
平成24年度中信高等学校総合体育大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森　茂幸
兼　第57回長野県高等学校陸上競技対校選手権大会中信予選会 跳躍審判長 大和　孝司

投擲審判長 大和　孝司
【開催日】 平成24年5月11日（金）～13日（日） 混成審判長 大和　孝司
【主催団体】 中信高等学校体育連盟 決勝記録一覧表 記録主任： 林　嘉久夫
(CR:大会新) 男  子 【競技場】県松本平広域公園

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 5/12 男子  -2.5 宮澤 裕輝(3) 11.04 樋口 克治(2) 11.11 長谷川 寛(2) 11.31 安藤 直哉(3) 11.32 的場 亮太(2) 11.42 小川 貴之(3) 11.82 常盤 大智(2) 12.44 田口 恭平(2) 13.41

100m 松商学園 松商学園 松本深志 田川 松商学園 松本深志 穂高商 木曽青峰
 5/13  +2.8 樋口 克治(2) 21.76 宮澤 裕輝(3) 22.00 長谷川 寛(2) 22.25 若林 颯(2) 22.59 常盤 大智(2) 22.66 的場 亮太(2) 23.16 安藤 直哉(3) 26.02 山腰  昇(3) 26.98

200m 松商学園 松商学園 松本深志 松本深志 穂高商 松商学園 田川 松本工
 5/11 若林 颯(2) 49.86 藤森 未知也(3) 50.47 塚田 拓巳(2) 52.44 今井 謙人(2) 52.72 小栁 堅一(2) 53.21 酒井 聖矢(3) 53.65 徳武 將太(3) 54.20 丸山 清嵩(3) 55.95

400m 松本深志 松商学園 創造学園 塩尻志学館 松本県ヶ丘 松本蟻ヶ崎 大町 松本深志
 5/13 村瀬 雅人(3) 1:57.70 林 優人(3) 1:58.11 赤塚 太一(3) 1:58.46 野口 拓也(3) 2:01.29 赤池 裕貴(3) 2:02.51 長尾 勇希(3) 2:03.42 高橋 亮太(3) 2:07.58 碓井 智也(2) 2:19.23

800m 松本県ヶ丘 創造学園 松本県ヶ丘 木曽青峰 塩尻志学館 松商学園 松商学園 創造学園
 5/11 林 優人(3) 4:02.29 降幡 真也(3) 4:02.62 佐伯 拓海(2) 4:10.99 高橋 直志(3) 4:12.74 赤塚 太一(3) 4:15.18 二村 航平(1) 4:15.86 上條 広裕希(2) 4:19.31 高橋 亮太(3) 4:22.66

1500m 創造学園 松商学園 松本深志 大町 松本県ヶ丘 松商学園 松本県ヶ丘 松商学園
 5/13 降幡 真也(3) 15:19.74 佐伯 拓海(2) 15:37.32 高橋 直志(3) 15:41.81 二村 航平(1) 15:51.31 細川 翔太郎(2) 15:57.52 湯本 将矢(3) 16:09.15 新 遼吾(3) 16:11.30 上條 広裕希(2) 16:20.15

5000m 松商学園 松本深志 大町 松商学園 大町 松商学園 松本県ヶ丘 松本県ヶ丘
 5/11  -2.2 鰐川 一輝(3) 16.43 小幡 卓哉(3) 16.57 松井 岳(3) 16.69 寺島 翔太(3) 16.79 望月 康平(3) 17.27 中野 涼介(1) 17.41 和田 昌也(3) 17.81 丸山 貴倫(3) 17.86

110mH(1.067m) 松本県ヶ丘 松本深志 大町 大町 穂高商 松本深志 大町 松商学園
 5/12 小栁 堅一(2) 59.16 千國 亮(2) 59.42 小幡 卓哉(3) 59.57 鰐川 一輝(3) 1:00.31 岩間 雅英(2) 1:00.57 上條 健宏(3) 1:03.66 太田 一臣(3) 1:04.48 窪田 五大(3) 1:04.59

400mH(0.914m) 松本県ヶ丘 大町 松本深志 松本県ヶ丘 松商学園 塩尻志学館 大町北 穂高商
 5/12 新 遼吾(3) 10:01.15 湯本 将矢(3) 10:17.51 古谷 樹仁(2) 10:29.39 竹村 僚太(2) 10:43.12 渡辺 優樹(1) 10:47.47 中村 優希(2) 10:50.03 上條 裕紀(3) 10:50.45 宮坂 直登(3) 10:53.80

3000mSC 松本県ヶ丘 松商学園 木曽青峰 大町北 松本深志 塩尻志学館 田川 松本県ヶ丘
 5/13 塩島 亮太(3) 22:08.69 藤原 純一(3) 22:19.76 高橋 涼太(2) 23:48.28 赤羽 晋治(3) 23:54.75 西澤 正志(3) 24:23.11 栗林 拓矢(2) 25:02.99 渡島 寛己(2) 26:43.17 北澤 拓也(3) 27:09.75

5000m競歩 豊科 CR 豊科 CR 豊科 松本県ヶ丘 創造学園 大町 松本県ヶ丘 大町
 5/12 丸山 貴倫(3) 1.96 鷲澤  優(3) 1.80 森田 耕陽(3) 松本蟻ヶ崎 1.75 遠藤 聡(1) 1.75 小木曽 満(2) 1.75 横川 裕也(3) 1.75 二木 康太(3) 1.70

走高跳 松商学園 CR 大町北 平田 勝也(3) 梓川 松本深志 松商学園 大町 南安曇農
 5/12 今井 祐輔(3) 4.00 安藤 直哉(3) 2.80

棒高跳 田川 田川
 5/11 宮崎 琢也(2) 6.88(+2.0) 青沼 和紀(3) 6.74(-1.7) 中野 秀紀(3) 6.59(-0.5) 中田 逸斗(3) 6.36(+0.8) 中野 涼介(1) 6.22(+0.7) 徳田 吉彦(3) 6.20(+0.7) 松澤 詠太(3) 6.19(+0.4) 小野沢 達也(1)6.14(+0.3)

走幅跳 松商学園 穂高商 松本県ヶ丘 松本蟻ヶ崎 松本深志 松本蟻ヶ崎 梓川 穂高商
 5/13 清水 健祐(3) 13.51(+1.6) 松澤 詠太(3) 13.43(+0.8) 青沼 和紀(3) 12.77(+2.1) 小幡 卓哉(3) 12.69(+1.4) 中川 聡(3) 12.56(+0.5) 宮崎 琢也(2) 12.47(+1.4) 徳田 吉彦(3) 12.22(+0.6) 曽根原 渉(3) 12.04(+2.6)

三段跳 豊科 梓川 穂高商 松本深志 松本深志 松商学園 松本蟻ヶ崎 大町北
 5/12 飯田 謙治(2) 12.45 山本 大(2) 10.80 上條 哲矢(2) 10.79 寺島 国彦(3) 10.73 田口 恭平(2) 10.61 山田 悠聖(3) 10.27 東方 大樹(3) 10.19 上條 文汰(2) 9.75

砲丸投 松商学園 松商学園 木曽青峰 穂高商 木曽青峰 松本県ヶ丘 池田工 梓川
 5/13 上條 文汰(2) 33.43 山田 悠聖(3) 32.71 飯田 謙治(2) 30.37 寺島 国彦(3) 30.31 丸山 清嵩(3) 29.35 山本 大(2) 27.74 東方 大樹(3) 26.60 大日方 建(2) 26.53

円盤投 梓川 松本県ヶ丘 松商学園 穂高商 松本深志 松商学園 池田工 大町
 5/11 平田 勝也(3) 49.37 寺島 国彦(3) 48.63 上條 文汰(2) 43.65 山村 圭吾(3) 41.32 深澤 元気(3) 41.10 野尻 英史(3) 39.89 飯田 謙治(2) 37.25 五十嵐 靖貴(3) 36.37

ﾊﾝﾏｰ投 梓川 CR 穂高商 CR 梓川 梓川 明科 松本深志 松商学園 大町
 5/11 木藤 幸希(2) 50.24 佐倉 陽人(3) 47.42 鳥羽 大樹(3) 45.05 上條 健宏(3) 44.38 小澤 匠(2) 44.00 的本 幸基(3) 43.42 小川 健太(1) 43.14 田口 恭平(2) 42.39

やり投 松商学園 都市大塩尻 南安曇農 塩尻志学館 松本美須々ヶ丘 塩尻志学館 木曽青峰 木曽青峰
 5/12 松商学園       42.03 松本深志       43.36 穂高商       44.39 松本県ヶ丘       44.57 松本蟻ヶ崎       44.95 塩尻志学館       45.09 大町       45.39 田川       47.11

4×100m 藤森 未知也(3) CR 小幡 卓哉(3) 小野沢 達也(1) 小川 翔平(2) 徳田 吉彦(3) 太田  敦(1) 五十嵐 靖貴(3) 高津 大輔(1)
樋口 克治(2) 長谷川 寛(2) 常盤 大智(2) 中野 秀紀(3) 酒井 聖矢(3) 今井 謙人(2) 松井 岳(3) 藤井 智明(3)
宮澤 裕輝(3) 若林 颯(2) 望月 康平(3) 鰐川 一輝(3) 森田 耕陽(3) 的本 幸基(3) 徳武 將太(3) 中村 康平(1)
的場 亮太(2) 小川 貴之(3) 青沼 和紀(3) 抜井 裕介(2) 中田 逸斗(3) 川上 晃人(3) 寺島 翔太(3) 安藤 直哉(3)

 5/13 松本深志     3:25.68 松本県ヶ丘     3:27.63 大町     3:28.55 松商学園     3:32.22 木曽青峰     3:33.89 塩尻志学館     3:34.83 松本蟻ヶ崎     3:36.47 豊科     3:42.31
4×400m 長谷川 寛(2) 抜井 裕介(2) 松井 岳(3) 岩間 雅英(2) 野口 拓也(3) 的本 幸基(3) 酒井 聖矢(3) 藤松 楓季(1)

小幡 卓哉(3) 鰐川 一輝(3) 千國 亮(2) 水島 優(1) 中島 大智(1) 今井 謙人(2) 徳田 吉彦(3) 松澤 健太(2)
丸山 清嵩(3) 小栁 堅一(2) 松井 一陽(1) 村瀬 翔太(3) 小倉 凱士(2) 川上 晃人(3) 小口 拳人(3) 松本 卓也(1)
若林 颯(2) 村瀬 雅人(3) 徳武 將太(3) 宮崎 琢也(2) 古谷 樹仁(2) 林   悠輔(2) 竹内 優斗(2) 清水 健祐(3)

 5/12 上條 健宏(3) 3500 鳥羽 大樹(3) 3460 秋山 尚輝(3) 3343 松尾 幸治朗(2) 3286 宮崎 貴正(3) 3214 岩岡 広樹(2) 3197 西森 晋平(3) 3155 畑田 雅道(3) 2875
八種競技 塩尻志学館 南安曇農 松本県ヶ丘 松本県ヶ丘 塩尻志学館 松本深志 松本深志 創造学園

 5/13 男子 松商学園 松本深志 松本県ヶ丘 大町 穂高商 梓川 塩尻志学館 豊科
学校対抗 157 点 106 点 103 点 53 点 48 点 42.5 点 41 点 30 点



[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 -1.9

 1 樋口 克治(2)     11.08 Q 1 安藤 直哉(3)     11.25 Q
ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 松商学園 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 田川

 2 青沼 和紀(3)     11.66 Q 2 田口 恭平(2)     11.59 Q
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ 穂高商 ﾀｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 木曽青峰

 3 酒井 聖矢(3)     11.67 Q 3 中野 秀紀(3)     11.80 Q
ｻｶｲ ｾｲﾔ 松本蟻ヶ崎 ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞｷ 松本県ヶ丘

 4 鳥屋 健吾(2)     11.76 q 4 松澤 詠太(3)     11.80 q
ﾄﾘﾔ ｹﾝｺﾞ 大町 ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲﾀ 梓川

 5 的本 幸基(3)     12.00 q 5 上原 拓馬(3)     12.29 
ﾏﾄﾓﾄ ｺｳｷ 塩尻志学館 ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾏ 松本美須々ヶ丘

 6 横井  誠(2)     12.48 6 片桐 夏樹(2)     12.47 
ﾖｺｲ ﾏｺﾄ 大町北 ｶﾀｷﾞﾘ ﾅﾂｷ 大町

 7 忠地 大成(1)     12.96 7 杉原 樹(1)     12.65 
ﾀﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ 松本美須々ヶ丘 ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾂｷ 松本蟻ヶ崎

 8 中澤 正人(1)     13.20 奈須野 弘崇(2)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 梓川 ﾅｽﾉ ﾋﾛﾀｶ 都市大塩尻

[ 3組] 風速 -1.6 [ 4組] 風速 +0.6

 1 宮澤 裕輝(3)     11.23 Q 1 長谷川 寛(2)     11.19 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 松商学園 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 松本深志

 2 小川 貴之(3)     11.57 Q 2 塚田 拓巳(2)     11.61 Q
ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 松本深志 ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園

 3 清水 健祐(3)     11.82 Q 3 小川 翔平(2)     11.91 Q
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ 豊科 ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 松本県ヶ丘

 4 川上 晃人(3)     12.11 q 4 高木 勝大(3)     12.36 
ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ 塩尻志学館 ﾀｶｷﾞ ｶﾂﾏｻ 木曽青峰

 5 中村 康平(1)     12.47 5 高津 大輔(1)     12.41 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ 田川 ﾀｶﾂ ﾀﾞｲｽｹ 田川

 6 竹内 優斗(2)     12.64 6 山本 高寛(1)     12.44 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 松本蟻ヶ崎 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 穂高商

 7 小林 匠己(1)     14.00 7 奥原 千明(3)     12.45 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 南安曇農 ｵｸﾊﾗ ﾁｱｷ 大町北

[ 5組] 風速 -1.3 [ 6組] 風速 -2.1

 1 的場 亮太(2)     11.44 Q 1 常盤 大智(2)     11.37 Q
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 松商学園 ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高商

 2 清水 勇人(2)     11.86 Q 2 抜井 裕介(2)     11.49 Q
ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 松本深志 ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘

 3 大豆 直哉(2)     12.14 Q 3 今井 謙人(2)     11.68 Q
ｵｵﾏﾒ ﾅｵﾔ 木曽青峰 ｲﾏｲ ｹﾝﾄ 塩尻志学館

 4 松澤 健太(2)     12.21 q 4 寺島 翔太(3)     11.99 q
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 豊科 ﾃﾗｼﾏ ｼｮｳﾀ 大町

 5 花岡 司(1)     12.36 5 小原 典之(2)     12.84 
ﾊﾅｵｶ ﾂｶｻ 白馬 ｵﾊﾗ ﾉﾘﾕｷ 松本工

 6 佐原 涼太(1)     12.58 6 林 翔大(2)     12.89 
ｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 梓川 ﾊﾔｼ ｼｮｳﾀ 都市大塩尻
山腰  昇(3) 青島 圭佑(1)
ﾔﾏｺｼ ﾉﾎﾞﾙ 松本工 ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ 松本美須々ヶ丘

[ 1組] 風速 -1.3 [ 2組] 風速 風速 -1.6

 1 長谷川 寛(2)     11.40 Q 1 宮澤 裕輝(3)     11.11 Q
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 松本深志 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 松商学園

 2 的場 亮太(2)     11.49 Q 2 安藤 直哉(3)     11.28 Q
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 松商学園 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 田川

 3 田口 恭平(2)     11.68 q 3 小川 貴之(3)     11.67 q
ﾀｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 木曽青峰 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 松本深志

 4 今井 謙人(2)     11.87 4 塚田 拓巳(2)     11.71 
ｲﾏｲ ｹﾝﾄ 塩尻志学館 ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園

 5 青沼 和紀(3)     11.95 5 中野 秀紀(3)     11.79 
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ 穂高商 ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞｷ 松本県ヶ丘

 6 松澤 詠太(3)     11.96 6 清水 健祐(3)     12.03 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲﾀ 梓川 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ 豊科

 7 小川 翔平(2)     12.22 7 寺島 翔太(3)     12.12 
ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 松本県ヶ丘 ﾃﾗｼﾏ ｼｮｳﾀ 大町

 8 川上 晃人(3)     12.30 8 的本 幸基(3)     12.26 
ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ 塩尻志学館 ﾏﾄﾓﾄ ｺｳｷ 塩尻志学館

[ 3組] 風速 -3.2

 1 樋口 克治(2)     11.33 Q
ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 松商学園

 2 常盤 大智(2)     11.63 Q
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高商

 3 抜井 裕介(2)     11.71 
ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘

 4 酒井 聖矢(3)     11.94 
ｻｶｲ ｾｲﾔ 松本蟻ヶ崎

 5 鳥屋 健吾(2)     12.14 
ﾄﾘﾔ ｹﾝｺﾞ 大町

 6 清水 勇人(2)     12.20 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾔﾄ 松本深志

 7 大豆 直哉(2)     12.37 
ｵｵﾏﾒ ﾅｵﾔ 木曽青峰

 8 松澤 健太(2)     12.53 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 豊科
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風速 -2.5

 1 宮澤 裕輝(3)     11.04 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 松商学園

 2 樋口 克治(2)     11.11 
ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 松商学園

 3 長谷川 寛(2)     11.31 
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 松本深志

 4 安藤 直哉(3)     11.32 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 田川

 5 的場 亮太(2)     11.42 
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 松商学園

 6 小川 貴之(3)     11.82 
ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 松本深志

 7 常盤 大智(2)     12.44 
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高商

 8 田口 恭平(2)     13.41 
ﾀｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 木曽青峰

 2494

 2228

 2106

 1956

 2488

 2239

 2177

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
 2478

決勝



[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +0.9

 1 樋口 克治(2)     22.11 Q 1 宮澤 裕輝(3)     22.64 Q
ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 松商学園 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 松商学園

 2 松井 一陽(1)     23.51 Q 2 塚田 拓巳(2)     23.39 Q
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 大町 ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園

 3 中田 逸斗(3)     23.98 q 3 小川 貴之(3)     23.92 q
ﾅｶﾀ ﾊﾔﾄ 松本蟻ヶ崎 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 松本深志

 4 鰐川 堅斗(3)     24.49 4 中野 秀紀(3)     23.98 q
ﾜﾆｶﾜ ｹﾝﾄ 松本工 ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞｷ 松本県ヶ丘

 5 小林 篤記(2)     24.58 5 松澤 健太(2)     24.37 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ 大町北 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 豊科

 6 小倉 凱士(2)     24.58 6 横井  誠(2)     25.15 
ｵｸﾞﾗ ｶｲﾄ 木曽青峰 ﾖｺｲ ﾏｺﾄ 大町北

 7 窪田 五大(3)     25.40 7 杉原 樹(1)     25.51 
ｸﾎﾞﾀ ｺﾞﾀﾞｲ 穂高商 ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾂｷ 松本蟻ヶ崎
高津 大輔(1) 8 田鹿 直起(1)     27.20 
ﾀｶﾂ ﾀﾞｲｽｹ 田川 ﾀｼｶ ﾅｵｷ 木曽青峰

[ 3組] 風速 +2.0 [ 4組] 風速 +2.7

 1 常盤 大智(2)     22.88 Q 1 若林 颯(2)     22.74 Q
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高商 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志

 2 酒井 聖矢(3)     23.98 Q 2 安藤 直哉(3)     22.89 Q
ｻｶｲ ｾｲﾔ 松本蟻ヶ崎 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 田川

 3 大豆 直哉(2)     24.38 3 山腰  昇(3)     22.94 q
ｵｵﾏﾒ ﾅｵﾔ 木曽青峰 ﾔﾏｺｼ ﾉﾎﾞﾙ 松本工

 4 杉谷 啓太(3)     24.49 4 小野沢 達也(1)     24.15 q
ｽｷﾞﾔ ｹｲﾀ 松本工 ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 穂高商

 5 小川 翔平(2)     24.58 5 片桐 夏樹(2)     24.76 
ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ 松本県ヶ丘 ｶﾀｷﾞﾘ ﾅﾂｷ 大町

 6 三村 航輝(1)     26.26 6 畑田 雅道(3)     25.99 
ﾐﾑﾗ ｺｳｷ 塩尻志学館 ﾊﾀﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 創造学園

 7 太田 真也(1)     28.28 7 村瀬 直希(1)     27.01 
ｵｵﾀ ｼﾝﾔ 豊科 ﾑﾗｾ ﾅｵｷ 松本美須々ヶ丘
小澤 匠(2) 8 太田  敦(1)     27.44 
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 松本美須々ヶ丘 ｵｵﾀ ｱﾂｼ 塩尻志学館

[ 5組] 風速 +0.5

 1 長谷川 寛(2)     23.01 Q
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 松本深志

 2 的場 亮太(2)     23.05 Q
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 松商学園

 3 五十嵐 靖貴(3)     24.48 
ｲｶﾞﾗｼ ﾔｽﾀｶ 大町

 4 小林 謙太(2)     24.62 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 松本県ヶ丘

 5 林   悠輔(2)     25.08 
ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 塩尻志学館

 6 中村 康平(1)     25.63 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ 田川
小林 匠己(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 南安曇農
内山 侑希(3)
ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｷ 松本美須々ヶ丘

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 +1.1

 1 宮澤 裕輝(3)    22.18 Q 1 樋口 克治(2)    22.07 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 松商学園 ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 松商学園

 2 若林 颯(2)    22.59 Q 2 長谷川 寛(2)    22.68 Q
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 松本深志

 3 安藤 直哉(3)    22.84 Q 3 常盤 大智(2)    22.73 Q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 田川 ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高商

 4 的場 亮太(2)    22.86 q 4 塚田 拓巳(2)    23.42 
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 松商学園 ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園

 5 山腰  昇(3)    22.93 q 5 小川 貴之(3)    23.73 
ﾔﾏｺｼ ﾉﾎﾞﾙ 松本工 ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ 松本深志

 6 松井 一陽(1)    23.57 6 中野 秀紀(3)    23.84 
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 大町 ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞｷ 松本県ヶ丘

 7 中田 逸斗(3)    23.93 7 酒井 聖矢(3)    24.02 
ﾅｶﾀ ﾊﾔﾄ 松本蟻ヶ崎 ｻｶｲ ｾｲﾔ 松本蟻ヶ崎

 8 小野沢 達也(1)    24.32 8 松澤 健太(2)    24.26 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 穂高商 ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 豊科
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風速 +2.8

 1 樋口 克治(2)    21.76 
ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 松商学園

 2 宮澤 裕輝(3)    22.00 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 松商学園

 3 長谷川 寛(2)    22.25 
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 松本深志

 4 若林 颯(2)    22.59 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志

 5 常盤 大智(2)    22.66 
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 穂高商

 6 的場 亮太(2)    23.16 
ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 松商学園

 7 安藤 直哉(3)    26.02 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 田川

 8 山腰  昇(3)    26.98 
ﾔﾏｺｼ ﾉﾎﾞﾙ 松本工

8  2177

2  2425

9  2106

3  2494

6  2239

4  2240

記録／備考
7  2488

5  2478

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



[ 1組] [ 2組]

 1 藤森 未知也(3)     50.63 Q 1 若林 颯(2)     52.84 Q
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ 松商学園 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志

 2 徳武 將太(3)     53.37 Q 2 今井 謙人(2)     52.86 Q
ﾄｸﾀｹ ｼｮｳﾀ 大町 ｲﾏｲ ｹﾝﾄ 塩尻志学館

 3 竹内 優斗(2)     54.71 3 水島 優(1)     53.34 q
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 松本蟻ヶ崎 ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園

 4 堀内 大暉(1)     54.74 4 野口 拓也(3)     53.49 q
ﾎﾘｳﾁ ﾀﾞｲｷ 松本深志 ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 木曽青峰

 5 望月 康平(3)     55.08 5 小口 拳人(3)     55.63 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ 穂高商 ｵｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 松本蟻ヶ崎

 6 田中 樹(3)     57.61 6 小池 祐大(3)     57.41 
ﾀﾅｶ ｲﾂｷ 田川 ｺｲｹ ﾕｳﾀﾞｲ 松本工

 7 小林 匠己(1)   1:05.95 7 窪田 五大(3)     57.86 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 南安曇農 ｸﾎﾞﾀ ｺﾞﾀﾞｲ 穂高商
中尾 豪志(2) 8 岡澤 悠太(1)     58.27 
ﾅｶｵ ﾀｹｼ 松本美須々ヶ丘 ｵｶｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 南安曇農

[ 3組] [ 4組]

 1 塚田 拓巳(2)     51.86 Q 1 酒井 聖矢(3)     52.87 Q
ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園 ｻｶｲ ｾｲﾔ 松本蟻ヶ崎

 2 村瀬 雅人(3)     52.11 Q 2 丸山 清嵩(3)     52.88 Q
ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ 松本県ヶ丘 ﾏﾙﾔﾏ ｷﾖﾀｶ 松本深志

 3 千國 亮(2)     53.17 q 3 小林 謙太(2)     53.44 q
ﾁｸﾆ ﾘｮｳ 大町 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 松本県ヶ丘

 4 林   悠輔(2)     54.95 4 赤池 裕貴(3)     54.17 
ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 塩尻志学館 ｱｶｲｹ ﾕｳｷ 塩尻志学館

 5 藤松 楓季(1)     55.69 5 横川 裕也(3)     55.71 
ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ 豊科 ﾖｺｶﾜ ﾕｳﾔ 大町

 6 内山 侑希(3)     56.73 6 松本 卓也(1)     57.06 
ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｷ 松本美須々ヶ丘 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 豊科

 7 小澤 和彦(2)     59.11 7 小倉 凱士(2)     58.79 
ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ 田川 ｵｸﾞﾗ ｶｲﾄ 木曽青峰

 8 中畑 量平(1)   1:01.00 三沢  遼(1)
ﾅｶﾊﾀ ﾘｮｳﾍｲ 南安曇農 ﾐｻﾜ ﾘｮｳ 松本工

[ 5組]

 1 小栁 堅一(2)     52.74 Q
ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 松本県ヶ丘

 2 松澤 健太(2)     52.89 Q
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 豊科

 3 中島 大智(1)     53.56 q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 木曽青峰

 4 長尾 勇希(3)     53.85 q
ﾅｶﾞｵ ﾕｳｷ 松商学園

 5 上原  航(3)     55.18 
ｳｴﾊﾗ ﾜﾀﾙ 松本工

 6 藤澤 淳弥(2)     56.51 
ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 田川

 7 上原 拓馬(3)     56.55 
ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾏ 松本美須々ヶ丘

[ 1組] [ 2組]

 1 藤森 未知也(3)     49.81 Q 1 今井 謙人(2)     50.98 Q
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ 松商学園 ｲﾏｲ ｹﾝﾄ 塩尻志学館

 2 若林 颯(2)     50.97 Q 2 小栁 堅一(2)     51.41 Q
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志 ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 松本県ヶ丘

 3 徳武 將太(3)     51.30 Q 3 丸山 清嵩(3)     51.61 Q
ﾄｸﾀｹ ｼｮｳﾀ 大町 ﾏﾙﾔﾏ ｷﾖﾀｶ 松本深志

 4 酒井 聖矢(3)     52.12 q 4 塚田 拓巳(2)     51.78 q
ｻｶｲ ｾｲﾔ 松本蟻ヶ崎 ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園

 5 水島 優(1)     52.70 5 村瀬 雅人(3)     52.14 
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園 ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ 松本県ヶ丘

 6 野口 拓也(3)     52.73 6 千國 亮(2)     53.20 
ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 木曽青峰 ﾁｸﾆ ﾘｮｳ 大町

 7 松澤 健太(2)     53.08 7 中島 大智(1)     53.29 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 豊科 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 木曽青峰

 8 小林 謙太(2)     53.62 8 長尾 勇希(3)     54.70 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾀ 松本県ヶ丘 ﾅｶﾞｵ ﾕｳｷ 松商学園
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 1 若林 颯(2)     49.86 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 松本深志

 2 藤森 未知也(3)     50.47 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ 松商学園

 3 塚田 拓巳(2)     52.44 
ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ 創造学園

 4 今井 謙人(2)     52.72 
ｲﾏｲ ｹﾝﾄ 塩尻志学館

 5 小栁 堅一(2)     53.21 
ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 松本県ヶ丘

 6 酒井 聖矢(3)     53.65 
ｻｶｲ ｾｲﾔ 松本蟻ヶ崎

 7 徳武 將太(3)     54.20 
ﾄｸﾀｹ ｼｮｳﾀ 大町

 8 丸山 清嵩(3)     55.95 
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾖﾀｶ 松本深志
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決勝



[ 1組] [ 2組]

 1 村瀬 雅人(3)   2:05.41 Q 1 林 優人(3)   2:04.97 Q
ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ 松本県ヶ丘 ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 創造学園

 2 赤池 裕貴(3)   2:12.39 Q 2 高橋 亮太(3)   2:07.12 Q
ｱｶｲｹ ﾕｳｷ 塩尻志学館 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 松商学園

 3 渡澤 幸弥(2)   2:19.74 3 中島 大智(1)   2:07.81 q
ﾜﾀｻﾞﾜ ﾕｷﾔ 木曽青峰 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 木曽青峰

 4 竹腰 直紀(3)   2:21.68 4 中尾 豪志(2)   2:13.83 q
ﾀｹｺｼ ﾅｵｷ 松本美須々ヶ丘 ﾅｶｵ ﾀｹｼ 松本美須々ヶ丘

 5 平田 元(1)   2:28.55 5 千國 剛史(1)   2:16.27 
ﾋﾗﾀ ﾊｼﾞﾒ 大町 ﾁｸﾆ ﾂﾖｼ 松本蟻ヶ崎

 6 松本 尚之(1)   2:33.98 6 小田切 達也(1)   2:22.54 
ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾕｷ 松本工 ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾀﾂﾔ 穂高商
望月 颯人(1) 北澤 拓也(3)
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 穂高商 ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 大町
渡辺 夏樹(3) 上條 皓平(1)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ 松本深志 ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳﾍｲ 松本深志

[ 3組] [ 4組]

 1 長尾 勇希(3)   2:05.20 Q 1 赤塚 太一(3)   2:05.19 Q
ﾅｶﾞｵ ﾕｳｷ 松商学園 ｱｶﾂｶ ﾀｲﾁ 松本県ヶ丘

 2 碓井 智也(2)   2:11.99 Q 2 野口 拓也(3)   2:09.55 Q
ｳｽｲ ﾄﾓﾔ 創造学園 ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 木曽青峰

 3 渡島 寛己(2)   2:12.21 q 3 小口 拳人(3)   2:10.15 q
ﾜﾀｼﾏ ﾋﾛｷ 松本県ヶ丘 ｵｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 松本蟻ヶ崎

 4 中畑 量平(1)   2:17.92 4 遠藤 崇弘(2)   2:17.38 
ﾅｶﾊﾀ ﾘｮｳﾍｲ 南安曇農 ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 穂高商

 5 東山 壱成(1)   2:31.58 5 市川 亮(2)   2:22.55 
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ 松本美須々ヶ丘 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 創造学園

 6 奥原 稲穂(1)   2:31.98 6 北原 泰地(1)   2:29.93 
ｵｸﾊﾗ ｲﾅﾎ 塩尻志学館 ｷﾀﾊﾗ ﾀｲﾁ 松本工

 7 村山 淳哉(2)   2:44.52 喜代浜 友貴(1)
ﾑﾗﾔﾏ ｱﾂﾔ 池田工 ｷﾖﾊﾏ ﾕｳｷ 南安曇農

[ 5組]

 1 加藤 智樹(3)   2:10.81 Q
ｶﾄｳ ﾄﾓｷ 松商学園

 2 北澤 良平(3)   2:10.91 Q
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｮｳﾍｲ 大町

 3 齋藤 武蔵(3)   2:11.15 q
ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ 松本工

 4 藤松 楓季(1)   2:11.57 q
ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ 豊科

 5 酒井 諒(2)   2:24.95 
ｻｶｲ ﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎

 6 川上 裕也(3)   2:29.04 
ｶﾜｶﾐ ﾕｳﾔ 南安曇農

 7 髙橋 洸平(3)   2:43.74 
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ 大町北

[ 1組] [ 2組]

 1 林 優人(3)   2:00.33 Q 1 村瀬 雅人(3)   2:00.67 Q
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 創造学園 ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ 松本県ヶ丘

 2 高橋 亮太(3)   2:02.76 Q 2 野口 拓也(3)   2:01.05 Q
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 松商学園 ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 木曽青峰

 3 長尾 勇希(3)   2:02.79 Q 3 赤塚 太一(3)   2:02.13 Q
ﾅｶﾞｵ ﾕｳｷ 松商学園 ｱｶﾂｶ ﾀｲﾁ 松本県ヶ丘

 4 赤池 裕貴(3)   2:05.56 q 4 碓井 智也(2)   2:06.89 q
ｱｶｲｹ ﾕｳｷ 塩尻志学館 ｳｽｲ ﾄﾓﾔ 創造学園

 5 北澤 良平(3)   2:08.10 5 加藤 智樹(3)   2:11.17 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｮｳﾍｲ 大町 ｶﾄｳ ﾄﾓｷ 松商学園

 6 中島 大智(1)   2:11.50 6 小口 拳人(3)   2:15.40 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 木曽青峰 ｵｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 松本蟻ヶ崎

 7 渡島 寛己(2)   2:11.59 7 中尾 豪志(2)   2:16.97 
ﾜﾀｼﾏ ﾋﾛｷ 松本県ヶ丘 ﾅｶｵ ﾀｹｼ 松本美須々ヶ丘

 8 藤松 楓季(1)   2:14.80 8 齋藤 武蔵(3)   2:17.77 
ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ 豊科 ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ 松本工
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 1 村瀬 雅人(3)   1:57.70 
ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ 松本県ヶ丘

 2 林 優人(3)   1:58.11 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 創造学園

 3 赤塚 太一(3)   1:58.46 
ｱｶﾂｶ ﾀｲﾁ 松本県ヶ丘

 4 野口 拓也(3)   2:01.29 
ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 木曽青峰

 5 赤池 裕貴(3)   2:02.51 
ｱｶｲｹ ﾕｳｷ 塩尻志学館

 6 長尾 勇希(3)   2:03.42 
ﾅｶﾞｵ ﾕｳｷ 松商学園

 7 高橋 亮太(3)   2:07.58 
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 松商学園

 8 碓井 智也(2)   2:19.23 
ｳｽｲ ﾄﾓﾔ 創造学園
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[ 1組] [ 2組]

 1 二村 航平(1)   4:25.96 Q 1 赤塚 太一(3)   4:23.65 Q
ﾆﾑﾗ ｺｳﾍｲ 松商学園 ｱｶﾂｶ ﾀｲﾁ 松本県ヶ丘

 2 高橋 直志(3)   4:26.54 Q 2 降幡 真也(3)   4:24.00 Q
ﾀｶﾊｼ ﾅｵｼ 大町 ﾌﾘﾊﾀ ﾏｻﾔ 松商学園

 3 遠藤 崇弘(2)   4:30.01 Q 3 佐伯 拓海(2)   4:24.04 Q
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 穂高商 ｻｴｷ ﾀｸﾐ 松本深志

 4 中村 優希(2)   4:30.25 Q 4 古畑 将太郎(3)   4:24.62 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 塩尻志学館 ﾌﾙﾊﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 木曽青峰

 5 上條 広裕希(2)   4:30.91 q 5 細川 翔太郎(2)   4:24.98 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾛｷ 松本県ヶ丘 ﾎｿｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 大町

 6 河野 修平(1)   4:41.01 6 竹村 僚太(2)   4:32.08 q
ｺｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 松本美須々ヶ丘 ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 大町北

 7 神村 慧(2)   4:41.23 7 横水 颯太(1)   4:32.19 
ｶﾐﾑﾗ ｹｲ 木曽青峰 ﾖｺﾐｽﾞ ｿｳﾀ 豊科

 8 塩入 慶太(3)   4:46.88 8 伊藤 翼(3)   4:43.52 
ｼｵｲﾘ ｹｲﾀ 大町北 ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 明科

 9 市川 亮(2)   4:50.50 9 折井 昌弘(2)   4:46.08 
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 創造学園 ｵﾘｲ ﾏｻﾋﾛ 梓川

10 太田 英暁(1)   4:54.91 10 武藤 壮平(1)   4:55.81 
ｵｵﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 松本深志 ﾑﾄｳ ｿｳﾍｲ 穂高商

11 三沢  遼(1)   4:58.07 11 藤澤 亮(3)   4:59.07 
ﾐｻﾜ ﾘｮｳ 松本工 ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳ 創造学園

12 松澤 俊也(1)   4:58.58 12 平﨑 柊(1)   5:14.37 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 南安曇農 ﾋﾗｻｷ ｼｭｳ 松本美須々ヶ丘

13 酒井 諒(2)   4:59.27 13 筒井 将太(1)   5:14.38 
ｻｶｲ ﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎 ﾂﾂｲ ｼｮｳﾀ 松本蟻ヶ崎

[ 3組]

 1 林 優人(3)   4:21.85 Q
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 創造学園

 2 古谷 樹仁(2)   4:24.29 Q
ﾌﾙﾀﾆ ﾐｷﾋﾄ 木曽青峰

 3 高橋 亮太(3)   4:25.31 Q
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 松商学園

 4 小口 智大(1)   4:25.72 Q
ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 松本深志

 5 村瀬 崚(1)   4:29.17 q
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 松本県ヶ丘

 6 伊藤 康介(1)   4:38.20 
ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 白馬

 7 尼崎 寛敏(2)   4:43.96 
ｱﾏｻｷ ﾋﾛﾄｼ 松本蟻ヶ崎

 8 北澤 良平(3)   4:50.99 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾘｮｳﾍｲ 大町

 9 小林 広幸(2)   4:55.45 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ 梓川

10 山崎 航(1)   4:57.38 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 松本美須々ヶ丘

11 遠藤 和也(1)   5:06.37 
ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾔ 穂高商

12 北原 大輝(3)   5:19.94 
ｷﾀﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 都市大塩尻
青柳 優馬(2)
ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳﾏ 田川
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 1 林 優人(3)   4:02.29 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 創造学園

 2 降幡 真也(3)   4:02.62 
ﾌﾘﾊﾀ ﾏｻﾔ 松商学園

 3 佐伯 拓海(2)   4:10.99 
ｻｴｷ ﾀｸﾐ 松本深志

 4 高橋 直志(3)   4:12.74 
ﾀｶﾊｼ ﾅｵｼ 大町

 5 赤塚 太一(3)   4:15.18 
ｱｶﾂｶ ﾀｲﾁ 松本県ヶ丘

 6 二村 航平(1)   4:15.86 
ﾆﾑﾗ ｺｳﾍｲ 松商学園

 7 上條 広裕希(2)   4:19.31 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾛｷ 松本県ヶ丘

 8 高橋 亮太(3)   4:22.66 
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 松商学園

 9 村瀬 崚(1)   4:26.17 
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 松本県ヶ丘

10 竹村 僚太(2)   4:28.03 
ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 大町北

11 古谷 樹仁(2)   4:28.37 
ﾌﾙﾀﾆ ﾐｷﾋﾄ 木曽青峰

12 古畑 将太郎(3)   4:28.39 
ﾌﾙﾊﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 木曽青峰

13 小口 智大(1)   4:30.87 
ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 松本深志

14 細川 翔太郎(2)   4:32.17 
ﾎｿｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 大町

15 遠藤 崇弘(2)   4:34.50 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 穂高商

16 中村 優希(2)   4:36.96 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 塩尻志学館
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 1 降幡 真也(3)  15:19.74 
ﾌﾘﾊﾀ ﾏｻﾔ 松商学園

 2 佐伯 拓海(2)  15:37.32 
ｻｴｷ ﾀｸﾐ 松本深志

 3 高橋 直志(3)  15:41.81 
ﾀｶﾊｼ ﾅｵｼ 大町

 4 二村 航平(1)  15:51.31 
ﾆﾑﾗ ｺｳﾍｲ 松商学園

 5 細川 翔太郎(2)  15:57.52 
ﾎｿｶﾜ ｼｮｳﾀﾛｳ 大町

 6 湯本 将矢(3)  16:09.15 
ﾕﾓﾄ ﾏｻﾔ 松商学園

 7 新 遼吾(3)  16:11.30 
ｱﾀﾗｼ ﾘｮｳｺﾞ 松本県ヶ丘

 8 上條 広裕希(2)  16:20.15 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾛﾕｷ 松本県ヶ丘

 9 竹村 僚太(2)  16:40.64 
ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 大町北

10 横水 颯太(1)  16:43.47 
ﾖｺﾐｽﾞ ｿｳﾀ 豊科

11 中村 優希(2)  17:09.08 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 塩尻志学館

12 小口 智大(1)  17:15.91 
ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 松本深志

13 堀内 正和(3)  17:16.85 
ﾎﾘｳﾁ ﾏｻｶｽﾞ 創造学園

14 塩入 慶太(3)  17:29.87 
ｼｵｲﾘ ｹｲﾀ 大町北

15 細井 奨太(1)  17:30.66 
ﾎｿｲ ｼｮｳﾀ 大町

16 上條 裕紀(3)  17:36.00 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 田川

17 古畑 将太郎(3)  17:40.38 
ﾌﾙﾊﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ 木曽青峰

18 伊藤 翼(3)  17:43.71 
ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 明科

19 宮本 泰典(2)  17:45.60 
ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 松本深志

20 神村 慧(2)  18:10.34 
ｶﾐﾑﾗ ｹｲ 木曽青峰

21 桑原 大吾(3)  18:11.51 
ｸﾜﾊﾗ ﾀﾞｲｺﾞ 創造学園

22 青山 和暉(3)  18:12.51 
ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞｷ 田川

23 吉本 純歩(2)  18:17.01 
ﾖｼﾓﾄ ｽﾐﾎ 松本県ヶ丘

24 伊藤 康介(1)  18:33.45 
ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 白馬

25 赤羽 祥紀(1)  18:42.48 
ｱｶﾊﾈ ﾔｽﾕｷ 松本美須々ヶ丘

26 折井 昌弘(2)  18:45.43 
ｵﾘｲ ﾏｻﾋﾛ 梓川

27 浅村 祐貴(1)  18:46.40 
ｱｻﾑﾗ ﾕｳｷ 松本美須々ヶ丘

28 古畑 翼(1)  19:07.63 
ﾌﾙﾊﾀ ﾂﾊﾞｻ 木曽青峰
林 優人(3)
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 創造学園 欠場
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[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 -2.2

 1 小幡 卓哉(3)     16.72 Q 1 松井 岳(3)     16.84 Q
ｵﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ 松本深志 ﾏﾂｲ ﾀｹｼ 大町

 2 鰐川 一輝(3)     16.74 Q 2 望月 康平(3)     17.72 Q
ﾜﾆｶﾜ ｶｽﾞｷ 松本県ヶ丘 ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ 穂高商

 3 寺島 翔太(3)     16.83 q 3 中野 涼介(1)     17.93 q
ﾃﾗｼﾏ ｼｮｳﾀ 大町 ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 松本深志

 4 岩間 雅英(2)     18.68 4 丸山 貴倫(3)     17.95 q
ｲﾜﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ 松商学園 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾐﾁ 松商学園

 5 降籏 敬(1)     19.74 5 和田 昌也(3)     18.16 q
ﾌﾙﾊﾀ ｹｲ 松本蟻ヶ崎 ﾜﾀﾞ ﾏｻﾔ 大町

 6 藤井 智明(3)     19.84 6 太田 一臣(3)     18.77 
ﾌｼﾞｲ ﾄﾓｱｷ 田川 ｵｵﾀ ｶｽﾞｵﾐ 大町北
望月 颯人(1)
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔﾄ 穂高商

風速 -2.2

 1 鰐川 一輝(3)     16.43 
ﾜﾆｶﾜ ｶｽﾞｷ 松本県ヶ丘

 2 小幡 卓哉(3)     16.57 
ｵﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ 松本深志

 3 松井 岳(3)     16.69 
ﾏﾂｲ ﾀｹｼ 大町

 4 寺島 翔太(3)     16.79 
ﾃﾗｼﾏ ｼｮｳﾀ 大町

 5 望月 康平(3)     17.27 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ 穂高商

 6 中野 涼介(1)     17.41 
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 松本深志

 7 和田 昌也(3)     17.81 
ﾜﾀﾞ ﾏｻﾔ 大町

 8 丸山 貴倫(3)     17.86 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾐﾁ 松商学園

 2064
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 2066
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 2037
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[ 1組] [ 2組]

 1 岩間 雅英(2)   1:00.01 Q 1 小栁 堅一(2)     58.75 Q
ｲﾜﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ 松商学園 ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 松本県ヶ丘

 2 鰐川 一輝(3)   1:00.22 Q 2 千國 亮(2)     58.94 Q
ﾜﾆｶﾜ ｶｽﾞｷ 松本県ヶ丘 ﾁｸﾆ ﾘｮｳ 大町

 3 佐藤 公則(1)   1:03.60 3 小幡 卓哉(3)   1:00.47 q
ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 大町 ｵﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ 松本深志

 4 林   悠輔(2)   1:04.48 4 上條 健宏(3)   1:01.04 q
ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ 塩尻志学館 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹﾋﾛ 塩尻志学館

 5 松本 卓也(1)   1:07.32 5 太田 一臣(3)   1:02.06 q
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 豊科 ｵｵﾀ ｶｽﾞｵﾐ 大町北
望月 康平(3) 6 窪田 五大(3)   1:03.04 q
ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ 穂高商 ｸﾎﾞﾀ ｺﾞﾀﾞｲ 穂高商
渡辺 夏樹(3) 7 百瀬 弦(1)   1:03.94 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅﾂｷ 松本深志 ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ 松本県ヶ丘

 1 小栁 堅一(2)     59.16 
ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 松本県ヶ丘

 2 千國 亮(2)     59.42 
ﾁｸﾆ ﾘｮｳ 大町

 3 小幡 卓哉(3)     59.57 
ｵﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ 松本深志

 4 鰐川 一輝(3)   1:00.31 
ﾜﾆｶﾜ ｶｽﾞｷ 松本県ヶ丘

 5 岩間 雅英(2)   1:00.57 
ｲﾜﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ 松商学園

 6 上條 健宏(3)   1:03.66 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹﾋﾛ 塩尻志学館

 7 太田 一臣(3)   1:04.48 
ｵｵﾀ ｶｽﾞｵﾐ 大町北

 8 窪田 五大(3)   1:04.59 
ｸﾎﾞﾀ ｺﾞﾀﾞｲ 穂高商

順 No. 氏  名 所属名

男子

400mH(0.914m)
予選 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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 1 新 遼吾(3) 10:01.15 
ｱﾀﾗｼ ﾘｮｳｺﾞ 松本県ヶ丘

 2 湯本 将矢(3) 10:17.51 
ﾕﾓﾄ ﾏｻﾔ 松商学園

 3 古谷 樹仁(2) 10:29.39 
ﾌﾙﾀﾆ ﾐｷﾋﾄ 木曽青峰

 4 竹村 僚太(2) 10:43.12 
ﾀｹﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 大町北

 5 渡辺 優樹(1) 10:47.47 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 松本深志

 6 中村 優希(2) 10:50.03 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 塩尻志学館

 7 上條 裕紀(3) 10:50.45 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 田川

 8 宮坂 直登(3) 10:53.80 
ﾐﾔｻｶ ﾅｵﾄ 松本県ヶ丘

 9 碓井 智也(2) 10:58.45 
ｳｽｲ ﾄﾓﾔ 創造学園

10 後藤 隼人(3) 11:10.44 
ｺﾞﾄｳ ﾊﾔﾄ 創造学園

11 青山 和暉(3) 11:14.26 
ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞｷ 田川

12 植木 康平(1) 11:14.68 
ｳｴｷ ｺｳﾍｲ 松本深志

13 伊藤 翼(3) 11:18.12 
ｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 明科

14 尼崎 寛敏(2) 11:28.79 
ｱﾏｻｷ ﾋﾛﾄｼ 松本蟻ヶ崎

15 宮本 泰典(2) 11:43.95 
ﾐﾔﾓﾄ ﾔｽﾉﾘ 松本深志

16 青木 颯(1) 11:45.99 
ｱｵｷ ﾊﾔﾃ 木曽青峰

17 遠藤 和也(1) 12:39.63 
ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾔ 穂高商
遠藤 崇弘(2)
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｶﾋﾛ 穂高商
山崎 航(1)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 松本美須々ヶ丘

8  2114

18  2327
欠場

10  2107
欠場

12  2242

16  1969

17  2564

19  2389

15  2178

4  2244

9  2518

11  2511

13  2179

6  2296

2  2248

7  1997

5  1961

14  2041

1  2288

3  2481

男子

3000mSC
決勝
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 1 塩島 亮太(3)  22:08.69 
ｼｵｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 豊科

 2 藤原 純一(3)  22:19.76 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｼﾞｭﾝｲﾁ 豊科

 3 高橋 涼太(2)  23:48.28 
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ 豊科

 4 赤羽 晋治(3)  23:54.75 
ｱｶﾊﾈ ｼﾝｼﾞ 松本県ヶ丘

 5 西澤 正志(3)  24:23.11 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 創造学園

 6 栗林 拓矢(2)  25:02.99 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 大町

 7 渡島 寛己(2)  26:43.17 
ﾜﾀｼﾏ ﾋﾛｷ 松本県ヶ丘

 8 北澤 拓也(3)  27:09.75 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 大町

 9 上條 冬矢(2)  27:44.86 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｳﾔ 松本県ヶ丘

10 小林 巧(2)  30:11.15 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 松本美須々ヶ丘
青山 和暉(3)
ｱｵﾔﾏ ｶｽﾞｷ 田川 欠場

 2356

 2178

 2287

 2262

 2070

 2085

所属名

 2289

 2513

大会新
 2545

記録／備考
 2542

大会新
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男子

5000m競歩
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1m90 1m96 2m00
丸山 貴倫(3) - - - - - - - - o o 大会新
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｶﾐﾁ 松商学園 o xxo xxx
鷲澤  優(3) - - - - - o o xxo xxo xxx
ﾜｼｻﾞﾜ ﾕｳ 大町北
森田 耕陽(3) - - - o o o o o xxx
ﾓﾘﾀ ｺｳﾖｳ 松本蟻ヶ崎
平田 勝也(3) - - - - o o o o - -
ﾋﾗﾀ ｶﾂﾔ 梓川 /
遠藤 聡(1) - - - - o o o xo xxx
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 松本深志
小木曽 満(2) - - - - - xo o xo xxx
ｵｷﾞｿ ﾐﾂﾙ 松商学園
横川 裕也(3) - - - - - o o xxo xxx
ﾖｺｶﾜ ﾕｳﾔ 大町
二木 康太(3) - - - - xo xo o xxx
ﾌﾀﾂｷﾞ ｺｳﾀ 南安曇農
椎名    健(3) - - - - o o xxo xxx
ｼｲﾅ ﾀｹｼ 松本工
忠地 大成(1) o o o o o xo xxx
ﾀﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ 松本美須々ヶ丘
関 悠作(3) - - - - xxo xxo xxx
ｾｷ ﾕｳｻｸ 松本県ヶ丘
徳田 吉彦(3) - - xo o xo xxx
ﾄｸﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 松本蟻ヶ崎
二木 和輝(1) o o xo o xxx
ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ 田川

男子

走高跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75

 1.96
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記録

3  2362
 1.75

3  2170
 1.75

5  2252
 1.75

6  2475
 1.75
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 1.75

8  2131
 1.70

9  2432
 1.70

10  2326
 1.65

13  2189
 1.55

11  2298
 1.65

12  2361
 1.60



今井 祐輔(3)
ｲﾏｲ ﾕｳｽｹ 田川
安藤 直哉(3)
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 田川

 2.80

o xxx  4.00o

2  2177
o o o o xxx

4m20
1  2176

o - - - - xo

記録 備考2m20 2m40 2m60 2m80 3m00 3m60 3m80 4m00

男子

棒高跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



３回の
最高記録

宮崎 琢也(2)    x  6.27  6.81   6.81  6.88   x   x    6.88 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ 松商学園  -0.7  +0.9   +0.9  +2.0    +2.0
青沼 和紀(3)   6.70  6.67  6.44   6.70  6.74   x  6.57    6.74 
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ 穂高商   +1.3  +0.6  -1.0   +1.3  -1.7   0.0    -1.7
中野 秀紀(3)   6.20  6.59  6.38   6.59  6.35  6.24   x    6.59 
ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞｷ 松本県ヶ丘   -2.1  -0.5  -0.7   -0.5  +0.7  +2.5    -0.5
中田 逸斗(3)   5.88  6.17  6.23   6.23   x  6.36   x    6.36 
ﾅｶﾀ ﾊﾔﾄ 松本蟻ヶ崎   -0.9  -1.4  -2.3   -2.3  +0.8    +0.8
中野 涼介(1)   5.96  6.22  5.83   6.22  5.84   x   x    6.22 
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 松本深志   +1.3  +0.7  -2.1   +0.7  -1.6    +0.7
徳田 吉彦(3)   6.20   x  4.38   6.20   x  4.70   x    6.20 
ﾄｸﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 松本蟻ヶ崎   +0.7  -0.9   +0.7  -1.2    +0.7
松澤 詠太(3)   5.86  6.11  6.19   6.19  5.79  6.08  6.09    6.19 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲﾀ 梓川   -1.4  -1.3  +0.4   +0.4  -2.1  +1.6  -1.2    +0.4
小野沢 達也(1)   5.88  6.05  6.14   6.14  5.40  6.03   x    6.14 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 穂高商   -0.9  -1.0  +0.3   +0.3  +0.7  +1.3    +0.3
中川 聡(3)   6.09   x  6.13   6.13    6.13 
ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 松本深志   -0.6   0.0    0.0     0.0
清水 健祐(3)   6.03   x  5.53   6.03    6.03 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ 豊科    0.0  -1.6    0.0     0.0
抜井 裕介(2)   5.92   x  4.99   5.92    5.92 
ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘   +1.9  -1.7   +1.9    +1.9
曽根原 渉(3)   5.83  5.74   x   5.83    5.83 
ｿﾈﾊﾗ ﾜﾀﾙ 大町北   -0.7  +0.2   -0.7    -0.7
大豆 直哉(2)   5.80  5.77   x   5.80    5.80 
ｵｵﾏﾒ ﾅｵﾔ 木曽青峰   +0.8  +0.4   +0.8    +0.8
奥原 隼太(1)    x  5.59  5.59   5.59    5.59 
ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 松商学園  -1.5  -1.5   -1.5    -1.5
惠木 喬太郎(1)    x  5.59  5.46   5.59    5.59 
ｴｷﾞ ｷｮｳﾀﾛｳ 都市大塩尻  -1.6  -1.0   -1.6    -1.6
松澤 直樹(1)   4.93  5.47  5.13   5.47    5.47 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ 大町   -0.1  -2.1  -0.7   -2.1    -2.1
宮澤 将(2)   5.46  5.32  5.34   5.46    5.46 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾙ 松商学園   +0.8  +2.0  -1.1   +0.8    +0.8
山崎 大輝(1)   5.30  5.45  5.04   5.45    5.45 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 松本深志   +0.7  +1.8  -0.5   +1.8    +1.8
樽沢 絃人(1)    x  4.57  5.39   5.39    5.39 
ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 木曽青峰  -1.2  -2.1   -2.1    -2.1
北條 健介(1)   5.39   x   x   5.39    5.39 
ﾎｳｼﾞｮｳ ｹﾝｽｹ 松本工   -0.4   -0.4    -0.4
今井 憲暢(2)   5.30  5.12  5.33   5.33    5.33 
ｲﾏｲ ｶｽﾞﾏｻ 田川   -0.4  -0.5  +0.9   +0.9    +0.9
小林 航(1)    x  5.33  5.23   5.33    5.33 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎  +0.6  -2.2   +0.6    +0.6
東井 誠弥(1)    x  5.22  4.87   5.22    5.22 
ﾄｳｲ ｾｲﾔ 松本工  -1.6  -0.3   -1.6    -1.6
村瀬 直希(1)    x   x  5.16   5.16    5.16 
ﾑﾗｾ ﾅｵｷ 松本美須々ヶ丘  -1.1   -1.1    -1.1
高木 勝大(3)   5.12   x  5.08   5.12    5.12 
ﾀｶｷﾞ ｶﾂﾏｻ 木曽青峰   -1.3  -0.3   -1.3    -1.3
中村  健(1)    x  4.94  5.08   5.08    5.08 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ 塩尻志学館  -1.0  +0.7   +0.7    +0.7
関塚 賢悟(1)    x  5.04   x   5.04    5.04 
ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ 松本県ヶ丘  -1.5   -1.5    -1.5
中澤 正人(1)    x  4.97  4.60   4.97    4.97 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 梓川  +1.6  -3.0   +1.6    +1.6
畑田 雅道(3)   4.95  4.75  4.85   4.95    4.95 
ﾊﾀﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 創造学園   -0.5  +0.7  +3.6   -0.5    -0.5
太田 真也(1)   4.60  4.68   x   4.68    4.68 
ｵｵﾀ ｼﾝﾔ 豊科   -0.5  +0.4   +0.4    +0.4
二木 和輝(1)   4.47   x   x   4.47    4.47 
ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ 田川   +0.7   +0.7    +0.7
濱  哲也(1)    x  4.39   x   4.39    4.39 
ﾊﾏ ﾃﾂﾔ 松本工  -0.8   -0.8    -0.8
小穴 優也(1)    x  4.34   x   4.34    4.34 
ｵｱﾅ ﾏｻﾔ 明科  +0.6   +0.6    +0.6
折井 昌弘(2) 欠場
ｵﾘｲ ﾏｻﾋﾛ 梓川
藤井 智明(3) 欠場
ﾌｼﾞｲ ﾄﾓｱｷ 田川
田中 翔太(1) 欠場
ﾀﾅｶ ｼｮｳﾀ 穂高商
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３回の
最高記録

清水 健祐(3)  13.51 12.86 12.59  13.51 12.19 12.44 13.10   13.51 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ 豊科   +1.6   0.0  +1.3   +1.6  -1.2  -0.9  +1.9    +1.6
松澤 詠太(3)  13.00 13.05   x  13.05 12.96 12.75 13.43   13.43 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲﾀ 梓川   +2.7  +2.2   +2.2  -1.1  -1.8  +0.8    +0.8
青沼 和紀(3)  12.77 12.57 12.28  12.77 11.98 12.50   x   12.77 
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ 穂高商   +2.1  +1.1  +0.8   +2.1  -0.5  -3.7    +2.1
小幡 卓哉(3)  12.39 12.61   x  12.61 12.69 12.14 12.35   12.69 
ｵﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ 松本深志   -1.0  +1.4   +1.4  +1.4  -3.2  -1.6    +1.4
中川 聡(3)  12.56 12.35   x  12.56 10.25 12.16 12.25   12.56 
ﾅｶｶﾞﾜ ｻﾄｼ 松本深志   +0.5  -0.7   +0.5  +2.2  -2.9  +1.2    +0.5
宮崎 琢也(2)  12.41 12.35 12.47  12.47 12.41   -   -   12.47 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ 松商学園   +1.9  +1.1  +1.4   +1.4  +1.2    +1.4
徳田 吉彦(3)  11.94 12.22 12.19  12.22 12.06   -   -   12.22 
ﾄｸﾀﾞ ﾖｼﾋｺ 松本蟻ヶ崎   +2.5  +0.6  +0.7   +0.6  -0.7    +0.6
曽根原 渉(3)  11.34 12.04 11.73  12.04 11.30 11.69 11.62   12.04 
ｿﾈﾊﾗ ﾜﾀﾙ 大町北   -1.0  +2.6  -2.3   +2.6  -1.0  -2.4  +2.5    +2.6
太田 一臣(3)  11.70 11.81   x  11.81   11.81 
ｵｵﾀ ｶｽﾞｵﾐ 大町北   -0.7  +0.8   +0.8    +0.8
小林 篤記(2)  11.38   x 11.76  11.76   11.76 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ 大町北   +0.9  +0.5   +0.5    +0.5
高松 雄大(3)  10.94 11.72 11.40  11.72   11.72 
ﾀｶﾏﾂ ｶｽﾞｷ 松本県ヶ丘   -1.2  +2.8  -0.9   +2.8    +2.8
奥原 隼太(1)  11.19 11.13 11.53  11.53   11.53 
ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 松商学園   +1.7  +0.5  +2.0   +2.0    +2.0
森田 耕陽(3)  10.73   x 11.53  11.53   11.53 
ﾓﾘﾀ ｺｳﾖｳ 松本蟻ヶ崎   +0.2  +0.3   +0.3    +0.3
今井 憲暢(2)  11.19 10.68 10.83  11.19   11.19 
ｲﾏｲ ｶｽﾞﾏｻ 田川   +2.3  +1.3  +1.4   +2.3    +2.3
藤澤 淳弥(2) 欠場
ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 田川
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３回の
最高記録

飯田 謙治(2)
ｲｲﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 松商学園
山本 大(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲ 松商学園
上條 哲矢(2)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾃﾂﾔ 木曽青峰
寺島 国彦(3)
ﾃﾗｼﾏ ｸﾆﾋｺ 穂高商
田口 恭平(2)
ﾀｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 木曽青峰
山田 悠聖(3)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｾｲ 松本県ヶ丘
東方 大樹(3)
ﾄｳﾎﾞｳ ﾀﾞｲｷ 池田工
上條 文汰(2)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾌﾞﾝﾀ 梓川
勝野 涼大(1)
ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ 大町
相澤 元紀(2)
ｱｲｻﾞﾜ ﾓﾄｷ 大町
大久保 達弥(1)
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 松本深志
島田 祐司(3)
ｼﾏﾀﾞﾕｳｼﾞ 松本筑摩
石崎 智裕(1)
ｲｼｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 松本深志
大日方 建(2)
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾀｹﾙ 大町
畑 宏征(2)
ﾊﾀ ｺｳｾｲ 松本県ヶ丘
田中 樹(3)
ﾀﾅｶ ｲﾂｷ 田川
丸山 貴由人(1)
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾕﾄ 松商学園
岡本 悠(1)
ｵｶﾓﾄ ﾕｳ 穂高商
森島 丈(1)
ﾓﾘｼﾏ ｼﾞｮｳ 梓川
佐原 涼太(1)
ｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 梓川
小澤 和彦(2)
ｵｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ 田川
青柳 優馬(2) 欠場
ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳﾏ 田川
畠山 智行(3) 欠場
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 都市大塩尻
百瀬 友紀(3) 欠場
ﾓﾓｾ ﾄﾓｷ 松本県ヶ丘
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３回の
最高記録

上條 文汰(2)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾌﾞﾝﾀ 梓川
山田 悠聖(3)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｾｲ 松本県ヶ丘
飯田 謙治(2)
ｲｲﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 松商学園
寺島 国彦(3)
ﾃﾗｼﾏ ｸﾆﾋｺ 穂高商
丸山 清嵩(3)
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾖﾀｶ 松本深志
山本 大(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾀﾞｲ 松商学園
東方 大樹(3)
ﾄｳﾎﾞｳ ﾀﾞｲｷ 池田工
大日方 建(2)
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾀｹﾙ 大町
野尻 英史(3)
ﾉｼﾞﾘ ｴｲｼ 松本深志
百瀬 友紀(3)
ﾓﾓｾ ﾄﾓｷ 松本県ヶ丘
手塚 裕太(2)
ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾀ 池田工
丸山 貴由人(1)
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾕﾄ 松商学園
荻澤 洸太(3)
ｵｷﾞｻﾜ ｺｳﾀ 大町北
森島 丈(1)
ﾓﾘｼﾏ ｼﾞｮｳ 梓川
岡本 悠(1)
ｵｶﾓﾄ ﾕｳ 穂高商
奥原 千明(3)
ｵｸﾊﾗ ﾁｱｷ 大町北
工藤 裕貴(2)
ｸﾄﾞｳ ﾕｳｷ 松本県ヶ丘
石崎 智裕(1)
ｲｼｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 松本深志
降旗 佑宇(2)
ﾌﾘﾊﾀ ﾕｳ 松本美須々ヶ丘
佐原 涼太(1)
ｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 梓川
上條 哲矢(2) 記録なし
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾃﾂﾔ 木曽青峰
髙橋 洸平(3) 欠場
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ 大町北
宮崎 貴正(3) 欠場
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾏｻ 塩尻志学館
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３回の
最高記録

平田 勝也(3) 大会新
ﾋﾗﾀ ｶﾂﾔ 梓川
寺島 国彦(3) 大会新
ﾃﾗｼﾏ ｸﾆﾋｺ 穂高商
上條 文汰(2)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾌﾞﾝﾀ 梓川
山村 圭吾(3)
ﾔﾏﾑﾗ ｹｲｺﾞ 梓川
深澤 元気(3)
ﾌｶｻﾞﾜ ｹﾞﾝｷ 明科
野尻 英史(3)
ﾉｼﾞﾘ ｴｲｼ 松本深志
飯田 謙治(2)
ｲｲﾀﾞ ｹﾝｼﾞ 松商学園
五十嵐 靖貴(3)
ｲｶﾞﾗｼ ﾔｽﾀｶ 大町
山田 悠聖(3)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳｾｲ 松本県ヶ丘
安部 太祐(2)
ｱﾝﾍﾞ ﾀｲｽｹ 大町北
降旗 佑宇(2) 記録なし
ﾌﾘﾊﾀ ﾕｳ 松本美須々ヶ丘
岡本 悠(1) 欠場
ｵｶﾓﾄ ﾕｳ 穂高商
小澤 匠(2) 欠場
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 松本美須々ヶ丘

記録 備考-4- -5- -6-
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３回の
最高記録

木藤 幸希(2)
ｷﾄｳ ﾖｼｷ 松商学園
佐倉 陽人(3)
ｻｸﾗ ﾊﾙﾄ 都市大塩尻
鳥羽 大樹(3)
ﾄﾊﾞ ﾋﾛｷ 南安曇農
上條 健宏(3)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹﾋﾛ 塩尻志学館
小澤 匠(2)
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 松本美須々ヶ丘
的本 幸基(3)
ﾏﾄﾓﾄ ｺｳｷ 塩尻志学館
小川 健太(1)
ｵｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 木曽青峰
田口 恭平(2)
ﾀｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ 木曽青峰
野尻 英史(3)
ﾉｼﾞﾘ ｴｲｼ 松本深志
松尾 幸治朗(2)
ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞﾛｳ 松本県ヶ丘
小口 拳人(3)
ｵｸﾞﾁ ｹﾝﾄ 松本蟻ヶ崎
務台 直希(3)
ﾑﾀｲ ﾅｵｷ 都市大塩尻
宮崎 貴正(3)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾏｻ 塩尻志学館
鷲澤  優(3)
ﾜｼｻﾞﾜ ﾕｳ 大町北
畑 宏征(2)
ﾊﾀ ｺｳｾｲ 松本県ヶ丘
大久保 達弥(1)
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 松本深志
秋山 尚輝(3)
ｱｷﾔﾏ ﾖｼｷ 松本県ヶ丘
川舩 惇弘(1)
ｶﾜﾌﾈ ｱﾂﾋﾛ 梓川
丸山 貴由人(1)
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾕﾄ 松商学園
大藏 拓真(1)
ｵｵｸﾗ ﾀｸﾏ 梓川
髙橋 洸平(3)
ﾀｶﾊｼ ｺｳﾍｲ 大町北
酒井 諒(2)
ｻｶｲ ﾘｮｳ 松本蟻ヶ崎
丸山 清嵩(3) 欠場
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾖﾀｶ 松本深志

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

   x

記録

男子

やり投(0.800kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ

 47.42

備考

1  2496
 50.24    o    o   50.24    o    x

   o

 50.24 

2  2454
   o  45.05    o   45.05    o    o

   o

 47.42 

3  2133
   o  45.05    o   45.05    o    o

   o

 45.05 

4  1996
   o  44.38    o   44.38    x    o

   o

 44.38 

5  2355
   o  44.00    o   44.00    x    o

   x

 44.00 

6  2003
   x  43.42    o   43.42    o    x

 42.39

 43.42 

7  1970
   x    o  42.85   42.85  43.14    o  43.14 

8  1956
   o    x  40.13   40.13    o    o  42.39 

9  2234
 39.54    x    x   39.54  39.54 

10  2269
   o  36.72    o   36.72  36.72 

11  2363
   x  36.57    o   36.57  36.57 

12  2457
   o  36.02    o   36.02  36.02 

13  1995
   o  35.94    x   35.94  35.94 

14  2047
   x    o  35.92   35.92  35.92 

15  2284
   o  34.36    x   34.36  34.36 

16  2253
   o  34.04    x   34.04  34.04 

17  2292
 33.64    x    x   33.64  33.64 

18  2158
   o    o  33.60   33.60  33.60 

19  2468
   o    o  27.82   27.82  27.82 

20  2157
   x  26.71    o   26.71  26.71 

21  2038
 19.39    x    x   19.39  19.39 

22  2387
   o  18.69    o   18.69  18.69 

 2237



[ 1組] [ 2組]
順 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 松商学園  2477 藤森 未知也(3)     42.39 Q 1 松本深志 2235 小幡 卓哉(3)     43.17 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ 大会新 ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ｵﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ
 2488 樋口 克治(2) 2239 長谷川 寛(2)

ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ
 2478 宮澤 裕輝(3) 2240 若林 颯(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ
 2494 的場 亮太(2) 2228 小川 貴之(3)

ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ
 2 松本蟻ヶ崎  2361 徳田 吉彦(3)     44.98 Q 2 松本県ヶ丘 2266 小川 翔平(2)     44.32 Q

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ﾄｸﾀﾞ ﾖｼﾋｺ ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ
 2400 酒井 聖矢(3) 2293 中野 秀紀(3)

ｻｶｲ ｾｲﾔ ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞｷ
 2362 森田 耕陽(3) 2294 鰐川 一輝(3)

ﾓﾘﾀ ｺｳﾖｳ ﾜﾆｶﾜ ｶｽﾞｷ
 2364 中田 逸斗(3) 2267 抜井 裕介(2)

ﾅｶﾀ ﾊﾔﾄ ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ
 3 大町  2074 五十嵐 靖貴(3)     45.00 q 3 穂高商 2108 小野沢 達也(1)     44.37 q

ｵｵﾏﾁ ｲｶﾞﾗｼ ﾔｽﾀｶ ﾎﾀｶｼｮｳ ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
 2067 松井 岳(3) 2106 常盤 大智(2)

ﾏﾂｲ ﾀｹｼ ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ
 2065 徳武 將太(3) 2124 望月 康平(3)

ﾄｸﾀｹ ｼｮｳﾀ ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ
 2064 寺島 翔太(3) 2125 青沼 和紀(3)

ﾃﾗｼﾏ ｼｮｳﾀ ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ
 4 松本工  2426 鰐川 堅斗(3)     45.40 4 田川 2187 高津 大輔(1)     45.13 q

ﾏﾂﾓﾄｺｳ ﾜﾆｶﾜ ｹﾝﾄ ﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾂ ﾀﾞｲｽｹ
 2427 杉谷 啓太(3) 2185 藤井 智明(3)

ｽｷﾞﾔ ｹｲﾀ ﾌｼﾞｲ ﾄﾓｱｷ
 2423 上原  航(3) 2188 中村 康平(1)

ｳｴﾊﾗ ﾜﾀﾙ ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ
 2425 山腰  昇(3) 2177 安藤 直哉(3)

ﾔﾏｺｼ ﾉﾎﾞﾙ ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ
 5 梓川  2156 佐原 涼太(1)     46.82 5 塩尻志学館 1994 太田  敦(1)     45.19 q

ｱｽﾞｻｶﾞﾜ ｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ｵｵﾀ ｱﾂｼ
 2170 平田 勝也(3) 2005 今井 謙人(2)

ﾋﾗﾀ ｶﾂﾔ ｲﾏｲ ｹﾝﾄ
 2173 小林 広幸(2) 2003 的本 幸基(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ ﾏﾄﾓﾄ ｺｳｷ
 2171 松澤 詠太(3) 1999 川上 晃人(3)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲﾀ ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ
 6 大町北  2049 横井  誠(2)     46.85 6 木曽青峰 1956 田口 恭平(2)     45.78 

ｵｵﾏﾁｷﾀ ﾖｺｲ ﾏｺﾄ ｷｿｾｲﾎｳ ﾀｸﾞﾁ ｷｮｳﾍｲ
 2037 太田 一臣(3) 1958 大豆 直哉(2)

ｵｵﾀ ｶｽﾞｵﾐ ｵｵﾏﾒ ﾅｵﾔ
 2042 曽根原 渉(3) 1960 小倉 凱士(2)

ｿﾈﾊﾗ ﾜﾀﾙ ｵｸﾞﾗ ｶｲﾄ
 2036 奥原 千明(3) 1953 野口 拓也(3)

ｵｸﾊﾗ ﾁｱｷ ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ
南安曇農  2138 小林 匠己(1) 松本美須々ヶ丘 2326 忠地 大成(1)
ﾐﾅﾐｱﾂﾞﾐﾉｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 失格 ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ﾀﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ 失格

 2137 喜代浜 友貴(1) R1(2-3) 2355 小澤 匠(2) R1(2-3)
ｷﾖﾊﾏ ﾕｳｷ ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ

 2136 岡澤 悠太(1) 2354 内山 侑希(3)
ｵｶｻﾞﾜ ﾕｳﾀ ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｷ

 2134 中畑 量平(1) 2351 上原 拓馬(3)
ﾅｶﾊﾀ ﾘｮｳﾍｲ ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾏ

男子

4×100m
予選 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 松商学園  2477 藤森 未知也(3)     42.03 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾐﾁﾔ 大会新
 2488 樋口 克治(2)

ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ
 2478 宮澤 裕輝(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
 2494 的場 亮太(2)

ﾏﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ
 2 松本深志  2235 小幡 卓哉(3)     43.36 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ｵﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ
 2239 長谷川 寛(2)

ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ
 2240 若林 颯(2)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ
 2228 小川 貴之(3)

ｵｶﾞﾜ ﾀｶﾕｷ
 3 穂高商  2108 小野沢 達也(1)     44.39 

ﾎﾀｶｼｮｳ ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
 2106 常盤 大智(2)

ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ
 2124 望月 康平(3)

ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳﾍｲ
 2125 青沼 和紀(3)

ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ
 4 松本県ヶ丘  2266 小川 翔平(2)     44.57 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｵｶﾞﾜ ｼｮｳﾍｲ
 2293 中野 秀紀(3)

ﾅｶﾉ ﾋﾃﾞｷ
 2294 鰐川 一輝(3)

ﾜﾆｶﾜ ｶｽﾞｷ
 2267 抜井 裕介(2)

ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ
 5 松本蟻ヶ崎  2361 徳田 吉彦(3)     44.95 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ﾄｸﾀﾞ ﾖｼﾋｺ
 2400 酒井 聖矢(3)

ｻｶｲ ｾｲﾔ
 2362 森田 耕陽(3)

ﾓﾘﾀ ｺｳﾖｳ
 2364 中田 逸斗(3)

ﾅｶﾀ ﾊﾔﾄ
 6 塩尻志学館  1994 太田  敦(1)     45.09 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ｵｵﾀ ｱﾂｼ
 2005 今井 謙人(2)

ｲﾏｲ ｹﾝﾄ
 2003 的本 幸基(3)

ﾏﾄﾓﾄ ｺｳｷ
 1999 川上 晃人(3)

ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ
 7 大町  2074 五十嵐 靖貴(3)     45.39 

ｵｵﾏﾁ ｲｶﾞﾗｼ ﾔｽﾀｶ
 2067 松井 岳(3)

ﾏﾂｲ ﾀｹｼ
 2065 徳武 將太(3)

ﾄｸﾀｹ ｼｮｳﾀ
 2064 寺島 翔太(3)

ﾃﾗｼﾏ ｼｮｳﾀ
 8 田川  2187 高津 大輔(1)     47.11 

ﾀｶﾞﾜ ﾀｶﾂ ﾀﾞｲｽｹ
 2185 藤井 智明(3)

ﾌｼﾞｲ ﾄﾓｱｷ
 2188 中村 康平(1)

ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ
 2177 安藤 直哉(3)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ

決勝



[ 1組] [ 2組]
順 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 松本深志  2239 長谷川 寛(2)   3:31.22 Q 1 松商学園 2491 岩間 雅英(2)   3:34.32 Q

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ｲﾜﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ
 2237 丸山 清嵩(3) 2500 水島 優(1)

ﾏﾙﾔﾏ ｷﾖﾀｶ ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 2234 野尻 英史(3) 2487 村瀬 翔太(3)

ﾉｼﾞﾘ ｴｲｼ ﾑﾗｾ ｼｮｳﾀ
 2240 若林 颯(2) 2489 宮崎 琢也(2)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ
 2 大町  2067 松井 岳(3)   3:31.62 Q 2 松本県ヶ丘 2267 抜井 裕介(2)   3:34.49 Q

ｵｵﾏﾁ ﾏﾂｲ ﾀｹｼ ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ
 2078 千國 亮(2) 2294 鰐川 一輝(3)

ﾁｸﾆ ﾘｮｳ ﾜﾆｶﾜ ｶｽﾞｷ
 2051 松井 一陽(1) 2268 小栁 堅一(2)

ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ
 2065 徳武 將太(3) 2261 村瀬 雅人(3)

ﾄｸﾀｹ ｼｮｳﾀ ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ
 3 木曽青峰  1953 野口 拓也(3)   3:34.95 q 3 豊科 2546 松澤 健太(2)   3:40.73 q

ｷｿｾｲﾎｳ ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ ﾄﾖｼﾅ ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝﾀ
 1964 中島 大智(1) 2545 高橋 涼太(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳﾀ
 1960 小倉 凱士(2) 2547 藤松 楓季(1)

ｵｸﾞﾗ ｶｲﾄ ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ
 1961 古谷 樹仁(2) 2541 清水 健祐(3)

ﾌﾙﾀﾆ ﾐｷﾋﾄ ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ
 4 松本蟻ヶ崎  2400 酒井 聖矢(3)   3:35.46 q 4 松本工 2429 小池 祐大(3)   3:44.10 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｻｶｲ ｾｲﾔ ﾏﾂﾓﾄｺｳ ｺｲｹ ﾕｳﾀﾞｲ
 2361 徳田 吉彦(3) 2423 上原  航(3)

ﾄｸﾀﾞ ﾖｼﾋｺ ｳｴﾊﾗ ﾜﾀﾙ
 2388 竹内 優斗(2) 2426 鰐川 堅斗(3)

ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ ﾜﾆｶﾜ ｹﾝﾄ
 2364 中田 逸斗(3) 2431 齋藤 武蔵(3)

ﾅｶﾀ ﾊﾔﾄ ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ
 5 塩尻志学館  1993 三村 航輝(1)   3:37.80 q 5 創造学園 2516 畑田 雅道(3)   3:46.51 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ﾐﾑﾗ ｺｳｷ ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾊﾀﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ
 2005 今井 謙人(2) 2512 林 優人(3)

ｲﾏｲ ｹﾝﾄ ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ
 1999 川上 晃人(3) 2518 碓井 智也(2)

ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ ｳｽｲ ﾄﾓﾔ
 2003 的本 幸基(3) 2519 塚田 拓巳(2)

ﾏﾄﾓﾄ ｺｳｷ ﾂｶﾀﾞ ﾀｸﾐ
 6 田川  2183 藤澤 淳弥(2)   3:46.94 6 梓川 2170 平田 勝也(3)   3:52.54 

ﾀｶﾞﾜ ﾌｼﾞｻﾜ ｼﾞｭﾝﾔ ｱｽﾞｻｶﾞﾜ ﾋﾗﾀ ｶﾂﾔ
 2180 田中 樹(3) 2171 松澤 詠太(3)

ﾀﾅｶ ｲﾂｷ ﾏﾂｻﾞﾜ ｴｲﾀ
 2176 今井 祐輔(3) 2173 小林 広幸(2)

ｲﾏｲ ﾕｳｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾕｷ
 2177 安藤 直哉(3) 2156 佐原 涼太(1)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ ｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ
 7 松本美須々ヶ丘  2354 内山 侑希(3)   3:54.96 7 穂高商 2108 小野沢 達也(1)   3:57.79 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ｳﾁﾔﾏ ﾕｳｷ ﾎﾀｶｼｮｳ ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
 2357 中尾 豪志(2) 2113 山本 高寛(1)

ﾅｶｵ ﾀｹｼ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ
 2351 上原 拓馬(3) 2123 窪田 五大(3)

ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾏ ｸﾎﾞﾀ ｺﾞﾀﾞｲ
 2353 竹腰 直紀(3) 2119 武藤 壮平(1)

ﾀｹｺｼ ﾅｵｷ ﾑﾄｳ ｿｳﾍｲ

男子

4×400m
予選 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 松本深志  2239 長谷川 寛(2)   3:25.68 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ
 2235 小幡 卓哉(3)

ｵﾊﾞﾀ ﾀｸﾔ
 2237 丸山 清嵩(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｷﾖﾀｶ
 2240 若林 颯(2)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ
 2 松本県ヶ丘  2267 抜井 裕介(2)   3:27.63 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ﾇｸｲ ﾕｳｽｹ
 2294 鰐川 一輝(3)

ﾜﾆｶﾜ ｶｽﾞｷ
 2268 小栁 堅一(2)

ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ
 2261 村瀬 雅人(3)

ﾑﾗｾ ﾏｻﾄ
 3 大町  2067 松井 岳(3)   3:28.55 

ｵｵﾏﾁ ﾏﾂｲ ﾀｹｼ
 2078 千國 亮(2)

ﾁｸﾆ ﾘｮｳ
 2051 松井 一陽(1)

ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ
 2065 徳武 將太(3)

ﾄｸﾀｹ ｼｮｳﾀ
 4 松商学園  2491 岩間 雅英(2)   3:32.22 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ｲﾜﾏ ﾏｻﾋﾃﾞ
 2500 水島 優(1)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 2487 村瀬 翔太(3)

ﾑﾗｾ ｼｮｳﾀ
 2489 宮崎 琢也(2)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｸﾔ
 5 木曽青峰  1953 野口 拓也(3)   3:33.89 

ｷｿｾｲﾎｳ ﾉｸﾞﾁ ﾀｸﾔ
 1964 中島 大智(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ
 1960 小倉 凱士(2)

ｵｸﾞﾗ ｶｲﾄ
 1961 古谷 樹仁(2)

ﾌﾙﾀﾆ ﾐｷﾋﾄ
 6 塩尻志学館  2003 的本 幸基(3)   3:34.83 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ﾏﾄﾓﾄ ｺｳｷ
 2005 今井 謙人(2)

ｲﾏｲ ｹﾝﾄ
 1999 川上 晃人(3)

ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ
 2004 林   悠輔(2)

ﾊﾔｼ ﾕｳｽｹ
 7 松本蟻ヶ崎  2400 酒井 聖矢(3)   3:36.47 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｻｶｲ ｾｲﾔ
 2361 徳田 吉彦(3)

ﾄｸﾀﾞ ﾖｼﾋｺ
 2363 小口 拳人(3)

ｵｸﾞﾁ ｹﾝﾄ
 2388 竹内 優斗(2)

ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ
 8 豊科  2547 藤松 楓季(1)   3:42.31 

ﾄﾖｼﾅ ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ
 2546 松澤 健太(2)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｹﾝﾀ
 2549 松本 卓也(1)

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ
 2541 清水 健祐(3)

ｼﾐｽﾞ ｹﾝｽｹ

決勝



開催日 平成24年5月11日（金）～13日（日） 混成競技記録表   得点表  （[男子]・女子） 男子  八種競技
陸協名 長野 [20] 競技会名 平成24年度中信高等学校総合体育大会 ｺｰﾄﾞ  [12202004] 混成審判長  大和　孝司

競技場名 県松本平広域公園 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  林　嘉久夫

 1996 2133  2292 2269 1995 2243  2233 2516 1999
上條 健宏(3) 鳥羽 大樹(3) 秋山 尚輝(3) 松尾 幸治朗(2) 宮崎 貴正(3) 岩岡 広樹(2) 西森 晋平(3) 畑田 雅道(3) 川上 晃人(3)
塩尻志学館 南安曇農 松本県ヶ丘 松本県ヶ丘 塩尻志学館 松本深志 松本深志 創造学園 塩尻志学館

100m    12.54  549   12.77   508    12.51  554   12.78  506   12.90  485   12.30  593    13.07  456   12.80  502   12.40  574
  (-0.8)  549  (-0.8)   508   (-0.8)  554  (-0.8)  506  (-0.8)  485  (-0.8)  593   (-0.8)  456  (-0.8)  502  (-0.8)  574

LJ     4.48  287    5.02   386     5.05  392    5.69  521    5.45  471    5.31  443     4.92  367    5.20  421    5.45  471
  (+0.3)  836  (-1.2)   894   (-0.7)  946  (-2.4) 1027  (+1.8)  956  (-2.9) 1036   (+1.7)  823  (-1.3)  923  (+3.1) 1045

SP     5.81  238    6.57   282     6.05  252    7.42  332    5.71  232    7.40  331     7.20  319    5.54  222      DS
1074  1176 1198 1359 1188 1367 1142 1145

400m    55.85  565   57.47   503    55.69  571 1:01.01  379   59.36  435 1:00.00  413    58.53  465   58.02  483      DS
1639  1679 1769 1738 1623 1780 1607 1628

1日目得点 1639  1679 1769 1738 1623 1780 1607 1628
順位    5     4    2    3    7    1    8    6
110mH    18.97  435   22.21   196    20.46  314   21.79  222   20.27  328   20.49  311    21.37  249   23.84  110      DS

  (+2.0)  435  (+2.0)   196   (+2.0)  314  (+2.0)  222  (+2.0)  328  (+2.0)  311   (+2.0)  249  (+2.0)  110
JT    39.24  431   41.02   457    36.37  390   37.72  409   33.69  351   27.86  269    31.26  317   25.34  234      DS

 866   653  704  631  679  580  566  344
HJ     1.45  352    1.70   544     1.30  250    1.70  544    1.50  389    1.35  283     1.55  426    1.35  283      DS

1218  1197  954 1175 1068  863  992  627
1500m  4:46.05  643 4:55.84   584  4:49.86  620 5:35.49  373 5:06.46  523 5:01.05  554  5:00.66  556 4:49.83  620

1861  1781 1574 1548 1591 1417 1548 1247
2日目得点 1861  1781 1574 1548 1591 1417 1548 1247
総得点 3500  3460 3343 3286 3214 3197 3155 2875
順位    1     2    3    4    5    6    7    8



風速 -0.8

 1 岩岡 広樹(2)     12.30 
ｲﾜｵｶ ﾋﾛｷ 松本深志

 2 川上 晃人(3)     12.40 
ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ 塩尻志学館

 3 秋山 尚輝(3)     12.51 
ｱｷﾔﾏ ﾖｼｷ 松本県ヶ丘

 4 上條 健宏(3)     12.54 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹﾋﾛ 塩尻志学館

 5 鳥羽 大樹(3)     12.77 
ﾄﾊﾞ ﾋﾛｷ 南安曇農

 6 松尾 幸治朗(2)     12.78 
ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞﾛｳ 松本県ヶ丘

 7 畑田 雅道(3)     12.80 
ﾊﾀﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 創造学園

 8 宮崎 貴正(3)     12.90 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾏｻ 塩尻志学館

 9 西森 晋平(3)     13.07 
ﾆｼﾓﾘ ｼﾝﾍﾟｲ 松本深志

松尾 幸治朗(2)  5.46   x  5.69 5.69 (-2.4)
ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞﾛｳ 松本県ヶ丘  -2.6  -2.4  521
宮崎 貴正(3)  5.19  5.45   - 5.45 (+1.8)
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾏｻ 塩尻志学館  -1.6  +1.8  471
川上 晃人(3)  5.45  5.17   x 5.45 (+3.1)
ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ 塩尻志学館  +3.1  +0.2  471
岩岡 広樹(2)   x  5.20  5.31 5.31 (-2.9)
ｲﾜｵｶ ﾋﾛｷ 松本深志  -1.0  -2.9  443
畑田 雅道(3)  5.20  5.02  4.99 5.20 (-1.3)
ﾊﾀﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 創造学園  -1.3  -2.3  -2.9  421
秋山 尚輝(3)  5.05  5.02  4.35 5.05 (-0.7)
ｱｷﾔﾏ ﾖｼｷ 松本県ヶ丘  -0.7  +0.6  -1.7  392
鳥羽 大樹(3)  5.02   -   - 5.02 (-1.2)
ﾄﾊﾞ ﾋﾛｷ 南安曇農  -1.2  386
西森 晋平(3)  4.92  4.75  4.90 4.92 (+1.7)
ﾆｼﾓﾘ ｼﾝﾍﾟｲ 松本深志  +1.7  -0.3  -2.0  367
上條 健宏(3)   x  4.48   - 4.48 (+0.3)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹﾋﾛ 塩尻志学館  +0.3  287

松尾 幸治朗(2)  7.42 
ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞﾛｳ 松本県ヶ丘   332
岩岡 広樹(2)  7.40 
ｲﾜｵｶ ﾋﾛｷ 松本深志   331
西森 晋平(3)  7.20 
ﾆｼﾓﾘ ｼﾝﾍﾟｲ 松本深志   319
鳥羽 大樹(3)  6.57 
ﾄﾊﾞ ﾋﾛｷ 南安曇農   282
秋山 尚輝(3)  6.05 
ｱｷﾔﾏ ﾖｼｷ 松本県ヶ丘   252
上條 健宏(3)  5.81 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹﾋﾛ 塩尻志学館   238
宮崎 貴正(3)  5.71 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾏｻ 塩尻志学館   232
畑田 雅道(3)  5.54 
ﾊﾀﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 創造学園   222
川上 晃人(3)
ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ 塩尻志学館 棄権

  5.07   5.54

 1999

8  2516
   x

   -    -

7  1995
  5.71   5.67   4.99

6  1996
  5.81

   -    -

5  2292
   x   6.05    x

4  2133
  6.57

  7.27   7.13

3  2233
  7.11   7.20   7.20

備考

1  2269
  6.87   7.42   7.04

氏  名

3  1999

-1-

 1996

2  2243
  7.40

9

-2- -3-

-2-

砲丸投(6.000kg)
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ -3- 記録所属名

2

 2243

4  2243

記録

1  2269

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

593

走幅跳

5  2516

6  2292

八種競技

100m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

502

 1999
574

 2292
554

 1996
549

 2233

所属名 -1-

 1995

456

 2133
508

 2269
506

 2516

 1995
485

 2233

 2133

8

7

八種競技

八種競技



 1 秋山 尚輝(3)     55.69 
ｱｷﾔﾏ ﾖｼｷ 松本県ヶ丘

 2 上條 健宏(3)     55.85 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹﾋﾛ 塩尻志学館

 3 鳥羽 大樹(3)     57.47 
ﾄﾊﾞ ﾋﾛｷ 南安曇農

 4 畑田 雅道(3)     58.02 
ﾊﾀﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 創造学園

 5 西森 晋平(3)     58.53 
ﾆｼﾓﾘ ｼﾝﾍﾟｲ 松本深志

 6 宮崎 貴正(3)     59.36 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾏｻ 塩尻志学館

 7 岩岡 広樹(2)   1:00.00 
ｲﾜｵｶ ﾋﾛｷ 松本深志

 8 松尾 幸治朗(2)   1:01.01 
ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞﾛｳ 松本県ヶ丘
川上 晃人(3)
ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ 塩尻志学館

風速 +2.0

 1 上條 健宏(3)     18.97 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹﾋﾛ 塩尻志学館

 2 宮崎 貴正(3)     20.27 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾏｻ 塩尻志学館

 3 秋山 尚輝(3)     20.46 
ｱｷﾔﾏ ﾖｼｷ 松本県ヶ丘

 4 岩岡 広樹(2)     20.49 
ｲﾜｵｶ ﾋﾛｷ 松本深志

 5 西森 晋平(3)     21.37 
ﾆｼﾓﾘ ｼﾝﾍﾟｲ 松本深志

 6 松尾 幸治朗(2)     21.79 
ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞﾛｳ 松本県ヶ丘

 7 鳥羽 大樹(3)     22.21 
ﾄﾊﾞ ﾋﾛｷ 南安曇農

 8 畑田 雅道(3)     23.84 
ﾊﾀﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 創造学園
川上 晃人(3)
ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ 塩尻志学館

鳥羽 大樹(3) 41.02 
ﾄﾊﾞ ﾋﾛｷ 南安曇農   457
上條 健宏(3) 39.24 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹﾋﾛ 塩尻志学館   431
松尾 幸治朗(2) 37.72 
ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞﾛｳ 松本県ヶ丘   409
秋山 尚輝(3) 36.37 
ｱｷﾔﾏ ﾖｼｷ 松本県ヶ丘   390
宮崎 貴正(3) 33.69 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾏｻ 塩尻志学館   351
西森 晋平(3) 31.26 
ﾆｼﾓﾘ ｼﾝﾍﾟｲ 松本深志   317
岩岡 広樹(2) 27.86 
ｲﾜｵｶ ﾋﾛｷ 松本深志   269
畑田 雅道(3) 25.34 
ﾊﾀﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 創造学園   234
川上 晃人(3)
ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ 塩尻志学館 棄権

   o  25.34

 1999

8  2516
   o

 31.26    x

7  2243
   o    x  27.86

6  2233
   o

   o  36.37

5  1995
   o    x  33.69

4  2292
   o

   o    x

3  2269
 37.72    o    o

2  1996
 39.24

備考

1  2133
   o  41.02    o

やり投(0.800kg)
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 記録

 1999
棄権

413
 2269

379

 1995
435

 2243

483
 2233

465

 2133
503

 2516

571
 1996

565

所属名 記録／備考順 No. 氏  名

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

 2292

400m

328
 2292

314

 1996
435

 1995

110mH(1.067m)

 2516

249
 2269

222

八種競技

 2243
311

 2233

八種競技

八種競技

110
 1999

棄権

 2133
196



1m70 1m75
松尾 幸治朗(2) - - - - - - o o o xo  1.70
ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞﾛｳ 松本県ヶ丘 xo xxx   544
鳥羽 大樹(3) - - o o o o xo o o xo  1.70
ﾄﾊﾞ ﾋﾛｷ 南安曇農 xo xxx   544
西森 晋平(3) o - o o o o o xo xxx  1.55
ﾆｼﾓﾘ ｼﾝﾍﾟｲ 松本深志   426
宮崎 貴正(3) o o o o xo o xxo xxx  1.50
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾏｻ 塩尻志学館   389
上條 健宏(3) o o o o o xxo xxx  1.45
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹﾋﾛ 塩尻志学館   352
畑田 雅道(3) - o o o xxx  1.35
ﾊﾀﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 創造学園   283
岩岡 広樹(2) o o o o xxx  1.35
ｲﾜｵｶ ﾋﾛｷ 松本深志   283
秋山 尚輝(3) o o xo xxx  1.30
ｱｷﾔﾏ ﾖｼｷ 松本県ヶ丘   250
川上 晃人(3)
ｶﾜｶﾐ ｱｷﾄ 塩尻志学館 棄権

 1 上條 健宏(3)   4:46.05 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹﾋﾛ 塩尻志学館

 2 畑田 雅道(3)   4:49.83 
ﾊﾀﾀﾞ ﾏｻﾐﾁ 創造学園

 3 秋山 尚輝(3)   4:49.86 
ｱｷﾔﾏ ﾖｼｷ 松本県ヶ丘

 4 鳥羽 大樹(3)   4:55.84 
ﾄﾊﾞ ﾋﾛｷ 南安曇農

 5 西森 晋平(3)   5:00.66 
ﾆｼﾓﾘ ｼﾝﾍﾟｲ 松本深志

 6 岩岡 広樹(2)   5:01.05 
ｲﾜｵｶ ﾋﾛｷ 松本深志

 7 宮崎 貴正(3)   5:06.46 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀｶﾏｻ 塩尻志学館

 8 松尾 幸治朗(2)   5:35.49 
ﾏﾂｵ ｺｳｼﾞﾛｳ 松本県ヶ丘 373

 1995
523

 2269

556
 2243

554

 2133
584

 2233

620
 2292

620

 1996
643

 2516

八種競技

1500m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  2516

 1999

6  2243

8  2292

4  1995

5  1996

2  2133

3  2233

1m65
記録 備考

1  2269

1m45 1m50 1m55 1m60

走高跳
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

1m20 1m25 1m30 1m35 1m40

八種競技
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