎(2) 高校     12.50 
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾀｲﾁ 須坂高 ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 長野日大高

 6 小﨑 博之(1) 高校     12.55  6 須田 智裕(2) 高校     13.10 
ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 須坂高 ｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 長野工高

 7 畑山 亮太(1) 高校     12.70  7 中島 淳(2) 高校     14.29 
ﾊﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 長野工高 ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 長野工高
浅川 優人(1) 高校 会津 秀馬(4) 大学
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野高 ｱｲﾂﾞ ｼｭｳﾏ 信大

[ 9組] 風速 -0.5

 1 柴田 晃太朗(3) 高校     11.23 q
ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 長野高専

 2 増田 勇輝(2) 高校     11.47 q
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 長野吉田高

 3 仲俣 真宏(3) 高校     12.04 
ﾅｶﾏﾀ ﾏｻﾋﾛ 長野高専

 4 神林 啓人 一般     12.12 
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 長野市陸協

 5 中條 巧人(1) 高校     12.40 
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｸﾄ 長野吉田高

 6 太田 大介(2) 高校     12.55 
ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ 市立長野高

 7 安在 祐香(1) 高校     14.53 
ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳｶ 長野俊英高
小川 裕樹 一般
ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ 上水内陸協

風速  0.0

 1 柴田 晃太朗(3) 高校     11.18 
ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ 長野高専

 2 佐藤 大志(2) 高校     11.24 
ｻﾄｳ ﾀｲｼ 須坂高

 3 池田 彪我(1) 高校     11.39 
ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ 須坂東高

 4 宮林 紘汰(1) 高校     11.50 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ノ井高

 5 増田 勇輝(2) 高校     11.51 
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 長野吉田高

 6 高橋 邦幸 一般     11.52 
ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾕｷ 長野市陸協

 7 正村 太一(2) 高校     11.61 
ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ 長野高

 8 渡辺 光孝(2) 高校     11.70 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ 長野吉田高
池田 健二郎(3) 大学
ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 松本大 欠場
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決勝 8月18日 11:35

県新                10.15
大会新              10.65

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +0.1

日馬 正貴 一般 桜井 彰 一般
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野陸協 ｻｸﾗｲ ｱｷﾗ ZEROｻｽｹ

1  8647
欠場

所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
1  8645

欠場

順 ﾚｰﾝ No.
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名





予選 8月19日 10:45
決勝 8月19日 12:50

県新                20.35
大会新              22.07

[ 1組] 風速 -3.9 [ 2組] 風速 -3.0

 1 一宮 一至(2) 高校     23.96 q  1 石原 昌(2) 大学     23.60 q
ｲﾁﾉﾐﾔ ｶｽﾞｼ 市立長野高 ｲｼﾊﾗ ﾏｻｼ 信大

 2 浅川 優人(1) 高校     24.13  2 清野 涼介(1) 高校     23.99 
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野高 ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ 篠ノ井高

 3 宮澤 優仁(3) 中学     24.82  3 伊藤 圭吾(2) 高校     24.99 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 東北中 ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 長野西高

 4 湯本 與晴(1) 高校     26.51  4 市川 雄太郎(2) 高校     26.16 
ﾕﾓﾄ ﾖｼﾊﾙ 長野工高 ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 長野日大高

 5 橋本 健(1) 中学     27.12  5 桑原 太志(2) 中学     26.82 
ﾊｼﾓﾄ ﾀｹｼ 須坂東中 ｸﾜﾊﾗ ﾌﾄｼ 栄中
久保田 幸士(2) 中学  6 鶴田 優斗(1) 中学     26.85 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｷﾄ 栄中 ﾂﾙﾀ ﾕｳﾄ 相森中
大西 輝(3) 大学  7 幸松 拓海(2) 中学     27.69 
ｵｵﾆｼ ｱｷﾗ 信大 ｺｳﾏﾂ ﾀｸﾐ 木島平中
矢嶋 辰也(2) 中学  8 近藤 駿介(1) 高校     29.72 
ﾔｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 広徳中 ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 坂城高
吉平 仁(2) 中学  9 伊藤 拓海(1) 中学     30.85 
ﾖｼﾋﾗ ﾋﾄｼ 飯山城北中 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 南宮中

[ 3組] 風速 -1.6 [ 4組] 風速 -1.9

 1 宮下 仁志(2) 高校     23.96 q  1 宮島 克彰(2) 高校     24.83 
ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ 篠ノ井高 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾂｱｷ 長野吉田高

 2 外谷 昌範(3) 中学     25.04  2 池田 亮太(1) 高校     25.43 
ﾄﾔ ﾏｻﾉﾘ 信濃中 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 坂城高

 3 佐藤 修平(1) 高校     25.50  3 大久保 樹(1) 高校     25.81 
ｻﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 飯山北高 ｵｵｸﾎﾞ ｲﾂｷ 更級農高

 4 土屋 和勢(1) 高校     26.09  4 流 勇介(2) 中学     26.79 
ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｾ 須坂高 ﾅｶﾞﾚ ﾕｳｽｹ 犀陵中

 5 岩井 諒(1) 高校     26.13  5 小林 千輝(1) 中学     27.59 
ｲﾜｲ ﾘｮｳ 須坂園芸高 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 長野北部中

 6 瀧澤 友啓(2) 中学     27.20  6 湯本 凌央(2) 中学     31.52 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 相森中 ﾕﾓﾄ ﾘｮｳ 山ノ内中

 7 竹節 真人(2) 中学     27.60  7 広瀬 竜也(1) 中学     34.84 
ﾀｹﾌｼ ﾏｻﾄ 山ノ内中 ﾋﾛｾ ﾀﾂﾔ 栄中

 8 滝澤 豪之(1) 高校     27.88 久保田 五輝(3) 中学
ﾀｷｻﾞﾜ ｺﾞｳｼ 更級農高 ｸﾎﾞﾀ ｲﾂｷ 櫻ヶ岡中

 9 山鹿 和紀(2) 中学     29.24 池田 健二郎(3) 大学
ﾔﾏｶﾞ ｶｽﾞｷ 若穂中 ｲｹﾀﾞ ｹﾝｼﾞﾛｳ 松本大

[ 5組] 風速 -1.2 [ 6組] 風速 -1.1

 1 増田 勇輝(2) 高校     23.58 q  1 池田 彪我(1) 高校     23.09 q
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 長野吉田高 ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ 須坂東高

 2 吉越 太一朗(1) 高校     24.59  2 沼田 大智(1) 高校     24.67 
ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ 長野高 ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ 須坂高

 3 廣瀬 凛人(2) 中学     25.61  3 内山 裕智(2) 中学     26.33 
ﾋﾛｾ ﾘﾝﾄ 若穂中 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ 信濃中

 4 山田 翔(1) 高校     27.69  4 北村 昌弘(2) 中学     26.96 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳ 中野立志館高 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 犀陵中

 5 櫻井 惇也(2) 中学     28.43  5 中村 優太(1) 高校     27.93 
ｻｸﾗｲ ｼﾞｭﾝﾔ 長野北部中 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 中野立志館高

 6 内山 力哉(1) 中学     28.64  6 青木 健志朗(3) 中学     29.07 
ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ 櫻ヶ岡中 ｱｵｷ ｹﾝｼﾛｳ 東北中

 7 平林 駿(2) 中学     29.52  7 早福 和馬(1) 中学     30.72 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 裾花中 ｿｳﾌｸ ｶｽﾞﾏ 櫻ヶ岡中
清水 貴史(1) 高校  8 水野 誠也(1) 中学     33.90 
ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ 長野西高 ﾐｽﾞﾉ ｾｲﾔ 南宮中
松村 航(2) 中学 田幸 雄太(1) 高校
ﾏﾂﾑﾗ ﾜﾀﾙ 飯山城北中 ﾀｺｳ ﾕｳﾀ 須坂東高

男子

200m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   870

8  1118

5  5115

2  1155

7  5525

3  4320

1  4788

欠場
9  4893

欠場

順 ﾚｰﾝ

欠場
6  8678

欠場

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8676

3  1372

7  3045

1  1253

4  4790

6  4247

8  4370

9  2734

2  4444

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
5  1365

6  4577

1   821

3   995

9  2767

7  3072

4  6389

2  5423

順 ﾚｰﾝ No.
7  1064

8  4343

3  2732

9  2751

4  5268

6  5191

2  4344

8  4787

1  4951
欠場

5  8654
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
5  1062

3  1121

4  5420

9   890

7  1091
欠場

6  5174

1  4966

8  4892
欠場

順 ﾚｰﾝ No.
6  3099

2  5236

4   996

7  4596

5  5269

2   888

9  5116

1  4975

3  4449

8  3095
欠場



[ 7組] 風速 -1.6 [ 8組] 風速 -1.6

 1 流 竜一(2) 高校     24.76  1 宮林 紘汰(1) 高校     23.88 q
ﾅｶﾞﾚ ﾘｭｳｲﾁ 長野西高 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ノ井高

 2 塩崎 児汰朗(1) 高校     25.16  2 小林 拓実(2) 高校     24.30 
ｼｵｻﾞｷ ｺﾀﾛｳ 長野高専 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 長野日大高

 3 大森 晃(2) 中学     25.38  3 宮本 英征(2) 高校     24.47 
ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ 附属長野中 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 長野商高

 4 荒井 輝(2) 中学     27.91  4 関 太河(2) 中学     25.13 
ｱﾗｲ ﾋｶﾙ 長野北部中 ｾｷ ﾀｲｶﾞ 相森中

 5 澤﨑 拓己(1) 高校     28.41  5 太田 大介(2) 高校     26.21 
ｻﾜｻﾞｷ ﾀｸﾐ 坂城高 ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ 市立長野高

 6 山口 大輝(1) 中学     28.97  6 野瀬 唯久真(2) 中学     27.41 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 附属長野中 ﾉｾ ｲｸﾏ 若穂中
浅野 仁志(1) 中学  7 町田 涼介(1) 中学     33.12 
ｱｻﾉ ﾋﾄｼ 柳町中 ﾏﾁﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 高社中
村山 彰太(2) 高校 山本 廉也(2) 中学
ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ 篠ノ井高 ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝﾔ 山ノ内中

[ 9組] 風速 -1.3 [ 10組] 風速 -0.2

 1 今井 健太郎(2) 高校     24.11  1 松沢 恵佑(4) 大学     22.99 q
ｲﾏｲ ｹﾝﾀﾛｳ 須坂園芸高 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 松本大

 2 栗岩 龍生(2) 高校     24.53  2 市川 拓也(2) 高校     24.05 
ｸﾘｲﾜ ﾘｭｳｾｲ 飯山北高 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 屋代高

 3 関口 悠也(3) 中学     24.96  3 小出 郁弥(1) 中学     25.55 
ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 篠ノ井東中 ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 信濃中

 4 鈴木 滉太(1) 高校     25.92  4 平林 圭太(1) 高校     25.61 
ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 須坂東高 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 長野工高

 5 加藤 大海(2) 中学     26.33  5 江口 和輝(2) 高校     25.90 
ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 川中島中 ｴｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 長野南高

 6 堤 雄大(2) 中学     27.25  6 荒井 稜雅(2) 中学     27.92 
ﾂﾂﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 裾花中 ｱﾗｲ ﾘｮｳｶﾞ 南宮中

 7 丸山 晃平(1) 高校     28.02  7 和田 勇祐(1) 中学     29.91 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 更級農高 ﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ 柳町中

 8 前田 健登(2) 中学     30.65 北原 勇次郎(2) 中学
ﾏｴﾀﾞ ｹﾝﾄ 戸倉上山田中 ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ 広徳中

[ 11組] 風速  0.0

 1 山本 龍一(5) 一般     22.98 q
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 長野高専

 2 宮澤 明光(1) 高校     24.68 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｷﾐﾂ 須坂園芸高

 3 塩野入 信栄(1) 大学     25.12 
ｼｵﾉｲﾘ ｼﾝｴｲ 松本大

 4 丸山 将也(1) 高校     25.19 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ 須坂東高

 5 德武 拓磨(2) 高校     26.94 
ﾄｸﾀｹ ﾀｸﾏ 市立長野高

 6 上野 朝海(2) 中学     27.84 
ｳｴﾉ ｱｻﾐ 裾花中

 7 松峯 優樹(1) 中学     29.84 
ﾏﾂﾐﾈ ﾕｳｷ 柳町中
水出 一也(2) 中学
ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ 犀陵中

風速 -1.1

 1 山本 龍一(5) 一般     22.87 
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 長野高専

 2 松沢 恵佑(4) 大学     23.00 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 松本大

 3 池田 彪我(1) 高校     23.26 
ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ 須坂東高

 4 石原 昌(2) 大学     23.34 
ｲｼﾊﾗ ﾏｻｼ 信大

 5 一宮 一至(2) 高校     23.72 
ｲﾁﾉﾐﾔ ｶｽﾞｼ 市立長野高
宮下 仁志(2) 高校
ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ 篠ノ井高
増田 勇輝(2) 高校
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 長野吉田高
宮林 紘汰(1) 高校
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ノ井高

男子

200m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

5  3044

9  3550

6  5617

4  5159

3  2733

8  5634

2  6305
欠場

7  1366
欠場

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1373

4  1276

8  1131

7  6390

2   871

5  5418

3  4514

9  4339
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  3068

7   813

4  5297

3  3093

6  6167

2  5253

9  2768

8  4047

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8652

7  1443

4  4578

3  1157

9  1229

2  4436

8  6384

6  5532
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  8730

5  3070

7  8648

3  3094

9   873

2  5247

8  4913

6  5275
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  8730

7  8652

4  3099

9  8676

3   870

2  1365
欠場

6  1062

欠場

欠場
8  1373



予選 8月18日  9:50
決勝 8月18日 13:50

県新                46.54
大会新              48.13

[ 1組] [ 2組]

 1 山崎 良次(2) 高校     53.00 q  1 浅川 優人(1) 高校     51.80 q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 飯山北高 ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野高

 2 徳武 大起(3) 大学     54.01  2 北村 健太(2) 高校     52.03 q
ﾄｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ 松本大 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ 篠ノ井高

 3 宮島 克彰(2) 高校     54.36  3 沼田 大智(1) 高校     54.01 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾂｱｷ 長野吉田高 ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ 須坂高

 4 小山 信也(1) 高校     55.55  4 滝澤 知紘(1) 高校     54.66 
ｺﾔﾏ ｼﾝﾔ 屋代高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 飯山北高

 5 村上 湧太郎(2) 高校     56.84  5 依田 卓東(3) 高校     54.69 
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 長野商高 ﾖﾀﾞ ﾀｸﾄ 長野高専

 6 武井 和樹(1) 高校     58.33  6 大和 弘典(2) 高校     55.38 
ﾀｹｲ ｶｽﾞｷ 屋代高 ﾔﾏﾄ ﾋﾛﾉﾘ 長野日大高

 7 湯本 與晴(1) 高校     58.94 江口 和輝(2) 高校
ﾕﾓﾄ ﾖｼﾊﾙ 長野工高 ｴｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 長野南高
鷹野 洋(2) 高校 塩野入 信栄(1) 大学
ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ 長野高 ｼｵﾉｲﾘ ｼﾝｴｲ 松本大
清水 貴史(1) 高校 常泉 竜太 一般
ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ 長野西高 ﾂﾈｲｽﾞﾐ ﾘｭｳﾀ 中野市陸協

[ 3組] [ 4組]

 1 流 竜一(2) 高校     53.08 q  1 荻原 隆博(3) 高校     51.26 q
ﾅｶﾞﾚ ﾘｭｳｲﾁ 長野西高 ｵｷﾞﾜﾗ ﾀｶﾋﾛ 中野立志館高

 2 松沢 恵佑(4) 大学     53.92 q  2 一宮 一至(2) 高校     53.04 q
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 松本大 ｲﾁﾉﾐﾔ ｶｽﾞｼ 市立長野高

 3 小林 拓実(2) 高校     54.89  3 梅崎 純平(1) 大学     54.10 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 長野日大高 ｳﾒｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 松本大

 4 佐藤 大裕(1) 高校     56.34  4 長田 龍貴(1) 高校     54.54 
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 長野吉田高 ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ 長野日大高

 5 長島 均(1) 高校     56.44  5 小山田 充(2) 高校     55.42 
ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 長野高 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾙ 屋代高

 6 青沼 和也(1) 高校     57.31  6 田中 哉太(1) 高校     55.44 
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞﾔ 須坂商高 ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ 長野高専

 7 若月 寛人(1) 高校     58.54  7 内村 大空(2) 高校     55.56 
ﾜｶﾂｷ ﾋﾛﾄ 篠ノ井高 ｳﾁﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 北部高
草野 晃平(1) 高校 山本 龍一(5) 一般
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ノ井高 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ 長野高専

 1 浅川 優人(1) 高校     51.12 
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野高

 2 荻原 隆博(3) 高校     51.47 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾀｶﾋﾛ 中野立志館高

 3 北村 健太(2) 高校     52.26 
ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ 篠ノ井高

 4 山崎 良次(2) 高校     53.05 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 飯山北高

 5 流 竜一(2) 高校     53.38 
ﾅｶﾞﾚ ﾘｭｳｲﾁ 長野西高

 6 一宮 一至(2) 高校     53.43 
ｲﾁﾉﾐﾔ ｶｽﾞｼ 市立長野高

 7 徳武 大起(3) 大学     54.36 
ﾄｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ 松本大

 8 沼田 大智(1) 高校     56.21 
ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ 須坂高
松沢 恵佑(4) 大学
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 松本大

3  8656

1   996

欠場
2  8652

8  3044

9   870

7  1368

4   817

5  1118

6   895

3  8730
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  3548

8  1034

7  1259

9  1441

4   870

5  8657

氏  名 所属名 記録／備考
6   895

9  1378

8  1375
欠場

4  3108

2   957

7  1276

5  1075

6  3044

3  8652

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

欠場
6  8648

欠場
8  8697

5  1260

1  1229

9   823

7  3509

4  1368

3   996

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1118

欠場
6  1091

欠場

順 ﾚｰﾝ

9  1155

4  1113

2  1135

1  1459

5  1064

7  1463

記録／備考
3   817

8  8656

男子

400m

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 8月19日 11:45
決勝 8月19日 13:45

県新              1,46.89
大会新            1,56.31

[ 1組] [ 2組]

 1 氷室 南斗(2) 高校   2,03.83 q  1 依田 卓東(3) 高校   2,05.91 q
ﾋﾑﾛ ﾐﾅﾄ 屋代高 ﾖﾀﾞ ﾀｸﾄ 長野高専

 2 諏訪 琢眞(5) 一般   2,06.80 q  2 小山 信也(1) 高校   2,09.32 
ｽﾜ ﾀｸﾏ 長野高専 ｺﾔﾏ ｼﾝﾔ 屋代高

 3 牛越 光秀(2) 高校   2,12.73  3 三上 侃太朗(1) 高校   2,13.73 
ｳｼｺｼ ﾐﾂﾋﾃﾞ 長野西高 ﾐｶﾐ ｶﾝﾀﾛｳ 須坂東高

 4 北沢 利貴(1) 高校   2,15.00  4 村上 湧太郎(2) 高校   2,14.21 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾄｼｷ 長野商高 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 長野商高

 5 吉澤 平一(2) 高校   2,25.50  5 高野 真志(1) 高校   2,18.36 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾍｲｲﾁ 須坂商高 ﾀｶﾉ ﾏｻｼ 須坂東高
藤本 真佐志(1) 高校  6 竹前 勇貴(1) 高校   2,22.85 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻｼ 須坂商高 ﾀｹﾏｴ ﾕｳｷ 須坂東高
西埜 拓海(1) 高校 村澤 智啓 一般
ﾆｼﾉ ﾀｸﾐ 長野吉田高 ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 千曲市陸協
小林 勇一郎(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ 長野吉田高

[ 3組] [ 4組]

 1 平野 慶介 一般   2,02.55 q  1 佐藤 誠也(2) 高校   2,06.94 q
ﾋﾗﾉ ｹｲｽｹ 飯山市陸協 ｻﾄｳ ﾏｻﾔ 市立長野高

 2 酒井 洋明(1) 高校   2,03.00 q  2 平林 圭太(1) 高校   2,11.21 
ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ 須坂高 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 長野工高

 3 北村 健太(2) 高校   2,09.22  3 西澤 寛樹(1) 高校   2,12.20 
ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ 篠ノ井高 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 長野商高

 4 中澤 翼(1) 高校   2,15.65  4 清野 真司(1) 高校   2,18.31 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 長野高専 ｷﾖﾉ ｼﾝｼﾞ 長野西高

 5 樋口 侑希(2) 高校   2,23.29 桜井 諒(1) 高校
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 飯山高 ｻｸﾗｲ ﾘｮｳ 須坂園芸高

 6 小湊 和輝(1) 高校   2,36.03 常泉 竜太 一般
ｺﾐﾅﾄ ｶｽﾞｷ 長野高 ﾂﾈｲｽﾞﾐ ﾘｭｳﾀ 中野市陸協
梅崎 純平(1) 大学 渋沢 敦也(2) 高校
ｳﾒｻﾞｷ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 松本大 ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾂﾔ 長野吉田高

[ 5組]

 1 徳武 大起(3) 大学   2,02.75 q
ﾄｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ 松本大

 2 小矢沢 龍二(2) 高校   2,07.11 q
ｺﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 長野高

 3 合津 智裕(1) 高校   2,07.17 
ｺﾞｳﾂﾞ ﾄﾓﾋﾛ 長野高

 4 佐藤 大裕(1) 高校   2,11.09 
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 長野吉田高

 5 塚原 諒(2) 高校   2,14.41 
ﾂｶﾊﾗ ﾘｮｳ 北部高

 6 市川 武 一般   2,15.76 
ｲﾁｶﾜ ﾀｹｼ 長野日本無線

 7 森泉 太樹(1) 高校   2,21.65 
ﾓﾘｽﾞﾐ ﾀｲｷ 長野高専

 1 徳武 大起(3) 大学   2,01.42 
ﾄｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ 松本大

 2 平野 慶介 一般   2,02.58 
ﾋﾗﾉ ｹｲｽｹ 飯山市陸協

 3 氷室 南斗(2) 高校   2,03.17 
ﾋﾑﾛ ﾐﾅﾄ 屋代高

 4 酒井 洋明(1) 高校   2,04.89 
ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ 須坂高

 5 小矢沢 龍二(2) 高校   2,06.48 
ｺﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 長野高

 6 諏訪 琢眞(5) 一般   2,07.29 
ｽﾜ ﾀｸﾏ 長野高専

 7 依田 卓東(3) 高校   2,13.05 
ﾖﾀﾞ ﾀｸﾄ 長野高専
佐藤 誠也(2) 高校
ｻﾄｳ ﾏｻﾔ 市立長野高
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記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
5  1440



予選 8月18日 10:45
決勝 8月18日 14:20

県新              3,38.49
大会新            3,54.3

[ 1組] [ 2組]

 1 合津 智裕(1) 高校   4,17.13 Q  1 丸山 航平 一般   4,18.05 Q
ｺﾞｳﾂﾞ ﾄﾓﾋﾛ 長野高 ﾏﾙyﾏ ｺｳﾍｲ 中野市陸協

 2 割田 雄磨 一般   4,17.29 Q  2 酒井 洋明(1) 高校   4,18.20 Q
ﾜﾘﾀ ﾕｳﾏ 長野市陸協 ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ 須坂高

 3 小矢沢 龍二(2) 高校   4,18.00 Q  3 田中 大輝(2) 高校   4,18.50 Q
ｺﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 長野高 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 長野吉田高

 4 諏訪 琢眞(5) 一般   4,22.78 q  4 北原 悠(2) 高校   4,19.15 q
ｽﾜ ﾀｸﾏ 長野高専 ｷﾀﾊﾗ ﾕｳ 長野高専

 5 島崎 敦也(2) 高校   4,26.30  5 山崎 佑太郎 一般   4,24.22 q
ｼﾏｻﾞｷ ｱﾂﾔ 飯山北高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 中野市陸協

 6 酒井 雄大(1) 高校   4,30.65  6 藤澤 公宣(3) 高校   4,25.89 
ｻｶｲ ﾕｳﾀﾞｲ 長野吉田高 ﾌｼﾞｻﾜ ｷﾐﾉﾌﾞ 中野立志館高

 7 鈴木 健人 一般   4,30.86  7 市川 武 一般   4,32.34 
ｽｽﾞｷ ｹﾝﾄ 飯山市陸協 ｲﾁｶﾜ ﾀｹｼ 長野日本無線

 8 佐藤 真人(1) 高校   4,36.02  8 小林 功洋(1) 大学   4,39.23 
ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 中野立志館高 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾖｳ 松本大

 9 宮坂 大樹(2) 高校   4,48.25  9 渡會 拓実(2) 高校   4,45.38 
ﾐﾔｻｶ ﾀﾞｲｷ 屋代高 ﾜﾀﾗｲ ﾀｸﾐ 北部高

10 海沼 柊伍(2) 高校   4,53.00 10 牛越 光秀(2) 高校   4,49.41 
ｶｲﾇﾏ ｼｭｳｺﾞ 長野吉田高 ｳｼｺｼ ﾐﾂﾋﾃﾞ 長野西高

11 中村 文弥(1) 高校   4,56.65 11 木村 貴峰 一般   4,51.59 
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 屋代高 ｷﾑﾗ ﾀｶﾈ 千曲市陸協

12 小林 直人(1) 高校   4,58.61 12 清野 真司(1) 高校   4,54.54 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ 長野俊英高 ｷﾖﾉ ｼﾝｼﾞ 長野西高

13 徳武 共史(1) 高校   5,02.85 13 高野 真志(1) 高校   5,02.28 
ﾄｸﾀｹ ﾄﾓﾌﾐ 長野吉田高 ﾀｶﾉ ﾏｻｼ 須坂東高

14 西沢 祐亮(1) 高校   5,05.43 14 藤沢 充(1) 高校   5,03.63 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 須坂高 ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾂﾙ 須坂高

15 宮澤 悠渡(1) 高校   5,25.59 15 寺元 一馬(2) 高校   5,36.06 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 北部高 ﾃﾗﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 長野高専

16 土屋 達(1) 高校   5,28.01 松本 卓(1) 高校
ﾂﾁﾔ ﾄｵﾙ 須坂東高 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸ 屋代高

福沢 晃泰(3) 高校
ﾌｸｻﾞﾜ ﾃﾙﾔｽ 飯山北高

[ 3組] [ 4組]

 1 田仲 賢(2) 高校   4,20.59 Q  1 村澤 智啓 一般   4,18.34 Q
ﾀﾅｶ ｹﾝ 長野吉田高 ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 千曲市陸協

 2 長谷川 久嗣 一般   4,24.91 Q  2 白川 友一(1) 高校   4,18.50 Q
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｻﾂｸﾞ 上水内陸協 ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 中野立志館高

 3 利根川 裕雄 一般   4,26.82 Q  3 石川 雄麻 一般   4,18.59 Q
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ ｲｼｶﾜ ﾕｳﾏ 中野市陸協

 4 藤澤 知之(2) 大学   4,28.20  4 滝沢 雄貴(3) 高校   4,21.42 q
ﾌｼﾞｻﾜ ﾄﾓﾕｷ 松本大 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｷ 長野高専

 5 大峡 翔太(1) 高校   4,30.56  5 島田 隆介(1) 高校   4,28.27 
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 中野立志館高 ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 飯山北高

 6 吉岡 伊吹(2) 高校   4,37.65  6 徳竹 昂紀(3) 高校   4,30.87 
ﾖｼｵｶ ｲﾌﾞｷ 更級農高 ﾄｸﾀｹ ｺｳｷ 中野立志館高

 7 芋川 遼太(1) 高校   4,37.69  7 新井 達大(1) 高校   4,37.00 
ｲﾓｶﾜ ﾘｮｳﾀ 中野立志館高 ｱﾗｲ ｻﾄﾙ 須坂高

 8 金井 奎(1) 高校   4,39.12  8 岡 貴志 一般   4,42.27 
ｶﾅｲ ｹｲ 飯山北高 ｵｶ ﾀｶｼ TAC

 9 玉川 智貴(1) 高校   4,41.81  9 柳澤 貫太(1) 高校   4,46.10 
ﾀﾏｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 須坂高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 長野高

10 三上 侃太朗(1) 高校   4,42.39 10 上松 旬(1) 高校   4,49.17 
ﾐｶﾐ ｶﾝﾀﾛｳ 須坂東高 ｱｹﾞﾏﾂ ｱﾏﾈ 中野西高

11 廣瀬 翔(1) 高校   4,45.37 11 和田 達也(1) 高校   5,01.37 
ﾋﾛｾ ｼｮｳ 飯山北高 ﾜﾀﾞ ﾀﾂﾔ 須坂園芸高

12 寺島 晃次郎(1) 高校   4,52.19 12 春日 良太(2) 高校   5,19.64 
ﾃﾗｼﾞﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ 長野工高 ｶｽｶﾞ ﾘｮｳﾀ 更級農高

13 山川 優太朗(1) 高校   4,57.49 13 土屋 黎弥(2) 高校   5,39.50 
ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 長野西高 ﾂﾁﾔ ﾚｲﾔ 更級農高

14 長谷川 直生 一般   4,57.78 大木 健晴(2) 大学
ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ TAC ｵｵｷ ﾀｹﾊﾙ 信大

15 丸山 義文 一般   5,02.02 北澤 悟生(1) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 上水内陸協 ｷﾀｻﾞﾜ ｺﾞｳ 長野西高

16 桜井 諒(1) 高校   5,12.71 佐藤 誠也(2) 高校
ｻｸﾗｲ ﾘｮｳ 須坂園芸高 ｻﾄｳ ﾏｻﾔ 市立長野高
山岸 雄気(3) 高校 上村 涼(2) 高校
ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｷ 中野立志館高 ｶﾐﾑﾗ ﾘｮｳ 飯山北高
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順 No.



 1 利根川 裕雄 一般   4,07.13 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ

 2 村澤 智啓 一般   4,07.96 
ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 千曲市陸協

 3 丸山 航平 一般   4,08.06 
ﾏﾙyﾏ ｺｳﾍｲ 中野市陸協

 4 割田 雄磨 一般   4,10.57 
ﾜﾘﾀ ﾕｳﾏ 長野市陸協

 5 長谷川 久嗣 一般   4,11.00 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｻﾂｸﾞ 上水内陸協

 6 石川 雄麻 一般   4,11.74 
ｲｼｶﾜ ﾕｳﾏ 中野市陸協

 7 北原 悠(2) 高校   4,16.23 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳ 長野高専

 8 合津 智裕(1) 高校   4,16.66 
ｺﾞｳﾂﾞ ﾄﾓﾋﾛ 長野高

 9 田中 大輝(2) 高校   4,18.00 
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 長野吉田高

10 酒井 洋明(1) 高校   4,18.93 
ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ 須坂高

11 田仲 賢(2) 高校   4,18.96 
ﾀﾅｶ ｹﾝ 長野吉田高

12 白川 友一(1) 高校   4,21.18 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 中野立志館高

13 小矢沢 龍二(2) 高校   4,21.82 
ｺﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 長野高

14 諏訪 琢眞(5) 一般   4,25.40 
ｽﾜ ﾀｸﾏ 長野高専

15 山崎 佑太郎 一般   4,26.67 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 中野市陸協
滝沢 雄貴(3) 高校
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｷ 長野高専 欠場
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決勝 8月18日 10:45

県新              3,38.49
大会新            3,54.3

 1 高木 孝亮(4) 大学   4,21.53 
ﾀｶｷﾞ ｺｳｽｹ 信大

1  8674

オープン男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月19日  8:30

県新             13,21.49
大会新           14,37.3

[ 1組] [ 2組]

 1 市川 武 一般  16,58.90  1 利根川 裕雄 一般  15,03.04 
ｲﾁｶﾜ ﾀｹｼ 長野日本無線 ﾄﾈｶﾞﾜ ﾋﾛｵ ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ

 2 島田 隆介(1) 高校  17,12.90  2 平田 和也 一般  15,14.95 
ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 飯山北高 ﾋﾗﾀ ｶｽﾞﾔ 長野市陸協

 3 丸山 和己(2) 高校  17,14.17  3 長谷川 久嗣 一般  15,17.26 
ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｷ 須坂東高 ﾊｾｶﾞﾜ ﾋｻﾂｸﾞ 上水内陸協

 4 中澤 俊喜 一般  17,19.82  4 丸山 航平 一般  15,38.46 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾄｼｷ 上水内陸協 ﾏﾙyﾏ ｺｳﾍｲ 中野市陸協

 5 滝澤 高太郎 一般  17,21.07  5 割田 雄磨 一般  15,40.66 
ﾀｷｻﾞﾜ ｺｳﾀﾛｳ 飯山市陸協 ﾜﾘﾀ ﾕｳﾏ 長野市陸協

 6 金井 奎(1) 高校  17,22.93  6 藤木 悠平 一般  15,45.68 
ｶﾅｲ ｹｲ 飯山北高 ﾌｼﾞｷ ﾕｳﾍｲ 中野市陸協

 7 小野 和裕 一般  17,23.50  7 荒井 祐輔 一般  16,00.72 
ｵﾉ ｶｽﾞﾋﾛ 上水内陸協 ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 須坂陸協

 8 河原 徹弥(2) 高校  17,30.31  8 島田 康陽(5) 一般  16,04.99 
ｶﾜﾊﾗ ﾃﾂﾔ 長野高専 ｼﾏﾀﾞ ｺｳﾖｳ 長野高専

 9 芋川 遼太(1) 高校  17,37.95  9 田中 大輝(2) 高校  16,06.27 
ｲﾓｶﾜ ﾘｮｳﾀ 中野立志館高 ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 長野吉田高

10 佐藤 真人(1) 高校  17,39.61 10 白川 友一(1) 高校  16,33.35 
ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 中野立志館高 ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 中野立志館高

11 塩嶋 耕平(3) 高校  17,42.05 11 岡 利哉 一般  16,36.59 
ｼｵｼﾞﾏ ｺｳﾍｲ 長野高専 ｵｶ ﾄｼﾔ 中野市陸協

12 徳竹 昂紀(3) 高校  17,45.08 12 島崎 敦也(2) 高校  16,40.57 
ﾄｸﾀｹ ｺｳｷ 中野立志館高 ｼﾏｻﾞｷ ｱﾂﾔ 飯山北高

13 家塚 慎二 一般  17,47.93 13 田仲 賢(2) 高校  16,41.73 
ｲｴﾂﾞｶ ｼﾝｼﾞ 飯山市陸協 ﾀﾅｶ ｹﾝ 長野吉田高

14 田中 草介 一般  17,55.51 14 山崎 佑太郎 一般  16,43.00 
ﾀﾅｶ ｿｳｽｹ 上水内陸協 ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳﾀﾛｳ 中野市陸協

15 小森 勇志(2) 高校  17,58.64 15 藤澤 公宣(3) 高校  16,53.39 
ｺﾓﾘ ﾕｳｼ 長野西高 ﾌｼﾞｻﾜ ｷﾐﾉﾌﾞ 中野立志館高

16 酒井 雄大(1) 高校  17,59.80 16 大峡 翔太(1) 高校  17,02.01 
ｻｶｲ ﾕｳﾀﾞｲ 長野吉田高 ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 中野立志館高

17 和田 澄夫 一般  18,04.06 17 徳武 雄次郎 一般  17,06.43 
ﾜﾀﾞ ｽﾐｵ 上水内陸協 ﾄｸﾀｹ ﾕｳｼﾞﾛｳ 長野市陸協

18 若林 和哉(1) 高校  18,12.56 18 堀田 学 一般  17,27.86 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ 屋代高 ﾎｯﾀ ﾏﾅﾌﾞ 飯山市陸協

19 柳澤 貫太(1) 高校  18,13.85 19 関谷 一輝 一般  17,43.52 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 長野高 ｾｷﾔ ｶｽﾞｷ 中野市陸協

20 木村 貴峰 一般  18,14.11 20 野口 恒(2) 大学  17,47.53 
ｷﾑﾗ ﾀｶﾈ 千曲市陸協 ﾉｸﾞﾁ ﾜﾀﾙ 信大

21 藤本 博治 一般  18,16.03 21 小林 健人 一般  17,56.23 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾋﾛﾊﾙ 長野市陸協 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ 上水内陸協

22 丸山 正夫 一般  18,20.10 22 藤澤 知之(2) 大学  18,02.03 
ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻｵ 飯山市陸協 ﾌｼﾞｻﾜ ﾄﾓﾕｷ 松本大

23 北澤 悟生(1) 高校  18,20.77 23 山崎 洵(2) 高校  18,40.06 
ｷﾀｻﾞﾜ ｺﾞｳ 長野西高 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 屋代高

24 大西 将(2) 高校  18,23.59 山田 琢也 一般
ｵｵﾆｼ ｼｮｳ 飯山北高 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾔ 中野市陸協

25 寺島 晃次郎(1) 高校  18,25.56 寺島 慧悟 一般
ﾃﾗｼﾞﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ 長野工高 ﾃﾗｼﾏ ｹｲｺﾞ 長野市陸協

26 和田 達也(1) 高校  18,35.92 小林 正季 一般
ﾜﾀﾞ ﾀﾂﾔ 須坂園芸高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｷ 上水内陸協

27 荒井 星哉(1) 高校  18,35.93 石川 雄麻 一般
ｱﾗｲ ｾｲﾔ 長野商高 ｲｼｶﾜ ﾕｳﾏ 中野市陸協

28 丸山 義文 一般  18,56.22 北澤 文康 一般
ﾏﾙﾔﾏ ﾖｼﾌﾐ 上水内陸協 ｷﾀｻﾞﾜ ﾉﾘﾔｽ 千曲市陸協

29 山川 優太朗(1) 高校  19,02.88 山岸 雄気(3) 高校
ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 長野西高 ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｷ 中野立志館高

30 伊藤 宏文 一般  19,59.40 田中 章浩 一般
ｲﾄｳ ﾋﾛﾌﾐ 上水内陸協 ﾀﾅｶ ｱｷﾋﾛ 長野電子

31 北川 翔馬(2) 高校  22,29.50 小川 健三 一般
ｷﾀｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ 長野南高 ｵｶﾞﾜ ｹﾝｿﾞｳ 長野市陸協
諸岡 真悟 一般 柳沢 瑞樹 一般
ﾓﾛｵｶ ｼﾝｺﾞ 上水内陸協 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐｽﾞｷ 須坂陸協

男子

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
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   1 利根川 裕雄 一般 ｱﾙﾌﾟｽﾂｰﾙ    15,03.04   2   1
   2 平田 和也 一般 長野市陸協    15,14.95   2   2
   3 長谷川 久嗣 一般 上水内陸協    15,17.26   2   3
   4 丸山 航平 一般 中野市陸協    15,38.46   2   4
   5 割田 雄磨 一般 長野市陸協    15,40.66   2   5
   6 藤木 悠平 一般 中野市陸協    15,45.68   2   6
   7 荒井 祐輔 一般 須坂陸協    16,00.72   2   7
   8 島田 康陽(5) 一般 長野高専    16,04.99   2   8
   9 田中 大輝(2) 高校 長野吉田高    16,06.27   2   9
  10 白川 友一(1) 高校 中野立志館高    16,33.35   2  10
  11 岡 利哉 一般 中野市陸協    16,36.59   2  11
  12 島崎 敦也(2) 高校 飯山北高    16,40.57   2  12
  13 田仲 賢(2) 高校 長野吉田高    16,41.73   2  13
  14 山崎 佑太郎 一般 中野市陸協    16,43.00   2  14
  15 藤澤 公宣(3) 高校 中野立志館高    16,53.39   2  15
  16 市川 武 一般 長野日本無線    16,58.90   1   1
  17 大峡 翔太(1) 高校 中野立志館高    17,02.01   2  16
  18 徳武 雄次郎 一般 長野市陸協    17,06.43   2  17
  19 島田 隆介(1) 高校 飯山北高    17,12.90   1   2
  20 丸山 和己(2) 高校 須坂東高    17,14.17   1   3
  21 中澤 俊喜 一般 上水内陸協    17,19.82   1   4
  22 滝澤 高太郎 一般 飯山市陸協    17,21.07   1   5
  23 金井 奎(1) 高校 飯山北高    17,22.93   1   6
  24 小野 和裕 一般 上水内陸協    17,23.50   1   7
  25 堀田 学 一般 飯山市陸協    17,27.86   2  18
  26 河原 徹弥(2) 高校 長野高専    17,30.31   1   8
  27 芋川 遼太(1) 高校 中野立志館高    17,37.95   1   9
  28 佐藤 真人(1) 高校 中野立志館高    17,39.61   1  10
  29 塩嶋 耕平(3) 高校 長野高専    17,42.05   1  11
  30 関谷 一輝 一般 中野市陸協    17,43.52   2  19
  31 徳竹 昂紀(3) 高校 中野立志館高    17,45.08   1  12
  32 野口 恒(2) 大学 信大    17,47.53   2  20
  33 家塚 慎二 一般 飯山市陸協    17,47.93   1  13
  34 田中 草介 一般 上水内陸協    17,55.51   1  14
  35 小林 健人 一般 上水内陸協    17,56.23   2  21
  36 小森 勇志(2) 高校 長野西高    17,58.64   1  15
  37 酒井 雄大(1) 高校 長野吉田高    17,59.80   1  16
  38 藤澤 知之(2) 大学 松本大    18,02.03   2  22
  39 和田 澄夫 一般 上水内陸協    18,04.06   1  17
  40 若林 和哉(1) 高校 屋代高    18,12.56   1  18
  41 柳澤 貫太(1) 高校 長野高    18,13.85   1  19
  42 木村 貴峰 一般 千曲市陸協    18,14.11   1  20
  43 藤本 博治 一般 長野市陸協    18,16.03   1  21
  44 丸山 正夫 一般 飯山市陸協    18,20.10   1  22
  45 北澤 悟生(1) 高校 長野西高    18,20.77   1  23
  46 大西 将(2) 高校 飯山北高    18,23.59   1  24
  47 寺島 晃次郎(1) 高校 長野工高    18,25.56   1  25
  48 和田 達也(1) 高校 須坂園芸高    18,35.92   1  26
  49 荒井 星哉(1) 高校 長野商高    18,35.93   1  27
  50 山崎 洵(2) 高校 屋代高    18,40.06   2  23
  51 丸山 義文 一般 上水内陸協    18,56.22   1  28
  52 山川 優太朗(1) 高校 長野西高    19,02.88   1  29
  53 伊藤 宏文 一般 上水内陸協    19,59.40   1  30
  54 北川 翔馬(2) 高校 長野南高    22,29.50   1  31

男子

5000m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
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 8735
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 8733
 1071
  881
 8689
  814
 1070
 8694
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 8743
  822
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  819
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 3520
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 3513
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 8666
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 8655
 8671
 1465
 3106
 8688
 8742
 8750

 8662
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 8661
 1221

 1093
  809
 1158
 3071
 1136
 1436



予選 8月19日 13:30
決勝 8月19日 15:10

県新                13.85
大会新              14.85

[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 -1.3

 1 松村 拓磨(3) 大学     16.48 Q  1 丸山 健一(2) 大学     17.20 Q
ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾏ 静岡大 ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 信大

 2 長島 均(1) 高校     19.16 Q  2 天野 夏樹(1) 高校     18.24 Q
ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 長野高 ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ 長野高専

 3 金児 直登(1) 高校     19.62 Q  3 中山 雄太(2) 高校     19.51 Q
ｶﾈｺ ﾅｵﾄ 須坂高 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 長野吉田高

 4 細田 恭平(1) 高校     20.24  4 大蔵 健吾(2) 高校     19.68 q
ﾎｿﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 須坂高 ｵｵｸﾗ ｹﾝｺﾞ 長野日大高

 5 吉平 真澄(1) 高校     20.59  5 田中 哉太(1) 高校     20.03 q
ﾖｼﾋﾗ ﾏｽﾐ 長野高 ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ 長野高専
八木 渉(1) 高校  6 丸山 拓大(1) 高校     21.14 
ﾔｷﾞ ﾜﾀﾙ 中野立志館高 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北高

風速 -2.3

 1 松村 拓磨(3) 大学     16.47 
ﾏﾂﾑﾗ ﾀｸﾏ 静岡大

 2 丸山 健一(2) 大学     16.86 
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 信大

 3 中山 雄太(2) 高校     18.46 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 長野吉田高

 4 天野 夏樹(1) 高校     18.80 
ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ 長野高専

 5 金児 直登(1) 高校     18.96 
ｶﾈｺ ﾅｵﾄ 須坂高

 6 長島 均(1) 高校     19.15 
ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 長野高

 7 大蔵 健吾(2) 高校     19.47 
ｵｵｸﾗ ｹﾝｺﾞ 長野日大高

 8 田中 哉太(1) 高校     19.68 
ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ 長野高専

3  1266

2  3548

8  1004

7  3108

9  1063

4  3546

5  8685

6  8673

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場
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男子
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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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 8月19日 13:30

県新                13.85
大会新              14.85

風速 -1.0

 1 木村 大樹(4) 大学     17.13 
ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 信大

2  8680

オープン男子

110mH(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 8月19日 10:00
決勝 8月19日 12:35

県新                50.53
大会新              55.01

[ 1組] [ 2組]

 1 草野 晃平(1) 高校   1,00.23 Q  1 芋川 駿(1) 高校   1,01.50 Q
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ノ井高 ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ 長野吉田高

 2 徳竹 悠馬(3) 中学   1,03.32 Q  2 山崎 良次(2) 高校   1,03.14 Q
ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ 信濃中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 飯山北高

 3 夏目 映人(3) 中学   1,03.81 Q  3 中山 雄太(2) 高校   1,03.19 Q
ﾅﾂﾒ ｴｲﾄ 柳町中 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 長野吉田高

 4 西埜 拓海(1) 高校   1,04.49 q  4 轟 太地(2) 高校   1,04.97 q
ﾆｼﾉ ﾀｸﾐ 長野吉田高 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾀｲﾁ 須坂高

 5 若月 寛人(1) 高校   1,05.28  5 滝澤 知紘(1) 高校   1,05.36 
ﾜｶﾂｷ ﾋﾛﾄ 篠ノ井高 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 飯山北高

 6 伊藤 圭吾(2) 高校   1,09.20  6 八木 渉(1) 高校   1,05.42 
ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 長野西高 ﾔｷﾞ ﾜﾀﾙ 中野立志館高

 7 吉平 真澄(1) 高校   1,15.15 
ﾖｼﾋﾗ ﾏｽﾐ 長野高

 1 芋川 駿(1) 高校     59.39 
ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ 長野吉田高

 2 草野 晃平(1) 高校     59.63 
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ノ井高

 3 山崎 良次(2) 高校   1,00.83 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 飯山北高

 4 徳竹 悠馬(3) 中学   1,03.16 
ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ 信濃中

 5 夏目 映人(3) 中学   1,03.34 
ﾅﾂﾒ ｴｲﾄ 柳町中

 6 中山 雄太(2) 高校   1,04.66 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 長野吉田高

 7 轟 太地(2) 高校   1,05.70 
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾀｲﾁ 須坂高

 8 西埜 拓海(1) 高校   1,06.12 
ﾆｼﾉ ﾀｸﾐ 長野吉田高

男子

400mH(0.914m)

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1375

4  4590

5  3045

3  6299

7  1077

2  1120

順 ﾚｰﾝ

8  1378

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1072

5   817

6  1063

7   986

3   823

2   887

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1072

6  1375

4   817

7  4590

8  6299

9  1063

3   986

2  1077



予選 8月18日  9:10
決勝 8月18日 16:15

県混新        40.17
県新          40.82
大会新        42.27

[ 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   4 篠ノ井高  1372 清野 涼介(1)     44.11 Q  1   5 長野高専  3518 柴田 晃太朗(3)     43.64 Q

ｼﾉﾉｲｺｳ ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ
 1365 宮下 仁志(2)  8730 山本 龍一(5)

ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ
 1373 宮林 紘汰(1)  3506 岩崎 晴也(3)

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾔ
 1368 北村 健太(2)  3524 櫻井 壮一(2)

ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ ｻｸﾗｲ ｿｳｲﾁ
 2   6 長野吉田高  1065 渡辺 光孝(2)     44.70 Q  2   6 屋代高  1444 栗林 篤(2)     44.66 Q

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ ﾔｼﾛｺｳ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ
 1064 宮島 克彰(2)  1443 市川 拓也(2)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾂｱｷ ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ
 1062 増田 勇輝(2)  1464 戸田 樹(1)

ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ
 1072 芋川 駿(1)  1439 井坪 優(2)

ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ
 3   5 須坂高   990 山本 翔太(2)     44.85 Q  3   4 長野日大高  1278 丸山 圭介(1)     45.52 Q

ｽｻﾞｶｺｳ ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ
  989 佐藤 大志(2)  1259 長田 龍貴(1)

ｻﾄｳ ﾀｲｼ ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ
  986 轟 太地(2)  1275 内山 貴仁(1)

ﾄﾄﾞﾛｷ ﾀｲﾁ ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ
 1001 小池 亮太(1)  1276 小林 拓実(2)

ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
 4   3 飯山北高   817 山崎 良次(2)     45.55 q  4   3 須坂東高  3093 鈴木 滉太(1)     46.39 q

ｲｲﾔﾏｷﾀｺｳ ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼｺｳ ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ
  813 栗岩 龍生(2)  3094 丸山 将也(1)

ｸﾘｲﾜ ﾘｭｳｾｲ ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ
  825 丸山 拓大(1)  3090 小田切 祐太(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ ｵﾀｷﾘ ﾕｳﾀ
  808 青木 夏貴(2)  3099 池田 彪我(1)

ｱｵｷ ﾅﾂｷ ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ
 5   2 須坂園芸高     46.60  5   2 長野西高     46.94 

ｽｻﾞｶｴﾝｹﾞｲｺｳ ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ

 6   7 長野商高  1141 西澤 寛樹(1)     47.45  6   7 長野高  1121 吉越 太一朗(1)     47.08 
ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳｺｳ ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ﾅｶﾞﾉｺｳ ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ

 1131 宮本 英征(2)  1116 上野 航(2)
ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ

 1137 霜村 景(1)  1115 正村 太一(2)
ｼﾓﾑﾗ ｹｲ ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ

 1135 村上 湧太郎(2)  1118 浅川 優人(1)
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ

 7   1 中野立志館高   904 芝 竜弘(1)     47.89  7   8 更級農高  2770 田中 和樹(1)     48.45 
ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝｺｳ ｼﾊﾞ ﾀﾂﾋﾛ ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ

  889 関 知大(1)  2751 大久保 樹(1)
ｾｷ ﾄﾓﾋﾛ ｵｵｸﾎﾞ ｲﾂｷ

  886 中村 直正(1)  2768 丸山 晃平(1)
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾏｻ ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ

  903 中島 宗一郎(1)  2769 藤森 祐希(1)
ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ

 8   9 長野工高  1182 中島 淳(2)     48.73   9 市立長野高
ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳｺｳ ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ 欠場

 1151 工藤 大樹(1)
ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ

 1180 須田 智裕(2)
ｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

 1152 渡邉 優樹(1)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ

  8 須坂商高   957 青沼 和也(1)
ｽｻﾞｶｼｮｳｷﾞｮｳｺｳ ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞﾔ 欠場

  956 駒村 友亮(2)
ｺﾏﾑﾗ ﾕｳｽｹ

  961 藤本 真佐志(1)
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻｼ

  962 原山 翼(1)
ﾊﾗﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ

男子

4×100mR

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



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 長野高専  3518 柴田 晃太朗(3)     43.25 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ｼﾊﾞﾀ ｺｳﾀﾛｳ
 8730 山本 龍一(5)

ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ
 3506 岩崎 晴也(3)

ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾔ
 3545 塩原 巧巳(1)

ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ
 2   9 須坂高   990 山本 翔太(2)     44.53 

ｽｻﾞｶｺｳ ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ
  989 佐藤 大志(2)

ｻﾄｳ ﾀｲｼ
  986 轟 太地(2)

ﾄﾄﾞﾛｷ ﾀｲﾁ
 1001 小池 亮太(1)

ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ
 3   7 屋代高  1444 栗林 篤(2)     44.55 

ﾔｼﾛｺｳ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ
 1443 市川 拓也(2)

ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ
 1464 戸田 樹(1)

ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ
 1439 井坪 優(2)

ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ
 4   6 篠ノ井高  1372 清野 涼介(1)     44.71 

ｼﾉﾉｲｺｳ ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ
 1365 宮下 仁志(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ
 1373 宮林 紘汰(1)

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ
 1378 若月 寛人(1)

ﾜｶﾂｷ ﾋﾛﾄ
 5   4 長野吉田高  1065 渡辺 光孝(2)     44.84 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ
 1064 宮島 克彰(2)

ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾂｱｷ
 1062 増田 勇輝(2)

ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ
 1072 芋川 駿(1)

ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ
 6   3 須坂東高  3093 鈴木 滉太(1)     46.27 

ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼｺｳ ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ
 3094 丸山 将也(1)

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ
 3090 小田切 祐太(2)

ｵﾀｷﾘ ﾕｳﾀ
 3099 池田 彪我(1)

ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ
  2 飯山北高   817 山崎 良次(2)

ｲｲﾔﾏｷﾀｺｳ ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 失格
  813 栗岩 龍生(2) R1(2-3)

ｸﾘｲﾜ ﾘｭｳｾｲ
  825 丸山 拓大(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ
  808 青木 夏貴(2)

ｱｵｷ ﾅﾂｷ
  8 長野日大高  1278 丸山 圭介(1)

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ 失格
 1259 長田 龍貴(1) R1(3-4)

ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ
 1275 内山 貴仁(1)

ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ
 1276 小林 拓実(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ

4×100mR
決勝

男子



決勝 8月19日 15:30

県混新        3,13.96
県新          3,15.32
大会新        3,26.70

[ 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   8 長野東部中  5010 黒崎 秀樹(2)   3,45.94  1   6 長野高専  3514 長谷川 将己(3)   3,28.87 

ﾅｶﾉﾄｳﾌﾞ ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｷ
 5001 想田 賢太朗(3)  3505 滝沢 雄貴(3)

ｿｳﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳｷ
 5005 丸山 智輝(3)  3506 岩崎 晴也(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾔ
 4997 雲崎 凌(3)  8730 山本 龍一(5)

ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｲﾁ
 2   3 川中島中  5462 佐藤 薫(3)   3,47.09  2   4 長野高  1115 正村 太一(2)   3,30.52 

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏ ｻﾄｳ ｶｵﾙ ﾅｶﾞﾉｺｳ ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ
 5440 丸山 和輝(3)  1118 浅川 優人(1)

ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｷ ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ
 5451 小林 海仁(2)  1114 吉村 直也(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾔ
 6168 川口 雅也(2)  1121 吉越 太一朗(1)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾔ ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ
 3   5 市立長野高   870 一宮 一至(2)   3,47.17  3   3 屋代高  1439 井坪 優(2)   3,37.12 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｲﾁﾉﾐﾔ ｶｽﾞｼ ﾔｼﾛｺｳ ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ
  872 佐藤 誠也(2)  1440 氷室 南斗(2)

ｻﾄｳ ﾏｻﾔ ﾋﾑﾛ ﾐﾅﾄ
  873 德武 拓磨(2)  1463 小山 信也(1)

ﾄｸﾀｹ ﾀｸﾏ ｺﾔﾏ ｼﾝﾔ
  871 太田 大介(2)  1443 市川 拓也(2)

ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ
 4   6 信濃中  4590 徳竹 悠馬(3)   3,54.03  4   5 篠ノ井高  1375 草野 晃平(1)   3,37.71 

ｼﾅﾉ ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ ｼﾉﾉｲｺｳ ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ
 4577 外谷 昌範(3)  1366 村山 彰太(2)

ﾄﾔ ﾏｻﾉﾘ ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ
 4592 中山 廉(3)  1378 若月 寛人(1)

ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ ﾜｶﾂｷ ﾋﾛﾄ
 4576 池田 正汰(3)  1368 北村 健太(2)

ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ
 5   4 長野工高  1156 畑山 亮太(1)   3,56.42  5   2 長野西高  3044 流 竜一(2)   3,48.19 

ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳｺｳ ﾊﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾀ ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ﾅｶﾞﾚ ﾘｭｳｲﾁ
 1180 須田 智裕(2)  3045 伊藤 圭吾(2)

ｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ
 1155 湯本 與晴(1)  1091 清水 貴史(1)

ﾕﾓﾄ ﾖｼﾊﾙ ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ
 1157 平林 圭太(1)  1107 牛越 光秀(2)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ ｳｼｺｼ ﾐﾂﾋﾃﾞ
 6   7 須坂東高   985 高野 真志(1)   4,01.90   7 長野商高

ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼｺｳ ﾀｶﾉ ﾏｻｼ ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳｺｳ 欠場
  981 三上 侃太朗(1)

ﾐｶﾐ ｶﾝﾀﾛｳ
 3096 竹前 勇貴(1)

ﾀｹﾏｴ ﾕｳｷ
  977 丸山 和己(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｷ
 7   9 相森中  6392 滝沢 雅也(2)   4,20.41   8 長野吉田高  1064 宮島 克彰(2)

ｵｵﾓﾘ ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾔ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾂｱｷ 欠場
 6391 山崎 陽高(2)  1062 増田 勇輝(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾀﾞｶ ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ
 4246 高野 大志(1)  1072 芋川 駿(1)

ﾀｶﾉ ﾀｲｼ ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ
 6386 村松 樹(2)  1063 中山 雄太(2)

ﾑﾗﾏﾂ ﾀﾂｷ ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ
 8   2 裾花中  5238 春日 勇輝(2)   4,23.36 

ｽｿﾊﾞﾅ ｶｽｶﾞ ﾕｳｷ
 5230 成田 翔(2)

ﾅﾘﾀ ｼｮｳ
 5229 岡宮 来夢(2)

ｵｶﾐﾔ ｸﾙﾑ
 5252 北沢 文弥(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ

男子

4×400mR

決勝



   1 長野高専   3,28.87 長谷川 将己(3) 滝沢 雄貴(3) 岩崎 晴也(3) 山本 龍一(5)   2   1
   2 長野高   3,30.52 正村 太一(2) 浅川 優人(1) 吉村 直也(2) 吉越 太一朗(1)   2   2
   3 屋代高   3,37.12 井坪 優(2) 氷室 南斗(2) 小山 信也(1) 市川 拓也(2)   2   3
   4 篠ノ井高   3,37.71 草野 晃平(1) 村山 彰太(2) 若月 寛人(1) 北村 健太(2)   2   4
   5 長野東部中   3,45.94 黒崎 秀樹(2) 想田 賢太朗(3) 丸山 智輝(3) 雲崎 凌(3)   1   1
   6 川中島中   3,47.09 佐藤 薫(3) 丸山 和輝(3) 小林 海仁(2) 川口 雅也(2)   1   2
   7 市立長野高   3,47.17 一宮 一至(2) 佐藤 誠也(2) 德武 拓磨(2) 太田 大介(2)   1   3
   8 長野西高   3,48.19 流 竜一(2) 伊藤 圭吾(2) 清水 貴史(1) 牛越 光秀(2)   2   5
   9 信濃中   3,54.03 徳竹 悠馬(3) 外谷 昌範(3) 中山 廉(3) 池田 正汰(3)   1   4
  10 長野工高   3,56.42 畑山 亮太(1) 須田 智裕(2) 湯本 與晴(1) 平林 圭太(1)   1   5
  11 須坂東高   4,01.90 高野 真志(1) 三上 侃太朗(1) 竹前 勇貴(1) 丸山 和己(2)   1   6
  12 相森中   4,20.41 滝沢 雅也(2) 山崎 陽高(2) 高野 大志(1) 村松 樹(2)   1   7
  13 裾花中   4,23.36 春日 勇輝(2) 成田 翔(2) 岡宮 来夢(2) 北沢 文弥(2)   1   8

ｵｰﾀﾞｰ1

男子

4×400mR
タイムレース

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4順位 所属名 都道府県 記録 備考



決勝 8月18日 10:00

県新                 2.18
大会新               2.10

芋川 駿(1) 高校
ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ 長野吉田高
内山 貴仁(1) 高校
ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 長野日大高
岩崎 晴也(3) 高校
ｲﾜｻｷ ﾊﾙﾔ 長野高専
上野 航(2) 高校
ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ 長野高
西沢 翔 一般
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳ いよだAC
櫻井 壮一(2) 高校
ｻｸﾗｲ ｿｳｲﾁ 長野高専
山本 小太郎(3) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ｺﾀﾛｳ 須坂東高
吉田 豪郎(1) 高校
ﾖｼﾀﾞ ｺﾞﾛｳ 長野西高
塩原 巧巳(1) 高校
ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 長野高専
新井 耕元(1) 高校
ｱﾗｲ ｺｳｹﾞﾝ 須坂高
吉岡 諒司(2) 高校
ﾖｼｵｶ ﾘｮｳｼﾞ 屋代高
牧 優冶(1) 高校
ﾏｷ ﾕｳﾔ 須坂高
中島 淳(2) 高校
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 長野工高
徳永 陽(1) 高校
ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｳ 長野西高
村田 貴大(3) 高校
ﾑﾗﾀ ﾀｶﾋﾛ 長野高専
小林 航希(2) 高校 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 中野西高
草野 晃平(1) 高校 欠場
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ノ井高
栁澤 知明(2) 高校 欠場
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄﾓｱｷ 長野日大高

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m60 1m65 備考1m50 1m55 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90
1 16  1072

- - - - O O XXO O XXX  1.85

2 18  1275
- - - - - O O XO XXX  1.85

3 12  3506
- - - - - O O XXX  1.80

3 13  1116
- - - - O O O XXX  1.80

3 15  8758
- - - - - - O XXX  1.80

6 11  3524
- - - - O XXO O XXX  1.80

7 9  3082
- - - - XO XXO XXX  1.75

8 8  1096
O O O O O XXX  1.70

8 17  3545
- - - - O XXX  1.70

10 3  1002
O XO XXX  1.55

10 6  1437
O XO XXX  1.55

12 4   994
XXO XXO XXX  1.55

1  1182
XXX

2  1097
XXX

14  3510
- - - - XXX

5   945

7  1375

10  1268



決勝 8月18日 13:00

県新                 5.30
大会新               4.80

4m20 4m30
峯村 匡登 一般 - - - - - - - - XO -
ﾐﾈﾑﾗ ﾏｻﾄ いよだAC O XXX
工藤 大樹(1) 高校 - - - - O O XXX
ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 長野工高
小山 吉明 一般 - - - - XO XXO /
ｺﾔﾏ ﾖｼｱｷ 須坂陸協
畑山 亮太(1) 高校 - XO O XXX
ﾊﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 長野工高
芝 建樹(1) 高校 O O XXX
ｼﾊﾞ ﾀﾂｷ 篠ノ井高
内山 朋也(2) 中学 XO XXX
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 小布施中
相澤 啓太(2) 中学 XXX
ｱｲｻﾞﾜ ｹｲﾀ 更北中
渡邉 優樹(1) 高校 XXX
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 長野工高
須田 智裕(2) 高校 XXX
ｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 長野工高

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
2m60 2m80 3m40 3m60 3m80 3m90 4m00 4m10

1 9  8757
 4.20

記録
3m00 3m20

2 8  1151
 3.60

3 7  8683
 3.60

4 6  1156
 3.00

5 2  1377
 2.80

6 5  4171
 2.60

1  5472

3  1152

4  1180



決勝 8月19日 13:30

県新                 7.89
大会新               7.21

太田 朗(4) 大学    X   7.41   7.18    X   7.42   7.48    7.48 大会新
ｵｵﾀ ｱｷﾗ 松本大   +1.4   -0.6   +1.0   +0.1    +0.1
山寺 裕也(4) 大学    X   6.64   6.72   6.53   6.83   6.52    6.83 
ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾕｳﾔ 松本大   +0.5   +1.8   +0.7   +1.1    0.0    +1.1
竹内 篤史(2) 高校   6.13   6.00   6.23   6.33   6.11   6.08    6.33 
ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ 北部高   +1.4   -0.7   +0.2   +0.6   +0.2   +0.2    +0.6
青木 夏貴(2) 高校   5.67   6.24   6.18   5.85   5.81   6.02    6.24 
ｱｵｷ ﾅﾂｷ 飯山北高   +0.3   +1.9   +1.3   +0.5   +0.2    0.0    +1.9
山本 翔太(2) 高校   6.21   5.86   5.76   6.09   6.00   5.91    6.21 
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 須坂高   +2.0   -1.1   +1.4   +0.4   +0.4    0.0    +2.0
内山 貴仁(1) 高校   6.10   6.14   5.82   5.83   6.19   6.05    6.19 
ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 長野日大高   +1.5   +0.3   +1.1   +0.5   -0.1   +0.6    -0.1
村松 康平(2) 大学   5.72   5.78   6.10   6.04   5.85   5.97    6.10 
ﾑﾗﾏﾂ ｺｳﾍｲ 信大   +0.1   +0.8   +0.9   +1.1   +0.3   +0.6    +0.9
小林 裕之(2) 大学   6.08   5.64   5.92    X   5.88   5.89    6.08 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 信大   +1.5   +0.6   +1.5   -0.1    0.0    +1.5
根津 大輝(1) 高校   5.88   5.77   5.99    5.99 
ﾈﾂ ﾀﾞｲｷ 長野吉田高   +2.0   +2.4   +1.0    +1.0
中島 宗一郎(1) 高校   5.76   5.54   5.63    5.76 
ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 中野立志館高   +0.7   -1.5   +0.9    +0.7
芝 竜弘(1) 高校   5.45   5.48   5.68    5.68 
ｼﾊﾞ ﾀﾂﾋﾛ 中野立志館高   +0.4   +1.9   +0.3    +0.3
丸山 拓大(1) 高校   5.12   5.59   5.16    5.59 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北高   +0.4   +0.6   -0.3    +0.6
小川 裕樹 一般   5.55   5.28   5.35    5.55 
ｵｶﾞﾜ ﾕｳｷ 上水内陸協   +0.8   +0.3   -0.1    +0.8
藤森 祐希(1) 高校   5.37   5.35   5.51    5.51 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 更級農高   +1.7   +1.4   +0.9    +0.9
小池 亮太(1) 高校    X   5.46   5.31    5.46 
ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ 須坂高   +1.0   -0.2    +1.0
中村 直正(1) 高校    X    X   5.29    5.29 
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾏｻ 中野立志館高   +1.2    +1.2
市川 稜(1) 高校    X    X   5.24    5.24 
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 長野南高   +0.3    +0.3
吉村 直也(2) 高校    X   3.23   4.93    4.93 
ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾔ 長野高   +0.2   +0.3    +0.3
霜村 景(1) 高校    X    X   4.89    4.89 
ｼﾓﾑﾗ ｹｲ 長野商高   +0.1    +0.1
望月 圭介(1) 高校   4.34   4.29   3.18    4.34 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｹｲｽｹ 長野俊英高   +1.0   +2.0   +2.1    +1.0
山田 翔(1) 高校   4.07    X    X    4.07 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳ 中野立志館高   +1.1    +1.1
松沢 恵佑(4) 大学    X    -    -
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 松本大
片山 隆(2) 高校 欠場
ｶﾀﾔﾏ ﾀｶｼ 更級農高
斎藤 弘明(2) 高校 欠場
ｻｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 長野吉田高
小林 航希(2) 高校 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 中野西高
朝倉 雅貴(3) 高校 欠場
ｱｻｸﾗ ﾏｻｷ 松代高

8   945

18  1423

2  2765

5  1069

21 1   890

25  8652

19 3  1137

20 7  3140

17 4  1222

18 22  1114

15 12  1001

16 9   886

13 10  8664

14 6  2769

11 14   904

12 11   825

9 19  1086

10 13   903

7 16  8677

8 15  8675

5 20   990

6 17  1275

3 23  1032

4 21   808

1 26  8653
-5-

2 24  8650

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 8月19日 13:30

県新                 7.89
大会新               7.21

中山 昂平(3) 高校    X   6.37   6.78   6.60    X   6.75    6.78 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾍｲ 上田東高   -0.3   +0.8   +0.3   +1.5    +0.8

1 1  1825
-5- -6- 記録-2- -3- -4- 備考

オープン男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 8月18日 15:00

県新                16.98
大会新              14.43

竹内 篤史(2) 高校  13.19  13.27  13.43  12.99  13.48  13.33   13.48 
ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ 北部高   -0.6   +1.5   +0.6   +0.6   +1.2   -0.1    +1.2
朝倉 雅貴(3) 高校    X  13.17  12.82    -  12.58    -   13.17 
ｱｻｸﾗ ﾏｻｷ 松代高   +1.5   +1.0   -0.8    +1.5
丸山 健一(2) 大学  12.83  13.16    X    X    X  12.64   13.16 
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 信大    0.0   +1.2   -0.4    +1.2
青木 夏貴(2) 高校  12.32  12.36  12.16    X    -    -   12.36 
ｱｵｷ ﾅﾂｷ 飯山北高   -0.6   +1.8   +1.0    +1.8
山本 翔太(2) 高校    X  12.32    X  12.28    -    -   12.32 
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 須坂高   +1.6   +0.3    +1.6
櫻井 壮一(2) 高校  12.29  12.15    X  11.68    X    X   12.29 
ｻｸﾗｲ ｿｳｲﾁ 長野高専   -0.2   +1.8   -0.7    -0.2
丸山 武将(2) 高校    X    X    X    X    X    X
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹﾏｻ 松代高
小林 義明(1) 高校 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｱｷ 長野商高
島田 康広(1) 高校 欠場
ｼﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 長野商高
栁澤 知明(2) 高校 欠場
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄﾓｱｷ 長野日大高

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 8  1032

-5-

2 11  1423

3 10  8673

4 7   808

5 6   990

6 9  3524

4  1426

2  1140

3  1138

5  1268



決勝 8月18日 15:00

県新                16.98
大会新              14.43

中山 昂平(3) 高校  14.24  14.25  14.48    X  14.41  14.69   14.69 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾍｲ 上田東高   +0.6   +0.9   +1.3   -0.2   +1.4    +1.4
日馬 正貴 一般    X    X    X
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野陸協

1 2  1825
-5-

1  8647

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

オープン男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 8月18日 12:00

県新                16.11
大会新              13.45

池田 正太郎 一般
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 長野市陸協
尾崎 雄介(1) 大学
ｵｻﾞｷ ﾕｳｽｹ 松本大

 11.03 11.03 11.00 11.00

  X   X   X  12.80 

2 1  8658
  X 10.84   -

1 2  8740
12.39 12.80 12.45

-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 8月18日 12:00

県高校新            14.59
大会新              12.98

武田 涼介(2) 高校
ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 中野立志館高
大庭 達也(3) 高校
ｵｵﾊﾞ ﾀﾂﾔ 飯山北高
坂田 晃有(1) 高校
ｻｶﾀ ｺｳｽｹ 中野立志館高
小林 拓矢(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 長野日大高
山本 歩(1) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾑ 飯山北高
白鳥 颯太郎(2) 高校
ｼﾛﾄﾘ ｿｳﾀﾛｳ 長野高専
上倉 寿史(1) 高校
ｶﾐｸﾗ ﾋｻｼ 飯山北高
清水 幸佑(2) 高校
ｼﾐｽﾞ ｺｳｽｹ 長野日大高
安藤 弥(1) 高校
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 坂城高
原山 翼(1) 高校
ﾊﾗﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 須坂商高
野﨑 愛冬(1) 高校
ﾉｻﾞｷ ﾏﾅﾄ 長野吉田高
丸山 和清(3) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｷ 長野ろう高
大峽 將嵩(1) 高校
ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾀｶ 長野吉田高

  6.67 

  7.28 

13 1  1073
 6.37  6.60  6.67

  7.65 

12 4  1330
 7.13  7.28  7.06

  8.62 

11 3  1087
 6.98  7.32  7.65

  8.62 

10 2   962
 8.62  8.11  8.53

 8.31  8.55  8.77   8.79 

9 6  2731
 8.62  8.38  8.62

 9.42   X  8.94   9.42 

8 5  1269
 7.03  8.50  8.79

 9.52 10.04 10.23  10.23 

7 9   820
 9.08  8.71  7.97

 9.99 10.32  9.98  10.32 

6 7  3541
10.06  9.75  9.26

10.62 10.59 10.96  10.96 

5 8   826
 9.01 10.07 10.26

10.49 10.52 10.72  11.03 

4 11  1267
 9.83   X 10.54

  X 11.51 11.10  11.51 

3 10   884
11.03 10.76 10.28

10.80 11.54 10.33  11.54 

2 13   804
10.58   X 10.63

1 12   899
10.67 10.41 10.79

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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 8月19日 11:30

県新                50.52
大会新              42.89

池田 正太郎 一般
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ 長野市陸協
熊井 大地(4) 大学
ｸﾏｲ ﾀﾞｲﾁ 松本大
会津 秀馬(4) 大学
ｱｲﾂﾞ ｼｭｳﾏ 信大
村松 康平(2) 大学
ﾑﾗﾏﾂ ｺｳﾍｲ 信大

 19.66   -   -   -

  X   X   O  21.72 

4 2  8677
19.66   O   O

  X   O   X  33.94 

3 1  8672
21.72   O   X

40.13   O   O  40.13 

2 3  8649
  X 33.94   X

1 4  8740
39.95   X   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

円盤投(2.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月19日 11:30

県高校新            45.21
大会新              38.09

大庭 達也(3) 高校
ｵｵﾊﾞ ﾀﾂﾔ 飯山北高
岡村 也寸志(2) 高校
ｵｶﾑﾗ ﾔｽｼ 長野高専
大庭 直也(1) 高校
ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾔ 飯山北高
常田 和也(2) 高校
ﾄｷﾀ ｶｽﾞﾔ 須坂園芸高
中宮 涼太(2) 高校
ﾅｶﾐﾔ ﾘｮｳﾀ 長野商高
小林 拓矢(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 長野日大高
片桐 康熙(2) 高校
ｶﾀｷﾞﾘ ｺｳｷ 飯山北高
坂田 晃有(1) 高校
ｻｶﾀ ｺｳｽｹ 中野立志館高
野﨑 愛冬(1) 高校
ﾉｻﾞｷ ﾏﾅﾄ 長野吉田高
安藤 弥(1) 高校
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 坂城高

 21.30 

 23.85 

10 1  2731
  O   O 21.30

  X 24.85   X  24.85 

9 2  1087
23.85   O   O

  X 27.13   X  27.13 

8 3   884
24.07   X   O

  O 28.61   O  28.61 

7 5   810
26.80   O   X

  O 28.93   X  28.93 

6 4  1267
  O   X 25.04

  X   O 29.46  29.46 

5 7  1134
28.07   X   X

  X   X   X  30.90 

4 9  3067
  O   O 28.44

  O   X 33.12  33.12 

3 6   818
  O   O 30.90

  X   X   X  35.70 

2 8  3538
  X 31.06   O

1 10   804
  O   X 35.70

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

円盤投(1.750kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月18日  9:00

県新                62.50
大会新              55.96

富井 博輝(3) 大学
ﾄﾐｲ ﾋﾛｷ 松本大
高橋 孝幸 一般
ﾀｶﾊｼ ﾀｶﾕｷ 長野市陸協

男子

ハンマー投(7.260kg)ハンマー投(7.260kg)

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 22  8660 8660

  X  X   O  O 50.0750.07   O  O   O  O   O  O  50.07  50.07 

22 11  8756 8756
  X  X   O  O 38.8438.84  40.35  40.35   X  X   O  O 40.3540.35



決勝 8月18日  9:00

県高校新            57.29
大会新              53.06

常田 和也(2) 高校
ﾄｷﾀ ｶｽﾞﾔ 須坂園芸高
片桐 康熙(2) 高校
ｶﾀｷﾞﾘ ｺｳｷ 飯山北高
山本 歩(1) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾑ 飯山北高
竹内 佑斗(3) 高校
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 北部高
徳永 勇(1) 高校
ﾄｸﾅｶﾞ ｲｻﾑ 北部高
小山 雄大(1) 高校 欠場
ｺﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 北部高
宮澤 明光(1) 高校 欠場
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｷﾐﾂ 須坂園芸高

6  3070

  O   O 15.02  15.02 

1  1040

  O   O 27.60  27.60 

5 2  1039
  X   X   X

28.66   O   X  28.66 

4 3  1026
  O   O 25.44

  O   X 33.26  33.26 

3 4   826
  X 28.44   O

  O   O 42.61  42.61 

2 5   810
32.18   X   X

1 7  3067
  X   O 37.99

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

ハンマー投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月19日  9:40

県新                67.34
大会新              61.82

太田 一矢(3) 高校
ｵｵﾀ ｶｽﾞﾔ 北部高
鳩山 昇汰 一般
ﾊﾄﾔﾏ ｼｮｳﾀ 長野市陸協
荻原 健志 一般
ｵｷﾞﾜﾗ ﾂﾖｼ 長野市陸協
村松 卓哉(1) 大学
ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾔ 東学大
中宮 涼太(2) 高校
ﾅｶﾐﾔ ﾘｮｳﾀ 長野商高
大和 弘典(2) 高校
ﾔﾏﾄ ﾋﾛﾉﾘ 長野日大高
栗林 篤(2) 高校
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ 屋代高
大和 史明(1) 高校
ﾔﾏﾄ ﾌﾐｱｷ 長野日大高
清野 雄貴(4) 一般
ｷﾖﾉ ﾕｳｷ 長野高専
長谷川 将己(3) 高校
ﾊｾｶﾞﾜ ﾏｻｷ 長野高専
渡辺 光孝(2) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ 長野吉田高
飯森 大貴(2) 高校
ｲｲﾓﾘ ﾀｲｷ 長野ろう高
大庭 直也(1) 高校
ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾔ 飯山北高
伊藤 拓(2) 高校
ｲﾄｳ ﾀｸ 長野西高
大蔵 健吾(2) 高校
ｵｵｸﾗ ｹﾝｺﾞ 長野日大高
永池 哲太(2) 高校
ﾅｶﾞｲｹ ﾖｼﾋﾛ 中野西高
寺島 瞬(2) 高校
ﾃﾗｼﾏ ｼｭﾝ 長野商高
依田 泰輝(1) 高校
ﾖﾀﾞ ﾀｲｷ 長野高専
山口 謙祐(1) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｽｹ 長野吉田高
中條 巧人(1) 高校
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｸﾄ 長野吉田高
小田切 祐太(2) 高校
ｵﾀｷﾘ ﾕｳﾀ 須坂東高
武田 涼介(2) 高校
ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 中野立志館高
葛綿 稜弥(2) 高校
ｶﾂﾞﾒ ﾘｮｳﾔ 飯山北高
竹内 佑斗(3) 高校
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 北部高
飯田 雄平(1) 高校
ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 篠ノ井高
長島 均(1) 高校
ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 長野高
樋口 盛康(1) 高校
ﾋｸﾞﾁ ﾓﾘﾔｽ 長野高専

男子

やり投(0.800kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 27  1031

55.87   O   O   O   O   O  55.87 

2 24  8744
50.53   X   - 55.00   X   O  55.00 

3 25  8734
53.30   O   X   X   X   O  53.30 

4 26  8748
51.24   O   O   O   O 51.85  51.85 

5 18  1134
47.39   O   O   O   O 50.85  50.85 

6 21  1260
47.04   O   O   O   O 49.21  49.21 

7 22  1444
  O 48.90   O   O   O   O  48.90 

8 23  1254
  O   O 48.69   X   X   O  48.69 

9 19  8732
  O   O 46.27  46.27 

10 20  3514
  O   O 44.83  44.83 

11 15  1065
41.99   O   O  41.99 

12 16  1327
  O 41.67   O  41.67 

13 11   818
39.46   O   O  39.46 

14 14  3042
39.44   O   O  39.44 

15 13  1266
  O   X 37.61  37.61 

16 12   944
  O   O 36.50  36.50 

17 7  1133
  O   X 35.99  35.99 

18 6  3547
34.29   O   O  34.29 

19 9  1076
  O 33.97   O  33.97 

20 10  1074
  X 33.50   X  33.50 

21 2  3090
32.60   O   O  32.60 

22 17   899
32.40   O   O  32.40 

23 8   811
  O   O 32.29  32.29 

24 4  1026
  O 32.23   X  32.23 

25 5  1380
32.11   O   O  32.11 

26 3  3108
30.97   X   X

27 1  3549
  X   O 30.39  30.39 

 30.97 



予選 8月18日 12:30
決勝 8月18日 14:45

県中新              10.85
大会新              11.57

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 +1.4

 1 徳永 江紀(3) 中学     12.56  1 吉沢 智貴(2) 中学     12.49 
ﾄｸﾅｶﾞ ｺｸｷ 篠ノ井東中 ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 長野東部中

 2 澤 拓斗(2) 中学     12.66  2 鈴木 達也(2) 中学     12.68 
ｻﾜ ﾋﾛﾄ 長野北部中 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 長野東部中

 3 下田 振全(1) 中学     12.89  3 芦澤 友和(1) 中学     12.93 
ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ 篠ノ井西中 ｱｼｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 川中島中

 4 島村 昴輝(1) 中学     13.63  4 北澤 慧(3) 中学     13.01 
ｼﾏﾑﾗ ｺｳｷ 附属長野中 ｷﾀｻﾞﾜ ｻﾄｼ 広徳中

 5 堀内 政弥(2) 中学     14.19  5 大宮 僚馬(2) 中学     13.15 
ﾎﾘｳﾁ ﾏｻﾔ 若穂中 ｵｵﾐﾔ ﾘｮｳﾏ 裾花中

 6 松本 聖(1) 中学     14.64  6 丸山 正人(2) 中学     13.44 
ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄﾙ 七二会中 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾄ 柳町中

 7 中村 伊吹(1) 中学     14.71  7 海谷 涼太(2) 中学     13.93 
ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 広徳中 ｶｲﾔ ﾘｮｳﾀ 高社中

 8 春原 寛太(2) 中学     14.86  8 江村 拓夢(1) 中学     14.30 
ｽﾉﾊﾗ ｶﾝﾀ 中野平中 ｴﾑﾗ ﾀｸﾑ 広徳中

 9 小林 壮大(1) 中学     16.82 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾛ 飯綱中

[ 3組] 風速 +0.7 [ 4組] 風速 +0.8

 1 荒井 紳也(2) 中学     12.50  1 下田 佳輝(1) 中学     11.87 q
ｱﾗｲ ｼﾝﾔ 篠ノ井東中 ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ 篠ノ井西中

 2 坂庭 諒(2) 中学     12.76  2 水出 一也(2) 中学     12.60 
ｻｶﾆﾜ ﾘｮｳ 櫻ヶ岡中 ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ 犀陵中

 3 市川 寛之(2) 中学     12.89  3 徳武 秀(2) 中学     13.03 
ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 川中島中 ﾄｸﾀｹ ｼｭｳ 裾花中

 4 藤木 健史(2) 中学     13.95  4 松尾 匠(2) 中学     13.22 
ﾌｼﾞｷ ﾀｹｼ 栄中 ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ 櫻ヶ岡中

 5 田中 永遠(1) 中学     14.35  5 角田 誠斗(1) 中学     13.40 
ﾀﾅｶ ﾄﾜ 中野平中 ｶｸﾀ ﾏｻﾄ 柳町中

 6 東條 晃太(1) 中学     15.88  6 竹節 駿也(2) 中学     13.68 
ﾄｳｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 飯綱中 ﾀｹﾌｼ ｼｭﾝﾔ 山ノ内中
松永 春樹(2) 中学  7 蟻川 泰紀(1) 中学     13.84 
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙｷ 南宮中 ｱﾘｶﾜ ﾀｲｷ 更北中
菊田 幹太(2) 中学  8 北川 光(1) 中学     14.38 
ｷｸﾀ ｶﾝﾀ 飯山城北中 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 飯山城北中
橋本 健(1) 中学  9 川口 大輝(1) 中学     14.95 
ﾊｼﾓﾄ ﾀｹｼ 須坂東中 ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 木島平中

[ 5組] 風速 +1.7 [ 6組] 風速 +2.1

 1 上野 恵祐(2) 中学     11.92 q  1 高橋 慶(2) 中学     12.06 q
ｳｴﾉ ｹｲｽｹ 須坂東中 ﾀｶﾊｼ ｹｲ 犀陵中

 2 渡辺 賢志(2) 中学     12.76  2 加藤 大海(2) 中学     12.52 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ 山ノ内中 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 川中島中

 3 玉城 莉吾(1) 中学     13.20  3 小島 美佐斗(2) 中学     12.76 
ﾀﾏｷ ﾗｲｺﾞ 櫻ヶ岡中 ｺｼﾞﾏ ﾐｻﾄ 長野北部中

 4 山崎 大地(2) 中学     13.29  4 桑原 太志(2) 中学     12.91 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 信濃中 ｸﾜﾊﾗ ﾌﾄｼ 栄中

 5 岩下 凌(1) 中学     13.79  5 塚原 和己(2) 中学     13.71 
ｲﾜｼﾀ ﾘｮｳ 更北中 ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞｷ 須坂東中

 6 尾島 卓実(1) 中学     14.40  6 村松 丈(1) 中学     13.84 
ｵｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 相森中 ﾑﾗﾏﾂ ﾀｹﾙ 飯山城北中

 7 山嵜 竜之介(2) 中学     15.11  7 山岸 怜也(2) 中学     14.46 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 東北中 ﾔﾏｷﾞｼ ﾚｲﾔ 若穂中
長田 佑麻(3) 中学  8 田中 一嘉(1) 中学     15.49 
ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 三陽中 ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾖｼ 高社中
田中 瑞紀(1) 中学
ﾀﾅｶ ﾐｽﾞｷ 墨坂中

6  5424

2  4510

4  4314

7  4897

3  5158

5  4790

氏  名 所属名 記録／備考
8  5279

9  4291
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

9  6167

2  6402

7  5078
欠場

4  5505

3  4248

1  4973

5  4597

8  4321

6  4345

7  4390

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  5510

9  4896

5  4918

6  4340

4  5251

1  4960

氏  名 所属名 記録／備考
3  5335

8  4320
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

2  5275

3  4434
欠場

5  4891
欠場

4  4479

2  4556

6  5465

9  4795

7  5300

1  4959

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  5517

5  4553

6  6380

7  4490

8  5544

2  5248

1  5014

3  6173

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
4  5019

4  5520

5  4474

8  5421

7  5551

2  5322

9  5625

6  5162

中学男子

100m

予選 通過基準  10組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
3  5298



[ 7組] 風速 +1.3 [ 8組] 風速 +0.2

 1 小出 郁弥(1) 中学     12.11 q  1 宮澤 優仁(3) 中学     12.17 q
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 信濃中 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 東北中

 2 ハムリ 楊聖歩(2)中学     12.68  2 桑原 健次郎(3) 中学     12.86 
ﾊﾑﾘ ﾖｳｾﾌ 若穂中 ｸﾜﾊﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ 栄中

 3 中島 望(1) 中学     12.83  3 金児 和幸(1) 中学     12.93 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 戸倉上山田中 ｶﾈｺ ｶｽﾞﾕｷ 長野東部中

 4 高柳 樹(1) 中学     13.10  4 鶴田 優斗(1) 中学     12.98 
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀﾂｷ 裾花中 ﾂﾙﾀ ﾕｳﾄ 相森中

 5 吉越 一真(2) 中学     13.13  5 土屋 薫平(2) 中学     13.75 
ﾖｼｺｼ ｶｽﾞﾏ 附属長野中 ﾂﾁﾔ ｸﾝﾍﾟｲ 南宮中

 6 酒井 聖也(2) 中学     13.63  6 渡邊 倭(2) 中学     14.40 
ｻｶｲ ｾｲﾔ 柳町中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾏﾄ 小布施中

 7 横川 翔大(1) 中学     14.17  7 小林 慶太(1) 中学     14.46 
ﾖｺｶﾜ ｼｮｳﾀ 信濃中 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 高社中

 8 松林 遼(1) 中学     14.77  8 前田 滉平(1) 中学     15.43 
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 七二会中 ﾏｴﾀﾞ ｺｳﾍｲ 東北中

[ 9組] 風速 +0.6 [ 10組] 風速 +0.6

 1 関口 悠也(3) 中学     11.83 q  1 関 太河(2) 中学     12.27 q
ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 篠ノ井東中 ｾｷ ﾀｲｶﾞ 相森中

 2 丸山 拓真(2) 中学     12.93  2 上野 利槻(2) 中学     12.41 q
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ 長野北部中 ｳｴﾉ ﾘﾂｷ 小布施中

 3 西村 健吾(2) 中学     13.20  3 鹿野 拓臣(2) 中学     12.72 
ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 篠ノ井西中 ｶﾉ ﾀｸﾐ 更北中

 4 竹節 真人(2) 中学     13.30  4 渡邊 誠也(2) 中学     12.73 
ﾀｹﾌｼ ﾏｻﾄ 山ノ内中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 犀陵中

 5 宮沢 康平(1) 中学     13.36  5 小林 歩暉(1) 中学     13.13 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 七二会中 ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 南宮中

 6 中村 公俊(1) 中学     13.44  6 永井 隼斗(1) 中学     13.97 
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾄｼ 附属長野中 ﾅｶﾞｲ ﾊﾔﾄ 戸倉上山田中

 7 宮原 英慈(1) 中学     14.08 市岡 卓巳(1) 中学
ﾐﾔﾊﾞﾗ ｴｲｼﾞ 戸倉上山田中 ｲﾁｵｶ ﾀｸﾐ 長野西部中

 8 松本 翼(2) 中学     14.10 和田 佑介(2) 中学
ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 中野平中 ﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ 長野西部中

風速 -2.0

 1 関口 悠也(3) 中学     12.00 
ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 篠ノ井東中

 2 上野 恵祐(2) 中学     12.07 
ｳｴﾉ ｹｲｽｹ 須坂東中

 3 下田 佳輝(1) 中学     12.31 
ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ 篠ノ井西中

 4 宮澤 優仁(3) 中学     12.35 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 東北中

 5 高橋 慶(2) 中学     12.46 
ﾀｶﾊｼ ｹｲ 犀陵中

 6 小出 郁弥(1) 中学     12.50 
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 信濃中

 7 関 太河(2) 中学     12.65 
ｾｷ ﾀｲｶﾞ 相森中

 8 上野 利槻(2) 中学     12.72 
ｳｴﾉ ﾘﾂｷ 小布施中
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決勝 8月18日 12:30

県中新              10.85
大会新              11.57

風速 -0.5

 1 田中 圭(5) 小学生     14.56 
ﾀﾅｶ ｹｲ 古牧小

所属名 記録／備考
1  8642

ｵｰﾌﾟﾝ中学男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



予選 8月18日 10:20
決勝 8月18日 14:00

県記録              50.35
県手記録            50.00
大会新              52.89

[ 1組] [ 2組]

 1 門脇 航(3) 中学     56.22 q  1 川口 雅也(2) 中学     57.76 q
ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ 中野平中 ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 川中島中

 2 大森 晃(2) 中学     57.31 q  2 稲葉 大地(2) 中学     59.32 
ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ 附属長野中 ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ 戸倉上山田中

 3 笠原 渓介(2) 中学   1,01.05  3 島崎 尋睦(2) 中学   1,00.52 
ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ 篠ノ井西中 ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾑ 木島平中

 4 川上 高平(3) 中学   1,01.44  4 西澤 広紀(2) 中学   1,03.85 
ｶﾜｶﾐ ｺｳﾍｲ 三陽中 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 長野北部中

 5 高野 大志(1) 中学   1,07.36  5 松本 聖(1) 中学   1,07.60 
ﾀｶﾉ ﾀｲｼ 相森中 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄﾙ 七二会中

 6 松岡 秀紀(1) 中学   1,18.73  6 髙木 優人(2) 中学   1,08.59 
ﾏﾂｵｶ ﾋﾃﾞﾉﾘ 柳町中 ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾄ 木島平中
幸松 拓海(2) 中学  7 小平 悟志(2) 中学   1,09.14 
ｺｳﾏﾂ ﾀｸﾐ 木島平中 ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄｼ 戸倉上山田中
松永 春樹(2) 中学  8 湯本 凌央(2) 中学   1,12.50 
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙｷ 南宮中 ﾕﾓﾄ ﾘｮｳ 山ノ内中

新田 雄也(2) 中学
ﾆｯﾀ ﾕｳﾔ 更北中

[ 3組] [ 4組]

 1 橋詰 周一(2) 中学     57.20 q  1 佐藤 薫(3) 中学     54.12 q
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｭｳｲﾁ 更北中 ｻﾄｳ ｶｵﾙ 川中島中

 2 黒崎 秀樹(2) 中学     58.63  2 竹林 康太(3) 中学     58.00 
ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ 長野東部中 ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 広徳中

 3 小林 海仁(2) 中学     59.52  3 武田 海(2) 中学     59.30 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 川中島中 ﾀｹﾀﾞ ｶｲ 高社中

 4 流 勇介(2) 中学   1,00.85  4 黒田 倫太郎(2) 中学   1,01.78 
ﾅｶﾞﾚ ﾕｳｽｹ 犀陵中 ｸﾛﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 東北中

 5 赤津 裕文(1) 中学   1,00.93  5 松山 周平(1) 中学   1,01.89 
ｱｶﾂ ﾋﾛﾌﾐ 若穂中 ﾏﾂﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 長野東部中

 6 内山 朋也(2) 中学   1,02.77  6 風間 康太(2) 中学   1,02.76 
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 小布施中 ｶｻﾞﾏ ｺｳﾀ 高社中

 7 若林 健祐(2) 中学   1,03.26  7 下司 晴樹(2) 中学   1,04.87 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝｽｹ 長野北部中 ｼﾓﾂｶｻ ﾊﾙｷ 櫻ヶ岡中

 8 ソガベフェリペ(1中学   1,03.97  8 伊藤 拓海(1) 中学   1,06.22 
ｿｶﾞﾍﾞﾌｪﾘﾍﾟ 相森中 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 南宮中

 9 小林 翼(1) 中学   1,16.94  9 成田 翔(2) 中学   1,06.72 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾂﾊﾞｻ 飯綱中 ﾅﾘﾀ ｼｮｳ 裾花中

[ 5組] [ 6組]

 1 荒井 雅也(3) 中学     54.50 q  1 内田 光一(3) 中学     52.69 q
ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 裾花中 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 篠ノ井西中

 2 白鳥 魁人(3) 中学   1,00.06  2 吉田 開恩(2) 中学     57.18 q
ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ 中野平中 ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 中野平中

 3 小島 良太(2) 中学   1,01.75  3 廣瀬 凛人(2) 中学     59.54 
ｺｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 櫻ヶ岡中 ﾋﾛｾ ﾘﾝﾄ 若穂中

 4 小池 輝(1) 中学   1,01.76  4 村松 樹(2) 中学   1,02.36 
ｺｲｹ ﾋｶﾙ 長野東部中 ﾑﾗﾏﾂ ﾀﾂｷ 相森中

 5 内田 裕二(1) 中学   1,01.94  5 山口 智也(2) 中学   1,05.28 
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 篠ノ井西中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 広徳中

 6 中島 俊介(2) 中学   1,02.24  6 山鹿 和紀(2) 中学   1,05.39 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ 更北中 ﾔﾏｶﾞ ｶｽﾞｷ 若穂中

 7 荒井 稜雅(2) 中学   1,03.54  7 太田 嶺(2) 中学   1,07.27 
ｱﾗｲ ﾘｮｳｶﾞ 南宮中 ｵｵﾀ ﾚｲ 山ノ内中

 8 丸山 諒也(1) 中学   1,08.50  8 宮坂 啓佑(1) 中学   1,14.82 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 裾花中 ﾐﾔｻｶ ｹｲｽｹ 櫻ヶ岡中

 9 龍野 京太(1) 中学   1,14.39  9 池松 洋平(1) 中学   1,15.90 
ﾀﾂﾉ ｹｲﾀ 飯綱中 ｲｹﾏﾂ ﾖｳﾍｲ 柳町中
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 1 荒井 雅也(3) 中学     53.94 
ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 裾花中

 2 佐藤 薫(3) 中学     54.20 
ｻﾄｳ ｶｵﾙ 川中島中

 3 橋詰 周一(2) 中学     55.19 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｭｳｲﾁ 更北中

 4 門脇 航(3) 中学     55.26 
ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ 中野平中

 5 吉田 開恩(2) 中学     58.00 
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 中野平中

 6 川口 雅也(2) 中学     58.13 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾔ 川中島中
大森 晃(2) 中学
ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ 附属長野中
内田 光一(3) 中学
ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 篠ノ井西中 欠場

2  5617
欠場

4  5330

8  4470

3  6168

9  5475

5  4456

記録／備考
7  5241

6  5462

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

中学男子

400m



決勝 8月18日 10:20

県記録              50.35
県手記録            50.00
大会新              52.89

 1 西澤 昴樹(2) 中学   1,00.18 
ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｷ 丸子中

ｵｰﾌﾟﾝ中学男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  5478



決勝 8月19日 14:20

県中新            1,53.15
大会新            2,07.60

[ 1組] [ 2組]

 1 若林 健祐(2) 中学   2,35.40  1 小林 郁弥(2) 中学   2,25.63 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝｽｹ 長野北部中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 長野東部中

 2 翠川 泰司(1) 中学   2,41.17  2 宮沢 康平(1) 中学   2,25.92 
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾀｲｼ 戸倉上山田中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 七二会中

 3 桐山 義則(1) 中学   2,42.42  3 村松 樹(2) 中学   2,27.42 
ｷﾘﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 墨坂中 ﾑﾗﾏﾂ ﾀﾂｷ 相森中

 4 玉井 優真(1) 中学   2,43.09  4 石田 法孝(2) 中学   2,29.61 
ﾀﾏｲ ﾕｳﾏ 犀陵中 ｲｼﾀﾞ ﾉﾘﾀｶ 若穂中

 5 松林 遼(1) 中学   2,46.79  5 松田 凌太郎(2) 中学   2,34.79 
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 七二会中 ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 長野北部中

 6 高橋 聡(1) 中学   2,49.39  6 伝田 一真(2) 中学   2,39.12 
ﾀｶﾊｼ ｻﾄｼ 飯山城北中 ﾃﾞﾝﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 長野東部中

 7 河田 拓斗(2) 中学   2,50.06  7 種村 健太(2) 中学   2,41.80 
ｶﾜﾀ ﾀｸﾄ 若穂中 ﾀﾈﾑﾗ ｹﾝﾀ 南宮中

 8 阿部 樹(1) 中学   3,07.25  8 塚田 恵樹(1) 中学   2,41.87 
ｱﾍﾞ ｲﾂｷ 高社中 ﾂｶﾀﾞ ｹｲｼﾞｭ 七二会中

 9 鈴木 皓太(1) 中学   3,13.46  9 松本 篤弥(1) 中学   2,47.89 
ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 栄中 ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂﾔ 犀陵中

[ 3組] [ 4組]

 1 小平 仁(2) 中学   2,12.92  1 武田 裕太(3) 中学   2,26.38 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾞﾝ 長野東部中 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾀ 高社中

 2 河原 嵩史(2) 中学   2,18.72  2 黒田 倫太郎(2) 中学   2,27.44 
ｶﾜﾊﾗ ﾀｶｼ 附属長野中 ｸﾛﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 東北中

 3 大石 浩平(2) 中学   2,26.51  3 宮坂 大輝(2) 中学   2,27.92 
ｵｵｲｼ ｺｳﾍｲ 長野北部中 ﾐﾔｻｶ ﾋﾛｷ 戸倉上山田中

 4 春日 勇輝(2) 中学   2,30.30  4 内田 裕二(1) 中学   2,28.26 
ｶｽｶﾞ ﾕｳｷ 裾花中 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 篠ノ井西中

 5 石川 寛大(1) 中学   2,30.35  5 山崎 陽高(2) 中学   2,32.63 
ｲｼｶﾜ ｶﾝﾀ 墨坂中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾀﾞｶ 相森中

 6 石澤 由祐(2) 中学   2,31.37  6 春原 衛(2) 中学   2,32.72 
ｲｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 墨坂中 ｽﾉﾊﾗ ﾏﾓﾙ 高社中

 7 青木 滉貴(2) 中学   2,31.63  7 和田 佑介(2) 中学   2,36.73 
ｱｵｷ ｺｳｷ 広徳中 ﾜﾀﾞ ﾕｳｽｹ 長野西部中

 8 塚田 颯真(1) 中学   2,44.80 小平 悟志(2) 中学
ﾂｶﾀﾞ ｿｳﾏ 櫻ヶ岡中 ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄｼ 戸倉上山田中
藤木 俊希(2) 中学
ﾌｼﾞｷ ﾄｼｷ 栄中

[ 5組] [ 6組]

 1 竹林 康太(3) 中学   2,13.19  1 宮澤 一彦(3) 中学   2,08.77 
ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 広徳中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ 柳町中

 2 川上 高平(3) 中学   2,15.52  2 橋詰 周一(2) 中学   2,08.85 
ｶﾜｶﾐ ｺｳﾍｲ 三陽中 ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｭｳｲﾁ 更北中

 3 中島 俊介(2) 中学   2,16.38  3 髙野 拡美(3) 中学   2,09.81 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ 更北中 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾐ 広徳中

 4 長谷川 遼亮(2) 中学   2,18.20  4 山田 貴大(3) 中学   2,10.27 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 犀陵中 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 櫻ヶ岡中

 5 南澤 裕馬(3) 中学   2,19.33  5 中村 祐太(2) 中学   2,12.87 
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳﾏ 篠ノ井西中 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 坂城中

 6 北沢 文弥(2) 中学   2,23.74  6 小島 誠也(3) 中学   2,13.79 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ 裾花中 ｺｼﾞﾏ ｾｲﾔ 中野平中

 7 渡邉 亮太(2) 中学   2,29.54  7 安藤 雅倖(2) 中学   2,15.64 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 櫻ヶ岡中 ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 若穂中

 8 竹節 駿也(2) 中学   2,29.73  8 笠原 渓介(2) 中学   2,21.48 
ﾀｹﾌｼ ｼｭﾝﾔ 山ノ内中 ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ 篠ノ井西中

 9 東方 海露(2) 中学   2,32.39 白鳥 魁人(3) 中学
ﾄｳﾎｳ ｶｲﾛ 長野西部中 ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ 中野平中 失格 T1
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   1 宮澤 一彦(3) 中学 柳町中     2,08.77   6   1
   2 橋詰 周一(2) 中学 更北中     2,08.85   6   2
   3 髙野 拡美(3) 中学 広徳中     2,09.81   6   3
   4 山田 貴大(3) 中学 櫻ヶ岡中     2,10.27   6   4
   5 中村 祐太(2) 中学 坂城中     2,12.87   6   5
   6 小平 仁(2) 中学 長野東部中     2,12.92   3   1
   7 竹林 康太(3) 中学 広徳中     2,13.19   5   1
   8 小島 誠也(3) 中学 中野平中     2,13.79   6   6
   9 川上 高平(3) 中学 三陽中     2,15.52   5   2
  10 安藤 雅倖(2) 中学 若穂中     2,15.64   6   7
  11 中島 俊介(2) 中学 更北中     2,16.38   5   3
  12 長谷川 遼亮(2) 中学 犀陵中     2,18.20   5   4
  13 河原 嵩史(2) 中学 附属長野中     2,18.72   3   2
  14 南澤 裕馬(3) 中学 篠ノ井西中     2,19.33   5   5
  15 笠原 渓介(2) 中学 篠ノ井西中     2,21.48   6   8
  16 北沢 文弥(2) 中学 裾花中     2,23.74   5   6
  17 小林 郁弥(2) 中学 長野東部中     2,25.63   2   1
  18 宮沢 康平(1) 中学 七二会中     2,25.92   2   2
  19 武田 裕太(3) 中学 高社中     2,26.38   4   1
  20 大石 浩平(2) 中学 長野北部中     2,26.51   3   3
  21 村松 樹(2) 中学 相森中     2,27.42   2   3
  22 黒田 倫太郎(2) 中学 東北中     2,27.44   4   2
  23 宮坂 大輝(2) 中学 戸倉上山田中     2,27.92   4   3
  24 内田 裕二(1) 中学 篠ノ井西中     2,28.26   4   4
  25 渡邉 亮太(2) 中学 櫻ヶ岡中     2,29.54   5   7
  26 石田 法孝(2) 中学 若穂中     2,29.61   2   4
  27 竹節 駿也(2) 中学 山ノ内中     2,29.73   5   8
  28 春日 勇輝(2) 中学 裾花中     2,30.30   3   4
  29 石川 寛大(1) 中学 墨坂中     2,30.35   3   5
  30 石澤 由祐(2) 中学 墨坂中     2,31.37   3   6
  31 青木 滉貴(2) 中学 広徳中     2,31.63   3   7
  32 東方 海露(2) 中学 長野西部中     2,32.39   5   9
  33 山崎 陽高(2) 中学 相森中     2,32.63   4   5
  34 春原 衛(2) 中学 高社中     2,32.72   4   6
  35 松田 凌太郎(2) 中学 長野北部中     2,34.79   2   5
  36 若林 健祐(2) 中学 長野北部中     2,35.40   1   1
  37 和田 佑介(2) 中学 長野西部中     2,36.73   4   7
  38 伝田 一真(2) 中学 長野東部中     2,39.12   2   6
  39 翠川 泰司(1) 中学 戸倉上山田中     2,41.17   1   2
  40 種村 健太(2) 中学 南宮中     2,41.80   2   7
  41 塚田 恵樹(1) 中学 七二会中     2,41.87   2   8
  42 桐山 義則(1) 中学 墨坂中     2,42.42   1   3
  43 玉井 優真(1) 中学 犀陵中     2,43.09   1   4
  44 塚田 颯真(1) 中学 櫻ヶ岡中     2,44.80   3   8
  45 松林 遼(1) 中学 七二会中     2,46.79   1   5
  46 松本 篤弥(1) 中学 犀陵中     2,47.89   2   9
  47 高橋 聡(1) 中学 飯山城北中     2,49.39   1   6
  48 河田 拓斗(2) 中学 若穂中     2,50.06   1   7
  49 阿部 樹(1) 中学 高社中     3,07.25   1   8
  50 鈴木 皓太(1) 中学 栄中     3,13.46   1   9
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決勝 8月18日 15:20

県中新            3,56.2
大会新            4,22.33

[ 1組] [ 2組]

 1 小平 義耶(2) 中学   5,22.99  1 中村 光希(3) 中学   4,42.97 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾄﾓﾔ 犀陵中 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 篠ノ井西中

 2 竹内 悠生(1) 中学   5,28.61  2 森 正輝(2) 中学   5,06.67 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 三陽中 ﾓﾘ ﾏｻｷ 篠ノ井東中

 3 塚原 巧(1) 中学   5,29.27  3 渡邉 崇寛(2) 中学   5,07.11 
ﾂｶﾊﾗ ﾀｸﾐ 柳町中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 櫻ヶ岡中

 4 吉池 泳希(1) 中学   5,30.97  4 北村 聖(1) 中学   5,12.73 
ﾖｼｲｹ ｴｲｷ 戸倉上山田中 ｷﾀﾑﾗ ﾋｼﾞﾘ 犀陵中

 5 羽入田 拓真(1) 中学   5,31.38  5 中島 一平(2) 中学   5,16.33 
ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾀｸﾏ 三陽中 ﾅｶｼﾞﾏ ｲｯﾍﾟｲ 若穂中

 6 原山 大地(2) 中学   5,32.80  6 井澤 直也(1) 中学   5,16.97 
ﾊﾗﾔﾏ ﾀﾞｲﾁ 長野西部中 ｲｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 信濃中

 7 大久保 斗南(1) 中学   5,34.45  7 三澤 朋輝(1) 中学   5,16.99 
ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾅﾝ 柳町中 ﾐｻﾜ ﾄﾓｷ 信濃中

 8 野町 隆文(1) 中学   5,44.30  8 千原 拓真(1) 中学   5,18.42 
ﾉﾏﾁ ﾀｶﾌﾐ 長野北部中 ﾁﾊﾗ ﾀｸﾏ 裾花中

 9 萱津 隼平(1) 中学   5,46.75  9 北沢 洋太(2) 中学   5,20.66 
ｶﾔﾂ ｼｭﾝﾍﾟｲ 長野西部中 ｷﾀｻﾞﾜ ﾖｳﾀ 須坂東中

10 北村 康輔(2) 中学   5,47.36 10 畑中 拓実(1) 中学   5,20.67 
ｷﾀﾑﾗ ｺｳｽｹ 墨坂中 ﾊﾀﾅｶ ﾀｸﾐ 飯綱中

11 青木 優斗(1) 中学   5,49.11 11 太田 嶺(2) 中学   5,20.89 
ｱｵｷ ﾕｳﾄ 戸倉上山田中 ｵｵﾀ ﾚｲ 山ノ内中

12 桐山 義則(1) 中学   5,55.39 12 山崎 陽高(2) 中学   5,26.10 
ｷﾘﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ 墨坂中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾀﾞｶ 相森中

13 池田 翔(2) 中学   6,01.99 13 滝沢 雅也(2) 中学   5,26.11 
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳ 長野西部中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 相森中

14 五十嵐 唯人(1) 中学   6,08.94 14 種村 健太(2) 中学   5,26.90 
ｲｱｶﾞﾗｼ ﾕｲﾄ 東北中 ﾀﾈﾑﾗ ｹﾝﾀ 南宮中

15 金井 陽太(1) 中学   6,21.44 15 黒川 豪太(1) 中学   5,28.38 
ｶﾅｲ ﾋﾅﾀ 更北中 ｸﾛｶﾜ ｺﾞｳﾀ 中野平中

16 畔上 拓也(1) 中学   6,24.76 16 柳澤 海斗(1) 中学   5,32.88 
ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾀｸﾔ 南宮中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｲﾄ 川中島中

17 中山 龍(1) 中学   7,16.55 17 樋口 温都(1) 中学   5,36.54 
ﾅｶﾔﾏ ﾘｮｳ 長野ろう中 ﾋｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 更北中
眞島 隆一(2) 中学 18 鈴木 滉介(1) 中学   5,37.07 
ﾏｼﾏ ﾘｭｳｲﾁ 篠ノ井東中 ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ 更北中
宮本 英人(2) 中学 19 渡利 悠生(1) 中学   5,47.55 
ﾐﾔﾓﾄ ﾊﾔﾄ 須坂東中 ﾜﾀﾘ ﾕｳｷ 篠ノ井西中
笹沼 航也(1) 中学 20 村石 圭哉(2) 中学   5,56.22 
ｻｻﾇﾏ ｺｳﾔ 南宮中 ﾑﾗｲｼ ｹｲﾔ 若穂中

21 山本 大道(2) 中学   6,00.02 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾐﾁ 栄中
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[ 3組] [ 4組]

 1 宇都宮 凌輔(2) 中学   4,53.50  1 髙野 拡美(3) 中学   4,24.23 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｮｳｽｹ 裾花中 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾐ 広徳中

 2 大石 浩平(2) 中学   4,54.10  2 小平 仁(2) 中学   4,29.82 
ｵｵｲｼ ｺｳﾍｲ 長野北部中 ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾞﾝ 長野東部中

 3 山岸 忠相(2) 中学   4,56.25  3 保倉 敏樹(1) 中学   4,30.71 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾀﾞｽｹ 長野東部中 ﾎｸﾗ ﾄｼｷ 広徳中

 4 北沢 文弥(2) 中学   4,58.22  4 中村 祐太(2) 中学   4,33.34 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ 裾花中 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 坂城中

 5 小林 舜弥(1) 中学   5,01.25  5 井上 裕葵(2) 中学   4,39.94 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾔ 広徳中 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 櫻ヶ岡中

 6 吉田 哲史(2) 中学   5,02.02  6 長原 治玄(1) 中学   4,45.80 
ﾖｼﾀﾞ ｻﾄｼ 小布施中 ﾅｶﾞﾊﾗ ｼﾞｹﾞﾝ 篠ノ井西中

 7 大池 竜紀(1) 中学   5,03.57  7 中山 陸(1) 中学   4,51.17 
ｵｵｲｹ ﾀﾂﾉﾘ 櫻ヶ岡中 ﾅｶﾔﾏ ﾘｸ 信濃中

 8 杉田 駿介(1) 中学   5,04.49  8 関 隼希(2) 中学   4,52.65 
ｽｷﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 若穂中 ｾｷ ﾄｼｷ 中野平中

 9 廣瀬 創一郎(3) 中学   5,04.97  9 山岸 亮太(2) 中学   4,54.22 
ﾋﾛｾ ｿｳｲﾁﾛｳ 栄中 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾀ 東北中

10 宮下 逸希(1) 中学   5,06.17 10 丸山 幸輝(1) 中学   4,57.00 
ﾐﾔｼﾀ ｲﾂｷ 飯山城北中 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 川中島中

11 岡澤 健太郎(1) 中学   5,06.68 11 宮坂 大輝(2) 中学   4,57.28 
ｵｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 柳町中 ﾐﾔｻｶ ﾋﾛｷ 戸倉上山田中

12 山口 空(2) 中学   5,09.05 12 長谷川 遼亮(2) 中学   5,01.02 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾗ 東北中 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 犀陵中

13 外山 巧(1) 中学   5,10.18 13 石川 寛大(1) 中学   5,05.57 
ﾄﾔﾏ ﾀｸﾐ 飯綱中 ｲｼｶﾜ ｶﾝﾀ 墨坂中

14 竹村 友雅(1) 中学   5,11.25 14 吉見 嵐斗(2) 中学   5,08.58 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｶﾞ 附属長野中 ﾖｼﾐ ﾗﾝﾄ 中野平中

15 松田 凌太郎(2) 中学   5,13.59 15 藤木 俊希(2) 中学   5,08.75 
ﾏﾂﾀﾞ ﾘｮｳﾀﾛｳ 長野北部中 ﾌｼﾞｷ ﾄｼｷ 栄中

16 高野 大志(1) 中学   5,18.95 16 宮下 礼人(3) 中学   5,19.16 
ﾀｶﾉ ﾀｲｼ 相森中 ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾄ 飯山城北中

17 今村 駿汰(1) 中学   5,33.98 外山 大成(2) 中学
ｲﾏﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 川中島中 ﾄﾔﾏ ﾀｲｾｲ 飯綱中

18 小嶋 昂志(2) 中学   5,38.49 
ｺｼﾞﾏ ﾀｶｼ 高社中
櫻井 兼(2) 中学
ｻｸﾗｲ ｹﾝ 高社中
佐藤 聖也(2) 中学
ｻﾄｳ ｻｲﾔ 飯山城北中

欠場

5  4874

7  4552

18  4473

4  4796

14  5265

19  4289

9  5446

17  4065

10  4471

12  5123

6  5334

16  4605

8  4021

20  4954

11  5012

15  5528

No. 氏  名 所属名 記録／備考
13  5535

11  4497
欠場

16  4867
欠場

2  5447

3  4493

19  5167

14  4246

5  4557

13  5626

20  4916

17  5131

10  4806

18  4895

21  4970

7  5428

12  5521

4  4169

15  5018

8  5252

6  5243

9  5170

中学男子

1500m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 髙野 拡美(3) 中学 広徳中     4,24.23   4   1
   2 小平 仁(2) 中学 長野東部中     4,29.82   4   2
   3 保倉 敏樹(1) 中学 広徳中     4,30.71   4   3
   4 中村 祐太(2) 中学 坂城中     4,33.34   4   4
   5 井上 裕葵(2) 中学 櫻ヶ岡中     4,39.94   4   5
   6 中村 光希(3) 中学 篠ノ井西中     4,42.97   2   1
   7 長原 治玄(1) 中学 篠ノ井西中     4,45.80   4   6
   8 中山 陸(1) 中学 信濃中     4,51.17   4   7
   9 関 隼希(2) 中学 中野平中     4,52.65   4   8
  10 宇都宮 凌輔(2) 中学 裾花中     4,53.50   3   1
  11 大石 浩平(2) 中学 長野北部中     4,54.10   3   2
  12 山岸 亮太(2) 中学 東北中     4,54.22   4   9
  13 山岸 忠相(2) 中学 長野東部中     4,56.25   3   3
  14 丸山 幸輝(1) 中学 川中島中     4,57.00   4  10
  15 宮坂 大輝(2) 中学 戸倉上山田中     4,57.28   4  11
  16 北沢 文弥(2) 中学 裾花中     4,58.22   3   4
  17 長谷川 遼亮(2) 中学 犀陵中     5,01.02   4  12
  18 小林 舜弥(1) 中学 広徳中     5,01.25   3   5
  19 吉田 哲史(2) 中学 小布施中     5,02.02   3   6
  20 大池 竜紀(1) 中学 櫻ヶ岡中     5,03.57   3   7
  21 杉田 駿介(1) 中学 若穂中     5,04.49   3   8
  22 廣瀬 創一郎(3) 中学 栄中     5,04.97   3   9
  23 石川 寛大(1) 中学 墨坂中     5,05.57   4  13
  24 宮下 逸希(1) 中学 飯山城北中     5,06.17   3  10
  25 森 正輝(2) 中学 篠ノ井東中     5,06.67   2   2
  26 岡澤 健太郎(1) 中学 柳町中     5,06.68   3  11
  27 渡邉 崇寛(2) 中学 櫻ヶ岡中     5,07.11   2   3
  28 吉見 嵐斗(2) 中学 中野平中     5,08.58   4  14
  29 藤木 俊希(2) 中学 栄中     5,08.75   4  15
  30 山口 空(2) 中学 東北中     5,09.05   3  12
  31 外山 巧(1) 中学 飯綱中     5,10.18   3  13
  32 竹村 友雅(1) 中学 附属長野中     5,11.25   3  14
  33 北村 聖(1) 中学 犀陵中     5,12.73   2   4
  34 松田 凌太郎(2) 中学 長野北部中     5,13.59   3  15
  35 中島 一平(2) 中学 若穂中     5,16.33   2   5
  36 井澤 直也(1) 中学 信濃中     5,16.97   2   6
  37 三澤 朋輝(1) 中学 信濃中     5,16.99   2   7
  38 千原 拓真(1) 中学 裾花中     5,18.42   2   8
  39 高野 大志(1) 中学 相森中     5,18.95   3  16
  40 宮下 礼人(3) 中学 飯山城北中     5,19.16   4  16
  41 北沢 洋太(2) 中学 須坂東中     5,20.66   2   9
  42 畑中 拓実(1) 中学 飯綱中     5,20.67   2  10
  43 太田 嶺(2) 中学 山ノ内中     5,20.89   2  11
  44 小平 義耶(2) 中学 犀陵中     5,22.99   1   1
  45 山崎 陽高(2) 中学 相森中     5,26.10   2  12
  46 滝沢 雅也(2) 中学 相森中     5,26.11   2  13
  47 種村 健太(2) 中学 南宮中     5,26.90   2  14
  48 黒川 豪太(1) 中学 中野平中     5,28.38   2  15
  49 竹内 悠生(1) 中学 三陽中     5,28.61   1   2
  50 塚原 巧(1) 中学 柳町中     5,29.27   1   3
  51 吉池 泳希(1) 中学 戸倉上山田中     5,30.97   1   4
  52 羽入田 拓真(1) 中学 三陽中     5,31.38   1   5
  53 原山 大地(2) 中学 長野西部中     5,32.80   1   6
  54 柳澤 海斗(1) 中学 川中島中     5,32.88   2  16
  55 今村 駿汰(1) 中学 川中島中     5,33.98   3  17
  56 大久保 斗南(1) 中学 柳町中     5,34.45   1   7
  57 樋口 温都(1) 中学 更北中     5,36.54   2  17
  58 鈴木 滉介(1) 中学 更北中     5,37.07   2  18
  59 小嶋 昂志(2) 中学 高社中     5,38.49   3  18
  60 野町 隆文(1) 中学 長野北部中     5,44.30   1   8
  61 萱津 隼平(1) 中学 長野西部中     5,46.75   1   9
  62 北村 康輔(2) 中学 墨坂中     5,47.36   1  10
  63 渡利 悠生(1) 中学 篠ノ井西中     5,47.55   2  19
  64 青木 優斗(1) 中学 戸倉上山田中     5,49.11   1  11
  65 桐山 義則(1) 中学 墨坂中     5,55.39   1  12
  66 村石 圭哉(2) 中学 若穂中     5,56.22   2  20
  67 山本 大道(2) 中学 栄中     6,00.02   2  21
  68 池田 翔(2) 中学 長野西部中     6,01.99   1  13
  69 五十嵐 唯人(1) 中学 東北中     6,08.94   1  14
  70 金井 陽太(1) 中学 更北中     6,21.44   1  15
  71 畔上 拓也(1) 中学 南宮中     6,24.76   1  16
  72 中山 龍(1) 中学 長野ろう中     7,16.55   1  17
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決勝 8月18日 15:20

県中新            3,56.2
大会新            4,22.33

[ 1組] [ 2組]

 1 中村 怜輝(1) 中学   5,05.56  1 高木 航志(1) 中学   4,29.02 
ﾅｶﾑﾗ ﾚｷ 丸子中 ﾀｶｷﾞ ｺｳｼ 上田五中

 2 藤原 大地(2) 中学   4,35.35 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 丸子中

 3 伊藤 祐朔(3) 中学   4,40.43 
ｲﾄｳ ﾕｳｻｸ 丸子中

3  4315

所属名 記録／備考
2  7134

1  5479

1  4799
順 No.

ｵｰﾌﾟﾝ中学男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



決勝 8月19日  9:10

県中新            8,31.86
大会新            9,20.33

[ 1組] [ 2組]

 1 松本 翼(2) 中学  10,29.00  1 門脇 航(3) 中学   9,26.38 
ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 中野平中 ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ 中野平中

 2 平塚 慎也(3) 中学  10,36.71  2 熊井 捷人(2) 中学   9,26.68 
ﾋﾗﾂｶ ｼﾝﾔ 信濃中 ｸﾏｲ ﾊﾔﾄ 戸倉上山田中

 3 菊地 慧(2) 中学  10,44.72  3 丸山 和輝(3) 中学   9,28.00 
ｷｸﾁ ｻﾄﾙ 戸倉上山田中 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｷ 川中島JRC

 4 青木 祥平(1) 中学  10,44.74  4 松木 之衣(3) 中学   9,31.40 
ｱｵｷ ｼｮｳﾍｲ 中野平中 ﾏﾂｷ ｺﾉｴ 川中島JRC

 5 竹内 啓真(2) 中学  11,07.42  5 小林 海仁(2) 中学   9,41.65 
ﾀｹｳﾁ ｹｲﾏ 信濃中 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 川中島中

 6 岡澤 健太郎(1) 中学  11,22.15  6 木田 元春(2) 中学   9,52.26 
ｵｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 柳町中 ｷﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ 信濃中

 7 小林 祐輝(1) 中学  11,24.92  7 塚原 和人(3) 中学   9,52.38 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 長野東部中 ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 櫻ヶ岡中

 8 髙木 優人(2) 中学  11,48.97  8 塚田 亮太(3) 中学   9,53.03 
ﾀｶｷﾞ ﾕｳﾄ 木島平中 ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 篠ノ井西中

 9 滝沢 雅也(2) 中学  11,49.20  9 玉井 誠(2) 中学  10,00.38 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 相森中 ﾀﾏｲ ﾏｺﾄ 広徳中

10 湯本 貫太(1) 中学  11,50.17 10 佐藤 聖也(2) 中学  10,15.46 
ﾕﾓﾄ ｶﾝﾀ 高社中 ｻﾄｳ ｻｲﾔ 飯山城北中

11 北村 将也(2) 中学  11,50.21 11 井上 裕葵(2) 中学  10,20.33 
ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾔ 高社中 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 櫻ヶ岡中

12 岡宮 来夢(2) 中学  11,51.73 12 秋山 翔虎(3) 中学  10,21.75 
ｵｶﾐﾔ ｸﾙﾑ 裾花中 ｱｷﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 広徳中

13 大久保 斗南(1) 中学  12,07.03 13 島崎 尋睦(2) 中学  10,34.19 
ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾅﾝ 柳町中 ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾑ 木島平中

14 北村 康輔(2) 中学  12,31.34 14 宮田 俊太朗(3) 中学  10,45.95 
ｷﾀﾑﾗ ｺｳｽｹ 墨坂中 ﾐﾔﾀ ｼｭﾝﾀﾛｳ 広徳中

15 川口 大輝(1) 中学  12,35.19 15 北島 翔吾(2) 中学  10,50.70 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 木島平中 ｷﾀｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 川中島中

16 西沢 蒼馬(2) 中学  12,47.08 16 若林 歩武(2) 中学  10,51.70 
ﾆｼｻﾞﾜ ｿｳﾏ 東北中 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ 川中島中

17 小町谷 歩(1) 中学  13,23.61 17 石澤 由祐(2) 中学  11,16.80 
ｺﾏﾁﾔ ｱﾕﾑ 南宮中 ｲｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 墨坂中

18 笹沼 航也(1) 中学  13,36.02 18 倉嶋 優太(1) 中学  11,50.64 
ｻｻﾇﾏ ｺｳﾔ 南宮中 ｸﾗｼﾏ ﾕｳﾀ 長野東部中

19 戸谷 亮太(1) 中学  13,54.88 19 吉本 蒼太朗(1) 中学  12,29.71 
ﾄﾔ ﾘｮｳﾀ 柳町中 ﾖｼﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ 長野東部中

20 畔上 拓也(1) 中学  14,06.94 坂本 敦士(1) 中学
ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾀｸﾔ 南宮中 ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ 高社中
内田 知樹(2) 中学 坂口 聖英(3) 中学
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ 戸倉上山田中 ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻﾋﾃﾞ 櫻ヶ岡中

中学男子

3000m
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
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欠場

22  4984
欠場

13  4058
欠場



   1 門脇 航(3) 中学 中野平中     9,26.38   2   1
   2 熊井 捷人(2) 中学 戸倉上山田中     9,26.68   2   2
   3 丸山 和輝(3) 中学 川中島JRC     9,28.00   2   3
   4 松木 之衣(3) 中学 川中島JRC     9,31.40   2   4
   5 小林 海仁(2) 中学 川中島中     9,41.65   2   5
   6 木田 元春(2) 中学 信濃中     9,52.26   2   6
   7 塚原 和人(3) 中学 櫻ヶ岡中     9,52.38   2   7
   8 塚田 亮太(3) 中学 篠ノ井西中     9,53.03   2   8
   9 玉井 誠(2) 中学 広徳中    10,00.38   2   9
  10 佐藤 聖也(2) 中学 飯山城北中    10,15.46   2  10
  11 井上 裕葵(2) 中学 櫻ヶ岡中    10,20.33   2  11
  12 秋山 翔虎(3) 中学 広徳中    10,21.75   2  12
  13 松本 翼(2) 中学 中野平中    10,29.00   1   1
  14 島崎 尋睦(2) 中学 木島平中    10,34.19   2  13
  15 平塚 慎也(3) 中学 信濃中    10,36.71   1   2
  16 菊地 慧(2) 中学 戸倉上山田中    10,44.72   1   3
  17 青木 祥平(1) 中学 中野平中    10,44.74   1   4
  18 宮田 俊太朗(3) 中学 広徳中    10,45.95   2  14
  19 北島 翔吾(2) 中学 川中島中    10,50.70   2  15
  20 若林 歩武(2) 中学 川中島中    10,51.70   2  16
  21 竹内 啓真(2) 中学 信濃中    11,07.42   1   5
  22 石澤 由祐(2) 中学 墨坂中    11,16.80   2  17
  23 岡澤 健太郎(1) 中学 柳町中    11,22.15   1   6
  24 小林 祐輝(1) 中学 長野東部中    11,24.92   1   7
  25 髙木 優人(2) 中学 木島平中    11,48.97   1   8
  26 滝沢 雅也(2) 中学 相森中    11,49.20   1   9
  27 湯本 貫太(1) 中学 高社中    11,50.17   1  10
  28 北村 将也(2) 中学 高社中    11,50.21   1  11
  29 倉嶋 優太(1) 中学 長野東部中    11,50.64   2  18
  30 岡宮 来夢(2) 中学 裾花中    11,51.73   1  12
  31 大久保 斗南(1) 中学 柳町中    12,07.03   1  13
  32 吉本 蒼太朗(1) 中学 長野東部中    12,29.71   2  19
  33 北村 康輔(2) 中学 墨坂中    12,31.34   1  14
  34 川口 大輝(1) 中学 木島平中    12,35.19   1  15
  35 西沢 蒼馬(2) 中学 東北中    12,47.08   1  16
  36 小町谷 歩(1) 中学 南宮中    13,23.61   1  17
  37 笹沼 航也(1) 中学 南宮中    13,36.02   1  18
  38 戸谷 亮太(1) 中学 柳町中    13,54.88   1  19
  39 畔上 拓也(1) 中学 南宮中    14,06.94   1  20
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決勝 8月19日  9:10

県中新            8,31.86
大会新            9,20.33

 1 藤原 大地(2) 中学  10,11.04 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 丸子中

 2 伊藤 祐朔(3) 中学  10,12.60 
ｲﾄｳ ﾕｳｻｸ 丸子中

 3 市川 楓(2) 中学  10,41.69 
ｲﾁｶﾜ ｶｴﾃﾞ 丸子中

ｵｰﾌﾟﾝ中学男子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

1   671

3  5479

2  4315



予選 8月19日 13:20
決勝 8月19日 15:05

県中新              14.19
大会新              15.54

[ 1組] 風速 -2.1 [ 2組] 風速 -0.9

 1 大日方 景都(3) 中学     16.15 q  1 坪井 智哉(3) 中学     17.49 q
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲﾄ 櫻ヶ岡中 ﾂﾎﾞｲ ﾄﾓﾔ 墨坂中

 2 岡村 宗一郎(2) 中学     17.72 q  2 塩谷 晃生(2) 中学     18.26 q
ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 長野東部中 ｼｵﾔ ｺｳｷ 櫻ヶ岡中

 3 山崎 和弥(2) 中学     21.19  3 金児 浩弥(2) 中学     18.72 q
ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ 裾花中 ｶﾈｺ ﾋﾛﾔ 裾花中

 4 蟻川 泰紀(1) 中学     21.20  4 荒井 奎吾(1) 中学     20.67 
ｱﾘｶﾜ ﾀｲｷ 更北中 ｱﾗｲ ｹｲｺﾞ 柳町中

 5 勝山 大地(2) 中学     21.59  5 西沢 蒼馬(2) 中学     21.63 
ｶﾂﾔﾏ ﾀｲﾁ 犀陵中 ﾆｼｻﾞﾜ ｿｳﾏ 東北中
西澤 翔(3) 中学  6 板井 慎太郎(2) 中学     22.24 
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳ 櫻ヶ岡中 ｲﾀｲ ｼﾝﾀﾛｳ 南宮中

 7 小林 将人(2) 中学     23.19 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 篠ノ井東中

[ 3組] 風速 -0.4 [ 4組] 風速 -2.8

 1 夏目 映人(3) 中学     17.28 q  1 吉沢 智貴(2) 中学     18.62 q
ﾅﾂﾒ ｴｲﾄ 柳町中 ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 長野東部中

 2 柴本 遼河(2) 中学     19.07 q  2 小田切 智紀(2) 中学     19.60 
ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 南宮中 ｵﾀｷﾞﾘ ﾄﾓｷ 相森中

 3 佐藤 太一(2) 中学     19.18  3 渡辺 賢志(2) 中学     20.14 
ｻﾄｳ ﾀｲﾁ 犀陵中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ 山ノ内中

 4 川崎 直輝(2) 中学     20.32  4 永池 優斗(2) 中学     21.12 
ｶﾜｻｷ ﾅｵｷ 相森中 ﾅｶﾞｲｹ ﾕｳﾄ 相森中

 5 小出 吾朗(2) 中学     21.38  5 土屋 息吹(1) 中学     21.73 
ｺｲﾃﾞ ｺﾞﾛｳ 長野東部中 ﾂﾁﾔ ｲﾌﾞｷ 信濃中

 6 高橋 渉(1) 中学     21.42  6 杉田 駿介(1) 中学     22.20 
ﾀｶﾊｼ ﾜﾀﾙ 須坂東中 ｽｷﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 若穂中

 7 宮崎 大地(1) 中学     22.10 小池 智貴(3) 中学
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 信濃中 ｺｲｹ ﾄﾓｷ 柳町中

風速 -1.3

 1 大日方 景都(3) 中学     15.88 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲﾄ 櫻ヶ岡中

 2 坪井 智哉(3) 中学     16.75 
ﾂﾎﾞｲ ﾄﾓﾔ 墨坂中

 3 岡村 宗一郎(2) 中学     17.35 
ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 長野東部中

 4 塩谷 晃生(2) 中学     17.67 
ｼｵﾔ ｺｳｷ 櫻ヶ岡中

 5 夏目 映人(3) 中学     17.95 
ﾅﾂﾒ ｴｲﾄ 柳町中

 6 金児 浩弥(2) 中学     18.38 
ｶﾈｺ ﾋﾛﾔ 裾花中

 7 吉沢 智貴(2) 中学     18.63 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 長野東部中

 8 柴本 遼河(2) 中学     18.68 
ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 南宮中
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記録／備考
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中学男子

110mH(0.914m)

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 8月19日 13:20

県中新              14.19
大会新              15.54

風速

坂田 涼輔(2) 中学
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 丸子中

2  5481
欠場

ｵｰﾌﾟﾝ中学男子

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 8月18日  9:35
決勝 8月18日 16:05

県中混記            43.03
県中新              43.99
大会新              44.82

[ 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   2 東北中  5107 黒田 壮太郎(2)     49.31 Q  1   5 長野東部中  5010 黒崎 秀樹(2)     47.77 Q

ﾄｳﾎｸ ｸﾛﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ ﾅｶﾉﾄｳﾌﾞ ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ
 5122 黒田 倫太郎(2)  5019 吉沢 智貴(2)

ｸﾛﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ
 5110 渡辺 素己(2)  5014 鈴木 達也(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ
 6403 竹村 地智(2)  5009 岡村 宗一郎(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ
 2   6 相森中  6389 瀧澤 友啓(2)     49.48 Q  2   7 川中島中  5465 市川 寛之(2)     48.49 Q

ｵｵﾓﾘ ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ ｶﾜﾅｶｼﾞﾏ ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾕｷ
 6388 小田切 智紀(2)  6167 加藤 大海(2)

ｵﾀｷﾞﾘ ﾄﾓｷ ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ
 4247 鶴田 優斗(1)  6169 古岩井 春樹(2)

ﾂﾙﾀ ﾕｳﾄ ｺｲﾜｲ ﾊﾙｷ
 6390 関 太河(2)  6168 川口 雅也(2)

ｾｷ ﾀｲｶﾞ ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾔ
 3   4 更北中  5467 小山 拓郎(2)     49.50 q  3   9 高社中  4491 風間 康太(2)     52.53 

ｺｳﾎｸ ｺﾔﾏ ﾀｸﾛｳ ｺｳｼｬ ｶｻﾞﾏ ｺｳﾀ
 5469 中島 俊介(2)  4489 阿部 靖大(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ ｱﾍﾞ ｾｲﾀﾞｲ
 5473 鹿野 拓臣(2)  4490 海谷 涼太(2)

ｶﾉ ﾀｸﾐ ｶｲﾔ ﾘｮｳﾀ
 5475 橋詰 周一(2)  4503 武田 海(2)

ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｭｳｲﾁ ﾀｹﾀﾞ ｶｲ
 4   7 裾花中  5255 金児 浩弥(2)     49.70  4   4 犀陵中  5269 北村 昌弘(2)     54.63 

ｽｿﾊﾞﾅ ｶﾈｺ ﾋﾛﾔ ｻｲﾘｮｳ ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ
 5249 清水 隆寛(2)  5279 高橋 慶(2)

ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ ﾀｶﾊｼ ｹｲ
 5250 北村 友弥(2)  5268 流 勇介(2)

ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ ﾅｶﾞﾚ ﾕｳｽｹ
 5251 徳武 秀(2)  5258 渡邊 誠也(2)

ﾄｸﾀｹ ｼｭｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ
 5   3 戸倉上山田中  4048 中島 望(1)     52.27  5   8 広徳中  5532 北原 勇次郎(2)     54.98 

ﾄｸﾞﾗｶﾐﾔﾏﾀﾞ ﾅｶｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ ｺｳﾄｸ ｷﾀﾊﾗ ﾕｳｼﾞﾛｳ
 4044 宮原 英慈(1)  5531 山口 智也(2)

ﾐﾔﾊﾞﾗ ｴｲｼﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ
 4049 永井 隼斗(1)  5524 北澤 昇伍(1)

ﾅｶﾞｲ ﾊﾔﾄ ｷﾀｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ
 4046 稲葉 大地(2)  5544 北澤 慧(3)

ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ ｷﾀｻﾞﾜ ｻﾄｼ
 6   9 柳町中  4918 角田 誠斗(1)     52.56  6   6 中野平中  4474 春原 寛太(2)     56.12 

ﾔﾅｷﾞﾏﾁ ｶｸﾀ ﾏｻﾄ ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗ ｽﾉﾊﾗ ｶﾝﾀ
 6380 丸山 正人(2)  4471 関 隼希(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾄ ｾｷ ﾄｼｷ
 6367 荒井 奎吾(1)  4479 田中 永遠(1)

ｱﾗｲ ｹｲｺﾞ ﾀﾅｶ ﾄﾜ
 6375 酒井 聖也(2)  4469 松本 翼(2)

ｻｶｲ ｾｲﾔ ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ
 7   5 栄中  4795 藤木 健史(2)     53.30   3 附属長野中  5611 吉越 一真(2)

ｻｶｴ ﾌｼﾞｷ ﾀｹｼ ﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉ ﾖｼｺｼ ｶｽﾞﾏ 失格 R1(2-3)
 4793 月岡 健斗(2)  5625 島村 昴輝(1)

ﾂｷｵｶ ｹﾝﾄ ｼﾏﾑﾗ ｺｳｷ
 4788 久保田 幸士(2)  5629 中村 公俊(1)

ｸﾎﾞﾀ ﾕｷﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾄｼ
 4790 桑原 太志(2)  5617 大森 晃(2)

ｸﾜﾊﾗ ﾌﾄｼ ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ
  8 墨坂中   2 三陽中

ｽﾐｻｶ 欠場 ｻﾝﾖｳ 欠場

中学男子

4×100mR

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



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   9 櫻ヶ岡中  4960 松尾 匠(2)     48.44 Q

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ
 4959 坂庭 諒(2)

ｻｶﾆﾜ ﾘｮｳ
 4956 塩谷 晃生(2)

ｼｵﾔ ｺｳｷ
 4953 武田 優貴(2)

ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ
 2   6 信濃中  4578 小出 郁弥(1)     49.25 Q

ｼﾅﾉ ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ
 4596 内山 裕智(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ
 4597 山崎 大地(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ
 4599 篠崎 貴郁(2)

ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ
 3   4 長野北部中  5162 澤 拓斗(2)     49.41 q

ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞ ｻﾜ ﾋﾛﾄ
 5158 小島 美佐斗(2)

ｺｼﾞﾏ ﾐｻﾄ
 5169 青木 雅春(2)

ｱｵｷ ﾏｻﾊﾙ
 5176 丸山 拓真(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ
 4   2 篠ノ井東中  5304 北山 輝(2)     50.58 

ｼﾉﾉｲﾋｶﾞｼ ｷﾀﾔﾏ ﾋｶﾙ
 5312 鳥羽 晃平(1)

ﾄﾊﾞ ｺｳﾍｲ
 5314 下條 健太郎(1)

ｼﾓｼﾞｮｳ ｹﾝﾀﾛｳ
 5300 荒井 紳也(2)

ｱﾗｲ ｼﾝﾔ
 5   7 山ノ内中  4340 竹節 駿也(2)     50.77 

ﾔﾏﾉｳﾁ ﾀｹﾌｼ ｼｭﾝﾔ
 4345 渡辺 賢志(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ
 4343 竹節 真人(2)

ﾀｹﾌｼ ﾏｻﾄ
 4349 山本 廉也(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝﾔ
 6   5 篠ノ井西中  5345 吉岡 翔司(2)     51.13 

ｼﾉﾉｲﾆｼ ﾖｼｵｶ ｼｮｳｼﾞ
 5322 下田 振全(1)

ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ
 5328 南澤 海斗(1)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｲﾄ
 5341 西村 健吾(2)

ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ
 7   3 南宮中  4451 小林 歩暉(1)     51.56 

ﾅﾝｸﾞｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ
 4433 板井 慎太郎(2)

ｲﾀｲ ｼﾝﾀﾛｳ
 4435 柴本 遼河(2)

ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ
 4434 松永 春樹(2)

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙｷ
  8 須坂東中

ｽｻﾞｶｱｽﾞﾏ 欠場

中学男子

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 長野東部中  5010 黒崎 秀樹(2)     47.89 

ﾅｶﾉﾄｳﾌﾞ ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ
 5019 吉沢 智貴(2)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ
 5014 鈴木 達也(2)

ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ
 5009 岡村 宗一郎(2)

ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ
 2   4 櫻ヶ岡中  4960 松尾 匠(2)     48.29 

ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳ ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ
 4959 坂庭 諒(2)

ｻｶﾆﾜ ﾘｮｳ
 4956 塩谷 晃生(2)

ｼｵﾔ ｺｳｷ
 4953 武田 優貴(2)

ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ
 3   5 川中島中  5465 市川 寛之(2)     48.43 

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏ ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾕｷ
 6167 加藤 大海(2)

ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ
 6169 古岩井 春樹(2)

ｺｲﾜｲ ﾊﾙｷ
 6168 川口 雅也(2)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾏｻﾔ
 4   8 信濃中  4578 小出 郁弥(1)     49.02 

ｼﾅﾉ ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ
 4596 内山 裕智(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ
 4605 中山 陸(1)

ﾅｶﾔﾏ ﾘｸ
 4599 篠崎 貴郁(2)

ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ
 5   2 長野北部中  5162 澤 拓斗(2)     49.35 

ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞ ｻﾜ ﾋﾛﾄ
 5158 小島 美佐斗(2)

ｺｼﾞﾏ ﾐｻﾄ
 5169 青木 雅春(2)

ｱｵｷ ﾏｻﾊﾙ
 5176 丸山 拓真(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ
 6   6 東北中  5107 黒田 壮太郎(2)     49.45 

ﾄｳﾎｸ ｸﾛﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ
 5122 黒田 倫太郎(2)

ｸﾛﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ
 5110 渡辺 素己(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ
 6403 竹村 地智(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ
 7   3 更北中  5467 小山 拓郎(2)     50.10 

ｺｳﾎｸ ｺﾔﾏ ﾀｸﾛｳ
 5469 中島 俊介(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ
 5473 鹿野 拓臣(2)

ｶﾉ ﾀｸﾐ
 5475 橋詰 周一(2)

ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｭｳｲﾁ
  9 相森中  6389 瀧澤 友啓(2)

ｵｵﾓﾘ ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 欠場
 6388 小田切 智紀(2)

ｵﾀｷﾞﾘ ﾄﾓｷ
 4247 鶴田 優斗(1)

ﾂﾙﾀ ﾕｳﾄ
 6390 関 太河(2)

ｾｷ ﾀｲｶﾞ

4×100mR
決勝

中学男子



決勝 8月18日 14:00

県中新               1.97
大会新               1.88

1m80 1m85 1m88
大塚 樹也(3) 中学 - - - - - - O O O O
ｵｵﾂｶ ﾐｷﾔ 犀陵中 O XXO XXX
北村 拓弥(2) 中学 - - - O O O XO XXX
ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 東北中
清水 隆寛(2) 中学 - - - - O O XO XXX
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 裾花中
西澤 翔(3) 中学 - - - - O O XO XXX
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳ 櫻ヶ岡中
岡村 宗一郎(2) 中学 - - - O O O XXX
ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 長野東部中
川崎 直輝(2) 中学 XXO O XO O XXO XXX
ｶﾜｻｷ ﾅｵｷ 相森中
金児 浩弥(2) 中学 - - XXO XXO XXO XXX
ｶﾈｺ ﾋﾛﾔ 裾花中
板井 慎太郎(2) 中学 O O O O XXX
ｲﾀｲ ｼﾝﾀﾛｳ 南宮中
柴本 遼河(2) 中学 O O XO XO XXX
ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 南宮中
柴本 優太(2) 中学 O O O XXX
ｼﾊﾞﾓﾄ ﾕｳﾀ 相森中
吉岡 翔司(2) 中学 - XXO O XXX
ﾖｼｵｶ ｼｮｳｼﾞ 篠ノ井西中
鶴田 龍人(2) 中学 O O XO XXX
ﾂﾙﾀ ﾘｭｳﾄ 犀陵中
吉田 開恩(2) 中学 - - XXO XXX
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 中野平中
駒津 琳也(2) 中学 XXO XO XXX
ｺﾏﾂ ﾘﾝﾔ 南宮中
小田切 智紀(2) 中学 XXO XXO XXX
ｵﾀｷﾞﾘ ﾄﾓｷ 相森中
塩野入 彪(2) 中学 O XXX
ｼｵﾉｲﾘ ﾋｮｳ 墨坂中
宮崎 大地(1) 中学 XXO XXX
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 信濃中
小林 健太朗(2) 中学 XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀﾛｳ 長野北部中
塚田 龍太郎(1) 中学 XXX
ﾂｶﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 裾花中
高橋 勇輝(1) 中学 XXX
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 長野東部中
横地 彦人(2) 中学 XXX
ﾖｺﾁ ﾋﾛﾄ 長野北部中
宮澤 銀次郎(2) 中学 欠場
ﾐﾔｻﾞﾜ ｷﾞﾝｼﾞﾛｳ 柳町中
荒井 滉司(1) 中学 欠場
ｱﾗｲ ｺｳｼﾞ 長野東部中
鈴木 聡(2) 中学 欠場
ｽｽﾞｷ ｿｳ 墨坂中

11  4278

2  6374

4  5025

6  5038

7  5164

1  5172

5  5234

16 3  4285
 1.30

17 10  6596
 1.30

14 8  4438
 1.35

15 9  6388
 1.35

12 13  5271
 1.40

13 18  4470
 1.40

10 12  6393
 1.40

11 16  5345
 1.40

8 14  4433
 1.45

9 15  4435
 1.45

6 17  6387
 1.50

7 19  5255
 1.50

2 24  4979
 1.60

5 21  5009
 1.55

2 20  5106
 1.60

2 22  5249
 1.60

1 23  5262
 1.85

記録
1m40 1m45

備考
1m30 1m35 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 8月19日 10:20

県中新               7.04
大会新               6.20

内山 裕智(2) 中学   6.30   6.05   4.69   5.96    X    X    6.30 大会新
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ 信濃中   +1.8   +0.4   +0.2   +1.8    +1.8
渡辺 素己(2) 中学   5.06   5.74   5.40    O   5.67    X    5.74 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 東北中   +1.4   +0.3   +0.8   +1.6    +0.3
北村 拓弥(2) 中学   5.14    X   5.17    X   5.28   5.38    5.38 
ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 東北中   +0.1   +1.0   +2.1   +0.2    +0.2
森山 瑞輝(2) 中学   4.00    X   5.16   4.85   5.33    O    5.33 
ﾓﾘﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 須坂東中   +1.0   +2.3   +2.7   +1.5    +1.5
阪上 裕爾(3) 中学   5.16   5.08   4.78    X   4.98   5.32    5.32 
ｻｶｳｴ ﾕｳｼﾞ 篠ノ井西中   +1.3   +2.4   -0.2   +1.3   +1.4    +1.4
牛山 勝大(2) 中学   5.13   5.05   5.14   5.24    O   4.80    5.24 
ｳｼﾔﾏ ｼｮｳﾀ 三陽中   +2.3   +1.3   +1.3   +1.7   +1.5    +1.7
永池 優斗(2) 中学   4.88    X   5.21   5.03   5.23   4.99    5.23 
ﾅｶﾞｲｹ ﾕｳﾄ 相森中   +1.5   +1.5   +2.8   +2.9    0.0    +2.9
坂本 敦士(1) 中学   5.11   5.05   4.92    X   4.98   5.20    5.20 
ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ 高社中   +2.7   +1.7   +2.2   +1.9   +1.0    +1.0
青柳 郁生(3) 中学   5.09   4.99   5.02    5.09 
ｱｵﾔｷﾞ ｲｸﾐ 東北中   +1.4   +1.6   +2.6    +1.4
竹村 圭弘(2) 中学    X   5.07   4.57    5.07 
ﾀｹﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 櫻ヶ岡中   -0.1   +0.3    -0.1
深沢 友昭(2) 中学    X    X   5.06    5.06 
ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ 犀陵中   +1.5    +1.5
月岡 健斗(2) 中学    X   5.01   5.05    5.05 
ﾂｷｵｶ ｹﾝﾄ 栄中   +0.6   +1.2    +1.2
高橋 慶(2) 中学   5.00   4.94   4.99    5.00 
ﾀｶﾊｼ ｹｲ 犀陵中   +2.1   +1.3   +1.2    +2.1
金児 和幸(1) 中学   4.57   4.91   4.97    4.97 
ｶﾈｺ ｶｽﾞﾕｷ 長野東部中   +1.4    0.0   +1.9    +1.9
高野 翔(2) 中学   4.71   4.96   4.62    4.96 
ﾀｶﾉ ｼｮｳ 三陽中   +2.0    0.0   +0.1     0.0
古岩井 春樹(2) 中学    X   4.59   4.85    4.85 
ｺｲﾜｲ ﾊﾙｷ 川中島中   +1.7   +1.1    +1.1
池田 剛(1) 中学   4.70    X   4.75    4.75 
ｲｹﾀﾞ ﾂﾖｼ 更北中   -0.2   +1.4    +1.4
土屋 薫平(2) 中学   4.73    O   4.56    4.73 
ﾂﾁﾔ ｸﾝﾍﾟｲ 南宮中   +2.2   +2.2    +2.2
阿部 靖大(2) 中学    X   4.72    O    4.72 
ｱﾍﾞ ｾｲﾀﾞｲ 高社中   +4.0    +4.0
田中 佑弥(2) 中学   3.41    O   4.71    4.71 
ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 長野東部中   +0.1   +1.3    +1.3
渡辺 瑞生(2) 中学   4.00   4.68    X    4.68 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 長野東部中   +2.3   -1.3    -1.3
内堀 岳宏(1) 中学   4.52   4.65   4.62    4.65 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ 篠ノ井西中   +2.1   +2.5   +2.3    +2.5
内山 裕貴(3) 中学    X   4.63    O    4.63 
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛｷ 篠ノ井西中   +2.4    +2.4
阿部 快斗(3) 中学   4.38   4.57   4.61    4.61 
ｱﾍﾞ ｶｲﾄ 栄中   +2.2   +1.3   +2.1    +2.1
小山 拓郎(2) 中学   4.55   4.58    X    4.58 
ｺﾔﾏ ﾀｸﾛｳ 更北中   +1.2   +0.6    +0.6
小林 亮太(1) 中学   4.22    O   4.54    4.54 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 柳町中   +1.6   +1.0    +1.0
横川 広大(2) 中学   4.35    O    O    4.35 
ﾖｺｶﾜ ｺｳﾀﾞｲ 長野北部中   +1.7    +1.7
高見澤 彰(2) 中学   4.34    O    X    4.34 
ﾀｶﾐｻﾜ ｱｷﾗ 川中島中   -0.7    -0.7
丸山 隆之介(2) 中学   4.31    O    O    4.31 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 犀陵中   +2.2    +2.2
山﨑 伊織(1) 中学   4.26    O    O    4.26 
ﾔﾏｻﾞｷ ｲｵﾘ 川中島中   +2.0    +2.0
伊部 大地(2) 中学   4.19    O    O    4.19 
ｲﾍﾞ ﾀﾞｲﾁ 篠ノ井東中   +0.6    +0.6
福野 裕大(1) 中学    X   4.17    O    4.17 
ﾌｸﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 附属長野中   +2.2    +2.2
山本 廉也(2) 中学    X   4.13    O    4.13 
ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝﾔ 山ノ内中   +1.7    +1.7
宮下 佳彦(2) 中学   4.13    O    O    4.13 
ﾐﾔｼﾀ ﾖｼﾋｺ 柳町中   -0.5    -0.5
坪井 裕資(1) 中学   4.11    X    O    4.11 
ﾂﾎﾞｲ ﾕｳｽｹ 墨坂中   +1.2    +1.2
川島 啓斗(2) 中学   4.09    X    X    4.09 
ｶﾜｼﾏ ｹｲﾄ 篠ノ井東中   +0.7    +0.7

中学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 60  4596

-5-

2 59  5110

3 51  5106

4 50  4327

5 54  5338

6 31  5083

7 47  6394

8 56  4513

9 52  5111

10 62  4952

11 42  5274

12 49  4793

13 57  5279

14 43  5040

15 64  5085

16 41  6169

17 22  5511

18 44  4439

19 37  4489

20 40  5015

21 45  5020

22 35  5316

23 53  5319

24 34  4804

25 48  5467

26 16  4919

27 20  5163

28 25  6166

29 33  5280

30 8  5453

31 21  5306

32 5  5630

33 9  4339

33 26  6372

35 29  4293

36 30  5308



山本 大道(2) 中学   4.06    O    O    4.06 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾐﾁ 栄中   -1.2    -1.2
小林 俊亮(1) 中学   4.01    X    O    4.01 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 南宮中   -0.6    -0.6
武田 侑将(1) 中学   4.01    O    O    4.01 
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ 高社中   +0.3    +0.3
高木 翔(1) 中学   3.98    O    O    3.98 
ﾀｶｷﾞ ｼｮｳ 信濃中    0.0     0.0
矢澤 凱斗(2) 中学   3.94    X    X    3.94 
ﾔｻﾞﾜ ｶｲﾄ 墨坂中   +1.4    +1.4
高橋 麟(1) 中学    X   3.93    O    3.93 
ﾀｶﾊｼ ｷﾘﾝ 更北中   +3.0    +3.0
島田 聖(1) 中学   3.92    O    X    3.92 
ｼﾏﾀﾞ ｾｲ 七二会中   +0.5    +0.5
小松 光(1) 中学    X   3.91    O    3.91 
ｺﾏﾂ ﾋｶﾙ 中野平中   -1.0    -1.0
小林 陽平(1) 中学   3.87    X    O    3.87 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 中野平中   +2.6    +2.6
柴本 優太(2) 中学   3.84    X    O    3.84 
ｼﾊﾞﾓﾄ ﾕｳﾀ 相森中   -0.4    -0.4
村松 寛太(1) 中学   3.83    O    O    3.83 
ﾑﾗﾏﾂ ｶﾝﾀ 附属長野中   +1.5    +1.5
西澤 亨太郎(2) 中学    X   3.82    O    3.82 
ﾆｼｻﾞﾜ ｷｮｳﾀﾛｳ 若穂中   +1.5    +1.5
尾島 卓実(1) 中学   3.74    O    O    3.74 
ｵｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 相森中   +2.0    +2.0
徳永 慶一(2) 中学    X   3.35    O    3.35 
ﾄｸﾅｶﾞ ｹｲｲﾁ 裾花中   +1.1    +1.1
矢澤 駿介(2) 中学   3.33    O    O    3.33 
ﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 篠ノ井東中   +1.7    +1.7
北島 未那斗(1) 中学   3.30    O    O    3.30 
ｷﾀｼﾞﾏ ﾐﾅﾄ 若穂中   +1.3    +1.3
浦野 悦(2) 中学   3.05    O    O    3.05 
ｳﾗﾉ ｴﾂ 若穂中   +1.5    +1.5
小林 駿太(1) 中学    X   2.91    X    2.91 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾀ 南宮中   +2.6    +2.6
北村 友弥(2) 中学    X    X   2.41    2.41 
ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ 裾花中   +2.0    +2.0
青木 雅春(2) 中学    X    X    X
ｱｵｷ ﾏｻﾊﾙ 長野北部中
大日方 駿仁(2) 中学 欠場
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾀｶﾋﾄ 裾花中
大塚 英一(1) 中学 欠場
ｵｵﾂｶ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 柳町中
柄澤 良太(2) 中学 欠場
ｶﾗｻﾜ ﾘｮｳﾀ 須坂東中
片井 武瑠(2) 中学 欠場
ｶﾀｲ ﾀｹﾙ 墨坂中
芝 泰弘(2) 中学 欠場
ｼﾊﾞ ﾔｽﾋﾛ 須坂東中
長田 佑麻(3) 中学 欠場
ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 三陽中
藤沢 玄(3) 中学 欠場
ﾌｼﾞｻﾜ ｹﾞﾝ 櫻ヶ岡中
曽根 海人(1) 中学 欠場
ｿﾈ ｶｲﾄ 櫻ヶ岡中

中学男子

走幅跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
37 23  4798

-5-

38 24  4448

38 28  4512

40 27  4604

41 13  4283

42 38  5512

43 4  5546

44 15  4477

45 18  4481

46 39  6393

47 6  5632

48 11  5417

49 19  4248

50 12  5246

51 10  5303

52 3  5427

53 2  5413

54 1  4450

55 55  5250

17  5169

7  6586

14  4924

32  4322

36  4281

46  4324

58  5078

61  4986

63  4968



決勝 8月18日  9:00

県中新              13.25
大会新              12.47

米倉 朋輝(3) 中学 大会新
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 篠ノ井東中
竹村 地智(2) 中学
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 東北中
篠崎 貴郁(2) 中学
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 信濃中
武田 優貴(2) 中学
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ 櫻ヶ岡中
宮川 雄大(2) 中学
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 栄中
丸山 航己(3) 中学
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 飯山城北中
藤木 幸太(2) 中学
ﾌｼﾞｷ ｺｳﾀ 栄中
渡邊 誠也(2) 中学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｾｲﾔ 犀陵中
小林 誠典(2) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 長野北部中
岡田 大将(2) 中学
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼｮｳ 附属長野中
笠原 榛太(2) 中学
ｶｻﾊﾗ ｼﾝﾀ 篠ノ井東中
木ノ内 敦也(2) 中学
ｷﾉｳﾁ ｱﾂﾔ 小布施中
新田 雄也(2) 中学
ﾆｯﾀ ﾕｳﾔ 更北中
吉池 真緋呂(1) 中学
ﾖｼｲｹ ﾏﾋﾛ 更北中
酒井 陸(2) 中学
ｻｶｲ ﾘｸ 東北中
岩崎 勇太(2) 中学
ｲﾜｻｷ ﾕｳﾀ 犀陵中
轟 椋友(2) 中学
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾘｮｳﾕｳ 犀陵中
野瀬 唯久真(2) 中学
ﾉｾ ｲｸﾏ 若穂中
松山 周平(1) 中学
ﾏﾂﾔﾏ ｼｭｳﾍｲ 長野東部中
名澤 直樹(2) 中学
ﾅｻﾞﾜ ﾅｵｷ 広徳中
佐藤 謙(1) 中学
ｻﾄｳ ｹﾝ 信濃中
和田 啓汰(1) 中学
ﾜﾀﾞ ｹｲﾀ 七二会中
塚田 龍(2) 中学
ﾂｶﾀﾞ ﾘｭｳ 川中島中
清水 智也(1) 中学
ｼﾐｽﾞ ﾄﾓﾔ 中野平中
佐藤 貴大(2) 中学
ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 広徳中
夏目 慶伸(1) 中学
ﾅﾂﾒ ﾖｼﾉﾌﾞ 附属長野中
田村 陸(2) 中学
ﾀﾑﾗ ﾘｸ 若穂中
須藤 立樹(1) 中学
ｽﾄﾞｳ ﾘﾂｷ 信濃中
宮澤 龍彦(1) 中学
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀﾂﾋｺ 柳町中
小林 良寛(2) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ 若穂中
山田 竜平(2) 中学
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ 篠ノ井西中
清水 隆寛(2) 中学
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 裾花中
水野 大空(2) 中学 欠場
ﾐｽﾞﾉ ｿﾗ 附属長野中
大日方 駿仁(2) 中学 欠場
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾀｶﾋﾄ 裾花中
矢島 裕己(2) 中学 欠場
ﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 南宮中
神戸 柊也(2) 中学 欠場
ｶﾝﾍﾞ ｼｭｳﾔ 更北中

中学男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 37  5299

11.31 11.93 11.34 12.73   X 12.79  12.79 

2 38  6403
11.26   - 12.39   X 11.43  9.42  12.39 

3 36  4599
 9.85   -   -  9.93   X   X   9.93 

4 40  4953
 8.17   -   -  8.80  9.37  9.56   9.56 

5 30  4797
 8.17  8.73  8.05  8.13  8.66  8.32   8.73 

6 35  4875
 8.55   X   X   X  8.05  8.53   8.55 

7 32  4794
 7.15  8.12  6.75  7.74  7.69  7.34   8.12 

8 28  5258
  X  7.92   -  7.74  8.00  7.85   8.00 

9 22  5173
  X  7.89  7.62   7.89 

10 11  5616
 7.85  7.25  7.43   7.85 

11 23  5307
 5.76  6.44  7.81   7.81 

12 20  4167
 7.44  7.37  7.40   7.44 

13 27  5471
 6.68  6.08  7.34   7.34 

14 16  5514
 6.64  6.79  7.16   7.16 

15 18  5108
 7.02  6.97  6.67   7.02 

16 21  5277
 6.64  6.45  6.85   6.85 

17 17  5273
 6.47  6.73   X   6.73 

18 6  5418
 6.45  6.30  6.18   6.45 

19 9  5027
 6.18  6.34  6.39   6.39 

20 31  5542
 6.33  6.32  6.08   6.33 

21 10  4580
 6.15  5.98  6.33   6.33 

22 2  5553
 5.83  5.70  6.25   6.25 

23 14  6170
 6.16  5.53  5.84   6.16 

24 8  4478
 5.64  5.73  5.53   5.73 

25 25  5526
 5.35  5.65  5.44   5.65 

26 13  5627
 4.82  5.47  5.15   5.47 

27 5  5408
 5.43  5.41  5.12   5.43 

28 3  4594
 5.05  5.27  5.05   5.27 

29 7  6382
 5.25  5.12   X   5.25 

30 4  5406
 5.05  5.12  5.23   5.23 

31 26  5326
 3.93  4.27  4.43   4.43 

34  5249
  -   -   -

12  5610

15  6586

19  4440

24  5466



坂田 太那(2) 中学 欠場
ｻｶﾀ ﾀﾞｲﾅ 広徳中
瀧澤 友啓(2) 中学 欠場
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 相森中
中島 剛(3) 中学 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹｼ 櫻ヶ岡中

中学男子

砲丸投(5.000kg)
記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 備考

29  5529

33  6389

39  4987



決勝 8月18日  9:00

県中新              13.25
大会新              12.47

田中 逸樹(2) 中学 欠場
ﾀﾅｶ ｲﾂｷ 丸子中

1  5480
-3- -4- -5- -6- 記録 備考

ｵｰﾌﾟﾝ中学男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月19日 11:30

大会新              22.93

武田 優貴(2) 中学 大会新
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ 櫻ヶ岡中
藤木 幸太(2) 中学 大会新
ﾌｼﾞｷ ｺｳﾀ 栄中
栗田 聡(2) 中学 大会新
ｸﾘﾀｻﾄｼ 更北中
宮川 雄大(2) 中学 大会新
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 栄中
神戸 柊也(2) 中学
ｶﾝﾍﾞ ｼｭｳﾔ 更北中
名澤 直樹(2) 中学
ﾅｻﾞﾜ ﾅｵｷ 広徳中
宮澤 龍彦(1) 中学
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀﾂﾋｺ 柳町中
佐藤 貴大(2) 中学
ｻﾄｳ ﾀｶﾋﾛ 広徳中
須藤 立樹(1) 中学
ｽﾄﾞｳ ﾘﾂｷ 信濃中
佐藤 謙(1) 中学
ｻﾄｳ ｹﾝ 信濃中
飯嶋 竜士(1) 中学
ｲｲｼﾞﾏ ﾘｭｳｼﾞ 柳町中
小林 高智(2) 中学 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ 更北中

 13.67 

8  5474

 15.59 

11 3  4914
13.67   X   O

 16.32 

10 2  4580
15.59   O   O

  O   O   O  18.56 

9 1  4594
16.32   X   O

  O   O 18.70  18.70 

8 4  5526
18.56   O   O

  O   O 20.79  20.79 

7 5  6382
  O   O 17.01

  O   O   X  21.01 

6 6  5542
  O   O 19.64

24.39   X   O  24.39 

5 9  5466
21.01   O   X

24.55   X   X  24.55 

4 11  4797
  O 22.99   X

26.04   X   X  26.04 

3 7  5470
  O 23.99   X

  X   O 30.14  30.14 

2 10  4794
  O 25.22   O

1 12  4953
  O   O 27.22

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子

1・2年円盤投(1.000kg

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月19日 11:30

大会新              24.03

岩崎 まお(3) 中学 大会新
ｲﾜｻｷ ﾏｵ 三陽中
竹村 地智(2) 中学
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 東北中
渡辺 素己(2) 中学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 東北中
黒田 壮太郎(2) 中学
ｸﾛﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ 東北中

 16.84   X   X   O

  O   X   O  20.54 

4 3  5107
  X   O 16.84

  O 27.16   X  27.16 

3 4  5110
20.54   -   O

  O 31.89   O  31.89 

2 5  6403
27.09   O   O

1 6  5100
31.27   O   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子

3年円盤投(1.500kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月19日 11:30

大会新              24.03

細田 歩(3) 中学
ﾎｿﾀﾞ ｱﾕﾑ 永明中
田中 逸樹(2) 中学
ﾀﾅｶ ｲﾂｷ 丸子中

 16.56 

 23.73 

2 2  5480
  O   X 16.56

1 1  1321
23.73   X   X

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

ｵｰﾌﾟﾝ中学男子

3年円盤投(1.500kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月19日 14:00

県中新              66.44
大会新              62.02

岩崎 まお(3) 中学
ｲﾜｻｷ ﾏｵ 三陽中
庄司 輝男(3) 中学
ｼｮｳｼﾞ ﾃﾙｵ 犀陵中
篠崎 貴郁(2) 中学
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 信濃中
月岡 健斗(2) 中学
ﾂｷｵｶ ｹﾝﾄ 栄中
山口 航平(2) 中学
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾍｲ 高社中
小林 誠虎(2) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄﾗ 高社中
堀内 政弥(2) 中学
ﾎﾘｳﾁ ﾏｻﾔ 若穂中
田中 俊貴(1) 中学
ﾀﾅｶ ﾄｼｷ 長野東部中
栗田 聡(2) 中学
ｸﾘﾀｻﾄｼ 更北中
桑原 健次郎(3) 中学
ｸﾜﾊﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ 栄中
高木 翔(1) 中学
ﾀｶｷﾞ ｼｮｳ 信濃中
小林 誠典(2) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 長野北部中
斉藤 聖矢(2) 中学
ｻｲﾄｳ ｾｲﾔ 栄中
会津 竜也(1) 中学
ｱｲｽﾞ ﾀﾂﾔ 長野東部中
矢島 裕己(2) 中学
ﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 南宮中
高橋 一夢(1) 中学
ﾀｶﾊｼ ﾋﾄﾑ 長野東部中
石田 法孝(2) 中学
ｲｼﾀﾞ ﾉﾘﾀｶ 若穂中
安藤 雅倖(2) 中学
ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 若穂中
小林 高智(2) 中学 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｶﾉﾘ 更北中
小林 竜也(2) 中学 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ 高社中
塚田 顕大(3) 中学 欠場
ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 櫻ヶ岡中

中学男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ(0.300kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 21  5100

49.62   O   O   O   O   O  49.62 

2 19  5263
48.75   O   O   O   O   O  48.75 

3 18  4599
44.27   O   O   O   O 46.21  46.21 

4 14  4793
  X 39.36   O   O   O   O  39.36 

5 17  4507
  O   X 38.46   X   O   O  38.46 

6 16  4494
  O   X 36.40   O   O   O  36.40 

7 10  5421
35.75   O   O   O   O   O  35.75 

8 7  5033
35.61   O   O   O   O   O  35.61 

9 12  5470
32.67   O   O  32.67 

10 15  4805
31.62   O   O  31.62 

11 13  4604
25.79   O   O  25.79 

12 6  5173
25.28   O   O  25.28 

13 3  4791
24.06   X   O  24.06 

14 9  5028
22.94   O   O  22.94 

15 2  4440
20.19   O   O  20.19 

16 8  5030
  O   O 18.02  18.02 

4  5412
  -   -   -

5  5410
  -   -   -

11  5474

20  4495

22  4980



決勝 8月19日 14:00

県中新              66.44
大会新              62.02

宮澤 研人(3) 中学
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 伊那中

ｵｰﾌﾟﾝ中学男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ(0.300kg)

決勝

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

 50.71 
1 1  1639

  O   O 50.71
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