
第55回松本市民体育大会秋季大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森茂幸
主催：松本市、松本市教育委員会、（財）松本市体育協会 跳躍審判長 藤森茂幸

投擲審判長 藤森茂幸
【開催日】 平成24年10月6日（土） 記録主任： 上野忠明
【主催団体】 松本市、松本市教育委員会、（財）松本市体育協会 決勝記録一覧表

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

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
10/ 6 一般高校男子  +0.3松沢 恵佑(4) 11.18 永友 良謙(1) 11.40 清水 勇人(2) 11.58 若林 颯(2) 11.69 小栁 堅一(2) 11.71 富田 勇大(1) 11.76 中村 康平(1) 12.00

100m 松本大 信大 松本深志高 松本深志高 松本県ヶ丘高 信大 田川高
10/ 6 若林 颯(2) 50.39 伊藤 良多(4) 51.02 塚田 拓巳(2) 51.20 徳武 大起(3) 53.29 小林 航(1) 53.76 渡島 寛己(2) 53.93

400m 松本深志高 信大医学部 創造学園高 松本大 松本蟻ヶ崎高 松本県ヶ丘高
10/ 6 徳武 大起(3) 1:59.63 逢澤 智広 2:05.98 山本 昌希 2:06.22 中西 涼(3) 2:07.47 村瀬 崚(1) 2:07.52 小林 功洋(1) 2:07.60 尼崎 寛敏(2) 2:10.86 上條 広裕希(2) 2:12.75

800m 松本大 松本市陸協 松本市陸協 信大 松本県ヶ丘高 松本大 松本蟻ヶ崎高 松本県ヶ丘高
10/ 6 塩原 大 15:12.37 百瀬 永吉 15:46.84 山本 昌希 15:46.85 羽川 英一 15:49.91 矢嶋 信 15:52.81 逢澤 智広 15:58.56 藤澤 知之(2) 16:07.49 小口 智大(1) 16:11.95

5000m 松本市陸協 松本市陸協 松本市陸協 松本市陸協 松本市陸協 松本市陸協 松本大 松本深志高
10/ 6 市田 愛策(2) 1.75 遠藤 聡(1) 1.75 忠地 大成(1) 1.65 二木 和輝(1) 田川高 1.60 松尾 幸治朗(2) 1.60 小林 謙太(2) 1.60

走高跳 信大 松本深志高 松本美須々ヶ丘高 上野 大 附属松本中教 松本県ヶ丘高 松本県ヶ丘高
10/ 6 太田 朗(4) 7.29(+0.5) 山寺 裕也(4) 6.76(+1.3) 乙川 祥希(2) 6.52(+0.7) 松村 富穂 6.26(-0.3) 山崎 大輝(1) 5.81(-0.4) 高木 秀昭 5.69(-0.5) 抜井 裕介(2) 5.69(-0.5) 山村 俊一 5.48(+0.3)

走幅跳 松本大 松本大 信大 信大 松本深志高 松本市陸協 松本県ヶ丘高 松本市陸協
10/ 6 友田 利男 54.76 松尾 幸治朗(2) 44.15 小澤 匠(2) 42.43 川舩 惇弘 38.81 大久保 達弥(1) 38.52 大藏 拓真 31.07 忠地 大成(1) 25.68 酒井 諒(2) 19.88

やり投 松本筑摩高教 松本県ヶ丘高 松本美須々ヶ丘高 梓川高 松本深志高 梓川高 松本美須々ヶ丘高 松本蟻ヶ崎高
10/ 6 松本県ヶ丘高      44.58 松本深志高       45.23 松本蟻ヶ崎高      46.43 松本美須々ヶ丘高      46.91

4×100m 小川 翔平(2) 遠藤 聡(1) 杉原 樹(1) 村瀬 直希(1)
小栁 堅一(2) 大久保 達弥(1) 降籏 敬(1) 忠地 大成(1)
関塚 賢悟(1) 若林 颯(2) 小林 航(1) 東山 壱成(1)
抜井 裕介(2) 清水 勇人(2) 竹内 優斗(2) 青島 圭佑(1)

10/ 6 中学男子  +0.4木村 幸太(2) 11.89 米倉 敬宏(2) 12.09 赤堀 拓夢(2) 12.26 木下 祐太郎(2) 12.37 井口 将理(2) 12.43 中村 奈央(2) 12.45 斉藤 巧(2) 12.50 福田 亮生(2) 12.52
100m 鉢盛中 附属松本中 附属松本中 松島中 清水中 波田中 波田中 松本秀峰中

10/ 6 輪湖 勇哉(2) 55.73 手塚 大喜(2) 56.40 岡田 大志(2) 57.95 樋口 一馬(2) 58.24 武居 博貴(2) 58.25 荒田 智也(2) 58.78 犬飼 基統(2) 1:00.43 小池 寿輝(1) 1:00.72
400m 附属松本中 信明中 清水中 波田中 開成中 筑摩野中 高綱中 丸ﾉ内中

10/ 6 三島 太成(3) 4:36.90 下條 源太郎(1) 4:43.00 久保田 正吾(3) 4:44.73 加藤 匠(2) 4:47.65 菅 真志(2) 4:47.83 窪田 悠人(2) 4:47.90 中田 大貴(3) 4:50.62 中澤 稜也(2) 4:50.79
1500m 鉢盛中 附属松本中 鉢盛中 女鳥羽中 附属松本中 清水中 清水中 大野川中

10/ 6 相馬 崇史(2) 9:22.53 塩原 潤(3) 9:28.06 伊藤 武玄(3) 9:31.52 清水 順太(3) 9:36.22 大川 柊弥(3) 9:36.45 野瀬 雅史(3) 9:48.43 中田 侑希(2) 10:27.02 土屋 勇太(1) 10:32.45
3000m 附属松本中 才教学園中 菅野中 菅野中 菅野中 梓川中 旭町中 鉢盛中

10/ 6  -0.9小松 亮介(2) 16.41 小松 太一(2) 16.73 奥原 大輝(2) 17.62 原田 慶太(2) 17.83 小澤 玲央(2) 18.43 熊谷 拓真(2) 18.75 桃井廣太郎(2) 19.06 北原 樹(2) 19.75
110mH(0.914m) 旭町中 信明中 大野川中 高綱中 波田中 松島中 筑摩野中 附属松本中

10/ 6 浅原 隼風(2) 1.65 下形 嵩哉(2) 1.55 藤井 天良(2) 1.50 太田 修平 1.45 北野 慧(2) 1.45 横澤 陸王(2) 1.40 北野 玄仁(1) 1.40 木船 宗一(2) 1.40
走高跳 旭町中 筑摩野中 鉢盛中 梓川中 高綱中 旭町中 清水中 旭町中

10/ 6 中村 彰汰(2) 5.57(+0.9) 飯干 聖也(2) 5.27(+1.3) 中嶋 友哉(2) 5.14(+0.7) 松田 優樹(1) 4.89(+0.2) 杏 直樹(1) 4.81(+1.7) 金田 健嗣(2) 4.81(-0.5) 丸山 龍之介(1)4.63(+0.2) 原 佑輝(1) 4.52(-1.2)
走幅跳 附属松本中 信明中 附属松本中 松本秀峰中 旭町中 旭町中 旭町中 清水中

10/ 6 草間 拓海(2) 9.54 新井 健太(2) 8.75 中村 優太(2) 8.64 奥垣内 崇史(1) 8.63 市之瀬 優(2) 8.27 丸山 祥吾(2) 7.77 赤澤 虎太郎(1) 7.08 中嶋 優賀(1) 6.86
砲丸投 丸ﾉ内中 旭町中 筑摩野中 鉢盛中 旭町中 清水中 高綱中 女鳥羽中

10/ 6 附属松本中       47.01 波田中       48.70 筑摩野中(A)       49.05 清水中(A)       49.28 信明中       49.30 旭町中       49.30 鉢盛中       49.66 松島中       50.09
4×100m 輪湖 勇哉(2) 樋口 一馬(2) 下形 嵩哉(2) 窪田 悠人(2) 飯干 聖也(2) 横澤 陸王(2) 奥垣内 崇史(1) 熊谷 拓真(2)

米倉 敬宏(2) 斉藤 巧(2) 佐山 悠河(2) 岡田 大志(2) 手塚 大喜(2) 浅原 隼風(2) 木村 幸太(2) 木下 祐太郎(2)
中村 彰汰(2) 中村 奈央(2) 山口 直也(2) 原 佑輝(1) 山下 公大(2) 木船 宗一(2) 藤井 天良(2) 一之瀬 向稀(2)
赤堀 拓夢(2) 小澤 玲央(2) 荒田 智也(2) 井口 将理(2) 小松 太一(2) 小松 亮介(2) 木村 祐太(2) 中島 嘉活(2)

10/ 6 小学4-6年男  +3.0藤澤 武(6) 13.04 黒田 拓巳(6) 13.74 花村 珠潤(6) 14.03 今井 侑志(6) 14.28 丸山 光(5) 14.30 古厩 海聖(5) 14.63 牧野 友紀(5) 14.83
100m 菅野小 芳川小 芝沢小 ｺﾒｯﾄ波田 鎌田小 松本本郷小 鎌田小

10/ 6 伊藤 悠悟(5) 3:29.53 小林 史弥(4) 3:35.05 小松 真生(5) 3:36.01 根津 藤次郎(5) 3:38.38 上條 竜誠(5) 3:38.57 村岡 拓海(5) 3:38.76 太田 温土(6) 3:40.11 安藤 優一(6) 3:40.56
1000m 二子小 菅野小 鎌田小 松本本郷小 中山小 ｺﾒｯﾄ波田 ｺﾒｯﾄ波田 中山小

10/ 6 金田 耕平(6) 1.30 土田 魁(6) 1.30 塚原 友都(6) 1.25 上島 辰輝(6) 1.15 古野 空児(5) 1.15 倉田 孟(6) 1.10 高宮 健輔(5) 1.05 遠藤 朱雀(6) 1.05
走高跳 芝沢小 ｺﾒｯﾄ波田 寿小 寿小 鎌田小 梓川小 鎌田小 梓川小

花崎 英孝(4)
島立小

10/ 6 西村 陽杜(6) 3.93(+0.8) 齋藤 将紀(6) 3.90(+0.9) 巾下 拓馬(6) 3.65(+0.4) 大原 拓馬(6) 3.62(-1.0) 中川 拓馬(6) 3.53(0.0) 藤山 尚享(6) 3.50(-0.2) 中村 凌(6) 3.46(-0.4) 宮澤 一真(5) 3.46(+2.1)
走幅跳 二子小 大野川小 二子小 安曇小 梓川小 安曇小 菅野小 芝沢小

10/ 6 百瀬 光河(6) 58.49 吉澤 佑(6) 57.13 寺川 陸(6) 52.22 和賀 慎太郎(6) 48.31 中村 千聖(6) 47.44 森 巧成(4) 46.81 小口 聡太(6) 45.77 勝山 翔太(5) 43.40
ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投 梓川小 芳川小 島内小 筑摩小 島内小 梓川小 鎌田小 田川小

10/ 6 小学1-3年男 河野 統徳(3) 9.73 山下 知真(3) 9.76 今井 泉貴(3) 9.77 三村 莉大(3) 9.84 小林 卓馬(3) 9.90 武本 祐樹(3) 9.93 竹内 陽斗(3) 10.03 常田 朝啓(3) 10.09
60m 才教学園小 芝沢小 鎌田小 菅野小 芳川小 菅野小 菅野小 旭町小

10/ 6 小学男子 梓川小(A)       58.44 芝沢小(A)       58.85 筑摩小     1:00.46 梓川小(B)     1:00.58 田川小(A)     1:01.58 ｺﾒｯﾄ波田     1:02.61 鎌田小     1:04.32 田川小(B)     1:05.10
4×100m 中上 在(5) 大野 貴佳(5) 堺澤 幹太(4) 赤羽 佑介(6) 伊東 雅恭(4) 百瀬 涼真(4) 梶田 匡希(4) 平井 悠策(4)

長嶺 直(6) 黒田 大夢(5) 堺澤 力斗(6) 石井 琢海(6) 野本 駿介(4) 高木 颯吾(4) 横山幸次郎(5) 宮﨑 冬弥(4)
齋藤 龍志(6) 嘉藤 佑太朗(6) 和賀 慎太郎(6) 榑沼 直希(4) 齋藤 海斗(5) 小林 大輝(4) 牧野 友紀(5) 清水 孝太郎(4)
平林 映輝(6) 花村 珠潤(6) 藤澤 玲王(6) 水上 健吾(6) 吉山 響(5) 手塚 準也(4) 丸山 光(5) 勝山 翔太(5)



決勝 10月6日 12:00

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 -0.1

 1 山下 知真(3)      9.76  1 降籏 大誓(3)     10.18 
ﾔﾏｼﾀ  ｶｽﾞﾏ 芝沢小 ﾌﾘﾊﾀ ﾀｲｾｲ 筑摩小

 2 大島 健太(3)     10.48  2 室賀 友祐(3)     10.19 
ｵｵｼﾏ ｹﾝﾀ 筑摩小 ﾑﾛｶﾞ ﾕｳｽｹ 島立小

 3 清水 郁也(3)     10.57  3 大野 蒼真(2)     10.24 
ｼﾐｽﾞ ﾌﾐﾔ 寿小 ｵｵﾉ  ｿｳﾏ 芝沢小

 4 清水 悠利(3)     10.62  4 小林 陵羽(3)     10.42 
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 並柳小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾊ 二子小

 5 高島 侃太郎(3)     10.91  5 古橋 亮汰(3)     10.45 
ﾀｶｼﾏ ｶﾝﾀﾛｳ 島内小 ﾌﾙﾊｼ ﾘｮｳﾀ 岡田小

 6 塩川 純盛(3)     11.09  6 續木 伸吾(3)     10.65 
ｼｵｶﾜ ｼﾞｭﾝｾｲ 二子小 ﾂﾂﾞｷ  ｼﾝｺﾞ 寿小

 7 岩垂 聡志(2)     11.29  7 森村 勇太(3)     11.37 
ｲﾜﾀﾞﾚ ｻﾄｼ 岡田小 ﾓﾘﾑﾗ ﾕｳﾀ 今井小

 8 芦部 孝太朗(2)     11.40  8 伊吹 琉空(2)     11.85 
ｱｼﾍ ﾞｺｳﾀﾛｳ 松本本郷小 ｲﾌﾞｷ ﾙｶ 並柳小

[ 3組] 風速 +0.8 [ 4組] 風速 +0.2

 1 三村 莉大(3)      9.84  1 竹内 陽斗(3)     10.03 
ﾐﾑﾗ ﾘｵ 菅野小 ﾀｹｳﾁ ﾊﾙﾄ 菅野小

 2 瀧澤 杜和(3)     10.18  2 渡辺 英行(3)     10.18 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾜ 松本本郷小 ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾋﾃﾞﾕｷ 寿小

 3 吉村 成矢(3)     10.20  3 堤 陽翔(3)     10.29 
ﾖｼﾑﾗ ﾅﾙﾔ 筑摩小 ﾂﾂﾐ ﾊﾙﾄ 芳川小

 4 二木 亜琉(2)     10.20  4 太田 明宏(3)     10.49 
ﾌﾀﾂｷﾞ ｱﾝﾘ 芳川小 ｵｵﾀ ｱｷﾋﾛ 旭町小

 5 相河 悠太(3)     11.03  5 須澤 愛也(3)     10.89 
ｱｲｶﾜ ﾕｳﾀ 島内小 ｽｻﾞﾜ ﾏﾅﾔ 二子小

 6 吉岡 優隼(1)     11.83  6 中村 優作(1)     11.01 
ﾖｼｵｶ ﾕｳﾄ 田川小 ﾅｶﾑﾗ  ﾕｳｻｸ 芝沢小

 7 小松 海斗(1)     12.28  7 下原 斗輝(1)     12.87 
ｺﾏﾂ ｶｲﾄ 開智小 ｼﾓﾊﾗ ﾄｷ 今井小

 8 小澤 周平(2)     13.17 
ｵｻﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ 大野川小

[ 5組] 風速 -0.1 [ 6組] 風速 +0.4

 1 武本 祐樹(3)      9.93  1 常田 朝啓(3)     10.09 
ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｷ 菅野小 ﾄｷﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 旭町小

 2 小林 京生(3)     10.26  2 古野 道郎(3)     10.91 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ 島内小 ﾌﾙﾉ ﾐﾁﾛｳ 鎌田小

 3 百瀬 靖人(2)     10.69  3 山口 崚吾(3)     11.25 
ﾓﾓｾ ﾔｽﾋﾄ 島立小 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｺﾞ 島立小

 4 横森 威吹(3)     10.75  4 松場 颯生(3)     11.81 
ﾖｺﾓﾘ  ｲﾌﾞｷ 芝沢小 ﾏﾂﾊﾞ ｻｷ 大野川小

 5 小松 篤史(2)     10.96  5 森岡 我玖(3)     11.93 
ｺﾏﾂ ｱﾂｼ 岡田小 ﾓﾘｵｶ ｶﾞｸ 安曇小

 6 沖 誠翔(3)     10.99 
ｵｷ ｾｲｼｮｳ 並柳小

 7 村松 凌典(2)     11.01 
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 田川小

 8 新谷 秋登(3)     12.42 
ｼﾝﾀﾆ ｱｷﾄ 二子小

[ 7組] 風速 +1.2 [ 8組] 風速 -0.1

 1 河野 統徳(3)      9.73  1 宮下 敏尚(2)     10.56 
ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園小 ﾐﾔｼﾀ ﾄｼﾋｻ 鎌田小

 2 今井 泉貴(3)      9.77  2 宮下 伊吹(3)     10.75 
ｲﾏｲ ﾐｽﾞｷ 鎌田小 ﾐﾔｼﾀ ｲﾌﾞｷ 今井小

 3 宇留賀 源人(2)     10.74  3 牧野 蒼(3)     10.95 
ｳﾙｶﾞ ﾐﾅﾄ 松本本郷小 ﾏｷﾉ ｱｵｲ 島内小

 4 小林 徹生(2)     11.03  4 小林 海斗(3)     11.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂｵ 芳川小 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 筑摩小

 5 吉澤 虎伯(2)     11.40  5 永井 つかさ(1)     12.05 
ﾖｼｻﾞﾜ ｺﾊｸ 菅野小 ﾅｶﾞｲ ﾂｶｻ 田川小

 6 竹村 柾人(2)     11.72  6 鶴見 冬馬(1)     12.49 
ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾄ 旭町小 ﾂﾙﾐ ﾄｳﾏ 安曇小

 7 八懸 一星(1)     14.49 
ﾔﾂｶﾞｹ ｲｯｾ 大野川小
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[ 9組] 風速 +0.2

 1 小林 卓馬(3)      9.90 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 芳川小

 2 荻野 湧朔(3)     10.22 
ｵｷﾞﾉ  ﾕｳｻｸ 寿小

 3 村山 慧(3)     10.83 
ﾑﾗﾔﾏ ｹｲ 鎌田小

 4 山本 普誠(2)     11.11 
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛﾏｻ 旭町小

 5 小栗 聡真(1)     11.32 
ｵｸﾞﾘ ｿｳﾏ 中山小

 6 内田 隼人(1)     11.50 
ｳﾁﾀ ﾊﾔﾄ 安曇小

 7 百瀬 文翔(1)     12.82 
ﾓﾓｾ ﾌﾐﾄ 島立小

   1 河野 統徳(3) 才教学園小      9.73 (+1.2)   7   1
   2 山下 知真(3) 芝沢小      9.76 (-0.5)   1   1
   3 今井 泉貴(3) 鎌田小      9.77 (+1.2)   7   2
   4 三村 莉大(3) 菅野小      9.84 (+0.8)   3   1
   5 小林 卓馬(3) 芳川小      9.90 (+0.2)   9   1
   6 武本 祐樹(3) 菅野小      9.93 (-0.1)   5   1
   7 竹内 陽斗(3) 菅野小     10.03 (+0.2)   4   1
   8 常田 朝啓(3) 旭町小     10.09 (+0.4)   6   1
   9 降籏 大誓(3) 筑摩小     10.18 (-0.1)   2   1
   9 瀧澤 杜和(3) 松本本郷小     10.18 (+0.8)   3   2
   9 渡辺 英行(3) 寿小     10.18 (+0.2)   4   2
  12 室賀 友祐(3) 島立小     10.19 (-0.1)   2   2
  13 吉村 成矢(3) 筑摩小     10.20 (+0.8)   3   3
  13 二木 亜琉(2) 芳川小     10.20 (+0.8)   3   4
  15 荻野 湧朔(3) 寿小     10.22 (+0.2)   9   2
  16 大野 蒼真(2) 芝沢小     10.24 (-0.1)   2   3
  17 小林 京生(3) 島内小     10.26 (-0.1)   5   2
  18 堤 陽翔(3) 芳川小     10.29 (+0.2)   4   3
  19 小林 陵羽(3) 二子小     10.42 (-0.1)   2   4
  20 古橋 亮汰(3) 岡田小     10.45 (-0.1)   2   5
  21 大島 健太(3) 筑摩小     10.48 (-0.5)   1   2
  22 太田 明宏(3) 旭町小     10.49 (+0.2)   4   4
  23 宮下 敏尚(2) 鎌田小     10.56 (-0.1)   8   1
  24 清水 郁也(3) 寿小     10.57 (-0.5)   1   3
  25 清水 悠利(3) 並柳小     10.62 (-0.5)   1   4
  26 續木 伸吾(3) 寿小     10.65 (-0.1)   2   6
  27 百瀬 靖人(2) 島立小     10.69 (-0.1)   5   3
  28 宇留賀 源人(2) 松本本郷小     10.74 (+1.2)   7   3
  29 宮下 伊吹(3) 今井小     10.75 (-0.1)   8   2
  29 横森 威吹(3) 芝沢小     10.75 (-0.1)   5   4
  31 村山 慧(3) 鎌田小     10.83 (+0.2)   9   3
  32 須澤 愛也(3) 二子小     10.89 (+0.2)   4   5
  33 古野 道郎(3) 鎌田小     10.91 (+0.4)   6   2
  33 高島 侃太郎(3) 島内小     10.91 (-0.5)   1   5
  35 牧野 蒼(3) 島内小     10.95 (-0.1)   8   3
  36 小松 篤史(2) 岡田小     10.96 (-0.1)   5   5
  37 沖 誠翔(3) 並柳小     10.99 (-0.1)   5   6
  38 中村 優作(1) 芝沢小     11.01 (+0.2)   4   6
  38 村松 凌典(2) 田川小     11.01 (-0.1)   5   7
  40 小林 徹生(2) 芳川小     11.03 (+1.2)   7   4
  40 相河 悠太(3) 島内小     11.03 (+0.8)   3   5
  42 塩川 純盛(3) 二子小     11.09 (-0.5)   1   6
  43 山本 普誠(2) 旭町小     11.11 (+0.2)   9   4
  44 山口 崚吾(3) 島立小     11.25 (+0.4)   6   3
  45 岩垂 聡志(2) 岡田小     11.29 (-0.5)   1   7
  46 小栗 聡真(1) 中山小     11.32 (+0.2)   9   5
  47 森村 勇太(3) 今井小     11.37 (-0.1)   2   7
  48 吉澤 虎伯(2) 菅野小     11.40 (+1.2)   7   5
  48 芦部 孝太朗(2) 松本本郷小     11.40 (-0.5)   1   8
  50 小林 海斗(3) 筑摩小     11.43 (-0.1)   8   4
  51 内田 隼人(1) 安曇小     11.50 (+0.2)   9   6
  52 竹村 柾人(2) 旭町小     11.72 (+1.2)   7   6
  53 松場 颯生(3) 大野川小     11.81 (+0.4)   6   4
  54 吉岡 優隼(1) 田川小     11.83 (+0.8)   3   6
  55 伊吹 琉空(2) 並柳小     11.85 (-0.1)   2   8
  56 森岡 我玖(3) 安曇小     11.93 (+0.4)   6   5
  57 永井 つかさ(1) 田川小     12.05 (-0.1)   8   5
  58 小松 海斗(1) 開智小     12.28 (+0.8)   3   7
  59 新谷 秋登(3) 二子小     12.42 (-0.1)   5   8
  60 鶴見 冬馬(1) 安曇小     12.49 (-0.1)   8   6
  61 百瀬 文翔(1) 島立小     12.82 (+0.2)   9   7
  62 下原 斗輝(1) 今井小     12.87 (+0.2)   4   7
  63 小澤 周平(2) 大野川小     13.17 (+0.8)   3   8
  64 八懸 一星(1) 大野川小     14.49 (-0.1)   8   7
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予選 10月6日  9:30
決勝 10月6日 12:35

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -0.7

 1 高松 紀昌(5)     15.20  1 黒田 大夢(5)     15.29 
ﾀｶﾏﾂ ﾉﾘｱｷ 並柳小 ｸﾛﾀﾞ  ﾋﾛﾑ 芝沢小

 2 大野 貴佳(5)     15.56  2 村山 大起(6)     15.41 
ｵｵﾉ ﾀｶﾖｼ 芝沢小 ﾑﾗﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 島立小

 3 野村 陸太(6)     15.63  3 清水 汰揮(5)     15.49 
ﾉﾑﾗ ﾘｸﾀ 鎌田小 ｼﾐｽﾞ  ﾀｷ 今井小

 4 田中 瞭太郎(5)     15.82  4 下沢 圭亮(5)     15.64 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾀﾛｳ 松本本郷小 ｼﾓｻﾞﾜ ｹｲｽｹ ｺﾒｯﾄ波田

 5 城山 達也(6)     16.19  5 曽根原 圭太(4)     15.84 
ｼﾛﾔﾏ ﾀﾂﾔ ｺﾒｯﾄ波田 ｿﾈﾊﾗ ｹｲﾀ 菅野小

 6 高野 拓也(4)     16.77  6 竹内 貴史(5)     15.85 
ﾀｶﾉ ﾀｸﾔ 芳川小 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 松本本郷小

 7 森村 佑紀(4)     17.11  7 加藤 晃太(5)     16.42 
ﾓﾘﾑﾗ ﾕｳｷ 今井小 ｶﾄｳ ｺｳﾀ 寿小

 8 海野 友也(4)     17.45  8 高附 佑輔(6)     17.29 
ｳﾝﾉ ﾄﾓﾔ 島立小 ﾀｶﾂｷ ﾕｳｽｹ 梓川小

[ 3組] 風速 -0.5 [ 4組] 風速 -0.9

 1 花村 珠潤(6)     14.43 q  1 今井 侑志(6)     14.74 q
ﾊﾅﾑﾗ ｼｭｳﾙ 芝沢小 ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ ｺﾒｯﾄ波田

 2 牧野 友紀(5)     15.18 q  2 古厩 海聖(5)     15.00 q
ﾏｷﾉ ﾄﾓｷ 鎌田小 ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 松本本郷小

 3 宮嶋 海斗(6)     15.35  3 嘉藤 佑太朗(6)     15.71 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｶｲﾄ 芳川小 ｶﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ 芝沢小

 4 吉田 譲(4)     16.44  4 篠原 洸樹(5)     15.74 
ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｮｳ 今井小 ｼﾉﾊﾗ  ｺｳｷ 寿小

 5 宮﨑 冬弥(4)     16.71  5 小口 晴矢(4)     15.87 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ 田川小 ｵｸﾞﾁ ﾊﾙﾔ 鎌田小

 6 石澤 巧望(5)     16.83  6 吉山 響(5)     15.99 
ｲｼｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 島立小 ﾖｼﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 田川小

 7 澁谷 岳(4)     16.84  7 櫻井 紘都(5)     16.98 
ｼﾌﾞﾔ ｶﾞｸ 二子小 ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾄ 今井小

 8 齋藤 玲(4)     17.31  8 山中 悠也(5)     18.48 
ｻｲﾄｳ ﾚｲ 梓川小 ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾔ 岡田小

[ 5組] 風速 -0.8 [ 6組] 風速 -0.5

 1 藤澤 武(6)     13.58 q  1 黒田 拓巳(6)     14.40 q
ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｹﾙ 菅野小 ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾐ 芳川小

 2 石曽根 歩(6)     14.27 q  2 丸山 光(5)     14.86 q
ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ 島内小 ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 鎌田小

 3 加藤 慶(5)     15.55  3 下条 倫太郞(6)     15.33 
ｶﾄｳ ｹｲ 寿小 ｼﾓｼﾞｮｳ ﾘﾝﾀﾛｳ 旭町小

 4 山中 雅也(6)     15.59  4 堺澤 力斗(6)     15.60 
ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾔ 岡田小 ｻｶｲｻﾞﾜ ﾘｷﾄ 筑摩小

 5 野本 駿介(4)     15.62  5 木船 峻健(5)     16.04 
ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 田川小 ｷﾌﾞﾈ ｼｭﾝﾀ 松本本郷小

 6 横山 星琉(4)     16.72  6 渡辺 丈晴(4)     16.15 
ﾖｺﾔﾏ ｾｼﾙ 筑摩小 ﾜﾀﾅﾍ  ﾞﾀｹﾊﾙ 寿小

 7 小栗 駿一(5)     16.78 
ｵｸﾞﾘ ｼｭﾝｲﾁ 中山小

風速 +3.0

 1 藤澤 武(6)     13.04 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾀｹﾙ 菅野小

 2 黒田 拓巳(6)     13.74 
ｸﾛﾀﾞ ﾀｸﾐ 芳川小

 3 花村 珠潤(6)     14.03 
ﾊﾅﾑﾗ ｼｭｳﾙ 芝沢小

 4 今井 侑志(6)     14.28 
ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ ｺﾒｯﾄ波田

 5 丸山 光(5)     14.30 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ 鎌田小

 6 古厩 海聖(5)     14.63 
ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 松本本郷小

 7 牧野 友紀(5)     14.83 
ﾏｷﾉ ﾄﾓｷ 鎌田小
石曽根 歩(6)
ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ 島内小

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学4-6年男子
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予選 10月6日 13:05
決勝 10月6日 15:45

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.1

 1 米倉 敬宏(2)     12.02 q  1 木下 祐太郎(2)     12.25 q
ﾖﾈｸﾗ ﾀｶﾋﾛ 附属松本中 ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 松島中

 2 斉藤 巧(2)     12.35 q  2 佐藤 高史(2)     12.76 
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 波田中 ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 鎌田中

 3 上原 晟弘(1)     13.44  3 百瀬 正広(2)     13.19 
ｳｴﾊﾗ ｱｷﾋﾛ 高綱中 ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ 波田中

 4 平林 航(1)     13.50  4 林 裕貴(1)     14.02 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 菅野中 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾀｶ 筑摩野中

 5 澤井 瞭(2)     13.52  5 宮坂 智哉(2)     14.22 
ｻﾜｲ ﾘｮｳ 山辺中 ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾔ 山辺中

 6 前澤 圭人(1)     13.87 
ﾏｴｻﾞﾜ ｹｲﾄ 菅野中

 7 寺沢 拓真(1)     16.33 
ﾃﾗｻﾜ ﾀｸﾏ 女鳥羽中

[ 3組] 風速 +0.1 [ 4組] 風速 +0.1

 1 赤堀 拓夢(2)     12.17 q  1 中村 奈央(2)     12.34 q
ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ 附属松本中 ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ 波田中

 2 福田 亮生(2)     12.54 q  2 井口 将理(2)     12.36 q
ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳｷ 松本秀峰中 ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ 清水中

 3 佐原 尚人     13.23  3 田中 翔吾(2)     13.07 
ｻﾊﾗ ﾅｵﾄ 梓川中 ﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ 筑摩野中

 4 吉田 郁也(2)     13.61  4 伊藤 礼也(2)     13.53 
ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐﾔ 開成中 ｲﾄｳ ﾚｲﾔ 鎌田中

 5 渡邊 昭洋(1)     13.88  5 柳澤 友也(1)     14.94 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ 附属松本中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄﾓﾔ 女鳥羽中

 6 倉科 佳典(1)     13.91  6 横内 飛哉(1)     16.26 
ｸﾗｼﾅ ﾖｼﾉﾘ 菅野中 ﾖｺｳﾁ ﾀｶﾔ 山辺中

 7 渡邉 鈴(1)     15.21  7 田邊 奨(1)     16.58 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲ 高綱中 ﾀﾅﾍﾞ  ｼｮｳ 丸ﾉ内中

 8 小出 樹(1)     15.48 
ｺｲﾃﾞ ｲﾂｷ 女鳥羽中

[ 5組] 風速 -1.4 [ 6組] 風速 -1.7

 1 宮田 拓実(3)     12.60  1 木村 幸太(2)     12.06 q
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 鉢盛中 ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 鉢盛中

 2 山口 直也(2)     12.66  2 佐山 悠河(2)     12.91 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 筑摩野中 ｻﾔﾏ ﾕｳｶﾞ 筑摩野中

 3 中島 嘉活(2)     12.89  3 寺田 凌(1)     13.09 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｶﾂ 松島中 ﾃﾗﾀﾞ ﾘｮｳ 鎌田中

 4 中村 友一(2)     13.44  4 谷口 由和(2)     13.62 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｲﾁ 才教学園中 ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ 開成中

 5 山下 公大(2)     14.19  5 山田 航大(1)     13.69 
ﾔﾏｼﾀ ｷﾐﾋﾛ 信明中 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 女鳥羽中

 6 松永 蓮汰(1)     14.78  6 伊藤 孔希(2)     14.30 
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚﾝﾀ 鉢盛中 ｲﾄｳ ｺｳｷ 清水中

 7 古幡 佑都(1)     14.85  7 渡邉 知希(2)     14.35 
ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳﾄ 波田中 ﾜﾅﾅﾍﾞ ﾄﾓｷ 松島中

 8 渡辺 将吾(1)     15.34 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ 梓川中

風速 +0.4

 1 木村 幸太(2)     11.89 
ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 鉢盛中

 2 米倉 敬宏(2)     12.09 
ﾖﾈｸﾗ ﾀｶﾋﾛ 附属松本中

 3 赤堀 拓夢(2)     12.26 
ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ 附属松本中

 4 木下 祐太郎(2)     12.37 
ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾀﾛｳ 松島中

 5 井口 将理(2)     12.43 
ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ 清水中

 6 中村 奈央(2)     12.45 
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ 波田中

 7 斉藤 巧(2)     12.50 
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 波田中

 8 福田 亮生(2)     12.52 
ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳｷ 松本秀峰中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学男子

100m

予選 通過基準  6組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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予選 10月6日 12:40
決勝 10月6日 15:55

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +0.4

 1 富田 勇大(1)     11.59 q  1 太田 朗(4)     11.11 q
ﾄﾐﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 信大 ｵｵﾀ ｱｷﾗ 松本大

 2 中村 康平(1)     11.71 q  2 永友 良謙(1)     11.39 q
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ 田川高 ﾅｶﾞﾄﾓ ﾘｮｳｹﾝ 信大

 3 杉原 樹(1)     11.83  3 若林 颯(2)     11.54 q
ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾂｷ 松本蟻ヶ崎高 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志高

 4 関塚 賢悟(1)     11.87  4 小栁 堅一(2)     11.72 q
ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ 松本県ヶ丘高 ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 松本県ヶ丘高

 5 東山 壱成(1)     12.14  5 岡本 真平     11.75 
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ 松本美須々ヶ丘高 ｵｶﾓﾄ ｼﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 6 小原 典之(2)     12.58  6 内田 宗一郎(5)     12.07 
ｵﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ 松本工業高 ｳﾁﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 信大医学部

 7 高木 秀昭     12.36 
ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 松本市陸協

 8 小澤 匠(2)     12.55 
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 松本美須々ヶ丘高

[ 3組] 風速 +0.7

 1 松沢 恵佑(4)     11.15 q
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 松本大

 2 清水 勇人(2)     11.49 q
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 松本深志高

 3 川西 翔太(1)     11.73 
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ 松本大

 4 松村 富穂     11.76 
ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾐｵ 信大

 5 小川 翔平(2)     11.81 
ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 松本県ヶ丘高

 6 降籏 敬(1)     12.19 
ﾌﾘﾊﾀ ｹｲ 松本蟻ヶ崎高

 7 青島 圭佑(1)     12.35 
ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ 松本美須々ヶ丘高

 8 中嶋 友也     12.38 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

風速 +0.3

 1 松沢 恵佑(4)     11.18 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 松本大

 2 永友 良謙(1)     11.40 
ﾅｶﾞﾄﾓ ﾘｮｳｹﾝ 信大

 3 清水 勇人(2)     11.58 
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ 松本深志高

 4 若林 颯(2)     11.69 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志高

 5 小栁 堅一(2)     11.71 
ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 松本県ヶ丘高

 6 富田 勇大(1)     11.76 
ﾄﾐﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 信大

 7 中村 康平(1)     12.00 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ 田川高
太田 朗(4)
ｵｵﾀ ｱｷﾗ 松本大 棄権
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記録／備考
5  1286

6  1280
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 記録／備考



予選 10月6日  9:50
決勝 10月6日 15:30

[ 1組] [ 2組]

 1 輪湖 勇哉(2)     55.85 q  1 樋口 一馬(2)     58.90 q
ﾜｺ ﾕｳﾔ 附属松本中 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 波田中

 2 武居 博貴(2)     58.61 q  2 荒田 智也(2)     59.39 q
ﾀｹｲ ﾋﾛｷ 開成中 ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ 筑摩野中

 3 小田 龍貴(2)   1:03.37  3 小池 寿輝(1)     59.66 q
ｵﾀﾞ ﾘｭｳｷ 開成中 ｺｲｹ  ﾏｻｷ 丸ﾉ内中

 4 一之瀬 向稀(2)   1:03.39  4 小松 寛武(1)   1:08.55 
ｲﾁﾉｾ ｺｳｷ 松島中 ｺﾏﾂ ﾋﾛﾀｹ 女鳥羽中

 5 富山 剛(1)   1:10.75  5 市毛 寛人(1)   1:10.15 
ﾄﾐﾔﾏ ﾂﾖｼ 松島中 ｲﾁｹﾞ ﾋﾛﾄ 松島中

 6 知念 京介(1)   1:12.72 丸山 真昂(2)
ﾁﾈﾝ ｷｮｳｽｹ 高綱中 ﾏﾙﾔﾏ ﾏｻﾀｶ 清水中
池上 一希(2)
ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ 清水中

[ 3組]

 1 手塚 大喜(2)     56.21 q
ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 信明中

 2 岡田 大志(2)     56.99 q
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ 清水中

 3 犬飼 基統(2)     59.53 q
ｲﾇｶｲ ﾓﾄ 高綱中

 4 千村 剛芳(2)   1:06.08 
ﾁﾑﾗ ﾀｹﾖｼ 附属松本中

 5 鰐川 采斗(1)   1:08.46 
ﾜﾆｶﾜ ｱﾔﾄ 松島中

 6 鹿田 透生(2)   1:13.02 
ｼｶﾀﾞ ﾄｳｲ 開成中

 1 輪湖 勇哉(2)     55.73 
ﾜｺ ﾕｳﾔ 附属松本中

 2 手塚 大喜(2)     56.40 
ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 信明中

 3 岡田 大志(2)     57.95 
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ 清水中

 4 樋口 一馬(2)     58.24 
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 波田中

 5 武居 博貴(2)     58.25 
ﾀｹｲ ﾋﾛｷ 開成中

 6 荒田 智也(2)     58.78 
ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ 筑摩野中

 7 犬飼 基統(2)   1:00.43 
ｲﾇｶｲ ﾓﾄ 高綱中

 8 小池 寿輝(1)   1:00.72 
ｺｲｹ  ﾏｻｷ 丸ﾉ内中
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 順



予選 10月6日 10:05
決勝 10月6日 15:35

[ 1組] [ 2組]

 1 伊藤 良多(4)     52.61 q  1 塚田 拓巳(2)     52.52 q
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 信大医学部 ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園高

 2 永友 良謙(1)     53.37 q  2 徳武 大起(3)     52.91 q
ﾅｶﾞﾄﾓ ﾘｮｳｹﾝ 信大 ﾄｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ 松本大

 3 小林 航(1)     53.98 q  3 富田 勇大(1)     54.99 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎高 ﾄﾐﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 信大

 4 橋詰 智也(1)     56.86  4 百瀬 弦(1)     55.21 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾄﾓﾔ 松本大 ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ 松本県ヶ丘高

 5 小澤 和彦(2)     56.91  5 内田 宗一郎(5)     56.84 
ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ 田川高 ｳﾁﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 信大医学部

 6 東山 壱成(1)     57.26  6 塩野入 信栄(1)     58.91 
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ 松本美須々ヶ丘高 ｼｵﾉｲﾘ ｼﾝｴｲ 松本大

 7 牛山 颯太(1)     57.99  7 三沢  遼(1)     59.02 
ｳｼﾔﾏ ｿｳﾀ 松本県ヶ丘高 ﾐｻﾜ ﾘｮｳ 松本工業高

 8 小林 匠己(1)     58.50 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 南安曇農業高

[ 3組]

 1 若林 颯(2)     50.49 q
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志高

 2 梅崎 純平(1)     53.40 q
ｳﾒｻﾞｷｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 松本大

 3 渡島 寛己(2)     53.40 q
ﾜﾀｼﾏ ﾋﾛｷ 松本県ヶ丘高

 4 竹田 裕(5)     54.10 
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳ 信大医学部

 5 竹内 優斗(2)     54.62 
ﾀｹｳﾁ ﾂｳﾄ 松本蟻ヶ崎高

 6 齋藤 武蔵(3)     57.67 
ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ 松本工業高

 7 畑田 雅道(3)     58.53 
ﾊﾀﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 創造学園高

 1 若林 颯(2)     50.39 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志高

 2 伊藤 良多(4)     51.02 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 信大医学部

 3 塚田 拓巳(2)     51.20 
ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園高

 4 徳武 大起(3)     53.29 
ﾄｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ 松本大

 5 小林 航(1)     53.76 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎高

 6 渡島 寛己(2)     53.93 
ﾜﾀｼﾏ ﾋﾛｷ 松本県ヶ丘高
梅崎 純平(1)
ｳﾒｻﾞｷｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 松本大
永友 良謙(1)
ﾅｶﾞﾄﾓ ﾘｮｳｹﾝ 信大 棄権
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決勝 10月6日 13:50

[ 1組] [ 2組]

 1 徳武 大起(3)   1:59.63  1 逢澤 智広   2:05.98 
ﾄｸﾀｹ ﾀﾞｲｷ 松本大 ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協

 2 山本 昌希   2:06.22  2 村瀬 崚(1)   2:07.52 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本市陸協 ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 松本県ヶ丘高

 3 中西 涼(3)   2:07.47  3 小林 功洋(1)   2:07.60 
ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳ 信大 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾖｳ 松本大

 4 上條 広裕希(2)   2:12.75  4 尼崎 寛敏(2)   2:10.86 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾛﾕｷ 松本県ヶ丘高 ｱﾏｻｷ ﾋﾛﾄｼ 松本蟻ヶ崎高

 5 折井 昌弘   2:14.13  5 辻野 智樹(1)   2:21.64 
ｵﾘｲ ﾏｻﾋﾛ 梓川高 ﾂｼﾞﾉ ﾄﾓｷ 松本県ヶ丘高

 6 千國 剛史(1)   2:17.37 
ﾁｸﾆ ﾂﾖｼ 松本蟻ヶ崎高

 7 北原 泰地(1)   2:26.99 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｲﾁ 松本工業高

   1 徳武 大起(3) 松本大     1:59.63   1   1
   2 逢澤 智広 松本市陸協     2:05.98   2   1
   3 山本 昌希 松本市陸協     2:06.22   1   2
   4 中西 涼(3) 信大     2:07.47   1   3
   5 村瀬 崚(1) 松本県ヶ丘高     2:07.52   2   2
   6 小林 功洋(1) 松本大     2:07.60   2   3
   7 尼崎 寛敏(2) 松本蟻ヶ崎高     2:10.86   2   4
   8 上條 広裕希(2) 松本県ヶ丘高     2:12.75   1   4
   9 折井 昌弘 梓川高     2:14.13   1   5
  10 千國 剛史(1) 松本蟻ヶ崎高     2:17.37   1   6
  11 辻野 智樹(1) 松本県ヶ丘高     2:21.64   2   5
  12 北原 泰地(1) 松本工業高     2:26.99   1   7
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決勝
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決勝 10月6日 11:25

[ 1組] [ 2組]

 1 伊藤 悠悟(5)   3:29.53  1 小松 真生(5)   3:36.01 
ｲﾄｳ ﾕｳｺﾞ 二子小 ｺﾏﾂ ｼﾝｷ 鎌田小

 2 小林 史弥(4)   3:35.05  2 安藤 優一(6)   3:40.56 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 菅野小 ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｲﾁ 中山小

 3 根津 藤次郎(5)   3:38.38  3 岩原 信之(6)   3:42.14 
ﾈﾂ ﾄｳｼﾞﾛｳ 松本本郷小 ｲﾜﾊﾗ ﾉﾌﾞﾕｷ 筑摩小

 4 上條 竜誠(5)   3:38.57  4 贄田 航大(5)   3:42.73 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｭｳｾｲ 中山小 ﾆｴﾀ ｺｳﾀﾞｲ 二子小

 5 村岡 拓海(5)   3:38.76  5 小島 海人(5)   3:46.95 
ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾐ ｺﾒｯﾄ波田 ｺｼﾞﾏ ｶｲﾄ 岡田小

 6 太田 温土(6)   3:40.11  6 高木 颯吾(4)   3:51.15 
ｵｵﾀ ﾊﾙﾄ ｺﾒｯﾄ波田 ﾀｶｷﾞ ｿｳｺﾞ ｺﾒｯﾄ波田

 7 三澤 宥甫(4)   3:41.26  7 横山幸次郎(5)   3:51.75 
ﾐｻﾜ ﾕｳﾎ 旭町小 ﾖｺﾔﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ 鎌田小

 8 北湯口 拓馬(4)   3:52.52  8 齋藤 海斗(5)   3:53.02 
ｷﾀﾕｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 岡田小 ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ 田川小

 9 岩原 壮史(4)   3:54.97  9 手塚 準也(4)   3:54.51 
ｲﾜﾊﾗ ｿｳｼ 芳川小 ﾃﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝﾔ ｺﾒｯﾄ波田

10 水上 和哉(4)   3:56.85 10 斉藤 洸大(5)   3:56.79 
ﾐｽﾞｶﾐ ｶｽﾞﾔ 二子小 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 大野川小

11 小林 陸斗(4)   3:59.80 11 白井 唯斗(4)   3:59.54 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸﾄ 筑摩小 ｼﾗｲ  ﾕｲﾄ 梓川小

12 大脇 涼平(4)   4:11.60 12 矢口 由明(6)   4:02.22 
ｵｵﾜｷ ﾘｮｳﾍｲ 梓川小 ﾔｸﾞﾁ ﾖｼｱｷ 中山小

13 山浦 秀明(5)   4:12.32 13 小山 竜央(4)   4:05.90 
ﾔﾏｳﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 田川小 ｺﾔﾏﾀﾂﾋﾛ 芝沢小

14 ﾌﾞﾗｲｱﾘｰ丈(4)   4:23.28 14 下野 捺貴(5)   4:16.57 
ﾌﾞﾗｲｱﾘｰｼﾞｮｳ 田川小 ｼﾓﾉ ﾅﾂｷ 松本本郷小

15 平野 紫音(6)   4:25.40 15 山下 林太郎(4)   4:20.63 
ﾋﾗﾉ ｼｵﾝ 中山小 ﾔﾏｼﾀ ﾘﾝﾀﾛｳ 梓川小

   1 伊藤 悠悟(5) 二子小     3:29.53   1   1
   2 小林 史弥(4) 菅野小     3:35.05   1   2
   3 小松 真生(5) 鎌田小     3:36.01   2   1
   4 根津 藤次郎(5) 松本本郷小     3:38.38   1   3
   5 上條 竜誠(5) 中山小     3:38.57   1   4
   6 村岡 拓海(5) ｺﾒｯﾄ波田     3:38.76   1   5
   7 太田 温土(6) ｺﾒｯﾄ波田     3:40.11   1   6
   8 安藤 優一(6) 中山小     3:40.56   2   2
   9 三澤 宥甫(4) 旭町小     3:41.26   1   7
  10 岩原 信之(6) 筑摩小     3:42.14   2   3
  11 贄田 航大(5) 二子小     3:42.73   2   4
  12 小島 海人(5) 岡田小     3:46.95   2   5
  13 高木 颯吾(4) ｺﾒｯﾄ波田     3:51.15   2   6
  14 横山幸次郎(5) 鎌田小     3:51.75   2   7
  15 北湯口 拓馬(4) 岡田小     3:52.52   1   8
  16 齋藤 海斗(5) 田川小     3:53.02   2   8
  17 手塚 準也(4) ｺﾒｯﾄ波田     3:54.51   2   9
  18 岩原 壮史(4) 芳川小     3:54.97   1   9
  19 斉藤 洸大(5) 大野川小     3:56.79   2  10
  20 水上 和哉(4) 二子小     3:56.85   1  10
  21 白井 唯斗(4) 梓川小     3:59.54   2  11
  22 小林 陸斗(4) 筑摩小     3:59.80   1  11
  23 矢口 由明(6) 中山小     4:02.22   2  12
  24 小山 竜央(4) 芝沢小     4:05.90   2  13
  25 大脇 涼平(4) 梓川小     4:11.60   1  12
  26 山浦 秀明(5) 田川小     4:12.32   1  13
  27 下野 捺貴(5) 松本本郷小     4:16.57   2  14
  28 山下 林太郎(4) 梓川小     4:20.63   2  15
  29 ﾌﾞﾗｲｱﾘｰ丈(4) 田川小     4:23.28   1  14
  30 平野 紫音(6) 中山小     4:25.40   1  15

小学4-6年男子
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決勝 10月6日 15:00

[ 1組] [ 2組]

 1 久保田 正吾(3)   4:44.73  1 三島 太成(3)   4:36.90 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 鉢盛中 ﾐｼﾏ ﾀｲｾｲ 鉢盛中

 2 菅 真志(2)   4:47.83  2 下條 源太郎(1)   4:43.00 
ｽｶﾞ ﾏｻｼ 附属松本中 ｼﾓｼﾞｮｳｹﾞﾝﾀﾛｳ 附属松本中

 3 中田 大貴(3)   4:50.62  3 加藤 匠(2)   4:47.65 
ﾅｶﾀ ﾋﾛﾀｶ 清水中 ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 女鳥羽中

 4 中澤 稜也(2)   4:50.79  4 窪田 悠人(2)   4:47.90 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 大野川中 ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 清水中

 5 井嶋 亮太(2)   4:51.08  5 藤澤 翼(2)   5:01.27 
ｲｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 波田中 ﾌｼﾞｻﾜ ﾂﾊﾞｻ 附属松本中

 6 小松 和弥(2)   5:03.69  6 小林 周平(1)   5:01.46 
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾔ 信明中 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 女鳥羽中

 7 本間 義毅(2)   5:04.11  7 海川 和哉(2)   5:05.97 
ﾎﾝﾏ ﾖｼｷ 女鳥羽中 ｳﾐｶﾜ ｶｽﾞﾔ 鉢盛中

 8 丸山 浩成(2)   5:07.17  8 太田 隼弥(1)   5:07.05 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾅﾘ 鎌田中 ｵｵﾀ ｼｭﾝﾔ 信明中

 9 折井 秀太朗(1)   5:10.16  9 宮本 侃汰(2)   5:07.42 
ｵﾘｲ ｼｭｳﾀﾛｳ 附属松本中 ﾐﾔﾓﾄ ｶﾝﾀ 開成中

10 上條 俊文(1)   5:10.27 10 中田 智貴(1)   5:12.86 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｼﾌﾐ 鉢盛中 ﾅｶﾀ  ﾄﾓﾀｶ 清水中

11 仙庭 孝祐(2)   5:11.29 11 徳原 冬威(1)   5:19.40 
ｾﾝﾊﾞ ｺｳｽｹ 開成中 ﾄｸﾊﾗ ﾄｳｲ 高綱中

12 伊藤 周也(1)   5:14.48 12 丸山 優太(2)   5:19.50 
ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 菅野中 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 菅野中

13 百瀬 真悟(1)   5:14.63 13 村上 拓海   5:25.55 
ﾓﾓｾ ｼﾝｺﾞ 菅野中 ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾐ 梓川中

14 逸見 和弥(2)   5:15.43 14 伊藤 留希亜(1)   5:26.85 
ﾍﾝﾐ ｶｽﾞﾔ 梓川中 ｲﾄｳ ﾙｷｱ 菅野中

15 山﨑 翔馬(1)   5:19.06 15 山田 雄太(1)   5:27.27 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾏ 梓川中 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾀ 旭町中

16 藤澤 光(1)   5:20.54 16 成田 元俊(2)   5:29.78 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 高綱中 ﾅﾘﾀ ｹﾞﾝｼｭﾝ 才教学園中

17 青沼 潮(1)   5:21.06 17 今井 知樹(2)   5:29.95 
ｱｵﾇﾏ ｳｼｵ 信明中 ｲﾏｲ ﾄﾓｷ 波田中

18 中田 智之(1)   5:32.35 18 堀口 旺伽(1)   5:37.82 
ﾅｶﾀ ﾄﾓﾕｷ 旭町中 ﾎﾘｸﾞﾁ  ｵｳｶ 丸ﾉ内中

19 鴫原 健翔(2)   5:32.84 19 大和 翔太郎(1)   5:42.73 
ｼｷﾞﾊﾗ ｹﾝｿﾞｳ 才教学園中 ｵｵﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 筑摩野中

20 田中 一輝(1)   5:34.66 20 惣洞 侑大(2)   6:11.39 
ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 女鳥羽中 ｿｳﾎﾞﾗ ﾕｳﾀ 波田中

21 加藤 優弥(2)   5:36.18 
ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 波田中

   1 三島 太成(3) 鉢盛中     4:36.90   2   1
   2 下條 源太郎(1) 附属松本中     4:43.00   2   2
   3 久保田 正吾(3) 鉢盛中     4:44.73   1   1
   4 加藤 匠(2) 女鳥羽中     4:47.65   2   3
   5 菅 真志(2) 附属松本中     4:47.83   1   2
   6 窪田 悠人(2) 清水中     4:47.90   2   4
   7 中田 大貴(3) 清水中     4:50.62   1   3
   8 中澤 稜也(2) 大野川中     4:50.79   1   4
   9 井嶋 亮太(2) 波田中     4:51.08   1   5
  10 藤澤 翼(2) 附属松本中     5:01.27   2   5
  11 小林 周平(1) 女鳥羽中     5:01.46   2   6
  12 小松 和弥(2) 信明中     5:03.69   1   6
  13 本間 義毅(2) 女鳥羽中     5:04.11   1   7
  14 海川 和哉(2) 鉢盛中     5:05.97   2   7
  15 太田 隼弥(1) 信明中     5:07.05   2   8
  16 丸山 浩成(2) 鎌田中     5:07.17   1   8
  17 宮本 侃汰(2) 開成中     5:07.42   2   9
  18 折井 秀太朗(1) 附属松本中     5:10.16   1   9
  19 上條 俊文(1) 鉢盛中     5:10.27   1  10
  20 仙庭 孝祐(2) 開成中     5:11.29   1  11
  21 中田 智貴(1) 清水中     5:12.86   2  10
  22 伊藤 周也(1) 菅野中     5:14.48   1  12
  23 百瀬 真悟(1) 菅野中     5:14.63   1  13
  24 逸見 和弥(2) 梓川中     5:15.43   1  14
  25 山﨑 翔馬(1) 梓川中     5:19.06   1  15
  26 徳原 冬威(1) 高綱中     5:19.40   2  11
  27 丸山 優太(2) 菅野中     5:19.50   2  12
  28 藤澤 光(1) 高綱中     5:20.54   1  16
  29 青沼 潮(1) 信明中     5:21.06   1  17
  30 村上 拓海 梓川中     5:25.55   2  13
  31 伊藤 留希亜(1) 菅野中     5:26.85   2  14
  32 山田 雄太(1) 旭町中     5:27.27   2  15
  33 成田 元俊(2) 才教学園中     5:29.78   2  16
  34 今井 知樹(2) 波田中     5:29.95   2  17
  35 中田 智之(1) 旭町中     5:32.35   1  18
  36 鴫原 健翔(2) 才教学園中     5:32.84   1  19
  37 田中 一輝(1) 女鳥羽中     5:34.66   1  20
  38 加藤 優弥(2) 波田中     5:36.18   1  21
  39 堀口 旺伽(1) 丸ﾉ内中     5:37.82   2  18
  40 大和 翔太郎(1) 筑摩野中     5:42.73   2  19
  41 惣洞 侑大(2) 波田中     6:11.39   2  20
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決勝 10月6日 16:20

 1 相馬 崇史(2)   9:22.53 
ｿｳﾏ ﾀｶｼ 附属松本中

 2 塩原 潤(3)   9:28.06 
ｼｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 才教学園中

 3 伊藤 武玄(3)   9:31.52 
ｲﾄｳ ﾑｹﾞﾝ 菅野中

 4 清水 順太(3)   9:36.22 
ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 菅野中

 5 大川 柊弥(3)   9:36.45 
ｵｵｶﾜ ﾄｳﾔ 菅野中

 6 野瀬 雅史(3)   9:48.43 
ﾉｾ ﾏｻﾌﾐ 梓川中

 7 中田 侑希(2)  10:27.02 
ﾅｶﾀ ﾕｳｷ 旭町中

 8 土屋 勇太(1)  10:32.45 
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾀ 鉢盛中

 9 土橋 一範(2)  10:44.06 
ﾂﾁﾊｼ ｶｽﾞﾉﾘ 清水中

10 百瀬 賢一(2)  10:47.32 
ﾓﾓｾ ｹﾝｲﾁ 清水中

11 小林 勇輝(1)  10:50.63 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 菅野中

12 渋谷 涼太(2)  10:57.20 
ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾀ 鎌田中

13 池口 響(2)  10:57.60 
ｲｹｸﾞﾁ ﾋﾋﾞｷ 波田中

14 中塚 俊助(1)  11:00.83 
ﾅｶﾂｶ ｼｭﾝｽｹ 鉢盛中

15 村瀬 勇哉(1)  11:01.09 
ﾑﾗｾ ﾕｳﾔ 梓川中

16 横山 裕(1)  11:10.30 
ﾖｺﾔﾏ ﾕｳ 附属松本中

17 増澤 直彦(2)  11:34.64 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾅｵﾋｺ 才教学園中

18 兼子 峻(1)  11:39.66 
ｶﾈｺ ｼｭﾝ 附属松本中

19 久保 鷹貴(1)  11:45.48 
ｸﾎﾞ ﾀｶｷ 女鳥羽中

20 西澤 遼介(1)  11:45.57 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 鉢盛中

21 波多腰 貴雅(2)  11:46.09 
ﾊﾀｺｼ ﾀｶﾏｻ 波田中

22 柳沢 道徳(2)  11:52.00 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾁﾉﾘ 附属松本中

No. 氏  名 所属名 記録／備考
19  6114

4  6608

中学男子
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順
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決勝 10月6日 10:30

 1 塩原 大  15:12.37 
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲ 松本市陸協

 2 百瀬 永吉  15:46.84 
ﾓﾓｾ ﾅｶﾞﾖｼ 松本市陸協

 3 山本 昌希  15:46.85 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本市陸協

 4 羽川 英一  15:49.91 
ﾊｶﾞﾜ ｴｲｲﾁ 松本市陸協

 5 矢嶋 信  15:52.81 
ﾔｼﾞﾏ ﾏｺﾄ 松本市陸協

 6 逢澤 智広  15:58.56 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協

 7 藤澤 知之(2)  16:07.49 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾄﾓﾕｷ 松本大

 8 小口 智大(1)  16:11.95 
ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 松本深志高

 9 関  喜明  16:17.89 
ｾｷ ﾖｼｱｷ 松本自衛隊

10 近藤 晃永  16:23.30 
ｺﾝﾄﾞｳ ｱｷﾋｻ 松本市陸協

11 丸山 誠也  16:25.43 
ﾏﾙﾔﾏ ｾｲﾔ 松本自衛隊

12 中西 涼(3)  16:33.20 
ﾅｶﾆｼ ﾘｮｳ 信大

13 川口 千尋  16:36.52 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾁﾋﾛ 松本自衛隊

14 小倉 拓未  16:46.30 
ｵｸﾞﾗ ﾀｸﾐ 松本自衛隊

15 村澤 大輔  16:48.31 
ﾑﾗｻﾜ ﾀﾞｲｽｹ 松本市陸協

16 後藤 隼人(3)  17:15.00 
ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 創造学園高

17 澤田 真也  17:18.15 
ｻﾜﾀﾞ ｼﾝﾔ 松本市陸協

18 吉本 純歩(2)  17:27.09 
ﾖｼﾓﾄ ｽﾐﾎ 松本県ヶ丘高

19 斉藤 拓弥  17:40.72 
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾔ 松本自衛隊

20 浅村 祐貴(1)  17:57.72 
ｱｻﾑﾗ ﾕｳｷ 松本美須々ヶ丘高

21 太田 英暁(1)  17:58.05 
ｵｵﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 松本深志高

22 宮本 泰典(2)  18:10.37 
ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 松本深志高

23 市川 亮(2)  18:26.74 
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 創造学園高

24 藤澤 亮(3)  18:29.34 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳ 創造学園高
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21  2242
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16   609
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17     5

13     2

27     3

15  1276

7     1

6   606

29  1291

25  2246
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18   604

28   605

26   601

12   607

2   603

一般高校男子

5000m
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 10月6日  8:55
決勝 10月6日 11:05

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 +0.4

 1 小松 亮介(2)     16.85 q  1 小松 太一(2)     16.96 q
ｺﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 旭町中 ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 信明中

 2 熊谷 拓真(2)     18.67 q  2 奥原 大輝(2)     17.70 q
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ 松島中 ｵｸﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 大野川中

 3 原田 慶太(2)     18.78 q  3 小澤 玲央(2)     18.25 q
ﾊﾗﾀﾞ ｹｲﾀ 高綱中 ｵｻﾞﾜ ﾚｵ 波田中

 4 桃井廣太郎(2)     19.42 q  4 北原 樹(2)     19.91 q
ﾓﾓｲ ｺｳﾀﾛｳ 筑摩野中 ｷﾀﾊﾗ ｲﾂｷ 附属松本中

 5 増本 泰河(2)     20.05  5 太田 耕司(1)     20.82 
ﾏｽﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 附属松本中 ｵｵﾀ ｺｳｼﾞ 旭町中

 6 飯吉 杏純(1)     20.87  6 小松 勇人(1)     22.21 
ｲｲﾖｼ  ｱｽﾞﾐ 丸ﾉ内中 ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ 筑摩野中

 7 村田 淳(2)     20.91  7 上水 大知(2)     22.58 
ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝ 附属松本中 ｶﾐﾐｽﾞ ﾀﾞｲﾁ 開成中

 8 奥原 洸亘(2)     23.51  8 小林 雅人(1)     23.56 
ｵｸﾊﾗ ﾋﾛﾉﾌﾞ 開成中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 高綱中
藤村 良汰(1)  9 和田 智哉(1)     25.67 
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 旭町中 ﾜﾀﾞ ﾄﾓﾔ 附属松本中

風速 -0.9

 1 小松 亮介(2)     16.41 
ｺﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 旭町中

 2 小松 太一(2)     16.73 
ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 信明中

 3 奥原 大輝(2)     17.62 
ｵｸﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 大野川中

 4 原田 慶太(2)     17.83 
ﾊﾗﾀﾞ ｹｲﾀ 高綱中

 5 小澤 玲央(2)     18.43 
ｵｻﾞﾜ ﾚｵ 波田中

 6 熊谷 拓真(2)     18.75 
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ 松島中

 7 桃井廣太郎(2)     19.06 
ﾓﾓｲ ｺｳﾀﾛｳ 筑摩野中

 8 北原 樹(2)     19.75 
ｷﾀﾊﾗ ｲﾂｷ 附属松本中

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学男子

110mH(0.914m)

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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決勝 10月6日 14:45

[ 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   3 梓川小(A)   171 中上 在(5)     58.44  1   4 筑摩小   357 堺澤 幹太(4)   1:00.46 

ﾅｶｶﾞﾐ ｱﾙ ｻｶｲｻﾞﾜ ｶﾝﾀ
  174 長嶺 直(6)   358 堺澤 力斗(6)

ﾅｶﾞﾐﾈ ﾅｵ ｻｶｲｻﾞﾜ ﾘｷﾄ
  181 齋藤 龍志(6)   372 和賀 慎太郎(6)

ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ ﾜｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ
  178 平林 映輝(6)   369 藤澤 玲王(6)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｴｲｷ ﾌｼﾞｻﾜ ﾚｵ
 2   2 芝沢小(A)   280 大野 貴佳(5)     58.85  2   5 梓川小(B)   167 赤羽 佑介(6)   1:00.58 

ｵｵﾉ ﾀｶﾖｼ ｱｶﾊﾈ ﾕｳｽｹ
  268 黒田 大夢(5)   166 石井 琢海(6)

ｸﾛﾀﾞ  ﾋﾛﾑ ｲｼｲ ﾀｸﾐ
  260 嘉藤 佑太朗(6)   180 榑沼 直希(4)

ｶﾄｳ ﾕｳﾀﾛｳ ｸﾚﾇﾏ ﾅｵｷ
  261 花村 珠潤(6)   164 水上 健吾(6)

ﾊﾅﾑﾗ ｼｭｳﾙ ﾐｽﾞｶﾐ ｹﾝｺﾞ
 3   7 ｺﾒｯﾄ波田   123 百瀬 涼真(4)   1:02.61  3   2 田川小(A)   381 伊東 雅恭(4)   1:01.58 

ﾓﾓｾ ﾘｮｳﾏ ｲﾄｳ ｶﾞｸ
  105 高木 颯吾(4)   406 野本 駿介(4)

ﾀｶｷﾞ ｿｳｺﾞ ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ
  110 小林 大輝(4)   408 齋藤 海斗(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ ｻｲﾄｳ ｶｲﾄ
  108 手塚 準也(4)   385 吉山 響(5)

ﾃﾂﾞｶ ｼﾞｭﾝﾔ ﾖｼﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ
 4   6 田川小(B)   404 平井 悠策(4)   1:05.10  4   6 鎌田小   217 梶田 匡希(4)   1:04.32 

ﾋﾗｲ ﾕｳｻｸ ｶｼﾞﾀ ﾏｻｷ
  386 宮﨑 冬弥(4)   216 横山幸次郎(5)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ ﾖｺﾔﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ
  395 清水 孝太郎(4)   241 牧野 友紀(5)

ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀﾛｳ ﾏｷﾉ ﾄﾓｷ
  391 勝山 翔太(5)   220 丸山 光(5)

ｶﾂﾔﾏ ｼｮｳﾀ ﾏﾙﾔﾏ ﾋｶﾙ
 5   5 今井小   246 吉田 譲(4)   1:06.63  5   8 岡田小   196 三浦 颯太(5)   1:06.36 

ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｮｳ ﾐｳﾗ ｿｳﾀ
  253 村上 樹(4)   203 小島 海人(5)

ﾑﾗｶﾐ ﾀﾂｷ ｺｼﾞﾏ ｶｲﾄ
  254 渡辺 大(4)   199 山中 悠也(5)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲ ﾔﾏﾅｶ ﾕｳﾔ
  249 森村 佑紀(4)   197 山中 雅也(6)

ﾓﾘﾑﾗ ﾕｳｷ ﾔﾏﾅｶ ﾏｻﾔ
 6   4 島立小   427 清水 岬(4)   1:07.66  6   3 芝沢小(B)   289 布施 遥人(4)   1:06.63 

ｼﾐｽﾞ ﾐｻｷ ﾌｾ ﾊﾙﾄ
  418 加藤 周平(4)   278 川久保 貫介(4)

ｶﾄｳ ｼｭｳﾍｲ ｶﾜｸﾎﾞｶﾝｽｹ
  420 海野 友也(4)   272 小山 竜央(4)

ｳﾝﾉ ﾄﾓﾔ ｺﾔﾏﾀﾂﾋﾛ
  419 花崎 英孝(4)   283 中村 恵輔(4)

ﾊﾅｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾀｶ ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ
 7   8 寿小(B)   307 青木 太陽(4)   1:07.67  7   7 寿小(A)   299 宮澤 英粋(5)   1:07.33 

ｱｵｷ  ﾀｲﾖｳ ﾐﾔｻﾞﾜ  ｴｲｽｲ
  298 丸山 陸(4)   318 百瀬 友翔(5)

ﾏﾙﾔﾏ  ﾘｸ ﾓﾓｾ ﾕｳｶﾞ
  317 渡辺 丈晴(4)   302 佐藤 海璃(5)

ﾜﾀﾅﾍ  ﾞﾀｹﾊﾙ ｻﾄｳ ｶｲﾘ
  305 織原 啓太郎(4)   297 加藤 晃太(5)

ｵﾘﾊﾗ  ｹｲﾀﾛｳ ｶﾄｳ ｺｳﾀ

   1 梓川小(A)     58.44 中上 在(5) 長嶺 直(6) 齋藤 龍志(6) 平林 映輝(6)   1   1
   2 芝沢小(A)     58.85 大野 貴佳(5) 黒田 大夢(5) 嘉藤 佑太朗(6) 花村 珠潤(6)   1   2
   3 筑摩小   1:00.46 堺澤 幹太(4) 堺澤 力斗(6) 和賀 慎太郎(6) 藤澤 玲王(6)   2   1
   4 梓川小(B)   1:00.58 赤羽 佑介(6) 石井 琢海(6) 榑沼 直希(4) 水上 健吾(6)   2   2
   5 田川小(A)   1:01.58 伊東 雅恭(4) 野本 駿介(4) 齋藤 海斗(5) 吉山 響(5)   2   3
   6 ｺﾒｯﾄ波田   1:02.61 百瀬 涼真(4) 高木 颯吾(4) 小林 大輝(4) 手塚 準也(4)   1   3
   7 鎌田小   1:04.32 梶田 匡希(4) 横山幸次郎(5) 牧野 友紀(5) 丸山 光(5)   2   4
   8 田川小(B)   1:05.10 平井 悠策(4) 宮﨑 冬弥(4) 清水 孝太郎(4) 勝山 翔太(5)   1   4
   9 岡田小   1:06.36 三浦 颯太(5) 小島 海人(5) 山中 悠也(5) 山中 雅也(6)   2   5
  10 今井小   1:06.63 吉田 譲(4) 村上 樹(4) 渡辺 大(4) 森村 佑紀(4)   1   5
  10 芝沢小(B)   1:06.63 布施 遥人(4) 川久保 貫介(4) 小山 竜央(4) 中村 恵輔(4)   2   6
  12 寿小(A)   1:07.33 宮澤 英粋(5) 百瀬 友翔(5) 佐藤 海璃(5) 加藤 晃太(5)   2   7
  13 島立小   1:07.66 清水 岬(4) 加藤 周平(4) 海野 友也(4) 花崎 英孝(4)   1   6
  14 寿小(B)   1:07.67 青木 太陽(4) 丸山 陸(4) 渡辺 丈晴(4) 織原 啓太郎(4)   1   7

タイムレース

順位 所属名

小学男子

4×100m

決勝

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位記録 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2



予選 10月6日 14:15
決勝 10月6日 16:45

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 信明中  5745 飯干 聖也(2)     49.57 q  1   2 附属松本中  6106 輪湖 勇哉(2)     46.76 q

ｲｲﾎﾞｼ ｾｲﾔ ﾜｺ ﾕｳﾔ
 5726 手塚 大喜(2)  6124 米倉 敬宏(2)

ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ ﾖﾈｸﾗ ﾀｶﾋﾛ
 5743 山下 公大(2)  6133 中村 彰汰(2)

ﾔﾏｼﾀ ｷﾐﾋﾛ ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ
 5728 小松 太一(2)  6134 赤堀 拓夢(2)

ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ
 2   2 高綱中  5909 曽山 優太(2)     50.39  2   8 波田中  3255 樋口 一馬(2)     48.24 q

ｿﾔﾏ ﾕｳﾀ ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ
 5908 北野 慧(2)  3246 斉藤 巧(2)

ｷﾀﾉ ｹｲ ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 5910 犬飼 基統(2)  3248 中村 奈央(2)

ｲﾇｶｲ ﾓﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ
 5911 原田 慶太(2)  3250 小澤 玲央(2)

ﾊﾗﾀﾞ ｹｲﾀ ｵｻﾞﾜ ﾚｵ
 3   1 鎌田中  5709 佐藤 高史(2)     51.98  3   3 筑摩野中(A)  5973 下形 嵩哉(2)     49.28 q

ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ ｼﾓｶﾀ ﾀｶﾔ
 5700 寺田 凌(1)  5972 佐山 悠河(2)

ﾃﾗﾀﾞ ﾘｮｳ ｻﾔﾏ ﾕｳｶﾞ
 5714 丸山 浩成(2)  5979 山口 直也(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾅﾘ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ
 5715 伊藤 礼也(2)  5976 荒田 智也(2)

ｲﾄｳ ﾚｲﾔ ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ
 4   3 丸ﾉ内中  5761 飯吉 杏純(1)     52.39  4   9 清水中(A)  5677 窪田 悠人(2)     49.64 q

ｲｲﾖｼ  ｱｽﾞﾐ ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ
 5760 小池 寿輝(1)  5680 岡田 大志(2)

ｺｲｹ  ﾏｻｷ ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ
 5763 堀口 旺伽(1)  5688 原 佑輝(1)

ﾎﾘｸﾞﾁ  ｵｳｶ ﾊﾗ ﾕｳｷ
 5766 草間 拓海(2)  5679 井口 将理(2)

ｸｻﾏ  ﾀｸﾐ ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ
 5   8 菅野中  5949 倉科 佳典(1)     53.80  5   4 旭町中  5809 横澤 陸王(2)     49.77 q

ｸﾗｼﾅ ﾖｼﾉﾘ ﾖｺｻﾜ ﾘｸｵｳ
 5950 平林 航(1)  5810 浅原 隼風(2)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ
 5947 前澤 圭人(1)  5812 木船 宗一(2)

ﾏｴｻﾞﾜ ｹｲﾄ ｷﾌﾈ ｿｳｲﾁ
 5944 三村 駿介(2)  5811 小松 亮介(2)

ﾐﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ ｺﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ
 6   9 開成中(A)  5860 鹿田 透生(2)     54.93  6   1 鉢盛中  6078 奥垣内 崇史(1)     49.83 q

ｼｶﾀﾞ ﾄｳｲ ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ
 5858 吉田 郁也(2)  6079 木村 祐太(2)

ﾖｼﾀﾞ ﾌﾐﾔ ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ
 5865 小田 龍貴(2)  6075 藤井 天良(2)

ｵﾀﾞ ﾘｭｳｷ ﾌｼﾞｲ ｿﾗ
 5856 谷口 由和(2)  6076 木村 幸太(2)

ﾀﾆｸﾞﾁ ﾖｼｶｽﾞ ｷﾑﾗ ｺｳﾀ
 7   7 開成中(B)  5867 天野 葉紅(1)     56.34  7   7 松島中  5823 熊谷 拓真(2)     50.30 q

ｱﾏﾉ ﾊｯｸ ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ
 5866 高根 開(1)  5821 木下 祐太郎(2)

ｶﾀﾈ ｶｲ ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾀﾛｳ
 5873 竹井 温巧(1)  5820 一之瀬 向稀(2)

ﾀｹｲ ﾏｻﾖｼ ｲﾁﾉｾ ｺｳｷ
 5855 武居 博貴(2)  5818 中島 嘉活(2)

ﾀｹｲ ﾋﾛｷ ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｶﾂ
  4 女鳥羽中  6046 柳澤 友也(1)  8   5 筑摩野中(B)  5975 桃井廣太郎(2)     54.04 

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄﾓﾔ 失格 ﾓﾓｲ ｺｳﾀﾛｳ
 6048 小出 樹(1) R1(3-4)  5982 丸山 諒太(1)

ｺｲﾃﾞ ｲﾂｷ ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
 6049 寺沢 拓真(1)  5980 小松 勇人(1)

ﾃﾗｻﾜ ﾀｸﾏ ｺﾏﾂ ﾊﾔﾄ
 6047 山田 航大(1)  5977 田中 翔吾(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ ﾀﾅｶ ｼｮｳｺﾞ
  6 清水中(B)  9   6 梓川中  3608 片田 慎人     54.87 

欠場 ｶﾀﾀﾞ ﾏｺﾄ
 3614 渡辺 将吾(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳｺﾞ
 3618 村上 拓海

ﾑﾗｶﾐ ﾀｸﾐ
 3606 佐原 尚人

ｻﾊﾗ ﾅｵﾄ

中学男子

4×100m

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



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 附属松本中  6106 輪湖 勇哉(2)     47.01 

ﾜｺ ﾕｳﾔ
 6124 米倉 敬宏(2)

ﾖﾈｸﾗ ﾀｶﾋﾛ
 6133 中村 彰汰(2)

ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ
 6134 赤堀 拓夢(2)

ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ
 2   6 波田中  3255 樋口 一馬(2)     48.70 

ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ
 3246 斉藤 巧(2)

ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 3248 中村 奈央(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾅｵ
 3250 小澤 玲央(2)

ｵｻﾞﾜ ﾚｵ
 3   5 筑摩野中(A)  5973 下形 嵩哉(2)     49.05 

ｼﾓｶﾀ ﾀｶﾔ
 5972 佐山 悠河(2)

ｻﾔﾏ ﾕｳｶﾞ
 5979 山口 直也(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ
 5976 荒田 智也(2)

ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ
 4   9 清水中(A)  5677 窪田 悠人(2)     49.28 

ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ
 5680 岡田 大志(2)

ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ
 5688 原 佑輝(1)

ﾊﾗ ﾕｳｷ
 5679 井口 将理(2)

ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ
 5   4 信明中  5745 飯干 聖也(2)     49.30 

ｲｲﾎﾞｼ ｾｲﾔ
 5726 手塚 大喜(2)

ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ
 5743 山下 公大(2)

ﾔﾏｼﾀ ｷﾐﾋﾛ
 5728 小松 太一(2)

ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ
 6   8 旭町中  5809 横澤 陸王(2)     49.30 

ﾖｺｻﾜ ﾘｸｵｳ
 5810 浅原 隼風(2)

ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ
 5812 木船 宗一(2)

ｷﾌﾈ ｿｳｲﾁ
 5811 小松 亮介(2)

ｺﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ
 7   3 鉢盛中  6078 奥垣内 崇史(1)     49.66 

ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ
 6076 木村 幸太(2)

ｷﾑﾗ ｺｳﾀ
 6075 藤井 天良(2)

ﾌｼﾞｲ ｿﾗ
 6079 木村 祐太(2)

ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ
 8   2 松島中  5823 熊谷 拓真(2)     50.09 

ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ
 5821 木下 祐太郎(2)

ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾀﾛｳ
 5820 一之瀬 向稀(2)

ｲﾁﾉｾ ｺｳｷ
 5818 中島 嘉活(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｶﾂ

中学男子

4×100m
決勝



決勝 10月6日 16:55

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 松本県ヶ丘高  2266 小川 翔平(2)     44.58 

ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ
 2268 小栁 堅一(2)

ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ
 2301 関塚 賢悟(1)

ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ
 2267 抜井 裕介(2)

ﾇｸｲ ﾕｳｽｲｹ
 2   3 松本深志高  2252 遠藤 聡(1)     45.23 

ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ
 2253 大久保 達弥(1)

ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ
 2240 若林 颯(2)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ
 2245 清水 勇人(2)

ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾄ
 3   5 松本蟻ヶ崎高  2370 杉原 樹(1)     46.43 

ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾂｷ
 2368 降籏 敬(1)

ﾌﾘﾊﾀ ｹｲ
 2369 小林 航(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ
 2388 竹内 優斗(2)

ﾀｹｳﾁ ﾂｳﾄ
 4   4 松本美須々ヶ丘高 2328 村瀬 直希(1)     46.91 

ﾑﾗｾ ﾅｵｷ
 2326 忠地 大成(1)

ﾀﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ
 2321 東山 壱成(1)

ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ
 2323 青島 圭佑(1)

ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ

一般高校男子

4×100m

決勝



決勝 10月6日  9:30

金田 耕平(6)
ｶﾈﾀﾞ  ｺｳﾍｲ 芝沢小
土田 魁(6)
ﾂﾁﾀﾞ ｶｲ ｺﾒｯﾄ波田
塚原 友都(6)
ﾂｶﾊﾗ ﾕｳﾄ 寿小
上島 辰輝(6)
ｶﾐｼﾞﾏ  ﾀﾂｷ 寿小
古野 空児(5)
ﾌﾙﾉ ｸｳｼﾞ 鎌田小
倉田 孟(6)
ｸﾗﾀ ﾊｼﾞﾒ 梓川小
高宮 健輔(5)
ﾀｶﾐﾔ ｹﾝｽｹ 鎌田小
遠藤 朱雀(6)
ｴﾝﾄﾞｳ ｽｻﾞｸ 梓川小
花崎 英孝(4)
ﾊﾅｻﾞｷ ﾋﾃﾞﾀｶ 島立小
関谷 斗唯(5)
ｾｷﾔ ﾄｳｲ 鎌田小
中村 恵輔(4)
ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 芝沢小
清水 岬(4)
ｼﾐｽﾞ ﾐｻｷ 島立小
加藤 周平(4)
ｶﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 島立小
原田 駿(4)
ﾊﾗﾀ  ｼｭﾝ 芝沢小
川久保 貫介(4)
ｶﾜｸﾎﾞｶﾝｽｹ 芝沢小

決勝 10月6日 13:00

1m60 1m65 1m70
浅原 隼風(2) - - - - - - - - - o
ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ 旭町中 o xo xxx
下形 嵩哉(2) - - - - - - - o o o
ｼﾓｶﾀ ﾀｶﾔ 筑摩野中 xxx
藤井 天良(2) - - o o o o o xo o xxx
ﾌｼﾞｲ ｿﾗ 鉢盛中
太田 修平 - - - - - - o o xxx
ｵｵﾀ ｼｭｳﾍｲ 梓川中
北野 慧(2) - - - - - o o xxo xxx
ｷﾀﾉ ｹｲ 高綱中
横澤 陸王(2) - - - - - - o xxx
ﾖｺｻﾜ ﾘｸｵｳ 旭町中
北野 玄仁(1) - - - o xo xxo o xxx
ｷﾀﾉ ﾊﾙﾋﾄ 清水中
木船 宗一(2) - - - - - - xo xxx
ｷﾌﾈ ｿｳｲﾁ 旭町中
三沢 匠(1) o o o o o xxo xo xxx
ﾐｻﾜ ﾀｸﾐ 松島中
宮本 佳汰(2) - - - - - xxo xxx
ﾐﾔﾓﾄ ｹｲﾀ 開成中
田中 佑八(1) o o o o xxx
ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 高綱中
藤島 晋一郎(1) xo o o xo xxx
ﾌｼﾞｼﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 旭町中
廣部 幹也(1) o o o xxo xxx
ﾋﾛﾍﾞ ﾐｷﾔ 高綱中
祖山 晃汰(2) - - xxx 記録なし
ｿﾔﾏ ｺｳﾀ 附属松本中

小学4-6年男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考m90 m95 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35
1 9   265

o xo o o o

o o

o o o o

2 10   121
o o o o xxo xo xxo

xxx  1.30

xxx  1.30

3 14   314
o o o o o

o o

o o o xxx

4 12   304
o o o o xxx

 1.25

 1.15

5 15   224
o o o o xxo

o o

o xxx

6 2   168
o o o xxx

 1.15

 1.10

7 1   227
o o o xo xxx

xxo xxx
8 4   151

o o o

 1.05

 1.05

8 8   419
o o o xxo xxx

xxx
10 3   219

o o o

 1.05

 1.00

11 5   283
xo o o xxx

xxx
11 13   427

o xo o

 1.00

 1.00

13 6   418
o o xxx

13 7   266
o o xxx

 0.95

 0.95

13 11   278
o o xxx  0.95

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45

 1.65

2 13  5973
 1.55

1m50 1m55

1 14  5810

4 9  3611
 1.45

3 10  6075
 1.50

6 12  5809
 1.40

5 5  5908
 1.45

8 11  5812
 1.40

7 4  5689
 1.40

10 8  5870
 1.35

9 7  5845
 1.40

12 2  5790
 1.25

11 3  5921
 1.25

6  6109

13 1  5916
 1.25



決勝 10月6日 15:30

市田 愛策(2)
ｲﾁﾀﾞ ｱｲｻｸ 信大
遠藤 聡(1)
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 松本深志高
忠地 大成(1)
ﾀﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ 松本美須々ヶ丘高
二木 和輝(1)
ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ 田川高
上野 大
ｳｴﾉ ﾀﾞｲ 附属松本中教
松尾 幸治朗(2)
ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞﾛｳ 松本県ヶ丘高
小林 謙太(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 松本県ヶ丘高
上條 冬矢(2) 記録なし
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｳﾔ 松本県ヶ丘高

2  2287
xxx

xxx  1.60

 1.60

7 1  2299
xo xo o xxo xxo

- xo xxx
6 5  2269

- - -

xxx  1.60

 1.60

4 6  7118
- - - o o

o o xxx
4 3  2189

- - -

xxo xxx  1.65

 1.75

3 4  2326
- - - - xxo

- - - xo o xxx
2 8  2252

- - -

o o o xxx  1.75

1m80
1 7  1278

- - - - -

記録 備考1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75

一般高校男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 10月6日  9:30

西村 陽杜(6)   3.91   3.88   3.93    3.93 
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 二子小   -1.5    0.0   +0.8    +0.8
齋藤 将紀(6)   3.88   3.90   3.74    3.90 
ｻｲﾄｳ ｼｮｳｷ 大野川小   -0.9   +0.9   +1.7    +0.9
巾下 拓馬(6)   3.26   3.14   3.65    3.65 
ﾊﾊﾞｼﾀ ﾀｸﾏ 二子小   -0.6   -0.8   +0.4    +0.4
大原 拓馬(6)   3.62   3.59   3.57    3.62 
ｵｵﾊﾗ ﾀｸﾏ 安曇小   -1.0    0.0   +0.8    -1.0
中川 拓馬(6)   3.43   3.53   2.22    3.53 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾏ 梓川小   -0.7    0.0   +0.8     0.0
藤山 尚享(6)   3.33   3.50   3.38    3.50 
ﾌｼﾞﾔﾏ ﾀｶﾕｷ 安曇小   -0.9   -0.2   +0.7    -0.2
中村 凌(6)   3.46   3.45   3.06    3.46 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｮｳ 菅野小   -0.4   +0.4   +1.5    -0.4
宮澤 一真(5)    x   3.42   3.46    3.46 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 芝沢小   +0.3   +2.1    +2.1
本田 翔哉(6)   3.35   3.26   3.30    3.35 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾔ 菅野小   -0.4   -0.1   +0.5    -0.4
金山 俊介(5)   2.89   3.04   3.34    3.34 
ｶﾅﾔﾏ ｼｭﾝｽｹ ｺﾒｯﾄ波田   -0.5   +0.1   +0.6    +0.6
唐沢 友輔(5)   2.81   2.73   3.34    3.34 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳｽｹ 二子小   -0.5   -0.4   -0.5    -0.5
小林 和磨(5)   3.11   3.28   2.99    3.28 
ｺﾊﾞﾔｼ  ｶｽﾞﾏ 芝沢小   -0.8   +0.3   +0.9    +0.3
富田 玲史(5)   2.99   3.25   3.27    3.27 
ﾄﾐﾀ ﾚｲｼﾞ 筑摩小   -0.3   -0.7   +0.6    +0.6
布施 遥人(4)   2.84   3.17   2.84    3.17 
ﾌｾ ﾊﾙﾄ 芝沢小   -1.0   +0.1   +1.1    +0.1
三浦 颯太(5)   2.99   2.92    x    2.99 
ﾐｳﾗ ｿｳﾀ 岡田小   -1.1   -0.1    -1.1
堺澤 幹太(4)    x    x   2.97    2.97 
ｻｶｲｻﾞﾜ ｶﾝﾀ 筑摩小    0.0     0.0
伊東 雅恭(4)    x   2.85   2.88    2.88 
ｲﾄｳ ｶﾞｸ 田川小    0.0   +1.1    +1.1
時田 貫路(4)   2.79   2.84    x    2.84 
ﾄｷﾀ ｶﾝｼﾞ 筑摩小   -0.6   +0.9    +0.9
原田 享汰(5)   2.36   2.79    x    2.79 
ﾊﾗﾀﾞ  ｷｮｳﾀ 寿小   -0.9   +0.4    +0.4
岩田 秀人(5)   2.35    x   2.77    2.77 
ｲﾜﾀ  ﾋﾃﾞﾄ 芝沢小   -0.5   +1.5    +1.5
丸山 颯斗(4)   2.25    x   2.73    2.73 
ﾏﾙﾔﾏ ﾊﾔﾄ 鎌田小   -1.4   +0.3    +0.3
平井 悠策(4)    x   2.26   2.71    2.71 
ﾋﾗｲ ﾕｳｻｸ 田川小   +0.8   +0.9    +0.9
梶田 匡希(4)    x   2.32   2.32    2.32 
ｶｼﾞﾀ ﾏｻｷ 鎌田小    0.0   +1.3     0.0

22 14   404

23 19   217

20 24   262

21 21   221

18 13   360

19 15   300

16 1   357

17 16   381

14 20   289

15 22   196

12 17   274

13 3   371

10 18   104

11 4   453

8 10   264

9 9   339

6 5   190

7 11   335

4 7   185

5 8   172

2 12   350

3 2   439

記録 備考

1 6   449

-3-

小学4-6年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 10月6日 13:00

 ３回の
 最高記録

中村 彰汰(2)   5.51   5.55   5.57    5.57    x   5.52   5.54    5.57 
ﾅｶﾑﾗ ｼｮｳﾀ 附属松本中   -1.5   -0.1   +0.9    +0.9   +0.3   +1.3    +0.9
飯干 聖也(2)   4.95   5.11    -    5.11   5.19   4.96   5.27    5.27 
ｲｲﾎﾞｼ ｾｲﾔ 信明中   -0.9   +0.4    +0.4   -0.4   +0.2   +1.3    +1.3
中嶋 友哉(2)    x    x   5.14    5.14    x   5.01   5.14    5.14 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄﾓﾔ 附属松本中   +0.8    +0.8   +0.2   +0.7    +0.7
松田 優樹(1)   4.66    x   4.23    4.66    x   4.72   4.89    4.89 
ﾏﾂﾀﾞ ﾕｳｷ 松本秀峰中   -0.7   -0.6    -0.7   +0.3   +0.2    +0.2
杏 直樹(1)   4.72   4.52   4.81    4.81    x    x   4.40    4.81 
ｶﾗﾓﾓ ﾅｵｷ 旭町中    0.0   -0.6   +1.7    +1.7   +0.9    +1.7
金田 健嗣(2)    x   4.61   4.64    4.64   4.70   4.64   4.81    4.81 
ｶﾈﾀ ｹﾝｼﾞ 旭町中    0.0   +1.1    +1.1   -0.5   -0.2   -0.5    -0.5
丸山 龍之介(1)   4.26   4.59   4.49    4.59   4.46   4.63    x    4.63 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 旭町中   -1.2   -0.6   -1.1    -0.6   +0.1   +0.2    +0.2
原 佑輝(1)    x   4.52    -    4.52    -    -    -    4.52 
ﾊﾗ ﾕｳｷ 清水中   -1.2    -1.2    -1.2
平林 風雅(2)    x   4.40   4.41    4.41    4.41 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾌｳｶﾞ 清水中   +0.5   +1.5    +1.5    +1.5
高橋 悠吏(2)   4.29   4.14    x    4.29    4.29 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾘ 旭町中   -1.2   +0.1    -1.2    -1.2
吉澤  希(2)   4.29   4.06   4.09    4.29    4.29 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾑ 筑摩野中   -0.3   -0.6   +2.5    -0.3    -0.3
齊木 俊兵(1)   4.22   4.07    x    4.22    4.22 
ｻｲｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 清水中   -1.7   -0.4    -1.7    -1.7
忠地 涼汰(1)    x   4.20   4.15    4.20    4.20 
ﾀﾀﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 波田中   +0.2   +0.5    +0.2    +0.2
丸山 諒太(1)   3.98   4.00   4.11    4.11    4.11 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 筑摩野中   +0.9   -2.1   +1.0    +1.0    +1.0
見形 光樹   4.10   4.02   3.73    4.10    4.10 
ﾐｶﾀ ﾐﾂｷ 梓川中   -0.7   -0.4   -0.7    -0.7    -0.7
三村 駿介(2)   4.09   3.24    -    4.09    4.09 
ﾐﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 菅野中   -1.0   -0.2    -1.0    -1.0
横内 遙人(1)   3.79   4.04   3.94    4.04    4.04 
ﾖｺｳﾁ ﾊﾙﾄ 梓川中    0.0   -0.4   -1.6    -0.4    -0.4
奥原 聖人(2)   3.67   3.89   3.84    3.89    3.89 
ｵｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 高綱中   +0.1   -0.6   +1.5    -0.6    -0.6
中澤 達也(1)   3.75   3.54   3.86    3.86    3.86 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 高綱中   -0.3   -1.8   -0.4    -0.4    -0.4
村上 貴哉(1)   3.64   3.29   3.86    3.86    3.86 
ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾔ 波田中   -1.0    0.0   +1.1    +1.1    +1.1
刀祢 槙人(1)    x   3.83   3.78    3.83    3.83 
ﾄﾈ ﾏｷﾄ 附属松本中   -0.7   -0.4    -0.7    -0.7
天野 葉紅(1)   3.79   3.82    x    3.82    3.82 
ｱﾏﾉ ﾊｯｸ 開成中   -1.1   -0.5    -0.5    -0.5
高根 開(1)   3.78    x    x    3.78    3.78 
ｶﾀﾈ ｶｲ 開成中   +0.2    +0.2    +0.2
曽山 優太(2)   3.71    x    x    3.71    3.71 
ｿﾔﾏ ﾕｳﾀ 高綱中   -0.8    -0.8    -0.8
小林 颯(1)   3.59   3.39   3.61    3.61    3.61 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 梓川中   +0.4   -1.8   -1.1    -1.1    -1.1
大久保 大和(1)   3.19   3.02   3.09    3.19    3.19 
ｵｵｸﾎﾞ ﾔﾏﾄ 高綱中   -0.3   -0.6   -0.3    -0.3    -0.3
若林 和冶(1)   2.83   2.93   2.83    2.93    2.93 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ 山辺中   -0.3   -0.8   -0.7    -0.8    -0.8
重田 大介(2)    x    x    -     x 記録なし
ｼｹﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 菅野中

中学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 29  6133

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

2 30  5745

3 23  6132

4 16  6661

5 18  5791

6 27  5804

7 13  5795

8 21  5688

9 26  5678

10 24  5806

11 17  5978

12 22  5687

13 11  3261

14 4  5982

15 9  3615

16 25  5944

17 15  3607

18 19  5912

19 3  5923

20 10  3259

21 12  6125

22 7  5867

23 6  5866

24 8  5909

25 5  3610

14  5943

26 1  5914

27 2  5888



決勝 10月6日 15:00

 ３回の
 最高記録

太田 朗(4)   7.22   7.24    x    7.24   7.29    x    x    7.29 
ｵｵﾀ ｱｷﾗ 松本大   +0.3   -0.6    -0.6   +0.5    +0.5
山寺 裕也(4)    x   6.69   6.68    6.69   5.61   6.76    x    6.76 
ﾔﾏﾃﾞﾗ ﾕｳﾔ 松本大   +0.1   -0.4    +0.1   +0.9   +1.3    +1.3
乙川 祥希(2)   6.43    x   6.52    6.52    x   6.28    x    6.52 
ｵﾄｶﾞﾜ ﾖｼｷ 信大    0.0   +0.7    +0.7   -0.8    +0.7
松村 富穂   5.94   6.09   6.26    6.26    x   6.05   6.26    6.26 
ﾏﾂﾑﾗ ﾄﾐｵ 信大   +0.4   +0.6   +0.3    +0.3    0.0   -0.3    -0.3
山崎 大輝(1)   5.81   5.79   5.69    5.81    -    x    -    5.81 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 松本深志高   -0.4   -0.6   -0.1    -0.4    -0.4
高木 秀昭   5.69   5.64   5.64    5.69   5.33   5.62   5.47    5.69 
ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 松本市陸協   -0.5   -0.5   +0.1    -0.5   +0.4   +0.7   +0.1    -0.5
抜井 裕介(2)   5.69   5.50   4.99    5.69    -   5.51    x    5.69 
ﾇｸｲ ﾕｳｽｲｹ 松本県ヶ丘高   -0.5   -0.5   +0.2    -0.5   +0.1    -0.5
山村 俊一    x   5.40   5.48    5.48   5.38    x   5.37    5.48 
ﾔﾏﾑﾗ ｼｭﾝｲﾁ 松本市陸協   -0.2   +0.3    +0.3   +0.4   +0.6    +0.3
村瀬 直希(1)    x   5.20   5.30    5.30    5.30 
ﾑﾗｾ ﾅｵｷ 松本美須々ヶ丘高   +0.1   +0.8    +0.8    +0.8
中澤 正人   5.14    x   4.97    5.14    5.14 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 梓川高   -0.4   -0.9    -0.4    -0.4
伊藤 敬範(2)   4.63   4.62   4.75    4.75    4.75 
ｲﾄｳ ﾖｼﾉﾘ 創造学園高   -1.2   -0.2   -0.9    -0.9    -0.9

一般高校男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 15  1284

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

2 12  1285

3 13  1277

4 11  1275

5 9  2251

6 7  1296

7 10  2267

8 8  1297

9 6  2328

10 1  2155

11 2  2521
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 ３回の
 最高記録

草間 拓海(2)
ｸｻﾏ  ﾀｸﾐ 丸ﾉ内中
新井 健太(2)
ｱﾗｲ ｹﾝﾀ 旭町中
中村 優太(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 筑摩野中
奥垣内 崇史(1)
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 鉢盛中
市之瀬 優(2)
ｲﾁﾉｾ ﾏｻﾙ 旭町中
丸山 祥吾(2)
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 清水中
赤澤 虎太郎(1)
ｱｶｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 高綱中
中嶋 優賀(1)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｶﾞ 女鳥羽中
富田 裕也(1)
ﾄﾐﾀ ﾕｳﾔ 旭町中
千村 将利(2)
ﾁﾑﾗ ﾏｻﾄｼ 附属松本中
小倉 雄大(1)
ｵｸﾞﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 信明中
駿河 充(1)
ｽﾙｶﾞ ﾐﾂﾙ 附属松本中
奥灘 慎太郎(2) 欠場
ｵｸﾅﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 大野川中

決勝 10月6日  9:30

百瀬 光河(6)
ﾓﾓｾ ｺｳｶﾞ 梓川小
吉澤 佑(6)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｽｸ 芳川小
寺川 陸(6)
ﾃﾗｶﾜ ﾘｸ 島内小
和賀 慎太郎(6)
ﾜｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 筑摩小
中村 千聖(6)
ﾅｶﾑﾗ ﾁｻﾄ 島内小
森 巧成(4)
ﾓﾘ ｺｳｾｲ 梓川小
小口 聡太(6)
ｵｸﾞﾁ ｿｳﾀ 鎌田小
勝山 翔太(5)
ｶﾂﾔﾏ ｼｮｳﾀ 田川小
松島 直輝(5)
ﾏﾂｼﾏ  ﾅｵｷ 芝沢小
原 圭佑(4)
ﾊﾗ ｹｲｽｹ 梓川小
清水 孝太郎(4)
ｼﾐｽﾞ ｺｳﾀﾛｳ 田川小
飯嶋 陸将(5)
ｲｲｼﾞﾏ ｱﾂﾏｻ 田川小
堤 一(5)
ﾂﾂﾐ  ﾄﾗﾁ 寿小
長岩 颯(5)
ﾅｶﾞｲﾜ ﾊﾔﾃ 二子小

 26.32 

 17.08    o  17.08 
14 2   452

   x

13 7   315
 26.32    o    o

 29.69 

12 10   403
 28.05    x    o  28.05 

11 8   395
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10 3   154
   o    o  32.02  32.02 

9 12   275
   o  39.47    o

 45.77 

8 4   391
   o    o  43.40  43.40 

7 1   231
   o  45.77    o

 47.44 

6 11   163
   o  46.81    o  46.81 

5 13   414
   x  47.44    o

 52.22 

4 14   372
   o  48.31    o  48.31 

3 5   410
 52.22    o    o

   o  58.49 

2 6   471
   o    o  57.13  57.13 

-1- -2- -3- 記録 備考

1 9   176
 58.49    o

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

氏  名 所属名 -1- -2-

小学4-6年男子

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投

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

中学男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

   8.57

記録 備考

1 12  5766
   x   9.08   9.54    9.54

2 10  5805
  8.31   8.39   8.57   8.12   8.75   8.06   8.75 

  9.15   9.06   9.54   9.49
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  7.85   7.23    7.85   7.83
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  5.60   5.90    5.95
9 5  5794
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10 4  6129
  4.87   5.67    x   5.67 

  5.95 

  5.57   5.35    5.57
11 1  5729

  4.90
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  5.57 

12 3  6113
  4.67   4.81

13  3667

  4.73    4.81
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 ３回の
 最高記録

友田 利男
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 松本筑摩高教
松尾 幸治朗(2)
ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞﾛｳ 松本県ヶ丘高
小澤 匠(2)
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 松本美須々ヶ丘高
川舩 惇弘
ｶﾜﾌﾈ ｱﾂﾋﾛ 梓川高
大久保 達弥(1)
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 松本深志高
大藏 拓真
ｵｵｸﾗ ﾀｸﾏ 梓川高
忠地 大成(1)
ﾀﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ 松本美須々ヶ丘高
酒井 諒(2)
ｻｶｲ ﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎高
工藤 裕貴(2)
ｸﾄﾞｳ ﾋﾛｷ 松本県ヶ丘高
畑 宏征(2) 欠場
ﾊﾀ ｺｳｾｲ 松本県ヶ丘高

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

一般高校男子

やり投(0.800kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
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記録 備考
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9 2  2270

   x
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