
第129回北信高等学校陸上競技対校選手権大会                                       
　期日：平成24年9月14日（金）-16日（日）                                        

決勝記録一覧表
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
09/15 男子  +0.5宮林 紘汰(1) 11.36 佐藤 大志(2) 11.37 宮下 仁志(2) 11.51 正村 太一(2) 11.59 増田 勇輝(2) 11.63 塩原 巧巳(1) 11.68 渡辺 光孝(2) 11.68 長田 龍貴(1) 11.71

100m 高校･篠ﾉ井 高校･須坂 高校･篠ﾉ井 高校･長野 高校･長野吉田 高校･長野高専 高校･長野吉田 高校･長野日大
09/16  -4.3佐藤 大志(2) 23.08 宮林 紘汰(1) 23.47 清野 涼介(1) 23.48 正村 太一(2) 23.49 宮下 仁志(2) 23.62 長田 龍貴(1) 23.82 一宮 一至(2) 23.93 井坪 優(2) 24.09

200m 高校･須坂 高校･篠ﾉ井 高校･篠ﾉ井 高校･長野 高校･篠ﾉ井 高校･長野日大 高校･市立長野 高校･屋代
09/14 浅川 優人(1) 50.67 北村 健太(2) 51.22 鷹野 洋(2) 51.87 村田 将斗(2) 52.40 一宮 一至(2) 53.71 流 竜一(2) 53.77 矢嶋 一樹(1) 54.59 清野 涼介(1) 55.76

400m 高校･長野 高校･篠ﾉ井 高校･長野 高校･長野日大 高校･市立長野 高校･長野西 高校･篠ﾉ井 高校･篠ﾉ井
09/16 水梨 百哉(2) 1,58.57 氷室 南斗(2) 2,00.58 酒井 洋明(1) 2,00.89 碓井 涼太(1) 2,03.24 白川 友一(1) 2,03.79 村田 将斗(2) 2,05.06 矢嶋 一樹(1) 2,05.24 合津 智裕(1) 2,06.96

800m 高校･長野日大 高校･屋代 高校･須坂 高校･長野日大 高校･中野立志館 高校･長野日大 高校･篠ﾉ井 高校･長野
09/14 水梨 百哉(2) 4,10.30 田中 大輝(2) 4,11.65 山崎 光(1) 4,12.42 玉城 柾人(2) 4,12.68 酒井 洋明(1) 4,12.72 山田 祐也(2) 4,12.78 満澤 崇央(2) 4,12.81 湯本 耕平(2) 4,12.94

1500m 高校･長野日大 高校･長野吉田 高校･長野日大 高校･長野東 高校･須坂 高校･長野東 高校･長野東 高校･長野日大
09/16 山崎 光(1) 15,25.27 山田 祐也(2) 15,27.48 満澤 崇央(2) 15,28.84 玉城 柾人(2) 15,38.09 田中 大輝(2) 15,57.49 北原 悠(2) 15,59.43 大日方 孝輝(2) 16,03.10 西沢 晃佑(1) 16,09.79

5000m 高校･長野日大 高校･長野東 高校･長野東 高校･長野東 高校･長野吉田 高校･長野高専 高校･長野日大 高校･長野日大
09/14  -2.0天野 夏樹(1) 17.35 塩原 巧巳(1) 17.55 中山 雄太(2) 17.74 大蔵 健吾(2) 18.68 田中 和樹(1) 18.92 田中 哉太(1) 19.38 轟 太地(2) 19.46 吉平 真澄(1) 20.39

110mH(1.067) 高校･長野高専 高校･長野高専 高校･長野吉田 高校･長野日大 高校･更級農業 高校･長野高専 高校･須坂 高校･長野
09/15 草野 晃平(1) 58.98 吉越 太一朗(1) 59.45 天野 夏樹(1) 59.63 山崎 良次(2) 1,00.84 細田 恭平(1) 1,01.21 芋川 駿(1) 1,01.93 田中 哉太(1) 1,02.08 中山 雄太(2) 1,02.10

400mH(0.914) 高校･篠ﾉ井 高校･長野 高校･長野高専 高校･飯山北 高校･須坂 高校･長野吉田 高校･長野高専 高校･長野吉田
09/15 北原 悠(2) 9,42.75 玉城 柾人(2) 9,47.59 金児 夏希(2) 9,55.34 大野 力(1) 10,20.73 山上 翼(1) 10,22.71 島崎 敦也(2) 10,25.87 丸山 和己(2) 10,28.87 若林 和哉(1) 10,50.04

3000mSC 高校･長野高専 高校･長野東 高校･長野日大 高校･長野日大 高校･長野日大 高校･飯山北 高校･須坂東 高校･屋代
09/16 玉川 智貴(1) 29,25.33 海沼 柊伍(2) 29,52.41 西沢  祐亮(1) 30,50.92 寺元 一馬(2) 31,00.68 前島 俊(2) 32,33.56 鈴木 雄登(1) 33,32.18 竹前 勇貴(1) 35,05.44 新井 達大(1) 35,42.52

5000mW 高校･須坂 高校･長野吉田 高校･須坂 高校･長野高専 高校･長野 高校･長野吉田 高校･須坂東 高校･須坂
09/15 芋川 駿(1) 1.91 櫻井 壮一(2) 1.85 栁澤 知明(2) 1.80 塩原 巧巳(1) 1.80 吉田 豪郎(1) 高校･長野西 1.75 上野 航(2) 1.70 新井 耕元(1) 1.65

走高跳 高校･長野吉田 高校･長野高専 高校･長野日大 高校･長野高専 内山 貴仁(1) 高校･長野日大 高校･長野 高校･須坂
09/15 工藤 大樹(1) 3.80 畑山 亮太(1) 3.20 芝 建樹(1) 3.00 須田 智裕(2) 2.80

棒高跳 高校･長野工業 高校･長野工業 高校･篠ﾉ井 高校･長野工業
09/14 竹内 篤史(2) 6.50(+0.8) 山本 翔太(2) 6.33(+1.1) 青木 夏貴(2) 6.26(+2.4) 上野 航(2) 6.21(+2.3) 内山 貴仁(1) 6.18(+1.2) 中島 宋一郎(1)5.97(+1.2) 櫻井 壮一(2) 5.72(+1.9) 中村 直正(1) 5.59(+2.4)

走幅跳 高校･北部 高校･須坂 高校･飯山北 高校･長野 高校･長野日大 高校･中野立志館 高校･長野高専 高校･中野立志館
09/16 竹内 篤史(2)13.48(+1.7) 山本 翔太(2)12.84(+0.6) 青木 夏貴(2)12.57(+2.8) 櫻井 壮一(2)12.52(+0.7) 栁澤 知明(2)12.42(+1.4) 小池 亮太(1)12.21(+2.0) 田中 哉太(1)11.95(+1.6) 中村 直正(1)11.65(+3.1)

三段跳 高校･北部 高校･須坂 高校･飯山北 高校･長野高専 高校･長野日大 高校･須坂 高校･長野高専 高校･中野立志館
09/15 坂田 晃有(1) 11.94 武田 涼介(2) 11.27 小林 拓矢(2) 10.89 上倉 寿史(1) 10.69  岡村 也寸志(2) 10.69 堀尾 元貴(2) 10.05 白鳥 颯太郎(2) 9.86 山本 歩(1) 9.84

砲丸投(6.0kg) 高校･中野立志館 高校･中野立志館 高校･長野日大 高校･飯山北 高校･長野高専 高校･須坂 高校･長野高専 高校･飯山北
09/16  岡村 也寸志(2) 33.35 大庭 直也(1) 31.36 中宮 涼太(2) 29.85 片桐 康熙(2) 29.11 坂田 晃有(1) 27.92 古川 伸一(2) 27.14 小林 拓矢(2) 26.71 常田 和也(2) 26.03

円盤投(1.75kg) 高校･長野高専 高校･飯山北 高校･長野商業 高校･飯山北 高校･中野立志館 高校･北部 高校･長野日大 高校･須坂園芸
09/14 常田 和也(2) 43.56 堀尾 元貴(2) 42.23 片桐 康熙(2) 30.30 山本 歩(1) 28.87 坂田 晃有(1) 23.51 上倉 寿史(1) 23.13 徳永 勇(1) 18.46 白鳥 颯太郎(2) 17.87

ﾊﾝﾏｰ投(6.0kg) 高校･須坂園芸 高校･須坂 高校･飯山北 高校･飯山北 高校･中野立志館 高校･飯山北 高校･北部 高校･長野高専
09/14 栗林 篤(2) 53.28 大和 史明(1) 51.04 大和 弘典(2) 50.70 飯森 大貴(1) 50.60  岡村 也寸志(2) 48.07 中宮 涼太(2) 47.93 大庭 直也(1) 45.37 渡辺 光孝(2) 43.36

やり投(800g) 高校･屋代 高校･長野日大 高校･長野日大 高校･長野ろう 高校･長野高専 高校･長野商業 高校･飯山北 高校･長野吉田
09/15 篠ﾉ井       43.56 屋代       44.28 長野       44.28 長野吉田       44.71 長野日大       45.02 長野高専       45.21 須坂園芸       45.23 飯山北       46.13

4×100mR 清野 涼介(1) 栗林 篤(2) 吉越 太一朗(1) 渡辺 光孝(2) 小林 拓矢(2)  岡村 也寸志(2) 岩井 諒(1) 丸山 拓大(1)
宮下 仁志(2) 市川 拓也(2) 鷹野 洋(2) 中山 雄太(2) 長田 龍貴(1) 塩原 巧巳(1) 宮澤 明光(1) 青木 夏貴(2)
宮林 紘汰(1) 室賀 元晴(1) 正村 太一(2) 増田 勇輝(2) 内山 貴仁(1) 天野 夏樹(1) 倉嶋 豪(2) 山崎 良次(2)
村山 彰太(2) 井坪 優(2) 浅川 優人(1) 芋川 駿(1) 小林 拓実(2) 櫻井 壮一(2) 今井 健太郎(2) 栗岩 龍生(2)

09/16 長野     3,27.48 篠ﾉ井     3,27.51 長野日大     3,32.25 長野高専     3,37.02 長野西     3,37.18 長野吉田     3,38.00 屋代     3,38.40 北部     3,48.10
4×400mR 吉越 太一朗(1) 草野 晃平(1) 長田 龍貴(1) 樋口 盛康(1) 清水 貴史(1) 芋川 駿(1) 井坪 優(2) 古川 伸一(2)

鷹野 洋(2) 清野 涼介(1) 村田 将斗(2) 塩原 巧巳(1) 伊藤 圭吾(2) 渡辺 光孝(2) 小山田 充(2) 内村 大空(2)
上野 航(2) 矢嶋 一樹(1) 大蔵 健吾(2) 天野 夏樹(1) 牛越 光秀(2) 中山 雄太(2) 氷室 南斗(2) 塚原 諒(2)
浅川 優人(1) 宮林 紘汰(1) 碓井 涼太(1) 櫻井 壮一(2) 流 竜一(2) 佐藤 大裕(1) 市川 拓也(2) 渡會 拓実(2)

09/15 市川 拓也(2) 4192 草野 晃平(1) 4129 丸山 拓大(1) 3947 北村 翔太(1) 3868 長島 均(1) 3529 根津 大輝(1) 3373 白鳥 颯太郎(2) 3310 丸山 将也(1) 3300
八種競技 高校･屋代 高校･篠ﾉ井 高校･飯山北 高校･長野工業 高校･長野 高校･長野吉田 高校･長野高専 高校･須坂東

長野日大 119.5 長野高専 95 篠ノ井 79 須坂 74 長野 62 飯山北 61 長野吉田 57 長野東 37
男子総合



予選 9月14日 15:45
準決勝 9月15日 11:10
決勝 9月15日 12:25

大会記録(GR)        10.80

[ 1組] 風速 -2.1 [ 2組] 風速 -1.6

 1 宮下 仁志(2) 高校     11.54 Q  1 佐藤 大志(2) 高校     11.36 Q
ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ 篠ﾉ井 ｻﾄｳ ﾀｲｼ 須坂

 2 栗岩 龍生(2) 高校     12.56 Q  2 長田 龍貴(1) 高校     11.65 Q
ｸﾘｲﾜ ﾘｭｳｾｲ 飯山北 ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ 長野日大

 3 太田 大介(2) 高校     12.65 Q  3 伊藤 圭吾(2) 高校     12.13 Q
ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ 市立長野 ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 長野西

 4 駒村 友亮(2) 高校     12.67  4 齋藤 佑輔(2) 高校     12.42 
ｺﾏﾑﾗ ﾕｳｽｹ 須坂商業 ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 飯山

 5 武井 和樹(1) 高校     12.90  5 霜村 景(1) 高校     12.56 
ﾀｹｲ ｶｽﾞｷ 屋代 ｼﾓﾑﾗ ｹｲ 長野商業

 6 近藤 駿介(1) 高校     14.08  6 小林 洸士(1) 高校     12.76 
ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 坂城 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 長野俊英
流 竜一(2) 高校  7 市川 稜(1) 高校     13.01 
ﾅｶﾞﾚ ﾘｭｳｲﾁ 長野西 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 長野南
島田 康広(1) 高校  8 澤﨑 拓己(1) 高校     13.50 
ｼﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 長野商業 ｻﾜｻﾞｷ ﾀｸﾐ 坂城

[ 3組] 風速 -1.3 [ 4組] 風速 -1.7

 1 渡辺 光孝(2) 高校     11.64 Q  1 宮林 紘汰(1) 高校     11.40 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ 長野吉田 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井

 2 村山 彰太(2) 高校     11.94 Q  2 古川 伸一(2) 高校     11.87 Q
ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ 篠ﾉ井 ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁ 北部

 3 藤森 祐希(1) 高校     12.05 Q  3 室賀 元晴(1) 高校     12.10 Q
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 更級農業 ﾑﾛｶﾞ ﾓﾄﾊﾙ 屋代

 4 佐藤 修平(1) 高校     12.43  4 関谷 脩利(2) 高校     12.15 q
ｻﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 飯山北 ｾｷﾔ ｼｭｳﾄ 下高井農琳

 5 藤原 竹章(2) 高校     12.46  5 中條 巧人(1) 高校     12.30 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｹｱｷ 北部 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｸﾄ 長野吉田

 6 小﨑 博之(1) 高校     12.58  6 塩崎 児汰朗(1) 高校     12.31 
ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 須坂 ｼｵｻﾞｷ ｺﾀﾛｳ 長野高専

 7 中島 淳(2) 高校     12.94  7 大久保 樹(1) 高校     12.52 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 長野工業 ｵｵｸﾎﾞ ｲﾂｷ 更級農業

 8 山田 翔(1) 高校     13.07  8 清水 優希(1) 高校     13.21 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳ 中野立志館 ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 須坂東

[ 5組] 風速 -1.1 [ 6組] 風速 -1.8

 1 塩原 巧巳(1) 高校     11.64 Q  1 増田 勇輝(2) 高校     11.61 Q
ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 長野高専 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 長野吉田

 2 小林 拓実(2) 高校     11.74 Q  2 宮本 英征(2) 高校     11.89 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 長野日大 ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 長野商業

 3 池田 彪我(1) 高校     11.85 Q  3 丸山 将也(1) 高校     12.22 Q
ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ 須坂東 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ 須坂東

 4 原山 翼(1) 高校     12.09 q  4 丸山 圭介(1) 高校     12.49 
ﾊﾗﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 須坂商業 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ 長野日大

 5 渡邉 優樹(1) 高校     12.19 q  5 依田 泰輝(1) 高校     12.73 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 長野工業 ﾖﾀﾞ ﾀｲｷ 長野高専

 6 飯森 大貴(1) 高校     12.34  6 岩井 諒(1) 高校     12.78 
ｲｲﾓﾘ ﾀｲｷ 長野ろう ｲﾜｲ ﾘｮｳ 須坂園芸

 7 関 知大(1) 高校     12.85  7 須田 智裕(2) 高校     12.93 
ｾｷ ﾄﾓﾋﾛ 中野立志館 ｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 長野工業
田中 和樹(1) 高校 吉村 直也(2) 高校
ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 更級農業 ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾔ 長野

[ 7組] 風速 +0.1

 1 正村 太一(2) 高校     11.47 Q
ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ 長野

 2 井坪 優(2) 高校     11.65 Q
ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ 屋代

 3 宮澤 明光(1) 高校     11.91 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｷﾐﾂ 須坂園芸

 4 伊藤 拓(2) 高校     12.21 
ｲﾄｳ ﾀｸ 長野西

 5 池田 亮太(1) 高校     12.43 
ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 坂城

 6 德武 拓磨(2) 高校     12.72 
ﾄｸﾀｹ ﾀｸﾏ 市立長野

 7 中村 優太(1) 高校     13.19 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 中野立志館

男子

100m100m

予選予選予選 通過基準  7組  3着 + 3通過基準  7組  3着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
88  1365 1365

55   813  813

22   871  871

33   956  956

44  1459 1459

99  2734 2734

66  3044 3044
欠場欠場

77  1138 1138
欠場欠場

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44   989  989

22  1259 1259

99  3045 3045

33   855  855

88  1137 1137

66  3138 3138

55  1222 1222

77  2733 2733

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
88  1065 1065

77  1366 1366

66  2769 2769

55   821  821

22  1036 1036

33  1000 1000

44  1182 1182

99   890  890

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
66  1373 1373

99  1037 1037

88  1461 1461

44   800  800

77  1074 1074

22  3550 3550

55  2751 2751

33  3087 3087

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44  3545 3545

88  1276 1276

55  3099 3099

66   962  962

22  1152 1152

99  1328 1328

77   889  889

33  2770 2770
欠場欠場

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
33  1062 1062

88  1131 1131

55  3094 3094

22  1278 1278

44  3547 3547

66  3072 3072

77  1180 1180

99  1114 1114
欠場欠場

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
66  1115 1115

55  1439 1439

33  3070 3070

44  3042 3042

22  2732 2732

77   873  873

88   888  888



[ 1組] 風速 -1.9 [ 2組] 風速 -1.6

 1 正村 太一(2) 高校     11.65 Q  1 宮林 紘汰(1) 高校     11.49 Q
ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ 長野 ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井

 2 宮下 仁志(2) 高校     11.67 Q  2 増田 勇輝(2) 高校     11.70 Q
ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ 篠ﾉ井 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 長野吉田

 3 井坪 優(2) 高校     11.78  3 長田 龍貴(1) 高校     11.71 q
ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ 屋代 ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ 長野日大

 4 宮澤 明光(1) 高校     12.02  4 古川 伸一(2) 高校     12.13 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｷﾐﾂ 須坂園芸 ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁ 北部

 5 小林 拓実(2) 高校     12.04  5 藤森 祐希(1) 高校     12.29 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 長野日大 ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 更級農業

 6 原山 翼(1) 高校     12.34  6 関谷 脩利(2) 高校     12.34 
ﾊﾗﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 須坂商業 ｾｷﾔ ｼｭｳﾄ 下高井農琳

 7 太田 大介(2) 高校     12.82  7 丸山 将也(1) 高校     12.38 
ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ 市立長野 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ 須坂東
池田 彪我(1) 高校  8 栗岩 龍生(2) 高校     12.43 
ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ 須坂東 ｸﾘｲﾜ ﾘｭｳｾｲ 飯山北

[ 3組] 風速 -1.5

 1 佐藤 大志(2) 高校     11.40 Q
ｻﾄｳ ﾀｲｼ 須坂

 2 塩原 巧巳(1) 高校     11.65 Q
ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 長野高専

 3 渡辺 光孝(2) 高校     11.76 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ 長野吉田

 4 宮本 英征(2) 高校     11.90 
ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 長野商業

 5 村山 彰太(2) 高校     11.99 
ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ 篠ﾉ井

 6 伊藤 圭吾(2) 高校     12.20 
ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 長野西

 7 室賀 元晴(1) 高校     12.20 
ﾑﾛｶﾞ ﾓﾄﾊﾙ 屋代

 8 渡邉 優樹(1) 高校     12.35 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 長野工業

風速 +0.5

 1 宮林 紘汰(1) 高校     11.36 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井

 2 佐藤 大志(2) 高校     11.37 
ｻﾄｳ ﾀｲｼ 須坂

 3 宮下 仁志(2) 高校     11.51 
ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ 篠ﾉ井

 4 正村 太一(2) 高校     11.59 
ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ 長野

 5 増田 勇輝(2) 高校     11.63 
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 長野吉田

 6 塩原 巧巳(1) 高校     11.68 
ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 長野高専

 7 渡辺 光孝(2) 高校     11.68 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ 長野吉田

 8 長田 龍貴(1) 高校     11.71 
ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ 長野日大

男子男子

100m100m
準決勝準決勝準決勝 通過基準  3組  2着 + 2通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44  1115 1115

66  1365 1365

55  1439 1439

99  3070 3070

77  1276 1276

22   962  962

88  3099 3099

33   871  871

所属名所属名

棄権棄権

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考
66  1373 1373

No.No. 氏  名氏  名

77  1062 1062

44  1259 1259

55  1037 1037

88  2769 2769

33   800  800

22  3094 3094

99   813  813

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
55   989  989

66  3545 3545

77  1065 1065

44  1131 1131

99  1366 1366

33  3045 3045

88  1461 1461

22  1152 1152

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
77  1373 1373

44   989  989

88  1365 1365

66  1115 1115

99  1062 1062

55  3545 3545

22  1065 1065

33  1259 1259



予選 9月16日  9:45
準決勝 9月16日 11:10
決勝 9月16日 12:25

大会記録(GR)        22.08

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 -3.5

 1 宮林 紘汰(1) 高校     23.17 Q  1 宮下 仁志(2) 高校     24.12 Q
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井 ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ 篠ﾉ井

 2 井坪 優(2) 高校     23.80 Q  2 長田 龍貴(1) 高校     24.80 Q
ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ 屋代 ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ 長野日大

 3 小林 拓実(2) 高校     24.12 Q  3 天野 夏樹(1) 高校     25.09 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 長野日大 ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ 長野高専

 4 鈴木 滉太(1) 高校     24.80 q  4 丸山 拓大(1) 高校     25.30 
ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 須坂東 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北

 5 栗岩 龍生(2) 高校     25.24 q  5 丸山 将也(1) 高校     25.37 
ｸﾘｲﾜ ﾘｭｳｾｲ 飯山北 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ 須坂東

 6 德武 拓磨(2) 高校     25.91  6 湯本 與晴(1) 高校     26.69 
ﾄｸﾀｹ ﾀｸﾏ 市立長野 ﾕﾓﾄ ﾖｼﾊﾙ 長野工業

 7 丸山 晃平(1) 高校     27.45  7 澤﨑 拓己(1) 高校     28.12 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 更級農業 ｻﾜｻﾞｷ ﾀｸﾐ 坂城

 8 近藤 駿介(1) 高校     29.14 江口 和輝(2) 高校
ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 坂城 ｴｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 長野南

[ 3組] 風速 -1.7 [ 4組] 風速 -2.8

 1 清野 涼介(1) 高校     23.70 Q  1 佐藤 大志(2) 高校     23.89 Q
ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ 篠ﾉ井 ｻﾄｳ ﾀｲｼ 須坂

 2 一宮 一至(2) 高校     23.78 Q  2 佐藤 修平(1) 高校     25.11 Q
ｲﾁﾉﾐﾔ ｶｽﾞｼ 市立長野 ｻﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 飯山北

 3 伊藤 圭吾(2) 高校     24.83 Q  3 流 竜一(2) 高校     25.18 Q
ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 長野西 ﾅｶﾞﾚ ﾘｭｳｲﾁ 長野西

 4 塩崎 児汰朗(1) 高校     25.25  4 太田 大介(2) 高校     26.61 
ｼｵｻﾞｷ ｺﾀﾛｳ 長野高専 ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ 市立長野

 5 工藤 大樹(1) 高校     25.93  5 吉平 真澄(1) 高校     27.19 
ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 長野工業 ﾖｼﾋﾗ ﾏｽﾐ 長野

 6 小﨑 博之(1) 高校     25.98  6 中村 優太(1) 高校     27.41 
ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 須坂 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 中野立志館

 7 加藤 匠真(1) 高校     27.34  7 滝澤 豪之(1) 高校     27.67 
ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 飯山 ﾀｷｻﾞﾜ ｺﾞｳｼ 更級農業

 8 山田 翔(1) 高校     27.51 宮島 克彰(2) 高校
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳ 中野立志館 ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾂｱｷ 長野吉田

[ 5組] 風速 -1.8 [ 6組] 風速 -3.2

 1 戸田 樹(1) 高校     24.27 Q  1 浅川 優人(1) 高校     24.35 Q
ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ 屋代 ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野

 2 宮本 英征(2) 高校     24.41 Q  2 増田 勇輝(2) 高校     24.35 Q
ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 長野商業 ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 長野吉田

 3 齋藤 佑輔(2) 高校     25.83 Q  3 原山 翼(1) 高校     25.19 Q
ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 飯山 ﾊﾗﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 須坂商業

 4 越渓 拓(1) 高校     26.00  4 池田 亮太(1) 高校     25.39 
ｺｼﾀﾆ ﾀｸ 長野高専 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 坂城

 5 平林 圭太(1) 高校     26.00  5 大久保 樹(1) 高校     25.59 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 長野工業 ｵｵｸﾎﾞ ｲﾂｷ 更級農業

 6 青沼 和也(1) 高校     26.05  6 岩井 諒(1) 高校     26.16 
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞﾔ 須坂商業 ｲﾜｲ ﾘｮｳ 須坂園芸

 7 内村 大空(2) 高校     26.08  7 清水 貴史(1) 高校     26.20 
ｳﾁﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 北部 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ 長野西
池田 彪我(1) 高校
ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ 須坂東

[ 7組] 風速 -2.4

 1 渡辺 光孝(2) 高校     24.36 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ 長野吉田

 2 正村 太一(2) 高校     24.41 Q
ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ 長野

 3 沼田 大智(1) 高校     25.00 Q
ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ 須坂

 4 宮澤 明光(1) 高校     25.00 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｷﾐﾂ 須坂園芸

 5 市川 雄太郎(2) 高校     26.20 
ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 長野日大

 6 内山 直樹(1) 高校     26.50 
ｳﾁﾔﾏ ﾅｵｷ 屋代
駒村 友亮(2) 高校
ｺﾏﾑﾗ ﾕｳｽｹ 須坂商業

8   956
欠場

2  1253

3  1462

5   996

4  3070

6  1065

7  1115

2  1091

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  2751

5  3072

 1062

6   962

3  2732

欠場

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  1118

8

9  1034

5  3099

4  1157

8   957

2   855

7  3501

順
6  1464

3  1131

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  2767

3  1064
欠場

5  1120

6   888

2  3044

8   871

氏  名 所属名 記録／備考
9   989

4   821

5   853

8   890

6  1151

2  1000

9  3045

4  3550

ﾚｰﾝ No.
3  1372

7   870

7  1229
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

6  1155

4  2733

8   825

5  3094

3  1259

9  3546

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
2  1365

5  2768

3  2734

7   813

9   873

6  1276

4  3093

2  1439

男子

200m

予選 通過基準  7組  3着 + 3 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
8  1373



[ 1組] 風速 -2.4 [ 2組] 風速 -1.2

 1 佐藤 大志(2) 高校     23.20 Q  1 清野 涼介(1) 高校     23.25 Q
ｻﾄｳ ﾀｲｼ 須坂 ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ 篠ﾉ井

 2 宮下 仁志(2) 高校     23.66 Q  2 正村 太一(2) 高校     23.35 Q
ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ 篠ﾉ井 ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ 長野

 3 井坪 優(2) 高校     23.93 q  3 一宮 一至(2) 高校     23.43 q
ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ 屋代 ｲﾁﾉﾐﾔ ｶｽﾞｼ 市立長野

 4 小林 拓実(2) 高校     24.23  4 戸田 樹(1) 高校     24.23 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 長野日大 ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ 屋代

 5 伊藤 圭吾(2) 高校     24.78  5 宮澤 明光(1) 高校     24.59 
ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 長野西 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｷﾐﾂ 須坂園芸

 6 鈴木 滉太(1) 高校     24.98  6 沼田 大智(1) 高校     24.61 
ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 須坂東 ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ 須坂

 7 増田 勇輝(2) 高校     25.43  7 原山 翼(1) 高校     24.85 
ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ 長野吉田 ﾊﾗﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 須坂商業

 8 齋藤 佑輔(2) 高校     25.46 佐藤 修平(1) 高校
ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 飯山 ｻﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 飯山北

[ 3組] 風速 -2.8

 1 宮林 紘汰(1) 高校     23.40 Q
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井

 2 長田 龍貴(1) 高校     23.74 Q
ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ 長野日大

 3 渡辺 光孝(2) 高校     24.14 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ 長野吉田

 4 浅川 優人(1) 高校     24.38 
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野

 5 宮本 英征(2) 高校     24.45 
ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ 長野商業

 6 天野 夏樹(1) 高校     24.60 
ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ 長野高専

 7 流 竜一(2) 高校     25.18 
ﾅｶﾞﾚ ﾘｭｳｲﾁ 長野西

 8 栗岩 龍生(2) 高校     25.70 
ｸﾘｲﾜ ﾘｭｳｾｲ 飯山北

風速 -4.3

 1 佐藤 大志(2) 高校     23.08 
ｻﾄｳ ﾀｲｼ 須坂

 2 宮林 紘汰(1) 高校     23.47 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井

 3 清野 涼介(1) 高校     23.48 
ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ 篠ﾉ井

 4 正村 太一(2) 高校     23.49 
ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ 長野

 5 宮下 仁志(2) 高校     23.62 
ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ 篠ﾉ井

 6 長田 龍貴(1) 高校     23.82 
ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ 長野日大

 7 一宮 一至(2) 高校     23.93 
ｲﾁﾉﾐﾔ ｶｽﾞｼ 市立長野

 8 井坪 優(2) 高校     24.09 
ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ 屋代
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予選 9月14日 11:20
準決勝 9月14日 13:20
決勝 9月14日 15:05

大会記録(GR)        48.91

[ 1組] [ 2組]

 1 流 竜一(2) 高校     53.09 Q  1 一宮 一至(2) 高校     53.39 Q
ﾅｶﾞﾚ ﾘｭｳｲﾁ 長野西 ｲﾁﾉﾐﾔ ｶｽﾞｼ 市立長野

 2 清野 涼介(1) 高校     53.18 Q  2 山崎 良次(2) 高校     53.82 Q
ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ 篠ﾉ井 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 飯山北

 3 碓井 涼太(1) 高校     53.40 q  3 吉越 太一朗(1) 高校     54.42 q
ｳｽｲ ﾘｮｳﾀ 長野日大 ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ 長野

 4 滝澤 知紘(1) 高校     54.57 q  4 村上 湧太郎(2) 高校     56.68 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 飯山北 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 長野商業

 5 佐藤 大裕(1) 高校     55.74  5 湯本 與晴(1) 高校     58.45 
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 長野吉田 ﾕﾓﾄ ﾖｼﾊﾙ 長野工業

 6 江口 和輝(2) 高校     57.69  6 越渓 拓(1) 高校     58.55 
ｴｸﾞﾁ ｶｽﾞｷ 長野南 ｺｼﾀﾆ ﾀｸ 長野高専

 7 吉澤 平一(2) 高校   1,00.78  7 加藤 匠真(1) 高校   1,02.09 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾍｲｲﾁ 須坂商業 ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 飯山
田幸 雄太(1) 高校
ﾀｺｳ ﾕｳﾀ 須坂東

[ 3組] [ 4組]

 1 浅川 優人(1) 高校     51.78 Q  1 北村 健太(2) 高校     51.35 Q
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ 篠ﾉ井

 2 矢嶋 一樹(1) 高校     53.91 Q  2 村田 将斗(2) 高校     53.31 Q
ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 篠ﾉ井 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾄ 長野日大

 3 樋口 盛康(1) 高校     54.32 q  3 西澤 寛樹(1) 高校     53.93 q
ﾋｸﾞﾁ ﾓﾘﾔｽ 長野高専 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 長野商業

 4 小山 信也(1) 高校     55.32  4 小山田 充(2) 高校     55.16 
ｺﾔﾏ ｼﾝﾔ 屋代 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾙ 屋代

 5 平林 圭太(1) 高校     55.94  5 鈴木 滉太(1) 高校     56.05 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 長野工業 ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 須坂東

 6 若林 諒太(1) 高校     57.20  6 矢崎 哲也(2) 高校     58.60 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 須坂東 ﾔｻﾞｷ ﾃﾂﾔ 長野高専
宮島 克彰(2) 高校  7 小﨑 博之(1) 高校     59.60 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｶﾂｱｷ 長野吉田 ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 須坂

[ 5組]

 1 鷹野 洋(2) 高校     54.12 Q
ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ 長野

 2 清水 貴史(1) 高校     54.33 Q
ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ 長野西

 3 沼田 大智(1) 高校     54.76 q
ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ 須坂

 4 内村 大空(2) 高校     55.13 
ｳﾁﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ 北部

 5 丸山 武将(2) 高校     55.17 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹﾏｻ 松代

 6 中澤 侑亮(1) 高校     55.98 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 長野日大

 7 青沼 和也(1) 高校     56.51 
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞﾔ 須坂商業

[ 1組] [ 2組]

 1 浅川 優人(1) 高校     50.88 Q  1 北村 健太(2) 高校     51.07 Q
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ 篠ﾉ井

 2 村田 将斗(2) 高校     52.48 Q  2 鷹野 洋(2) 高校     51.36 Q
ﾑﾗﾀ ﾏｻﾄ 長野日大 ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ 長野

 3 流 竜一(2) 高校     52.71 Q  3 一宮 一至(2) 高校     52.42 Q
ﾅｶﾞﾚ ﾘｭｳｲﾁ 長野西 ｲﾁﾉﾐﾔ ｶｽﾞｼ 市立長野

 4 矢嶋 一樹(1) 高校     52.74 q  4 山崎 良次(2) 高校     53.11 
ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 篠ﾉ井 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 飯山北

 5 清野 涼介(1) 高校     53.07 q  5 吉越 太一朗(1) 高校     53.37 
ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ 篠ﾉ井 ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ 長野

 6 西澤 寛樹(1) 高校     54.12  6 碓井 涼太(1) 高校     53.65 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 長野商業 ｳｽｲ ﾘｮｳﾀ 長野日大

 7 滝澤 知紘(1) 高校     55.24  7 樋口 盛康(1) 高校     54.92 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 飯山北 ﾋｸﾞﾁ ﾓﾘﾔｽ 長野高専

 8 沼田 大智(1) 高校     56.06  8 清水 貴史(1) 高校     54.98 
ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ 須坂 ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ 長野西
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 1 浅川 優人(1) 高校     50.67 
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野

 2 北村 健太(2) 高校     51.22 
ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ 篠ﾉ井

 3 鷹野 洋(2) 高校     51.87 
ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ 長野

 4 村田 将斗(2) 高校     52.40 
ﾑﾗﾀ ﾏｻﾄ 長野日大

 5 一宮 一至(2) 高校     53.71 
ｲﾁﾉﾐﾔ ｶｽﾞｼ 市立長野

 6 流 竜一(2) 高校     53.77 
ﾅｶﾞﾚ ﾘｭｳｲﾁ 長野西

 7 矢嶋 一樹(1) 高校     54.59 
ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 篠ﾉ井

 8 清野 涼介(1) 高校     55.76 
ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ 篠ﾉ井
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決勝 9月16日 11:25

大会記録(GR)      1,55.76

[ 1組] [ 2組]

 1 酒井 洋明(1) 高校   2,05.76 Q  1 氷室 南斗(2) 高校   2,08.28 Q
ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ 須坂 ﾋﾑﾛ ﾐﾅﾄ 屋代

 2 佐藤 大裕(1) 高校   2,06.36 Q  2 平林 圭太(1) 高校   2,08.68 Q
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 長野吉田 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 長野工業

 3 小矢沢 龍二(2) 高校   2,07.23 Q  3 白川 友一(1) 高校   2,09.56 Q
ｺﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 長野 ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 中野立志館

 4 樋口 盛康(1) 高校   2,10.75 q  4 高野 真志(1) 高校   2,15.69 
ﾋｸﾞﾁ ﾓﾘﾔｽ 長野高専 ﾀｶﾉ ﾏｻｼ 須坂東

 5 渡會 拓実(2) 高校   2,13.94  5 小林 直人(1) 高校   2,17.49 
ﾜﾀﾗｲ ﾀｸﾐ 北部 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ 長野俊英

 6 清野 真司(1) 高校   2,17.28  6 藤沢 充(1) 高校   2,22.53 
ｷﾖﾉ ｼﾝｼﾞ 長野西 ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾂﾙ 須坂

 7 藤本 真佐志(1) 高校   2,30.73 北沢 利貴(1) 高校
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻｼ 須坂商業 ｷﾀｻﾞﾜ ﾄｼｷ 長野商業

[ 3組] [ 4組]

 1 鷹野 洋(2) 高校   2,11.84 Q  1 渋沢 敦也(2) 高校   2,06.16 Q
ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ 長野 ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾂﾔ 長野吉田

 2 矢嶋 一樹(1) 高校   2,12.68 Q  2 北村 健太(2) 高校   2,09.60 Q
ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 篠ﾉ井 ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ 篠ﾉ井

 3 牛越 光秀(2) 高校   2,12.77 Q  3 村田 将斗(2) 高校   2,10.00 Q
ｳｼｺｼ ﾐﾂﾋﾃﾞ 長野西 ﾑﾗﾀ ﾏｻﾄ 長野日大

 4 上松 旬(1) 高校   2,17.80  4 中澤 翼(1) 高校   2,11.68 q
ｱｹﾞﾏﾂ ｱﾏﾈ 中野西高 ﾅｶｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 長野高専

 5 森泉 太樹(1) 高校   2,19.62  5 村上 湧太郎(2) 高校   2,12.42 q
ﾓﾘｽﾞﾐ ﾀｲｷ 長野高専 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 長野商業

 6 宮本 真弥(1) 高校   2,29.16  6 塚原 諒(2) 高校   2,13.48 q
ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾔ 長野ろう ﾂｶﾊﾗ ﾘｮｳ 北部
吉岡 伊吹(2) 高校  7 竹前 勇貴(1) 高校   2,20.48 
ﾖｼｵｶ ｲﾌﾞｷ 更級農業 ﾀｹﾏｴ ﾕｳｷ 須坂東

[ 5組] [ 6組]

 1 碓井 涼太(1) 高校   2,06.57 Q  1 水梨 百哉(2) 高校   2,03.60 Q
ｳｽｲ ﾘｮｳﾀ 長野日大 ﾐｽﾞﾅｼ ﾓﾓﾔ 長野日大

 2 合津 智裕(1) 高校   2,08.30 Q  2 佐藤 誠也(2) 高校   2,06.76 Q
ｺﾞｳﾂﾞ ﾄﾓﾋﾛ 長野 ｻﾄｳ ﾏｻﾔ 市立長野

 3 小山 信也(1) 高校   2,10.00 Q  3 西澤 寛樹(1) 高校   2,08.76 Q
ｺﾔﾏ ｼﾝﾔ 屋代 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 長野商業

 4 三上 侃太郎(1) 高校   2,10.21 q  4 新井 達大(1) 高校   2,11.63 q
ﾐｶﾐ ｶﾝﾀﾛｳ 須坂東 ｱﾗｲ ｻﾄﾙ 須坂

 5 小林 勇一郎(2) 高校   2,17.68  5 佐藤 真人(1) 高校   2,13.98 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ 長野吉田 ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 中野立志館

 6 吉澤 平一(2) 高校   2,26.00  6 樋口 侑希(2) 高校   2,19.40 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾍｲｲﾁ 須坂商業 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 飯山

 7 桜井 諒(1) 高校   2,31.06 中澤 優介(2) 高校
ｻｸﾗｲ ﾘｮｳ 須坂園芸 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 長野ろう

[ 1組] [ 2組]

 1 水梨 百哉(2) 高校   1,59.30 Q  1 碓井 涼太(1) 高校   2,02.64 Q
ﾐｽﾞﾅｼ ﾓﾓﾔ 長野日大 ｳｽｲ ﾘｮｳﾀ 長野日大

 2 矢嶋 一樹(1) 高校   2,01.73 Q  2 白川 友一(1) 高校   2,03.31 Q
ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 篠ﾉ井 ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 中野立志館

 3 鷹野 洋(2) 高校   2,05.50  3 合津 智裕(1) 高校   2,03.93 q
ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ 長野 ｺﾞｳﾂﾞ ﾄﾓﾋﾛ 長野

 4 佐藤 大裕(1) 高校   2,09.22  4 渋沢 敦也(2) 高校   2,05.02 
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 長野吉田 ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾂﾔ 長野吉田

 5 塚原 諒(2) 高校   2,10.25  5 小山 信也(1) 高校   2,07.91 
ﾂｶﾊﾗ ﾘｮｳ 北部 ｺﾔﾏ ｼﾝﾔ 屋代

 6 牛越 光秀(2) 高校   2,10.68  6 新井 達大(1) 高校   2,15.28 
ｳｼｺｼ ﾐﾂﾋﾃﾞ 長野西 ｱﾗｲ ｻﾄﾙ 須坂

 7 西澤 寛樹(1) 高校   2,17.80  7 平林 圭太(1) 高校   2,16.26 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 長野商業 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 長野工業
三上 侃太郎(1) 高校  8 中澤 翼(1) 高校   2,17.01 
ﾐｶﾐ ｶﾝﾀﾛｳ 須坂東 ﾅｶｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 長野高専
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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準決勝 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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[ 3組]

 1 氷室 南斗(2) 高校   2,03.25 Q
ﾋﾑﾛ ﾐﾅﾄ 屋代

 2 酒井 洋明(1) 高校   2,04.00 Q
ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ 須坂

 3 村田 将斗(2) 高校   2,04.63 q
ﾑﾗﾀ ﾏｻﾄ 長野日大

 4 小矢沢 龍二(2) 高校   2,04.68 
ｺﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 長野

 5 佐藤 誠也(2) 高校   2,05.11 
ｻﾄｳ ﾏｻﾔ 市立長野

 6 村上 湧太郎(2) 高校   2,13.08 
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 長野商業

 7 北村 健太(2) 高校   2,15.65 
ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ 篠ﾉ井

 8 樋口 盛康(1) 高校   2,18.36 
ﾋｸﾞﾁ ﾓﾘﾔｽ 長野高専

 1 水梨 百哉(2) 高校   1,58.57 
ﾐｽﾞﾅｼ ﾓﾓﾔ 長野日大

 2 氷室 南斗(2) 高校   2,00.58 
ﾋﾑﾛ ﾐﾅﾄ 屋代

 3 酒井 洋明(1) 高校   2,00.89 
ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ 須坂

 4 碓井 涼太(1) 高校   2,03.24 
ｳｽｲ ﾘｮｳﾀ 長野日大

 5 白川 友一(1) 高校   2,03.79 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 中野立志館

 6 村田 将斗(2) 高校   2,05.06 
ﾑﾗﾀ ﾏｻﾄ 長野日大

 7 矢嶋 一樹(1) 高校   2,05.24 
ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 篠ﾉ井

 8 合津 智裕(1) 高校   2,06.96 
ｺﾞｳﾂﾞ ﾄﾓﾋﾛ 長野
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決勝
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予選 9月14日 10:55
決勝 9月14日 14:20

大会記録(GR)      4,02.33

[ 1組] [ 2組]

 1 北原 悠(2) 高校   4,11.40 Q  1 山崎 光(1) 高校   4,13.28 Q
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳ 長野高専 ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾘ 長野日大

 2 湯本 耕平(2) 高校   4,11.71 Q  2 玉城 柾人(2) 高校   4,14.72 Q
ﾕﾓﾄ ｺｳﾍｲ 長野日大 ﾀﾏｷ ﾏｻﾄ 長野東

 3 山田 祐也(2) 高校   4,11.73 Q  3 小矢沢 龍二(2) 高校   4,15.65 Q
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 長野東 ｺﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 長野

 4 酒井 洋明(1) 高校   4,11.75 q  4 田仲 賢(2) 高校   4,16.89 
ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ 須坂 ﾀﾅｶ ｹﾝ 長野吉田

 5 島田 隆介(1) 高校   4,21.43  5 佐藤 誠也(2) 高校   4,23.87 
ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 飯山北 ｻﾄｳ ﾏｻﾔ 市立長野

 6 渋沢 敦也(2) 高校   4,30.54  6 大西 将(2) 高校   4,27.47 
ｼﾌﾞｻﾜ ｱﾂﾔ 長野吉田 ｵｵﾆｼ ｼｮｳ 飯山北

 7 牛越 光秀(2) 高校   4,31.70  7 丸山 和己(2) 高校   4,28.76 
ｳｼｺｼ ﾐﾂﾋﾃﾞ 長野西 ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｷ 須坂東

 8 佐藤 真人(1) 高校   4,31.73  8 大峡 翔太(1) 高校   4,30.19 
ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 中野立志館 ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 中野立志館

 9 宮坂 大樹(2) 高校   4,33.25  9 山﨑 洵(2) 高校   4,34.00 
ﾐﾔｻｶ ﾀﾞｲｷ 屋代 ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 屋代

10 三上 侃太郎(1) 高校   4,35.60 10 塚原 諒(2) 高校   4,36.93 
ﾐｶﾐ ｶﾝﾀﾛｳ 須坂東 ﾂｶﾊﾗ ﾘｮｳ 北部

11 荒井 星哉(1) 高校   4,42.97 11 上松 旬(1) 高校   4,40.60 
ｱﾗｲ ｾｲﾔ 長野商業 ｱｹﾞﾏﾂ ｱﾏﾈ 中野西高

12 柳澤 貫太(1) 高校   4,50.10 12 北沢 利貴(1) 高校   4,45.74 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 長野 ｷﾀｻﾞﾜ ﾄｼｷ 長野商業

13 桜井 諒(1) 高校   5,02.99 13 中澤 翼(1) 高校   4,48.25 
ｻｸﾗｲ ﾘｮｳ 須坂園芸 ﾅｶｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 長野高専

14 藤本 真佐志(1) 高校   5,07.84 14 和田 達也(1) 高校   4,54.97 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻｼ 須坂商業 ﾜﾀﾞ ﾀﾂﾔ 須坂園芸

15 宮澤 悠渡(1) 高校   5,19.18 15 藤沢 充(1) 高校   4,55.59 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 北部 ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾂﾙ 須坂

16 宮本 真弥(1) 高校   5,20.88 16 清野 真司(1) 高校   5,02.98 
ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻﾔ 長野ろう ｷﾖﾉ ｼﾝｼﾞ 長野西
吉岡 伊吹(2) 高校 17 土屋 黎弥(1) 高校   5,45.99 
ﾖｼｵｶ ｲﾌﾞｷ 更級農業 ﾂﾁﾔ ﾚｲﾔ 更級農業

[ 3組]

 1 水梨 百哉(2) 高校   4,13.29 Q
ﾐｽﾞﾅｼ ﾓﾓﾔ 長野日大

 2 合津 智裕(1) 高校   4,13.37 Q
ｺﾞｳﾂﾞ ﾄﾓﾋﾛ 長野

 3 満澤 崇央(2) 高校   4,13.43 Q
ﾐﾂｻﾞﾜ ﾀｶﾋｻ 長野東

 4 田中 大輝(2) 高校   4,13.44 q
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 長野吉田

 5 白川 友一(1) 高校   4,15.20 q
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 中野立志館

 6 小森 勇志(2) 高校   4,34.73 
ｺﾓﾘ ﾕｳｼ 長野西

 7 河原 徹弥(2) 高校   4,35.63 
ｶﾜﾊﾗ ﾃﾂﾔ 長野高専

 8 玉川 智貴(1) 高校   4,40.43 
ﾀﾏｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 須坂

 9 渡會 拓実(2) 高校   4,40.70 
ﾜﾀﾗｲ ﾀｸﾐ 北部

10 廣瀬 翔(1) 高校   4,47.84 
ﾋﾛｾ ｼｮｳ 飯山北

11 小林 直人(1) 高校   4,51.05 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ 長野俊英

12 樋口 侑希(2) 高校   4,51.21 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳｷ 飯山

13 寺島 晃次郎(1) 高校   4,52.75 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ 長野工業

14 竹前 勇貴(1) 高校   4,55.64 
ﾀｹﾏｴ ﾕｳｷ 須坂東

15 春日 良太(2) 高校   5,22.30 
ｶｽｶﾞ ﾘｮｳﾀ 更級農業

16 中澤 優介(2) 高校   5,41.95 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 長野ろう
氷室 南斗(2) 高校
ﾋﾑﾛ ﾐﾅﾄ 屋代
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順 No. 氏  名 所属名



 1 水梨 百哉(2) 高校   4,10.30 
ﾐｽﾞﾅｼ ﾓﾓﾔ 長野日大

 2 田中 大輝(2) 高校   4,11.65 
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 長野吉田

 3 山崎 光(1) 高校   4,12.42 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾘ 長野日大

 4 玉城 柾人(2) 高校   4,12.68 
ﾀﾏｷ ﾏｻﾄ 長野東

 5 酒井 洋明(1) 高校   4,12.72 
ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ 須坂

 6 山田 祐也(2) 高校   4,12.78 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 長野東

 7 満澤 崇央(2) 高校   4,12.81 
ﾐﾂｻﾞﾜ ﾀｶﾋｻ 長野東

 8 湯本 耕平(2) 高校   4,12.94 
ﾕﾓﾄ ｺｳﾍｲ 長野日大

 9 合津 智裕(1) 高校   4,13.03 
ｺﾞｳﾂﾞ ﾄﾓﾋﾛ 長野

10 白川 友一(1) 高校   4,16.31 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 中野立志館

11 北原 悠(2) 高校   4,18.35 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳ 長野高専

12 小矢沢 龍二(2) 高校   4,27.75 
ｺﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 長野
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決勝 9月16日 12:55

大会記録(GR)     15,01.73

 1 山崎 光(1) 高校  15,25.27 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾘ 長野日大

 2 山田 祐也(2) 高校  15,27.48 
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾔ 長野東

 3 満澤 崇央(2) 高校  15,28.84 
ﾐﾂｻﾞﾜ ﾀｶﾋｻ 長野東

 4 玉城 柾人(2) 高校  15,38.09 
ﾀﾏｷ ﾏｻﾄ 長野東

 5 田中 大輝(2) 高校  15,57.49 
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 長野吉田

 6 北原 悠(2) 高校  15,59.43 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳ 長野高専

 7 大日方 孝輝(2) 高校  16,03.10 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｷ 長野日大

 8 西沢 晃佑(1) 高校  16,09.79 
ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 長野日大

 9 田仲 賢(2) 高校  16,15.30 
ﾀﾅｶ ｹﾝ 長野吉田

10 白川 友一(1) 高校  16,37.03 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 中野立志館

11 小矢沢 龍二(2) 高校  16,37.45 
ｺﾔｻﾞﾜ ﾘｭｳｼﾞ 長野

12 島崎 敦也(2) 高校  16,52.95 
ｼﾏｻﾞｷ ｱﾂﾔ 飯山北

13 金井 奎(1) 高校  17,16.10 
ｶﾅｲ ｹｲ 飯山北

14 若林 和哉(1) 高校  17,22.59 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ 屋代

15 小森 勇志(2) 高校  17,43.18 
ｺﾓﾘ ﾕｳｼ 長野西

16 酒井 雄大(1) 高校  17,52.70 
ｻｶｲ ﾕｳﾀﾞｲ 長野吉田

17 島田 隆介(1) 高校  18,04.88 
ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 飯山北

18 河原 徹弥(2) 高校  18,17.31 
ｶﾜﾊﾗ ﾃﾂﾔ 長野高専

19 柳澤 貫太(1) 高校  18,19.78 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 長野

20 山﨑 洵(2) 高校  18,29.67 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼﾞｭﾝ 屋代

21 寺島 晃次郎(1) 高校  18,29.91 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ 長野工業

22 北澤 悟生(1) 高校  18,30.73 
ｷﾀｻﾞﾜ ｺﾞｳ 長野西

23 和田 達也(1) 高校  18,31.27 
ﾜﾀﾞ ﾀﾂﾔ 須坂園芸

24 荒井 星哉(1) 高校  18,50.61 
ｱﾗｲ ｾｲﾔ 長野商業

25 中村 文弥(1) 高校  19,15.61 
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 屋代

26 渡會 拓実(2) 高校  19,32.69 
ﾜﾀﾗｲ ﾀｸﾐ 北部

27 山川 優太朗(1) 高校  20,11.31 
ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 長野西

28 北川 翔馬(2) 高校  20,43.43 
ｷﾀｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ 長野南

29 土屋 達(1) 高校  21,45.90 
ﾂﾁﾔ ﾄｵﾙ 須坂東
小林 直人(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ 長野俊英
宮澤 悠渡(1) 高校
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 北部
大峡 翔太(1) 高校
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 中野立志館
丸山 和己(2) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｷ 須坂東
柳澤 興志郎(2) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｼﾛｳ 須坂東
芋川 遼太(1) 高校
ｲﾓｶﾜ ﾘｮｳﾀ 中野立志館

11   883
記録なし

31   977
欠場

32  3092
欠場

5  1038
欠場

29   882
欠場

10   976

3  3137
途中棄権

28  1094

4  1221

27  1460

8  1033

1  3071

15  1136

26  1158

7  1093

9  3106

16  1436

12   822

20  3520

17  3043

30  1085

18   819

35  1465

34  3104

14   814

13  1070

2   881

25  1287

22  1284

33  1071

23  3519

21  1206

19  1205

6  1295

24  1204

男子

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 9月14日 12:15
決勝 9月14日 13:45

大会記録(GR)        14.78

[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 -1.8

 1 天野 夏樹(1) 高校     17.66 Q  1 塩原 巧巳(1) 高校     18.48 Q
ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ 長野高専 ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 長野高専

 2 中山 雄太(2) 高校     17.73 Q  2 田中 和樹(1) 高校     19.10 Q
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 長野吉田 ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 更級農業

 3 轟 太地(2) 高校     18.71 q  3 田中 哉太(1) 高校     19.46 q
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾀｲﾁ 須坂 ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ 長野高専

 4 大蔵 健吾(2) 高校     18.90 q  4 金児 直登(1) 高校     19.76 
ｵｵｸﾗ ｹﾝｺﾞ 長野日大 ｶﾈｺ ﾅｵﾄ 須坂

 5 吉平 真澄(1) 高校     19.41 q 斎藤 弘明(2) 高校
ﾖｼﾋﾗ ﾏｽﾐ 長野 ｻｲﾄｳ ﾋﾛｱｷ 長野吉田

 6 細田 恭平(1) 高校     21.49 
ﾎｿﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 須坂

風速 -2.0

 1 天野 夏樹(1) 高校     17.35 
ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ 長野高専

 2 塩原 巧巳(1) 高校     17.55 
ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 長野高専

 3 中山 雄太(2) 高校     17.74 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 長野吉田

 4 大蔵 健吾(2) 高校     18.68 
ｵｵｸﾗ ｹﾝｺﾞ 長野日大

 5 田中 和樹(1) 高校     18.92 
ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 更級農業

 6 田中 哉太(1) 高校     19.38 
ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ 長野高専

 7 轟 太地(2) 高校     19.46 
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾀｲﾁ 須坂

 8 吉平 真澄(1) 高校     20.39 
ﾖｼﾋﾗ ﾏｽﾐ 長野

8   986

2  1120

5  2770

1  3548

6  1063

7  1266

記録／備考
3  3546

4  3545

6  1069
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4  3548

3  1004

記録／備考
2  3545

5  2770

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3  1120

2   993

6   986

7  1266

記録／備考
5  3546

4  1063

男子

110mH(1.067)

予選 通過基準  2組  2着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 9月15日 10:45
決勝 9月15日 13:10

大会記録(GR)        53.38

[ 1組] [ 2組]

 1 吉越 太一朗(1) 高校   1,00.48 Q  1 草野 晃平(1) 高校   1,00.13 Q
ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ 長野 ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井

 2 天野 夏樹(1) 高校   1,01.23 Q  2 山崎 良次(2) 高校   1,01.01 Q
ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ 長野高専 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 飯山北

 3 細田 恭平(1) 高校   1,01.65 q  3 田中 哉太(1) 高校   1,02.55 q
ﾎｿﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 須坂 ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ 長野高専

 4 芋川 駿(1) 高校   1,01.69 q  4 中山 雄太(2) 高校   1,02.90 q
ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ 長野吉田 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 長野吉田

 5 轟 太地(2) 高校   1,03.36  5 伊藤 圭吾(2) 高校   1,03.25 
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾀｲﾁ 須坂 ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 長野西

 6 若月 寛人(1) 高校   1,04.29  6 吉平 真澄(1) 高校   1,05.32 
ﾜｶﾂｷ ﾋﾛﾄ 篠ﾉ井 ﾖｼﾋﾗ ﾏｽﾐ 長野

 7 西埜 拓海(1) 高校   1,05.40  7 依田 泰輝(1) 高校   1,06.40 
ﾆｼﾉ ﾀｸﾐ 長野吉田 ﾖﾀﾞ ﾀｲｷ 長野高専
滝澤 知紘(1) 高校  8 金児 直登(1) 高校   1,07.95 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 飯山北 ｶﾈｺ ﾅｵﾄ 須坂

 1 草野 晃平(1) 高校     58.98 
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井

 2 吉越 太一朗(1) 高校     59.45 
ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ 長野

 3 天野 夏樹(1) 高校     59.63 
ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ 長野高専

 4 山崎 良次(2) 高校   1,00.84 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 飯山北

 5 細田 恭平(1) 高校   1,01.21 
ﾎｿﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 須坂

 6 芋川 駿(1) 高校   1,01.93 
ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ 長野吉田

 7 田中 哉太(1) 高校   1,02.08 
ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ 長野高専

 8 中山 雄太(2) 高校   1,02.10 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ 長野吉田

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
7  1121

6  3546

男子

400mH(0.914)

予選 通過基準  2組  2着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ

 1378

5   993

2  1072

8  1077

4   823

9   986

3

No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
4  1375

2   817

3  3548

6  1063

9  3045

5  1120

7  3547

8  1004

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

7  1375

5  1121

6  3546

4   817

8   993

9  1072

3  3548

2  1063



決勝 9月15日 11:25

大会記録(GR)      9,16.77

 1 北原 悠(2) 高校   9,42.75 
ｷﾀﾊﾗ ﾕｳ 長野高専

 2 玉城 柾人(2) 高校   9,47.59 
ﾀﾏｷ ﾏｻﾄ 長野東

 3 金児 夏希(2) 高校   9,55.34 
ｶﾈｺ ﾅﾂｷ 長野日大

 4 大野 力(1) 高校  10,20.73 
ｵｵﾉ ﾁｶﾗ 長野日大

 5 山上 翼(1) 高校  10,22.71 
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾂﾊﾞｻ 長野日大

 6 島崎 敦也(2) 高校  10,25.87 
ｼﾏｻﾞｷ ｱﾂﾔ 飯山北

 7 丸山 和己(2) 高校  10,28.87 
ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｷ 須坂東

 8 若林 和哉(1) 高校  10,50.04 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ 屋代

 9 芋川 遼太(1) 高校  11,12.35 
ｲﾓｶﾜ ﾘｮｳﾀ 中野立志館

10 大峡 翔太(1) 高校  11,25.63 
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 中野立志館

11 酒井 雄大(1) 高校  11,35.21 
ｻｶｲ ﾕｳﾀﾞｲ 長野吉田

12 井上 岳(2) 高校  11,58.25 
ｲﾉｳｴ ｶﾞｸ 飯山北

13 松本 卓(1) 高校  12,56.08 
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸ 屋代

14 高野 真志(1) 高校  13,01.60 
ﾀｶﾉ ﾏｻｼ 須坂東
寺元 一馬(2) 高校
ﾃﾗﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 長野高専
柳澤 興志郎(2) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｼﾛｳ 須坂東

男子

3000mSC

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  3519

4  1205

15  1281

3  1293

5  1290

7   814

8   977

13  1465

10   883

6   882

1  1085

9   827

11  1445

16   985

12  3522
欠場

14  3092
欠場



決勝 9月16日 11:40

大会記録(GR)     22,54.09

 1 玉川 智貴(1) 高校  29,25.33 
ﾀﾏｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 須坂

 2 海沼 柊伍(2) 高校  29,52.41 
ｶｲﾇﾏ ｼｭｳｺﾞ 長野吉田

 3 西沢  祐亮(1) 高校  30,50.92 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 須坂

 4 寺元 一馬(2) 高校  31,00.68 
ﾃﾗﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 長野高専

 5 前島 俊(2) 高校  32,33.56 
ﾏｴｼﾞﾏ ｼｭﾝ 長野

 6 鈴木 雄登(1) 高校  33,32.18 
ｽｽﾞｷ ﾕｳﾄ 長野吉田

 7 竹前 勇貴(1) 高校  35,05.44 
ﾀｹﾏｴ ﾕｳｷ 須坂東

 8 新井 達大(1) 高校  35,42.52 
ｱﾗｲ ｻﾄﾙ 須坂
森泉 太樹(1) 高校
ﾓﾘｽﾞﾐ ﾀｲｷ 長野高専
徳武 共史(1) 高校
ﾄｸﾀｹ ﾄﾓﾌﾐ 長野吉田
三上 侃太郎(1) 高校
ﾐｶﾐ ｶﾝﾀﾛｳ 須坂東

8   981
欠場

7  3504
失格

10  1078
失格

2  3096

11   997

3  3105

6  1079

1  1003

5  3522

9   992

4  1068

男子

5000mW

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 9月14日 10:20
決勝 9月15日 13:50

大会記録(GR)        41.99

[ 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 長野  1121 吉越 太一朗(1)     44.27 Q  1   3 篠ﾉ井  1372 清野 涼介(1)     43.63 Q

ﾅｶﾞﾉ ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ ｼﾉﾉｲ ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ
 1113 鷹野 洋(2)  1365 宮下 仁志(2)

ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ ﾐﾔｼﾀ ﾋﾄｼ
 1115 正村 太一(2)  1373 宮林 紘汰(1)

ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ
 1118 浅川 優人(1)  1366 村山 彰太(2)

ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ
 2   7 長野吉田  1065 渡辺 光孝(2)     44.65 Q  2   2 長野高専  3550 塩崎 児汰朗(1)     45.28 Q

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ｼｵｻﾞｷ ｺﾀﾛｳ
 1063 中山 雄太(2)  3545 塩原 巧巳(1)

ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ
 1062 増田 勇輝(2)  3546 天野 夏樹(1)

ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ
 1072 芋川 駿(1)  3524 櫻井 壮一(2)

ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ ｻｸﾗｲ ｿｳｲﾁ
 3   9 長野日大  1267 小林 拓矢(2)     44.77 q  3   9 飯山北   825 丸山 拓大(1)     45.46 q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｸﾔ ｲｲﾔﾏｷﾀ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ
 1259 長田 龍貴(1)   808 青木 夏貴(2)

ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ ｱｵｷ ﾅﾂｷ
 1275 内山 貴仁(1)   817 山崎 良次(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ
 1276 小林 拓実(2)   813 栗岩 龍生(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ ｸﾘｲﾜ ﾘｭｳｾｲ
 4   2 屋代  1444 栗林 篤(2)     44.92 q  4   4 中野立志館   904 芝 竜弘(1)     47.17 

ﾔｼﾛ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝ ｼﾊﾞ ﾀﾂﾋﾛ
 1443 市川 拓也(2)   887 八木 渉(1)

ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ ﾔｷﾞ ﾜﾀﾙ
 1461 室賀 元晴(1)   886 中村 直正(1)

ﾑﾛｶﾞ ﾓﾄﾊﾙ ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾏｻ
 1439 井坪 優(2)   903 中島 宋一郎(1)

ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ
 5   5 須坂園芸  3072 岩井 諒(1)     45.52 q  5   1 北部  1036 藤原 竹章(2)     47.93 

ｽｻﾞｶｴﾝｹﾞｲ ｲﾜｲ ﾘｮｳ ﾎｸﾌﾞ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀｹｱｷ
 3070 宮澤 明光(1)  1037 古川 伸一(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｷﾐﾂ ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁ
 3066 倉嶋 豪(2)  1034 内村 大空(2)

ｸﾗｼﾏ ﾀｹｼ ｳﾁﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ
 3068 今井 健太郎(2)  1032 竹内 篤史(2)

ｲﾏｲ ｹﾝﾀﾛｳ ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ
 6   4 長野西  3044 流 竜一(2)     46.43  6   6 更級農業  2770 田中 和樹(1)     48.36 

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ﾅｶﾞﾚ ﾘｭｳｲﾁ ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳ ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ
 3045 伊藤 圭吾(2)  2764 吉岡 伊吹(2)

ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ ﾖｼｵｶ ｲﾌﾞｷ
 3042 伊藤 拓(2)  2767 滝澤 豪之(1)

ｲﾄｳ ﾀｸ ﾀｷｻﾞﾜ ｺﾞｳｼ
 1091 清水 貴史(1)  2769 藤森 祐希(1)

ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ
 7   1 長野商業  1141 西澤 寛樹(1)     46.64  7   7 須坂東  3093 鈴木 滉太(1)     55.75 

ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳ ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼ ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ
 1131 宮本 英征(2)  3094 丸山 将也(1)

ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ
 1137 霜村 景(1)  3090 小田切 祐太(2)

ｼﾓﾑﾗ ｹｲ ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾀ
 1135 村上 湧太郎(2)  3099 池田 彪我(1)

ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ
 8   8 長野工業  1182 中島 淳(2)     47.74   8 須坂   990 山本 翔太(2)

ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳ ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ ｽｻﾞｶ ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 失格
 1152 渡邉 優樹(1)   989 佐藤 大志(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ ｻﾄｳ ﾀｲｼ
 1156 畑山 亮太(1)   986 轟 太地(2)

ﾊﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾀ ﾄﾄﾞﾛｷ ﾀｲﾁ
 1151 工藤 大樹(1)  1001 小池 亮太(1)

ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ
 9   6 須坂商業   957 青沼 和也(1)     47.85   5 市立長野

ｽｻﾞｶｼｮｳｷﾞｮｳ ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞﾔ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ 欠場
  956 駒村 友亮(2)

ｺﾏﾑﾗ ﾕｳｽｹ
  952 吉澤 平一(2)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾍｲｲﾁ
  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  2着 + 4 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 篠ﾉ井  1372 清野 涼介(1)     43.56 

ｼﾉﾉｲ 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
 1366 村山 彰太(2)

ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ
 2   8 屋代  1444 栗林 篤(2)     44.28 

ﾔｼﾛ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ
 1443 市川 拓也(2)

ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ
 1461 室賀 元晴(1)

ﾑﾛｶﾞ ﾓﾄﾊﾙ
 1439 井坪 優(2)

ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ
 3   6 長野  1121 吉越 太一朗(1)     44.28 

ﾅｶﾞﾉ ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ
 1113 鷹野 洋(2)

ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ
 1115 正村 太一(2)

ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ
 1118 浅川 優人(1)

ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ
 4   5 長野吉田  1065 渡辺 光孝(2)     44.71 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ
 1063 中山 雄太(2)

ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ
 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
 5   9 長野日大  1267 小林 拓矢(2)     45.02 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｸﾔ
 1259 長田 龍貴(1)

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
 6   4 長野高専  3538  岡村 也寸志(2)     45.21 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ｵｶﾑﾗ ﾔｽｼ
 3545 塩原 巧巳(1)

ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ
 3546 天野 夏樹(1)

ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ
 3524 櫻井 壮一(2)

ｻｸﾗｲ ｿｳｲﾁ
 7   3 須坂園芸  3072 岩井 諒(1)     45.23 

ｽｻﾞｶｴﾝｹﾞｲ ｲﾜｲ ﾘｮｳ
 3070 宮澤 明光(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｷﾐﾂ
 3066 倉嶋 豪(2)

ｸﾗｼﾏ ﾀｹｼ
 3068 今井 健太郎(2)

ｲﾏｲ ｹﾝﾀﾛｳ
 8   2 飯山北   825 丸山 拓大(1)     46.13 

ｲｲﾔﾏｷﾀ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ
  808 青木 夏貴(2)

ｱｵｷ ﾅﾂｷ
  817 山崎 良次(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ
  813 栗岩 龍生(2)

ｸﾘｲﾜ ﾘｭｳｾｲ

4×100mR
決勝

男子



予選 9月15日 15:10
決勝 9月16日 13:55

大会記録(GR)      3,23.40

[ 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   9 長野日大  1259 長田 龍貴(1)   3,33.20 Q  1   3 長野  1121 吉越 太一朗(1)   3,28.69 Q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ ﾅｶﾞﾉ ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ
 1288 村田 将斗(2)  1118 浅川 優人(1)

ﾑﾗﾀ ﾏｻﾄ ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ
 1266 大蔵 健吾(2)  1115 正村 太一(2)

ｵｵｸﾗ ｹﾝｺﾞ ｼｮｳﾑﾗ ﾀｲﾁ
 1277 碓井 涼太(1)  1113 鷹野 洋(2)

ｳｽｲ ﾘｮｳﾀ ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ
 2   4 長野吉田  1065 渡辺 光孝(2)   3,34.95 Q  2   9 篠ﾉ井  1366 村山 彰太(2)   3,29.04 Q

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ ｼﾉﾉｲ ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ
 1062 増田 勇輝(2)  1372 清野 涼介(1)

ﾏｽﾀﾞ ﾕｳｷ ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ
 1072 芋川 駿(1)  1373 宮林 紘汰(1)

ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ
 1063 中山 雄太(2)  1376 矢嶋 一樹(1)

ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ
 3   7 長野高専  3545 塩原 巧巳(1)   3,36.27 q  3   8 屋代  1439 井坪 優(2)   3,37.45 q

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ ﾔｼﾛ ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ
 3519 北原 悠(2)  1441 小山田 充(2)

ｷﾀﾊﾗ ﾕｳ ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾙ
 3549 樋口 盛康(1)  1463 小山 信也(1)

ﾋｸﾞﾁ ﾓﾘﾔｽ ｺﾔﾏ ｼﾝﾔ
 3524 櫻井 壮一(2)  1444 栗林 篤(2)

ｻｸﾗｲ ｿｳｲﾁ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ
 4   8 長野西  1091 清水 貴史(1)   3,36.85 q  4   7 長野商業  1131 宮本 英征(2)   3,39.25 

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳ ﾐﾔﾓﾄ ﾋﾃﾞﾕｷ
 3045 伊藤 圭吾(2)  1141 西澤 寛樹(1)

ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
 1107 牛越 光秀(2)  1139 北沢 利貴(1)

ｳｼｺｼ ﾐﾂﾋﾃﾞ ｷﾀｻﾞﾜ ﾄｼｷ
 3044 流 竜一(2)  1135 村上 湧太郎(2)

ﾅｶﾞﾚ ﾘｭｳｲﾁ ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ
 5   5 北部  1037 古川 伸一(2)   3,37.10 q  5   5 須坂   996 沼田 大智(1)   3,40.65 

ﾎｸﾌﾞ ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁ ｽｻﾞｶ ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ
 1034 内村 大空(2)   986 轟 太地(2)

ｳﾁﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ ﾄﾄﾞﾛｷ ﾀｲﾁ
 1035 塚原 諒(2)   991 酒井 洋明(1)

ﾂｶﾊﾗ ﾘｮｳ ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ
 1032 竹内 篤史(2)   989 佐藤 大志(2)

ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ ｻﾄｳ ﾀｲｼ
 6   6 飯山北   823 滝澤 知紘(1)   3,39.42  6   4 市立長野   871 太田 大介(2)   3,41.55 

ｲｲﾔﾏｷﾀ ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ｵｵﾀ ﾀﾞｲｽｹ
  817 山崎 良次(2)   872 佐藤 誠也(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ ｻﾄｳ ﾏｻﾔ
  813 栗岩 龍生(2)   873 德武 拓磨(2)

ｸﾘｲﾜ ﾘｭｳｾｲ ﾄｸﾀｹ ﾀｸﾏ
  808 青木 夏貴(2)   870 一宮 一至(2)

ｱｵｷ ﾅﾂｷ ｲﾁﾉﾐﾔ ｶｽﾞｼ
 7   3 中野立志館   886 中村 直正(1)   3,52.79  7   6 須坂東  3093 鈴木 滉太(1)   3,47.24 

ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾏｻ ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼ ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ
  887 八木 渉(1)  3095 田幸 雄太(1)

ﾔｷﾞ ﾜﾀﾙ ﾀｺｳ ﾕｳﾀ
  885 佐藤 真人(1)  3094 丸山 将也(1)

ｻﾄｳ ﾏｺﾄ ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ
  903 中島 宋一郎(1)  3088 若林 諒太(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ
  2 更級農業  8   2 長野工業  1155 湯本 與晴(1)   3,53.86 

ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳ 欠場 ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳ ﾕﾓﾄ ﾖｼﾊﾙ
 1157 平林 圭太(1)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ
 1180 須田 智裕(2)

ｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ
 1156 畑山 亮太(1)

ﾊﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾀ

男子

4×400mR

予選 通過基準  2組  2着 + 4 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   4 長野  1121 吉越 太一朗(1)   3,27.48 

ﾅｶﾞﾉ ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ
 1113 鷹野 洋(2)

ﾀｶﾉ ﾋﾛｼ
 1116 上野 航(2)

ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ
 1118 浅川 優人(1)

ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ
 2   5 篠ﾉ井  1375 草野 晃平(1)   3,27.51 

ｼﾉﾉｲ ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ
 1372 清野 涼介(1)

ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ
 1376 矢嶋 一樹(1)

ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ
 1373 宮林 紘汰(1)

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ
 3   6 長野日大  1259 長田 龍貴(1)   3,32.25 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ
 1288 村田 将斗(2)

ﾑﾗﾀ ﾏｻﾄ
 1266 大蔵 健吾(2)

ｵｵｸﾗ ｹﾝｺﾞ
 1277 碓井 涼太(1)

ｳｽｲ ﾘｮｳﾀ
 4   9 長野高専  3549 樋口 盛康(1)   3,37.02 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾋｸﾞﾁ ﾓﾘﾔｽ
 3545 塩原 巧巳(1)

ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ
 3546 天野 夏樹(1)

ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ
 3524 櫻井 壮一(2)

ｻｸﾗｲ ｿｳｲﾁ
 5   8 長野西  1091 清水 貴史(1)   3,37.18 

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ
 3045 伊藤 圭吾(2)

ｲﾄｳ ｹｲｺﾞ
 1107 牛越 光秀(2)

ｳｼｺｼ ﾐﾂﾋﾃﾞ
 3044 流 竜一(2)

ﾅｶﾞﾚ ﾘｭｳｲﾁ
 6   7 長野吉田  1072 芋川 駿(1)   3,38.00 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ
 1065 渡辺 光孝(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ
 1063 中山 雄太(2)

ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾀ
 1075 佐藤 大裕(1)

ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ
 7   3 屋代  1439 井坪 優(2)   3,38.40 

ﾔｼﾛ ｲﾂﾎﾞ ﾕｳ
 1441 小山田 充(2)

ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾙ
 1440 氷室 南斗(2)

ﾋﾑﾛ ﾐﾅﾄ
 1443 市川 拓也(2)

ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ
 8   2 北部  1037 古川 伸一(2)   3,48.10 

ﾎｸﾌﾞ ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁ
 1034 内村 大空(2)

ｳﾁﾑﾗ ﾀｶﾋﾛ
 1035 塚原 諒(2)

ﾂｶﾊﾗ ﾘｮｳ
 1033 渡會 拓実(2)

ﾜﾀﾗｲ ﾀｸﾐ

4×400mR
決勝

男子



決勝 9月15日 13:30

大会記録(GR)         2.00

芋川 駿(1) 高校
ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ 長野吉田
櫻井 壮一(2) 高校
ｻｸﾗｲ ｿｳｲﾁ 長野高専
栁澤 知明(2) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄﾓｱｷ 長野日大
塩原 巧巳(1) 高校
ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 長野高専
吉田 豪郎(1) 高校
ﾖｼﾀﾞ ｺﾞﾛｳ 長野西
内山 貴仁(1) 高校
ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 長野日大
上野 航(2) 高校
ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ 長野
新井 耕元(1) 高校
ｱﾗｲ ｺｳｹﾞﾝ 須坂
小林 航希(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 中野西高
徳永 陽(1) 高校
ﾄｸﾅｶﾞ ﾖｳ 長野西
高川 航輝(1) 高校
ﾀｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 須坂
中島 淳(2) 高校
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 長野工業
吉岡 諒司(2) 高校
ﾖｼｵｶ ﾘｮｳｼﾞ 屋代
関川 桂(1) 高校
ｾｷｶﾜ ｹｲ 長野西
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XXX

1  1182
XXX

 1.55
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11 2   998
XXO XXX
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XO XXX
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O O O
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7 11  1116
- - XO XO XXX
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 1.80
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O O O O O

O O XXO XXX
4 13  3545

- - -

XO XXX  1.80

 1.85

3 10  1268
- - - O XO

O XO XO XXO - XXX
2 9  3524

- - -

O XO O XO XXX  1.91

1m91 1m94
1 12  1072

- - - - O

記録1m65 1m70 備考1m55 1m60 1m75 1m80 1m85 1m88

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月15日 10:30

大会記録(GR)         4.45

工藤 大樹(1) 高校
ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 長野工業
畑山 亮太(1) 高校
ﾊﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 長野工業
芝 建樹(1) 高校
ｼﾊﾞ ﾀﾂｷ 篠ﾉ井
須田 智裕(2) 高校
ｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 長野工業

XXX  2.80
4 2  1180

O O XO

 3.00

 3.20

3 3  1377
O O O O XXX

O XXO XXX
2 4  1156

- - -

- - O XO XXX  3.80

3m80 3m90
1 5  1151

- - - - -

記録2m80 3m00 備考2m40 2m60 3m20 3m40 3m50 3m60

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月14日 14:00

大会記録(GR)         6.95

竹内 篤史(2) 高校   6.30   6.28   6.44   5.48   6.37   6.50    6.50 
ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ 北部   +1.9   +3.1   +0.6   +0.9   +0.6   +0.8    +0.8
山本 翔太(2) 高校   6.26   6.16   6.24   6.33   6.31    X    6.33 
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 須坂   +0.5   +2.8   +1.9   +1.1   +1.1    +1.1
青木 夏貴(2) 高校    X   6.26   3.94   5.83   5.97   5.25    6.26 
ｱｵｷ ﾅﾂｷ 飯山北   +2.4   +1.2   +0.6   +1.5   +0.3    +2.4
上野 航(2) 高校   5.76   6.10   6.21   5.97    -   5.94    6.21 
ｳｴﾉ ﾜﾀﾙ 長野   -0.5   +2.3   +2.3   +0.3   -0.2    +2.3
内山 貴仁(1) 高校   5.65   5.08   6.18   5.48   6.10   5.85    6.18 
ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 長野日大   -1.1   +2.8   +1.2   +1.1   +0.8   +0.2    +1.2
中島 宋一郎(1) 高校   5.60   5.77   5.90   5.70   5.83   5.97    5.97 
ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 中野立志館   +0.8   +2.1   +2.2   +1.0   +0.2   +1.2    +1.2
櫻井 壮一(2) 高校    X   5.72   5.17   5.57    -   5.68    5.72 
ｻｸﾗｲ ｿｳｲﾁ 長野高専   +1.9   +0.8   +0.2   +0.4    +1.9
中村 直正(1) 高校   5.57   5.59   5.43   5.57   5.23   5.32    5.59 
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾏｻ 中野立志館   +0.4   +2.4   +0.8   +1.0   +1.0   +0.7    +2.4
芝 竜弘(1) 高校   5.26   5.50   5.49    5.50 
ｼﾊﾞ ﾀﾂﾋﾛ 中野立志館   -1.3   +2.1   +2.8    +2.1
藤森 祐希(1) 高校   5.25   5.29   5.49    5.49 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 更級農業   -0.3   +1.2   +0.3    +0.3
小林 航希(2) 高校   5.38   5.47    X    5.47 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 中野西高   +1.2   +1.4    +1.4
小池 亮太(1) 高校   5.46   5.29   5.28    5.46 
ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ 須坂   -0.2   +1.9   +1.6    -0.2
渡邉 優樹(1) 高校   5.22   5.28    X    5.28 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 長野工業   +0.2   +0.3    +0.3
霜村 景(1) 高校    X   5.22    X    5.22 
ｼﾓﾑﾗ ｹｲ 長野商業   +2.0    +2.0
市川 稜(1) 高校   5.08   5.16    X    5.16 
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 長野南   +0.2   +2.0    +2.0
片山 隆(2) 高校   5.11   4.71   4.13    5.11 
ｶﾀﾔﾏ ﾀｶｼ 更級農業   +0.7   +2.2   +1.5    +0.7
飯田 雄平(1) 高校   5.01   4.76   5.03    5.03 
ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 篠ﾉ井   +1.0   +1.4   +2.2    +2.2
久保田 雄大(2) 高校   4.75    X    X    4.75 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 長野工業   +0.1    +0.1
芝 建樹(1) 高校   4.63    X   3.66    4.63 
ｼﾊﾞ ﾀﾂｷ 篠ﾉ井   +2.3   +1.8    +2.3
越渓 拓(1) 高校   4.53   4.44   4.59    4.59 
ｺｼﾀﾆ ﾀｸ 長野高専   +0.3   +0.5   +0.8    +0.8
徳永 淳志(1) 高校   3.56   3.76   4.58    4.58 
ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾂｼ 長野高専    0.0   +3.0   +1.3    +1.3
望月 圭介(1) 高校   4.52   3.48   3.26    4.52 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｹｲｽｹ 長野俊英   +1.8   +0.3   +1.9    +1.8
須田 智裕(2) 高校   4.18   4.26   3.37    4.26 
ｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 長野工業   +1.0   +1.6   +2.0    +1.6
永池 哲太(2) 高校    X    X    X
ﾅｶﾞｲｹ ﾖｼﾋﾛ 中野西高
吉村 直也(2) 高校 欠場
ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾔ 長野

23  1114

23 4  1180

13   944

21 7  3503

22 1  3140

19 5  1377

20 9  3501

17 3  1380

18 8  1181

15 10  1222

16 6  2765

13 2  1152

14 11  1137

11 17   945

12 19  1001

9 18   904

10 15  2769

7 12  3524

8 16   886

5 20  1275

6 14   903

3 24   808

4 21  1116

1 25  1032
-5-

2 22   990

-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 9月16日 11:00

大会記録(GR)        14.30

竹内 篤史(2) 高校  13.48  13.43  13.35  13.28  13.32  13.22   13.48 
ﾀｹｳﾁ ｱﾂｼ 北部   +1.7   +0.6   +1.2   +0.6   +0.3   +3.7    +1.7
山本 翔太(2) 高校    X    X  12.21  12.84    X  12.81   12.84 
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳﾀ 須坂   +1.4   +0.6   +0.7    +0.6
青木 夏貴(2) 高校  11.87  12.18  12.37  12.16    -  12.57   12.57 
ｱｵｷ ﾅﾂｷ 飯山北   +1.1   +0.9   +1.5   +2.1   +2.8    +2.8
櫻井 壮一(2) 高校  12.52  12.19  12.14  12.36    X    X   12.52 
ｻｸﾗｲ ｿｳｲﾁ 長野高専   +0.7   +1.6   +3.6   +1.7    +0.7
栁澤 知明(2) 高校  12.21  12.03  12.42  12.34    X  12.13   12.42 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄﾓｱｷ 長野日大   +1.3   -0.2   +1.4   +2.8   +2.7    +1.4
小池 亮太(1) 高校  12.13  12.21  11.67  11.68  11.76  11.80   12.21 
ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ 須坂   +1.5   +2.0   +0.7   -1.4   +0.4   +4.1    +2.0
田中 哉太(1) 高校  11.51  11.53  11.64  11.95  11.56  11.31   11.95 
ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ 長野高専   +2.3   +2.9   +1.9   +1.6   +2.4   -0.2    +1.6
中村 直正(1) 高校  11.65  11.00  11.01    X  11.27    X   11.65 
ﾅｶﾑﾗ ﾅｵﾏｻ 中野立志館   +3.1   +1.6   +3.4   +0.4    +3.1
根津 大輝(1) 高校  11.50  11.08  11.45   11.50 
ﾈﾂ ﾀﾞｲｷ 長野吉田   +2.4   -0.6   +0.3    +2.4
小林 義明(1) 高校    X    X  11.39   11.39 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｱｷ 長野商業   +1.1    +1.1
芝 竜弘(1) 高校  10.91  11.23  10.92   11.23 
ｼﾊﾞ ﾀﾂﾋﾛ 中野立志館   -0.5   +2.5   +0.8    +2.5
畑山 亮太(1) 高校  10.64  10.86  10.67   10.86 
ﾊﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 長野工業   +1.0   +1.8   +0.2    +1.8
島田 康広(1) 高校  10.59  10.46    X   10.59 
ｼﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 長野商業   +1.5   +0.9    +1.5
工藤 大樹(1) 高校  10.18    X  10.45   10.45 
ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 長野工業   -0.5   +0.5    +0.5
徳永 淳志(1) 高校    X  10.30  10.07   10.30 
ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾂｼ 長野高専   +0.3   +1.0    +0.3
中島 宋一郎(1) 高校    X  10.25    X   10.25 
ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 中野立志館   +0.9    +0.9
中島 淳(2) 高校    X  10.13    X   10.13 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝ 長野工業   +2.1    +2.1
丸山 武将(2) 高校    X    X    X
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹﾏｻ 松代
内山 貴仁(1) 高校 欠場
ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 長野日大
吉村 直也(2) 高校 欠場
ﾖｼﾑﾗ ﾅｵﾔ 長野

14  1275

16  1114

17 5  1182

13  1426

15 11  3503

16 4   903

13 9  1138

14 1  1151

11 2   904

12 3  1156

9 10  1086

10 6  1140

7 7  3548

8 15   886

5 12  1268

6 8  1001

3 19   808

4 17  3524

1 20  1032
-5-

2 18   990

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 9月15日  9:30

大会記録(GR)        13.33

坂田 晃有(1) 高校
ｻｶﾀ ｺｳｽｹ 中野立志館
武田 涼介(2) 高校
ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 中野立志館
小林 拓矢(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｸﾔ 長野日大
上倉 寿史(1) 高校
ｶﾐｸﾗ ﾋｻｼ 飯山北
 岡村 也寸志(2) 高校
ｵｶﾑﾗ ﾔｽｼ 長野高専
堀尾 元貴(2) 高校
ﾎﾘｵ ｹﾞﾝｷ 須坂
白鳥 颯太郎(2) 高校
ｼﾛﾄﾘ ｿｳﾀﾛｳ 長野高専
山本 歩(1) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾑ 飯山北
古川 伸一(2) 高校
ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁ 北部
安藤 弥(1) 高校
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 坂城
鈴木 由宇(1) 高校
ｽｽﾞｷ ﾕｳ 篠ﾉ井
清水 幸佑(2) 高校
ｼﾐｽﾞ ｺｳｽｹ 長野日大
片桐 康熙(2) 高校
ｶﾀｷﾞﾘ ｺｳｷ 飯山北
原山 翼(1) 高校
ﾊﾗﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 須坂商業
野﨑 愛冬(1) 高校
ﾉｻﾞｷ ﾏﾅﾄ 長野吉田
大峽 將嵩(1) 高校
ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾀｶ 長野吉田
森泉 太樹(1) 高校
ﾓﾘｽﾞﾐ ﾀｲｷ 長野高専
清水 優希(1) 高校
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 須坂東
石山 雄也(1) 高校 欠場
ｲｼﾔﾏ ﾕｳﾔ 坂城

  5.22 

3  2735

  6.51 

18 2  3087
 4.12  5.14  5.22

  7.55 

17 7  3504
 5.63  5.98  6.51

  7.96 

16 1  1073
 7.55  7.29  7.47

  8.34 

15 4  1087
  X  7.96  7.80

  8.63 

14 6   962
 7.30   X  8.34

  9.21 

13 5   810
 8.58  8.63   X

  9.23 

12 8  1269
 8.39  9.21  8.89

  9.30 

11 13  1381
 9.23  8.64  6.65

  9.68 

10 9  2731
 9.30  9.01  9.06

 9.28  9.73  9.55   9.84 

9 15  1037
 9.68   X  9.60

  X  9.08   X   9.86 

8 12   826
 9.84  9.44  8.67

 6.94  8.76  9.62  10.05 

7 14  3541
 9.51  9.86  9.54

10.03 10.69 10.38  10.69 

6 11   987
10.05  9.83  9.87

10.66 10.45 10.09  10.69 

5 16  3538
 9.74 10.18  9.86

10.30 10.89   X  10.89 

4 10   820
10.69   X 10.56

10.77 11.07 11.27  11.27 

3 18  1267
  X   X 10.26

10.43   X 11.94  11.94 

2 19   899
10.51 10.91 11.03

1 17   884
10.31 11.13 10.69
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男子
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決勝
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決勝 9月16日  9:30

大会記録(GR)        38.48

 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
中宮 涼太(2) 高校
ﾅｶﾐﾔ ﾘｮｳﾀ 長野商業
片桐 康熙(2) 高校
ｶﾀｷﾞﾘ ｺｳｷ 飯山北
坂田 晃有(1) 高校
ｻｶﾀ ｺｳｽｹ 中野立志館
古川 伸一(2) 高校
ﾌﾙｶﾜ ｼﾝｲﾁ 北部
小林 拓矢(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀｸﾔ 長野日大
常田 和也(2) 高校
ﾄｷﾀ ｶｽﾞﾔ 須坂園芸
上倉 寿史(1) 高校
ｶﾐｸﾗ ﾋｻｼ 飯山北
齋藤 佑輔(2) 高校
ｻｲﾄｳ ﾕｳｽｹ 飯山
安藤 弥(1) 高校
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 坂城
野﨑 愛冬(1) 高校
ﾉｻﾞｷ ﾏﾅﾄ 長野吉田
武田 涼介(2) 高校
ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 中野立志館
寺島 瞬(2) 高校
ﾃﾗｼﾏ ｼｭﾝ 長野商業
鈴木 由宇(1) 高校
ｽｽﾞｷ ﾕｳ 篠ﾉ井
北村 翔太(1) 高校
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 長野工業
清水 幸佑(2) 高校
ｼﾐｽﾞ ｺｳｽｹ 長野日大
小田切 祐太(2) 高校
ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾀ 須坂東
徳永 勇(1) 高校
ﾄｸﾅｶﾞ ｲｻﾑ 北部
矢崎 哲也(2) 高校
ﾔｻﾞｷ ﾃﾂﾔ 長野高専
加藤 匠真(1) 高校
ｶﾄｳ ﾀｸﾏ 飯山
塩崎 児汰朗(1) 高校
ｼｵｻﾞｷ ｺﾀﾛｳ 長野高専

 14.33 

 15.09 

22 5  3550
14.33   X   O

 16.22 

21 11   853
  X   O 15.09

 16.72 

20 8  3543
  X   O 16.22

 18.98 

19 6  1039
  O 16.72   O

 19.85 

18 4  3090
  X   X 18.98

 21.46 

17 3  1269
  O   O 19.85

 21.51 

16 9  1153
  X 21.46   O

 21.55 

15 14  1381
21.51   O   O

 22.16 

14 7  1133
21.55   X   O

 23.60 

13 12   899
22.16   X   O

 23.84 

12 10  1087
  O   O 23.60

 24.67 

11 18  2731
23.84   X   X

 25.40 

10 21   855
24.67   -   O

  O   O   O  26.03 

9 13   820
25.40   O   X

  X   O   X  26.71 

8 24  3067
  X 26.03   O

27.14   X   O  27.14 

7 19  1267
26.71   O   X

27.92   X   X  27.92 

6 16  1037
26.32   X   X

29.11   O   O  29.11 

5 15   884
  O   O 25.54

  O   O   X  29.85 

4 17   810
26.56   O   O

  O   O 31.36  31.36 

3 22  1134
29.85   O   O

  X   O 33.35  33.35 

2 20   818
  X   O 30.06

1 23  3538
31.80   X   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

円盤投(1.75kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月14日 10:20

大会記録(GR)        48.58

常田 和也(2) 高校
ﾄｷﾀ ｶｽﾞﾔ 須坂園芸
堀尾 元貴(2) 高校
ﾎﾘｵ ｹﾞﾝｷ 須坂
片桐 康熙(2) 高校
ｶﾀｷﾞﾘ ｺｳｷ 飯山北
山本 歩(1) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾑ 飯山北
坂田 晃有(1) 高校
ｻｶﾀ ｺｳｽｹ 中野立志館
上倉 寿史(1) 高校
ｶﾐｸﾗ ﾋｻｼ 飯山北
徳永 勇(1) 高校
ﾄｸﾅｶﾞ ｲｻﾑ 北部
白鳥 颯太郎(2) 高校
ｼﾛﾄﾘ ｿｳﾀﾛｳ 長野高専
宮澤 明光(1) 高校 欠場
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｷﾐﾂ 須坂園芸

  O   O 17.87  17.87 

7  3070

  X   O 18.46  18.46 

8 5  3541
16.48   O   -

  O   O 23.13  23.13 

7 3  1039
17.86   X   X

  X   O 23.51  23.51 

6 4   820
  O 22.45   X

  O   O   O  28.87 

5 2   884
  O 19.98   O

  O   X   X  30.30 

4 6   826
28.87   X   X

  O   O   O  42.23 

3 8   810
30.30   O   X

43.56   X   X  43.56 

2 9   987
  O   O 42.23

1 10  3067
  O 42.71   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子
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決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月14日 12:20

大会記録(GR)        55.10

栗林 篤(2) 高校
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ 屋代
大和 史明(1) 高校
ﾔﾏﾄ ﾌﾐｱｷ 長野日大
大和 弘典(2) 高校
ﾔﾏﾄ ﾋﾛﾉﾘ 長野日大
飯森 大貴(1) 高校
ｲｲﾓﾘ ﾀｲｷ 長野ろう
 岡村 也寸志(2) 高校
ｵｶﾑﾗ ﾔｽｼ 長野高専
中宮 涼太(2) 高校
ﾅｶﾐﾔ ﾘｮｳﾀ 長野商業
大庭 直也(1) 高校
ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾔ 飯山北
渡辺 光孝(2) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐﾂﾀｶ 長野吉田
山口 謙祐(1) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｽｹ 長野吉田
伊藤 拓(2) 高校
ｲﾄｳ ﾀｸ 長野西
大蔵 健吾(2) 高校
ｵｵｸﾗ ｹﾝｺﾞ 長野日大
安藤 弥(1) 高校
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 坂城
依田 泰輝(1) 高校
ﾖﾀﾞ ﾀｲｷ 長野高専
寺島 瞬(2) 高校
ﾃﾗｼﾏ ｼｭﾝ 長野商業
葛綿 稜弥(2) 高校
ｶﾂﾞﾒ ﾘｮｳﾔ 飯山北
永池 哲太(2) 高校
ﾅｶﾞｲｹ ﾖｼﾋﾛ 中野西高
丸山 武将(2) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｹﾏｻ 松代
中條 巧人(1) 高校
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｸﾄ 長野吉田
飯田 雄平(1) 高校
ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 篠ﾉ井
新井 耕元(1) 高校
ｱﾗｲ ｺｳｹﾞﾝ 須坂
樋口 盛康(1) 高校
ﾋｸﾞﾁ ﾓﾘﾔｽ 長野高専
池田 彪我(1) 高校
ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ 須坂東
徳永 勇(1) 高校
ﾄｸﾅｶﾞ ｲｻﾑ 北部
小田切 祐太(2) 高校
ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾀ 須坂東
武田 涼介(2) 高校 欠場
ﾀｹﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 中野立志館

20   899

 19.53 

4  3090
  X   X   X

 28.16 

23 2  1039
  O 19.53   X

 31.01 

22 14  3099
  X   X 28.16

 31.25 

21 3  3549
  X   X 31.01

 32.09 

20 6  1002
  O 31.25   O

 32.25 

19 5  1380
  X 32.09   O

 32.67 

18 7  1074
  X   X 32.25

 33.67 

17 1  1426
32.67   O   X

 34.14 

16 11   944
  O   X 33.67

 35.48 

15 13   811
  O 34.14   O

 35.59 

14 12  1133
35.48   O   X

 35.86 

13 8  3547
35.59   O   O

 36.44 

12 10  2731
35.86   X   O

 41.27 

11 17  1266
  O   O 36.44

 41.45 

10 15  3042
41.27   O   X

  O   O   O  43.36 

9 9  1076
  X   O 41.45

  O   O   O  45.37 

8 18  1065
  X 43.36   O

  O   X   O  47.93 

7 16   818
45.37   O   O

  O 48.07   O  48.07 

6 25  1134
  O   O 47.93

  O   O 50.60  50.60 

5 21  3538
  X   O 46.64

  O   O 50.70  50.70 

4 19  1328
  O   O 47.57

  O 51.04   O  51.04 

3 22  1260
  O   O 47.92

  O   O   O  53.28 

2 24  1254
48.74   O   O

1 23  1444
  O   O 53.28

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

やり投(800g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月14日 10:30

県高記録            10.50

[ 1組] 風速 -1.7 [ 2組] 風速 -2.4

 1 市川 拓也(2) 高校 11.66(719)  1 草野 晃平(1) 高校 12.19(614)
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 屋代 ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井

 2 丸山 将也(1) 高校 12.09(633)  2 丸山 拓大(1) 高校 12.20(612)
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ 須坂東 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北

 3 八木 渉(1) 高校 12.47(562)  3 北村 翔太(1) 高校 12.50(556)
ﾔｷﾞ ﾜﾀﾙ 中野立志館 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 長野工業

 4 土屋 和勢(1) 高校 12.54(549)  4 小田切 祐太(2) 高校 12.60(538)
ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｾ 須坂 ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾀ 須坂東

 5 根津 大輝(1) 高校 12.78(506)  5 白鳥 颯太郎(2) 高校 12.66(527)
ﾈﾂ ﾀﾞｲｷ 長野吉田 ｼﾛﾄﾘ ｿｳﾀﾛｳ 長野高専

 6 赤松 燎(2) 高校 13.00(468)  6 長島 均(1) 高校 12.73(515)
ｱｶﾏﾂ ﾘｮｳ 長野西 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 長野

 7 高川 航輝(1) 高校 13.24(428)  7 若林 諒太(1) 高校 12.79(504)
ﾀｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 須坂 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 須坂東
山崎 良次(2) 高校  8 牧 優冶(1) 高校 13.26(425)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 飯山北 ﾏｷ ﾕｳﾔ 須坂

八種

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
5  1443

6  3094

4   887

9   995

2  1086

7  1109

3   998

8   817
欠場

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  1375

5   825

8  1153

3  3090

4  3541

2  3108

6  3088

7   994



   1 市川 拓也(2) 高校 屋代     11.66 (-1.7)   1   1
   2 丸山 将也(1) 高校 須坂東     12.09 (-1.7)   1   2
   3 草野 晃平(1) 高校 篠ﾉ井     12.19 (-2.4)   2   1
   4 丸山 拓大(1) 高校 飯山北     12.20 (-2.4)   2   2
   5 八木 渉(1) 高校 中野立志館     12.47 (-1.7)   1   3
   6 北村 翔太(1) 高校 長野工業     12.50 (-2.4)   2   3
   7 土屋 和勢(1) 高校 須坂     12.54 (-1.7)   1   4
   8 小田切 祐太(2) 高校 須坂東     12.60 (-2.4)   2   4
   9 白鳥 颯太郎(2) 高校 長野高専     12.66 (-2.4)   2   5
  10 長島 均(1) 高校 長野     12.73 (-2.4)   2   6
  11 根津 大輝(1) 高校 長野吉田     12.78 (-1.7)   1   5
  12 若林 諒太(1) 高校 須坂東     12.79 (-2.4)   2   7
  13 赤松 燎(2) 高校 長野西     13.00 (-1.7)   1   6
  14 高川 航輝(1) 高校 須坂     13.24 (-1.7)   1   7
  15 牧 優冶(1) 高校 須坂     13.26 (-2.4)   2   8

八種

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 1443
 3094
 1375
  825
  887
 1153
  995
 3090

  994

 3541
 3108
 1086
 3088
 1109
  998



決勝 9月14日 12:45

県高記録             7.51

丸山 拓大(1) 高校   6.03    X    X    6.03 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北   +0.8    +0.8 (593)
根津 大輝(1) 高校   5.96    X    X    5.96 
ﾈﾂ ﾀﾞｲｷ 長野吉田   +1.4    +1.4 (578)
草野 晃平(1) 高校   5.60   5.90    X    5.90 
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井   -0.8   +1.8    +1.8 (565)
八木 渉(1) 高校   5.50   5.53   5.54    5.54 
ﾔｷﾞ ﾜﾀﾙ 中野立志館   +2.1   +2.5   -0.3    -0.3 (490)
丸山 将也(1) 高校    X   5.43   5.21    5.43 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ 須坂東   +1.5   +0.8    +1.5 (467)
北村 翔太(1) 高校   5.10    X   5.36    5.36 
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 長野工業   +0.1   +1.5    +1.5 (453)
赤松 燎(2) 高校   5.35   5.03   5.10    5.35 
ｱｶﾏﾂ ﾘｮｳ 長野西   +1.7   +0.3   +0.8    +1.7 (451)
土屋 和勢(1) 高校   5.28   5.19   4.90    5.28 
ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｾ 須坂   +1.9    0.0   +0.1    +1.9 (437)
長島 均(1) 高校   5.26   5.26   5.01    5.26 
ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 長野   +1.7   +0.6   +0.9    +0.6 (433)
市川 拓也(2) 高校   4.79   5.21    X    5.21 
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 屋代   +0.7   +1.4    +1.4 (423)
牧 優冶(1) 高校   4.95   4.97   4.94    4.97 
ﾏｷ ﾕｳﾔ 須坂   +1.3   +0.6   +1.6    +0.6 (377)
高川 航輝(1) 高校   4.74   4.74   4.70    4.74 
ﾀｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 須坂   +1.3   +0.6   +0.5    +0.6 (333)
白鳥 颯太郎(2) 高校   4.70   4.38   4.42    4.70 
ｼﾛﾄﾘ ｿｳﾀﾛｳ 長野高専   +1.9   +1.0   +1.9    +1.9 (326)
若林 諒太(1) 高校    X   3.92   4.16    4.16 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 須坂東   +1.5   +1.1    +1.1 (232)
小田切 祐太(2) 高校   4.13    -   3.76    4.13 
ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾀ 須坂東   +2.9   +0.4    +2.9 (227)
山崎 良次(2) 高校
ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 飯山北

八種

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 12   825

-5-

2 1  1086

3 16  1375

4 3   887

5 5  3094

6 15  1153

7 6  1109

8 8   995

9 9  3108

10 4  1443

11 14   994

12 2   998

13 11  3541

14 13  3088

15 10  3090

7   817



決勝 9月14日 14:00

県高記録            15.82

白鳥 颯太郎(2) 高校
ｼﾛﾄﾘ ｿｳﾀﾛｳ 長野高専 (470)
丸山 拓大(1) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北 (420)
草野 晃平(1) 高校
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井 (392)
北村 翔太(1) 高校
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 長野工業 (362)
赤松 燎(2) 高校
ｱｶﾏﾂ ﾘｮｳ 長野西 (347)
根津 大輝(1) 高校
ﾈﾂ ﾀﾞｲｷ 長野吉田 (344)
市川 拓也(2) 高校
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 屋代 (333)
長島 均(1) 高校
ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 長野 (287)
若林 諒太(1) 高校
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 須坂東 (274)
小田切 祐太(2) 高校
ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾀ 須坂東 (267)
丸山 将也(1) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ 須坂東 (248)
牧 優冶(1) 高校
ﾏｷ ﾕｳﾔ 須坂 (239)
土屋 和勢(1) 高校
ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｾ 須坂 (230)
高川 航輝(1) 高校
ﾀｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 須坂 (210)
八木 渉(1) 高校
ﾔｷﾞ ﾜﾀﾙ 中野立志館 (  0)
山崎 良次(2) 高校 欠場
ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 飯山北

八種

砲丸投(6.0kg)

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 11  3541

 9.25  9.74  9.57   9.74 

2 10   825
 8.40  8.80  8.91   8.91 

3 6  1375
 8.00  8.43  7.82   8.43 

4 7  1153
 7.45  7.93  7.50   7.93 

5 16  1109
 7.17  7.67  7.45   7.67 

6 5  1086
 6.64  7.62  7.13   7.62 

7 2  1443
 6.34  6.90  7.43   7.43 

8 13  3108
 5.30  6.66  6.66   6.66 

9 9  3088
 6.42  6.25  6.43   6.43 

10 12  3090
 6.31  5.62  6.32   6.32 

11 1  3094
 5.63  5.74  5.98   5.98 

12 8   994
 5.33  5.83  5.67   5.83 

13 14   995
 5.35  5.59  5.67   5.67 

14 4   998
 5.33   X  4.40   5.33 

3   887
  X   X   X

15   817



決勝 9月14日 15:10

県高記録      

[ 1組] [ 2組]

 1 草野 晃平(1) 高校 53.08(678)  1 北村 翔太(1) 高校 55.34(585)
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 長野工業

 2 市川 拓也(2) 高校 53.31(668)  2 白鳥 颯太郎(2) 高校 55.86(565)
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 屋代 ｼﾛﾄﾘ ｿｳﾀﾛｳ 長野高専

 3 丸山 拓大(1) 高校 56.35(546)  3 長島 均(1) 高校 55.86(565)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 長野

 4 土屋 和勢(1) 高校 56.77(530)  4 丸山 将也(1) 高校 55.87(564)
ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｾ 須坂 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ 須坂東

 5 小田切 祐太(2) 高校 57.55(500)  5 若林 諒太(1) 高校 57.06(519)
ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾀ 須坂東 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 須坂東

 6 赤松 燎(2) 高校 58.88(452)  6 八木 渉(1) 高校 58.60(462)
ｱｶﾏﾂ ﾘｮｳ 長野西 ﾔｷﾞ ﾜﾀﾙ 中野立志館

 7 高川 航輝(1) 高校 1,00.82(386)  7 根津 大輝(1) 高校 1,00.03(412)
ﾀｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 須坂 ﾈﾂ ﾀﾞｲｷ 長野吉田

 8 牧 優冶(1) 高校 1,02.38(336) 山崎 良次(2) 高校
ﾏｷ ﾕｳﾔ 須坂 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 飯山北

八種

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
2  1375

8  1443

4   825

6   995

5  3090

7  1109

9   998

3   994

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1153

4  3541

5  3108

7  3094

3  3088

8   887

9  1086

6   817
欠場



   1 草野 晃平(1) 高校 篠ﾉ井       53.08   1   1
   2 市川 拓也(2) 高校 屋代       53.31   1   2
   3 北村 翔太(1) 高校 長野工業       55.34   2   1
   4 白鳥 颯太郎(2) 高校 長野高専       55.86   2   2
   4 長島 均(1) 高校 長野       55.86   2   3
   6 丸山 将也(1) 高校 須坂東       55.87   2   4
   7 丸山 拓大(1) 高校 飯山北       56.35   1   3
   8 土屋 和勢(1) 高校 須坂       56.77   1   4
   9 若林 諒太(1) 高校 須坂東       57.06   2   5
  10 小田切 祐太(2) 高校 須坂東       57.55   1   5
  11 八木 渉(1) 高校 中野立志館       58.60   2   6
  12 赤松 燎(2) 高校 長野西       58.88   1   6
  13 根津 大輝(1) 高校 長野吉田     1,00.03   2   7
  14 高川 航輝(1) 高校 須坂     1,00.82   1   7
  15 牧 優冶(1) 高校 須坂     1,02.38   1   8

八種

400m
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
 1375
 1443
 1153
 3541
 3108
 3094
  825
  995

  994

 3088
 3090
  887
 1109
 1086
  998



決勝 9月15日  9:40

県高記録            14.72

[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 -2.2

 1 市川 拓也(2) 高校 18.12(513)  1 草野 晃平(1) 高校 19.16(419)
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 屋代 ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井

 2 長島 均(1) 高校 19.49(391)  2 北村 翔太(1) 高校 19.30(407)
ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 長野 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 長野工業

 3 丸山 拓大(1) 高校 19.99(350)  3 土屋 和勢(1) 高校 21.50(240)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北 ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｾ 須坂

 4 八木 渉(1) 高校 20.58(305)  4 丸山 将也(1) 高校 21.87(217)
ﾔｷﾞ ﾜﾀﾙ 中野立志館 ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ 須坂東

 5 白鳥 颯太郎(2) 高校 21.12(266)  5 牧 優冶(1) 高校 22.01(208)
ｼﾛﾄﾘ ｿｳﾀﾛｳ 長野高専 ﾏｷ ﾕｳﾔ 須坂

 6 小田切 祐太(2) 高校 21.33(252)  6 赤松 燎(2) 高校 22.44(182)
ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾀ 須坂東 ｱｶﾏﾂ ﾘｮｳ 長野西

 7 根津 大輝(1) 高校 21.72(226) 若林 諒太(1) 高校
ﾈﾂ ﾀﾞｲｷ 長野吉田 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 須坂東

 8 高川 航輝(1) 高校 23.28(137) 山崎 良次(2) 高校
ﾀｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 須坂 ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 飯山北

八種

110mH(1.067)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
9  1443

2  3108

8   825

7   887

6  3541

4  3090

3  1086

5   998

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1375

6  1153

9   995

3  3094

4   994

5  1109

2  3088
欠場

7   817
欠場



   1 市川 拓也(2) 高校 屋代     18.12 (-1.5)   1   1
   2 草野 晃平(1) 高校 篠ﾉ井     19.16 (-2.2)   2   1
   3 北村 翔太(1) 高校 長野工業     19.30 (-2.2)   2   2
   4 長島 均(1) 高校 長野     19.49 (-1.5)   1   2
   5 丸山 拓大(1) 高校 飯山北     19.99 (-1.5)   1   3
   6 八木 渉(1) 高校 中野立志館     20.58 (-1.5)   1   4
   7 白鳥 颯太郎(2) 高校 長野高専     21.12 (-1.5)   1   5
   8 小田切 祐太(2) 高校 須坂東     21.33 (-1.5)   1   6
   9 土屋 和勢(1) 高校 須坂     21.50 (-2.2)   2   3
  10 根津 大輝(1) 高校 長野吉田     21.72 (-1.5)   1   7
  11 丸山 将也(1) 高校 須坂東     21.87 (-2.2)   2   4
  12 牧 優冶(1) 高校 須坂     22.01 (-2.2)   2   5
  13 赤松 燎(2) 高校 長野西     22.44 (-2.2)   2   6
  14 高川 航輝(1) 高校 須坂     23.28 (-1.5)   1   8

八種

110mH(1.067)
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 1443
 1375
 1153
 3108
  825
  887
 3541
 3090
  995

 1109
  998

 1086
 3094
  994



決勝 9月15日 10:30

県高記録            62.58

市川 拓也(2) 高校
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 屋代 (431)
丸山 拓大(1) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北 (407)
赤松 燎(2) 高校
ｱｶﾏﾂ ﾘｮｳ 長野西 (354)
根津 大輝(1) 高校
ﾈﾂ ﾀﾞｲｷ 長野吉田 (350)
八木 渉(1) 高校
ﾔｷﾞ ﾜﾀﾙ 中野立志館 (335)
北村 翔太(1) 高校
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 長野工業 (328)
長島 均(1) 高校
ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 長野 (315)
高川 航輝(1) 高校
ﾀｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 須坂 (256)
白鳥 颯太郎(2) 高校
ｼﾛﾄﾘ ｿｳﾀﾛｳ 長野高専 (256)
草野 晃平(1) 高校
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井 (253)
丸山 将也(1) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ 須坂東 (235)
小田切 祐太(2) 高校
ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾀ 須坂東 (213)
牧 優冶(1) 高校
ﾏｷ ﾕｳﾔ 須坂 (179)
土屋 和勢(1) 高校
ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｾ 須坂 ( 78)
若林 諒太(1) 高校 欠場
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 須坂東
山崎 良次(2) 高校 欠場
ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 飯山北

八種

やり投(800g)

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 12  1443

  O   O 39.22  39.22 

2 4   825
  O 37.54   X  37.54 

3 14  1109
  O   O 33.90  33.90 

4 9  1086
  O   O 33.59  33.59 

5 11   887
  O   O 32.55  32.55 

6 7  1153
32.01   O   O  32.01 

7 1  3108
  X 31.13   O  31.13 

8 10   998
  O   X 26.92  26.92 

9 3  3541
  O   O 26.88  26.88 

10 8  1375
  O   O 26.69  26.69 

11 13  3094
25.43   X   X  25.43 

12 2  3090
  X 23.77   X  23.77 

13 6   994
  O 21.32   O  21.32 

14 16   995
  X   O 13.64  13.64 

5  3088

15   817



決勝 (1,2組) 9月15日 12:00

県高記録             2.17

[ 1組]

丸山 拓大(1) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北 (464)
丸山 将也(1) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ 須坂東 (426)
赤松 燎(2) 高校
ｱｶﾏﾂ ﾘｮｳ 長野西 (352)
長島 均(1) 高校
ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 長野 (352)
土屋 和勢(1) 高校
ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｾ 須坂 (317)
小田切 祐太(2) 高校
ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾀ 須坂東 (283)
白鳥 颯太郎(2) 高校
ｼﾛﾄﾘ ｿｳﾀﾛｳ 長野高専 (283)
若林 諒太(1) 高校 欠場
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 須坂東
山崎 良次(2) 高校 欠場
ﾔﾏｻﾞｷ ﾖｼﾂｸﾞ 飯山北

[ 2組]

草野 晃平(1) 高校
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井 (544)
北村 翔太(1) 高校
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 長野工業 (504)
高川 航輝(1) 高校
ﾀｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 須坂 (464)
八木 渉(1) 高校
ﾔｷﾞ ﾜﾀﾙ 中野立志館 (464)
根津 大輝(1) 高校
ﾈﾂ ﾀﾞｲｷ 長野吉田 (464)
市川 拓也(2) 高校
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 屋代 (426)
牧 優冶(1) 高校
ﾏｷ ﾕｳﾔ 須坂 (389)

八種

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m40 1m45 備考1m30 1m35 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75
1 2   825

O O O O XO O O XXX  1.60

2 9  3094
O O O XO O XO XXX  1.55

3 8  1109
O O O O XXX  1.45

4 5  3108
O O O XO XXX  1.45

5 6   995
O XXO XXO XXX  1.40

6 4  3090
XXO XO XXX  1.35

7 3  3541
O XXO XXX  1.35

1  3088

7   817

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m40 1m45 備考1m30 1m35 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75
1 5  1375

- - - - O O O XO XO XXX  1.70

2 6  1153
- - - O XO XO XXO XXO XXX  1.65

3 3   998
- - O O O O XO XXX  1.60

4 2   887
O O O O O XXO XO XXX  1.60

4 4  1086
- O O O XXO O XO XXX  1.60

6 1  1443
O O O XO O XO XXX  1.55

7 7   994
- - - XO XO XXX  1.50



決勝 9月15日 14:05

県高記録          3,48.92

 1 市川 拓也(2) 高校 4,40.27(679)
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 屋代

 2 北村 翔太(1) 高校 4,41.19(673)
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 長野工業

 3 長島 均(1) 高校 4,41.54(671)
ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 長野

 4 草野 晃平(1) 高校 4,42.53(664)
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井

 5 赤松 燎(2) 高校 4,43.96(656)
ｱｶﾏﾂ ﾘｮｳ 長野西

 6 白鳥 颯太郎(2) 高校 4,50.26(617)
ｼﾛﾄﾘ ｿｳﾀﾛｳ 長野高専

 7 八木 渉(1) 高校 4,59.26(564)
ﾔｷﾞ ﾜﾀﾙ 中野立志館

 8 小田切 祐太(2) 高校 5,00.21(559)
ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾀ 須坂東

 9 丸山 拓大(1) 高校 5,00.74(555)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北

10 高川 航輝(1) 高校 5,04.45(534)
ﾀｶｶﾞﾜ ｺｳｷ 須坂

11 丸山 将也(1) 高校 5,08.74(510)
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ 須坂東

12 根津 大輝(1) 高校 5,11.84(493)
ﾈﾂ ﾀﾞｲｷ 長野吉田

13 土屋 和勢(1) 高校 5,14.59(479)
ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｾ 須坂

14 牧 優冶(1) 高校 6,03.28(251)
ﾏｷ ﾕｳﾔ 須坂

八種

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  1443

4  1153

6  3108

2  1375

10  1109

8  3541

9   887

12  3090

3   825

13   998

7  3094

5  1086

11   995

14   994



決勝 9月14日 15:40

[ 1組] 風速 -1.7 [ 2組] 風速 +0.3

 1 若月 寛人(1) 高校     12.64  1 内山 直樹(1) 高校     12.44 
ﾜｶﾂｷ ﾋﾛﾄ 篠ﾉ井 ｳﾁﾔﾏ ﾅｵｷ 屋代

 2 市川 雄太郎(2) 高校     12.80  2 畑山 亮太(1) 高校     12.76 
ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 長野日大 ﾊﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 長野工業

 3 清水 貴史(1) 高校     12.96  3 小林 義明(1) 高校     12.81 
ｼﾐｽﾞ ﾀｶｼ 長野西 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｱｷ 長野商業

 4 徳永 淳志(1) 高校     13.00  4 矢崎 哲也(2) 高校     13.05 
ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾂｼ 長野高専 ﾔｻﾞｷ ﾃﾂﾔ 長野高専

 5 大峽 將嵩(1) 高校     13.23  5 滝澤 豪之(1) 高校     13.31 
ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾀｶ 長野吉田 ﾀｷｻﾞﾜ ｺﾞｳｼ 更級農業

 6 久保田 雄大(2) 高校     13.48 戸田 樹(1) 高校
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 長野工業 ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ 屋代

 7 丸山 晃平(1) 高校     13.63 清野 涼介(1) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 更級農業 ｷﾖﾉ ﾘｮｳｽｹ 篠ﾉ井

 8 吉岡 諒司(2) 高校     14.96 
ﾖｼｵｶ ﾘｮｳｼﾞ 屋代

オープン男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
9  1378

5  1253

7  1091

8  3503

2  1073

3  1181

6  2768

4  1437

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1462

6  1156

2  1140

4  3543

7  2767

5  1464
欠場

8  1372
欠場



   1 内山 直樹(1) 高校 屋代     12.44 (+0.3)   2   1
   2 若月 寛人(1) 高校 篠ﾉ井     12.64 (-1.7)   1   1
   3 畑山 亮太(1) 高校 長野工業     12.76 (+0.3)   2   2
   4 市川 雄太郎(2) 高校 長野日大     12.80 (-1.7)   1   2
   5 小林 義明(1) 高校 長野商業     12.81 (+0.3)   2   3
   6 清水 貴史(1) 高校 長野西     12.96 (-1.7)   1   3
   7 徳永 淳志(1) 高校 長野高専     13.00 (-1.7)   1   4
   8 矢崎 哲也(2) 高校 長野高専     13.05 (+0.3)   2   4
   9 大峽 將嵩(1) 高校 長野吉田     13.23 (-1.7)   1   5
  10 滝澤 豪之(1) 高校 更級農業     13.31 (+0.3)   2   5
  11 久保田 雄大(2) 高校 長野工業     13.48 (-1.7)   1   6
  12 丸山 晃平(1) 高校 更級農業     13.63 (-1.7)   1   7
  13 吉岡 諒司(2) 高校 屋代     14.96 (-1.7)   1   8

オープン男子

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 1462
 1378
 1156

 1437

 2767
 1181
 2768

 1253
 1140
 1091
 3503
 3543
 1073



決勝 9月16日 10:05

[ 1組] 風速 -2.2 [ 2組] 風速 -2.6

 1 市川 拓也(2) 高校     24.43  1 村山 彰太(2) 高校     24.67 
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 屋代 ﾑﾗﾔﾏ ｼｮｳﾀ 篠ﾉ井

 2 栗林 篤(2) 高校     25.02  2 室賀 元晴(1) 高校     25.08 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｱﾂｼ 屋代 ﾑﾛｶﾞ ﾓﾄﾊﾙ 屋代

 3 草野 晃平(1) 高校     25.10  3 小山田 充(2) 高校     25.88 
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾐﾂﾙ 屋代

 4 武井 和樹(1) 高校     26.44  4 長島 均(1) 高校     26.68 
ﾀｹｲ ｶｽﾞｷ 屋代 ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 長野
北村 健太(2) 高校 芝 建樹(1) 高校
ｷﾀﾑﾗ ｹﾝﾀ 篠ﾉ井 ｼﾊﾞ ﾀﾂｷ 篠ﾉ井

オープン男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名

6  1459

4  1443

2  1444

順 ﾚｰﾝ No.

3  1375

所属名 記録／備考
2  1366

6  1461

3  1441

4  3108

5  1377
欠場

5  1368
欠場



   1 市川 拓也(2) 高校 屋代     24.43 (-2.2)   1   1
   2 村山 彰太(2) 高校 篠ﾉ井     24.67 (-2.6)   2   1
   3 栗林 篤(2) 高校 屋代     25.02 (-2.2)   1   2
   4 室賀 元晴(1) 高校 屋代     25.08 (-2.6)   2   2
   5 草野 晃平(1) 高校 篠ﾉ井     25.10 (-2.2)   1   3
   6 小山田 充(2) 高校 屋代     25.88 (-2.6)   2   3
   7 武井 和樹(1) 高校 屋代     26.44 (-2.2)   1   4
   8 長島 均(1) 高校 長野     26.68 (-2.6)   2   4

オープン男子

200m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 1443
 1366
 1444

 1459
 3108

 1461
 1375
 1441



決勝 9月14日 11:20

[ 1組] [ 2組]

 1 安藤 茂一(1) 高校     58.04  1 若月 寛人(1) 高校     57.18 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾓｲﾁ 長野日大 ﾜｶﾂｷ ﾋﾛﾄ 篠ﾉ井

[ 3組]

 1 小林 拓実(2) 高校     54.29 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 長野日大

オープン男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
9  1280

順 ﾚｰﾝ No. 所属名 記録／備考
9  1378

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  1276



   1 小林 拓実(2) 高校 長野日大       54.29   3   1
   2 若月 寛人(1) 高校 篠ﾉ井       57.18   2   1
   3 安藤 茂一(1) 高校 長野日大       58.04   1   1

オープン男子

400m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

 1280

記録 備考 組 順位
 1276
 1378



決勝 9月15日  9:55

[ 1組] [ 2組]

 1 安藤 茂一(1) 高校   2,06.72  1 小湊 和輝(1) 高校   2,17.85 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾓｲﾁ 長野日大 ｺﾐﾅﾄ ｶｽﾞｷ 長野

[ 3組] [ 4組]

 1 西埜 拓海(1) 高校   2,13.29 中澤 侑亮(1) 高校
ﾆｼﾉ ﾀｸﾐ 長野吉田 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 長野日大

オープン男子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名
9  1280

順 ﾚｰﾝ No. 所属名 記録／備考
9  3109

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1077

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  1286

欠場



   1 安藤 茂一(1) 高校 長野日大     2,06.72   1   1
   2 西埜 拓海(1) 高校 長野吉田     2,13.29   3   1
   3 小湊 和輝(1) 高校 長野     2,17.85   2   1

オープン男子

800m
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
 1280
 1077
 3109



決勝 9月14日 14:10

 1 山上 翼(1) 高校   4,18.41 
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾂﾊﾞｻ 長野日大

 2 大日方 孝輝(2) 高校   4,19.94 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｷ 長野日大

 3 寺田 敦(1) 高校   4,23.96 
ﾃﾗﾀﾞ ｱﾂｼ 長野日大

 4 川野 晴也(1) 高校   4,31.94 
ｶﾜﾉ ﾊﾙﾔ 長野日大

 5 酒井 雄大(1) 高校   4,34.97 
ｻｶｲ ﾕｳﾀﾞｲ 長野吉田

 6 金井 奎(1) 高校   4,37.05 
ｶﾅｲ ｹｲ 飯山北

 7 北澤 悟生(1) 高校   4,50.83 
ｷﾀｻﾞﾜ ｺﾞｳ 長野西

 8 中村 文弥(1) 高校   4,59.71 
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 屋代

 9 山川 優太朗(1) 高校   5,01.30 
ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 長野西
大野 力(1) 高校
ｵｵﾉ ﾁｶﾗ 長野日大
百瀬 将信(1) 高校
ﾓﾓｾ ﾏｻﾉﾌﾞ 屋代
西沢 晃佑(1) 高校
ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 長野日大
小林 勇一郎(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｲﾁﾛｳ 長野吉田
金児 夏希(2) 高校
ｶﾈｺ ﾅﾂｷ 長野日大
小湊 和輝(1) 高校
ｺﾐﾅﾄ ｶｽﾞｷ 長野

オープン男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
15  1290

9  1287

2  1271

1  1279

13  1085

8   819

3  1093

11  1460

12  1094

4  1293
欠場

5  1446
欠場

6  1284
欠場

14  3109
欠場

7  1067
欠場

10  1281
欠場



決勝 9月16日 12:30

 1 湯本 耕平(2) 高校  16,43.12 
ﾕﾓﾄ ｺｳﾍｲ 長野日大

 2 寺田 敦(1) 高校  17,05.13 
ﾃﾗﾀﾞ ｱﾂｼ 長野日大

 3 川野 晴也(1) 高校  17,15.68 
ｶﾜﾉ ﾊﾙﾔ 長野日大

 4 大西 将(2) 高校  18,37.25 
ｵｵﾆｼ ｼｮｳ 飯山北

 5 廣瀬 翔(1) 高校  20,04.69 
ﾋﾛｾ ｼｮｳ 飯山北
中澤 翼(1) 高校
ﾅｶｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 長野高専

オープン男子

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1300

6  1271

1  1279

2   809

5   824

4  3502
欠場



決勝 9月15日 10:30

渡邉 優樹(1) 高校 欠場
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 長野工業

オープン男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録2m80 3m00 備考2m40 2m60 3m20 3m40 3m50 3m60 3m80 3m90
1  1152



決勝 9月16日  9:30

葛綿 稜弥(2) 高校
ｶﾂﾞﾒ ﾘｮｳﾔ 飯山北
山本 歩(1) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾑ 飯山北

オープン男子

円盤投(1.75kg)

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 1   811

  O   O 19.97

2 2   826
  O 19.74   X  19.74 

 19.97 



決勝 9月14日 10:20

大庭 直也(1) 高校
ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾔ 飯山北

オープン男子

ハンマー投6.0kg

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

 19.60 
1 1   818

  X 19.60   O
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