
第51回長野県中学校総合体育大会夏季大会陸上競技の部 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森茂幸
跳躍審判長 富松健夫
投擲審判長 中條延太郎

【開催日】 平成24年6月30日、7月1日 混成審判長 藤森茂幸
【主催団体】 長野県中学校体育連盟・（一財）長野陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任： 竹内秀樹
(GR:大会新) 男  子 【競技場】県松本平広域公園

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 7/ 1 男子2年  +0.7松﨑 文弥(2) 11.57 近藤 裕哉(2) 11.76 小林 佑萬(2) 11.90 花里 翼(2) 12.00 和田口 丈樹(2) 12.00 上野 恵祐(2) 12.05 大森 晃(2) 12.21 荒井 紳也(2) 12.35

100m 浅間 伊那松川 箕輪 芦原 三岳 須坂東 附属長野 篠ﾉ井東
 7/ 1 男子3年  +4.0松橋 大夢(3) 11.05 松下 優太(3) 11.12 川井 渓太(3) 11.34 矢ヶ崎 祐介(3) 11.47 矢口 優介(3) 11.54 阿部 佳介(3) 11.55 曽根原 豪士(3) 11.55 細萱 元太(3) 11.55

100m 犀陵 高森 上松 塩尻 北安松川 岡谷東部 裾花 豊科北
 7/ 1 男子1,2年 緑ヶ丘       48.23 長野東部       48.92 大町第一       48.93 三郷       49.10 岡谷東部       49.73 仁科台       50.02 上諏訪       50.18 犀陵       50.91

4×100m 木下 博貴(1) 小池 輝(1) 宮坂 秀(2) 坂中 勇磨(1) 鳴海 裕斗(1) 伊藤 拓海(1) 中村 謙士(1) 北村 聖(1)
下平 和輝(2) 黒崎 秀樹(2) 大倉 春輝(1) 三宅 浩生(2) 船城 聡史(1) 高野 誠也(2) 白井 裕介(1) 高橋 慶(2)
米澤 和真(1) 金児 和幸(1) 成澤 稜(2) 甕 慎伍(2) 浦野 博登(2) 永田 裕汰(1) 宮坂 智史(2) 松本 篤弥(1)
下平 竜太(2) 岡村 宗一郎(2) 駒沢 遼大(1) 内田 祐介(1) 花岡 英一(2) 栗林 佳弘(2) 伊藤 駿(1) 水出 一也(2)

 7/ 1 男子2,3年 薛 玄太郎(3) 4:12.00 松澤 拓弥(3) 4:15.65 関川 大悟(3) 4:16.27 石澤 崇紀(3) 4:16.87 水上 優斗(3) 4:19.71 菅原 憲二(3) 4:19.72 那須野 亨(3) 4:21.42 名取 燎太(2) 4:21.86
1500m 北安松川 喬木 伊那東部 飯山城南 赤穂 中込 伊那東部 富士見

 7/ 1 清水 泰地(3) 6.38(+1.2) 外谷 昌範(3) 6.25(-0.6) 内山 裕智(2) 6.20(+1.6) 椚谷 和久(2) 6.17(+3.3) 倉石 大樹(3) 6.11(+1.4) 石田 展雅(3) 6.11(0.0) 浅原 郁輝(3) 5.98(+3.4) 吉澤 魁(3) 5.95(+1.3)
走幅跳 望月 信濃 信濃 高森 長野東部 旭町 高瀬 下諏訪

 7/ 1 男子共通  +0.6荻原 京介(3) 22.84 矢﨑 鴻介(3) 23.16 栁澤  匠(3) 23.32 今村 将伍(3) 23.33 松島 竜平(3) 23.60 市川 凜太朗(3) 23.86 高春 英輝(3) 穂高西 23.93
200m 御代田 諏訪南 浅科 柳町 高森 附属長野 関口 悠也(3) 篠ﾉ井東

 7/ 1 内田 光一(3) 52.05 荒井 雅也(3) 52.71 佐藤 薫(3) 52.88 巻渕 優也(3) 53.00 塚本 怜司(3) 53.32 浦野 亜嵐(3) 53.65 雲崎 凌(3) 54.71 木内 寛人(3) 55.09
400m 篠ﾉ井西 裾花 川中島 岡谷南部 浅間 箕輪 長野東部 御代田

 7/ 1 所河 北斗(3) 2:04.39 塩澤 耕大(3) 2:05.44 伊藤 勇希(3) 2:05.68 小林 達哉(3) 2:05.68 酒井 康年(3) 2:06.96 池田 正汰(3) 2:07.54 春日 明日実(3) 2:10.92 宮澤 一彦(3) 2:15.81
800m 駒ヶ根東 緑ヶ丘 岡谷南部 御代田 芦原 信濃 赤穂 柳町

 7/ 1 築舘 陽介(3) 9:04.72 島 龍之介(3) 9:11.72 宮下 晴貴(3) 9:11.92 吉川 健成(3) 9:12.10 門脇 航(3) 9:12.69 日野 志朗(3) 9:22.19 丸山 和輝(3) 9:22.85 湯澤 亮太(3) 9:23.22
3000m 富士見 駒ヶ根東 赤穂 飯田高陵 中野平 箕輪 川中島 諏訪南

 7/ 1  +1.6坪井 智哉(3) 15.48 大日方 景都(3) 15.76 内堀 連(3) 15.98 一山 憲吾(3) 15.99 石井 冬馬(3) 16.11 井坪 暁(3) 16.32 夏目 映人(3) 16.35 荻原 勇吹(2) 16.40
110mH(0.914m) 墨坂 櫻ヶ岡 御代田 長野東部 上諏訪 川中島 柳町 岡谷東部

 6/30 松澤 和也(3) 1.85 丸山 拓哉(3) 1.82 宮坂 舜弥(3) 1.76 大塚 樹也(3) 1.73 小相澤 隆太(3) 1.73 清水 隆寛(2) 1.65 笠松 光瑠(3) 1.65 赤羽 達也(2) 1.65
走高跳 茅野東部 筑摩野 茅野東部 犀陵 丸子北 裾花 中野平 辰野

 6/30 大塚 優(3) 3.70 根橋 拓也(3) 3.70 中村 智哉(3) 茅野東部 3.60 木村 浩樹(3) 3.60 戸田 巧(3) 3.50 内山 朋也(2) 3.40 栗林 光(3) 2.90
棒高跳 丸子北 伊那東部 伊藤 大起(2) 永明 茅野北部 春富 小布施 永明

 6/30 岩崎 まお(3) 11.66 下野 将人(3) 11.21 齋藤 進次郎(3) 10.89 米倉 朋輝(3) 10.65 富田 直樹(3) 10.65 峰村 悠輔(3) 10.40 齋藤 涼太郎(3) 10.29 濱 直輝(3) 10.19
砲丸投 三陽 王滝 飯田高陵 篠ﾉ井東 旭町 櫻ヶ岡 大野川 梓川

 7/ 1 豊科北       45.05 浅間       45.27 柳町       45.35 高森       45.64 鉢盛       46.27 信濃       46.30 岡谷東部       46.37
4×100m 山下 紘永(3) 上原 大希(2) 畑 圭一(3) 久保田 稜(3) 木村 祐太(2) 徳竹 悠馬(3) 荻原 勇吹(2)

細萱 元太(3) 松﨑 文弥(2) 夏目 映人(3) 松下 優太(3) 木村 幸太(2) 中山 廉(3) 阿部 佳介(3)
塩田 雅人(3) 須藤 稜太(3) 今村 将伍(3) 椚谷 和久(2) 久保田 正吾(3) 内山 裕智(2) 守住 望(3)
永田 望海(3) 塚本 怜司(3) 會津 淳之介(3) 松島 竜平(3) 宮田 拓実(3) 外谷 昌範(3) 堀内 貴史(3)

 6/30 牧内 豪(3) 2489 山浦 貫人(3) 2263 徳竹 悠馬(3) 2087 小池 智貴(3) 2081 竹村 地智(2) 2075 中島 渓人(3) 1892 原田 巧己(3) 1730 浅原 隼風(2) 1693
四種競技 飯田高陵 GR 浅科 信濃 柳町 東北 山ﾉ内 飯田高陵 旭町

 7/ 1 男子1年  +0.1鳥羽 晃平(1) 12.08 園原 昇汰(1) 12.24 木下 博貴(1) 12.29 駒沢 遼大(1) 12.36 桑原 圭都(1) 12.41 米澤 和真(1) 12.53 近藤 雅哉(1) 12.57 船城 聡史(1) 12.72
100m 篠ﾉ井東 阿智 緑ヶ丘 大町第一 埴生 緑ヶ丘 伊那松川 岡谷東部

 6/30 高木 航志(1) 4:28.90 保倉 敏樹(1) 4:33.53 矢島 洸一(1) 4:38.54 甘利 大祐(1) 4:39.89 笹沢 健司(1) 4:43.88 前島 陸哉(1) 4:45.52 松﨑 健悟(1) 4:50.66 寺島 章仁(1) 4:52.78
1500m 上田第五 広徳 長峰 東御東部 丸子 永明 高森 小布施

 7/ 1 小山 竜司(1) 5.36(0.0) 坂本 敦士(1) 4.96(-0.4) 中村 智(1) 4.78(-1.8) 原 拓実(1) 4.73(0.0) 中村 玲於奈(1)4.71(-1.0) 橋本 健(1) 4.54(+1.1) 井口 晃輔(1) 4.54(0.0) 大豆 諒也(1) 4.49(+2.6)
走幅跳 岡谷東部 高社 日義 福島 辰野 須坂東 下諏訪 三岳



[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -1.4

 1 園原 昇汰(1)     12.40 Q  1 鳥羽 晃平(1)     12.14 Q
ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 阿智 ﾄﾊﾞ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井東

 2 駒沢 遼大(1)     12.50 Q  2 木下 博貴(1)     12.30 Q
ｺﾏｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 大町第一 ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 緑ヶ丘

 3 船城 聡史(1)     12.64 q  3 桑原 圭都(1)     12.50 q
ﾌﾅｷ ｻﾄｼ 岡谷東部 ｸﾜﾊﾞﾗ ｹｲﾄ 埴生

 4 小出 郁弥(1)     12.83  4 登内 健太(1)     12.76 
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 信濃 ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 箕輪

 5 山浦 秀太(1)     12.89  5 大倉 春輝(1)     12.94 
ﾔﾏｳﾗ ｼｭｳﾀ 上田第一 ｵｵｸﾗ ﾊﾙｷ 大町第一

 6 坂中 勇磨(1)     13.15  6 杉本 ユウスケ(1)     13.15 
ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ 三郷 ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳｽｹ 中込

 7 鶴田 優斗(1)     13.20  7 中澤 晴起(1)     13.22 
ﾂﾙﾀ ﾕｳﾄ 相森 ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 御代田

 8 大角 春仁(1)     13.47  8 内田 祐介(1)     13.34 
ｵｵｽﾐ ﾊﾙﾋﾄ 立科 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ 三郷

[ 3組] 風速 -2.1

 1 近藤 雅哉(1)     12.64 Q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 伊那松川

 2 米澤 和真(1)     12.65 Q
ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘

 3 梅田 隼人(1)     12.71 
ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ 浅間

 4 下田 振全(1)     12.76 
ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ 篠ﾉ井西

 5 赤津 裕文(1)     12.99 
ｱｶﾂ ﾋﾛﾌﾐ 若穂

 6 佐原 尚門(1)     13.25 
ｻﾊﾗ ﾅｵﾄ 梓川

 7 赤尾 理玖(1)     13.30 
ｱｶｵ ﾘｸ 上田第五

 8 小池 寿輝(1)     13.36 
ｺｲｹ ﾏｻｷ 丸ﾉ内

風速 +0.1

 1 鳥羽 晃平(1)     12.08 
ﾄﾊﾞ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井東

 2 園原 昇汰(1)     12.24 
ｿﾉﾊﾗ ｼｮｳﾀ 阿智

 3 木下 博貴(1)     12.29 
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 緑ヶ丘

 4 駒沢 遼大(1)     12.36 
ｺﾏｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 大町第一

 5 桑原 圭都(1)     12.41 
ｸﾜﾊﾞﾗ ｹｲﾄ 埴生

 6 米澤 和真(1)     12.53 
ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 緑ヶ丘

 7 近藤 雅哉(1)     12.57 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 伊那松川

 8 船城 聡史(1)     12.72 
ﾌﾅｷ ｻﾄｼ 岡谷東部

男子1年

100m
予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考
 2113

 3926

順 No. 氏  名 所属名

  515

  844

 3596

順 No. 氏  名

 2554

 4247

 1127

 4578

 4066
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所属名 記録／備考
 5312

  356

 3601

 3923

  227

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

  252

 5322

 1990

 2520

  980

 5760

 5425

 3606

所属名 記録／備考
 5312

決勝

順 No. 氏  名

 3926

 4066

 2113

 2554
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 2520

 1990



[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +0.7

 1 近藤 裕哉(2)     11.72 Q  1 松﨑 文弥(2)     11.43 Q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 伊那松川 ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 浅間

 2 和田口 丈樹(2)     12.09 Q  2 上野 恵祐(2)     11.79 Q
ﾜﾀﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 三岳 ｳｴﾉ ｹｲｽｹ 須坂東

 3 関 太河(2)     12.26  3 吉沢 智貴(2)     12.14 
ｾｷ ﾀｲｶﾞ 相森 ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 長野東部

 4 横井 潤(2)     12.38  4 中村 宗弘(2)     12.17 
ﾖｺｲ ｼﾞｭﾝ 上松 ﾅｶﾑﾗ ﾑﾈﾋﾛ 大町第一

 5 上原 大希(2)     12.45  5 下平 和輝(2)     12.23 
ｳｴﾊﾗ ﾀｲｷ 浅間 ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞｷ 緑ヶ丘

 6 鎌倉 渉(2)     12.48  5 三宅 浩生(2)     12.23 
ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ 飯田高陵 ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 三郷

 7 増田 凌(2)     12.50  7 藤澤 祐哉(2)     12.28 
ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 塩田 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳﾔ 富士見
坂庭 諒(2)  8 小林 愛怜(2)     12.31 
ｻｶﾆﾜ ﾘｮｳ 櫻ヶ岡 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾚｲ 丸子

[ 3組] 風速 +1.9

 1 小林 佑萬(2)     11.78 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 箕輪

 2 花里 翼(2)     11.85 Q
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 芦原

 3 大森 晃(2)     12.03 q
ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ 附属長野

 4 荒井 紳也(2)     12.13 q
ｱﾗｲ ｼﾝﾔ 篠ﾉ井東

 5 米倉 敬宏(2)     12.15 
ﾖﾈｸﾗ ﾀｶﾋﾛ 附属松本

 6 唐木 大河(2)     12.18 
ｶﾗｷ ﾀｲｶﾞ 伊那

 7 長坂 勝次(2)     12.25 
ﾅｶﾞｻｶ ｼｮｳｼﾞ 中込
木村 幸太(2)
ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 鉢盛

風速 +0.7

 1 松﨑 文弥(2)     11.57 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 浅間

 2 近藤 裕哉(2)     11.76 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ 伊那松川

 3 小林 佑萬(2)     11.90 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ 箕輪

 4 花里 翼(2)     12.00 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 芦原

 5 和田口 丈樹(2)     12.00 
ﾜﾀﾞｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 三岳

 6 上野 恵祐(2)     12.05 
ｳｴﾉ ｹｲｽｹ 須坂東

 7 大森 晃(2)     12.21 
ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ 附属長野

 8 荒井 紳也(2)     12.35 
ｱﾗｲ ｼﾝﾔ 篠ﾉ井東

 2921

 5300

 4321

 5617

 2001

 4573

  408

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
  264

  211

 6076
失格

決勝
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欠場
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  408

 5617
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  675

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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 2527
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所属名 記録／備考
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  818
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順 No. 氏  名
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男子2年

100m
予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



[ 1組] 風速 -2.3 [ 2組] 風速 -1.7

 1 松橋 大夢(3)     11.22 Q  1 川井 渓太(3)     11.41 Q
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 犀陵 ｶﾜｲ ｹｲﾀ 上松

 2 矢ヶ崎 祐介(3)     11.66 Q  2 曽根原 豪士(3)     11.59 Q
ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 塩尻 ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ 裾花

 3 山崎 久樹(3)     11.75  3 矢口 優介(3)     11.62 q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ 箕輪 ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 北安松川

 4 西澤 浩輔(3)     11.97  4 松村 慶大(3)     11.83 
ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 戸倉上山田 ﾏﾂﾑﾗ ｹｲﾀﾞｲ 旭ヶ丘

 5 熊谷 諒平(3)     11.99  5 白鳥 世紀(3)     12.03 
ｸﾏｶﾞｲ ﾘｮｳﾍｲ 旭ヶ丘 ｼﾗﾄﾘ ﾋﾛｷ 原

 6 塩田 雅人(3)     12.36  6 清水 琢光(3)     12.10 
ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 豊科北 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾐ 高社

 7 市川 高星(3)     12.43  7 佐藤 斗真(3)     12.16 
ｲﾁｶﾜ ﾀｶﾄｼ 八千穂 ｻﾄｳ ﾄｳﾏ 浅科

 8 小林 大輝(3)     12.50  8 三井 崇平(3)     12.52 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 中込 ﾐﾂｲ ｼｭｳﾍｲ 上田第四

[ 3組] 風速 -0.3

 1 松下 優太(3)     11.26 Q
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ 高森

 2 細萱 元太(3)     11.61 Q
ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 豊科北

 3 阿部 佳介(3)     11.67 q
ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ 岡谷東部

 4 峯村 祐貴(3)     11.81 
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ 附属長野

 5 畑 圭一(3)     12.12 
ﾊﾀ ｹｲｲﾁ 柳町

 6 倉又 遼太郎(3)     12.22 
ｸﾗﾏﾀ ﾘｮｳﾀﾛｳ 開成

 7 笹沢 敬久(3)     12.56 
ｻｻｻﾞﾜ ﾕｷﾋｻ 軽井沢

 8 荻原 和徳(3)     12.61 
ｵｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾉﾘ 依田窪南部

風速 +4.0

 1 松橋 大夢(3)     11.05 
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 犀陵

 2 松下 優太(3)     11.12 
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ 高森

 3 川井 渓太(3)     11.34 
ｶﾜｲ ｹｲﾀ 上松

 4 矢ヶ崎 祐介(3)     11.47 
ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 塩尻

 5 矢口 優介(3)     11.54 
ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 北安松川

 6 阿部 佳介(3)     11.55 
ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ 岡谷東部

 7 曽根原 豪士(3)     11.55 
ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ 裾花

 8 細萱 元太(3)     11.55 
ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 豊科北

 3766
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 1111

 5245

 2032
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

 2570
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順 No. 氏  名
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 2572

 3502

 5260

 3136

 4490

男子3年

100m
予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +1.0

 1 矢﨑 鴻介(3)     23.19 Q  1 松島 竜平(3)     23.48 Q
ﾔｻﾞｷ ｺｳｽｹ 諏訪南 ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 高森

 2 栁澤  匠(3)     23.38 Q  2 今村 将伍(3)     23.60 Q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾐ 浅科 ｲﾏﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 柳町

 3 永田 望海(3)     24.03  3 高春 英輝(3)     23.97 q
ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 豊科北 ﾀｶﾊﾙ ﾋﾃﾞｷ 穂高西

 4 下田 佳輝(3)     24.45  4 尾形 峻志(3)     24.03 
ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ 篠ﾉ井西 ｵｶﾞﾀ ｼｭﾝｼﾞ 東御東部

 5 中村 忠夫(3)     24.58  5 中山 廉(3)     24.24 
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｵ 北安松川 ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ 信濃

 6 木下 悠也(3)     24.84  6 恩田 佑哉(3)     24.63 
ｷﾉｼﾀ ﾕｳﾔ 駒ヶ根東 ｵﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ 三郷

 7 石渡 登生(3)     24.91  7 大内 健瑠(2)     25.23 
ｲｼﾜﾀ ﾄｳｲ 南宮 ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ 飯田高陵

 8 荻原 悠輔(2)     25.32  8 小林 溪佑(3)     25.66 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 御代田 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ 芦原

[ 3組] 風速 +0.8

 1 荻原 京介(3)     22.95 Q
ｵｷﾞﾊﾗ ｷｮｳｽｹ 御代田

 2 関口 悠也(3)     23.94 Q
ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 篠ﾉ井東

 3 市川 凜太朗(3)     23.97 q
ｲﾁｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 附属長野

 4 須藤 稜太(3)     24.36 
ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 浅間

 5 因幡 将吾(3)     24.73 
ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 大町第一

 6 三間 翔(3)     24.92 
ﾐﾂﾏ ｶｹﾙ 三郷

 7 守住 望(3)     25.00 
ﾓﾘｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ 岡谷東部

 8 松田 尚希(3)     25.04 
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｷ 岡谷北部

風速 +0.6

 1 荻原 京介(3)     22.84 
ｵｷﾞﾊﾗ ｷｮｳｽｹ 御代田

 2 矢﨑 鴻介(3)     23.16 
ﾔｻﾞｷ ｺｳｽｹ 諏訪南

 3 栁澤  匠(3)     23.32 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾐ 浅科

 4 今村 将伍(3)     23.33 
ｲﾏﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 柳町

 5 松島 竜平(3)     23.60 
ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ 高森

 6 市川 凜太朗(3)     23.86 
ｲﾁｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 附属長野

 7 高春 英輝(3)     23.93 
ﾀｶﾊﾙ ﾋﾃﾞｷ 穂高西

 7 関口 悠也(3)     23.93 
ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 篠ﾉ井東
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  575
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男子共通

200m
予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



[ 1組] [ 2組]

 1 内田 光一(3)     51.69 Q  1 荒井 雅也(3)     52.93 Q
ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 篠ﾉ井西 ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 裾花

 2 巻渕 優也(3)     52.94 Q  2 塚本 怜司(3)     53.56 Q
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ 岡谷南部 ﾂｶﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 浅間

 3 雲崎 凌(3)     53.96 q  3 浦野 亜嵐(3)     54.04 q
ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ 長野東部 ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ 箕輪

 4 藤原 利章(3)     54.64  4 中嶋 多聞(3)     54.87 
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科北 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ 山ﾉ内

 5 保科 新一郎(3)     55.17  5 川村 鴻太(3)     56.79 
ﾎｼﾅ ｼﾝｲﾁﾛｳ 宮田 ｶﾜﾑﾗ ｺｳﾀ 下諏訪

 6 岡田 大志(2)     57.00  6 織茂 大地(3)     57.38 
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ 清水 ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 波田

 7 内川 大樹(3)     57.52  7 輪湖 勇哉(2)     59.43 
ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 芦原 ﾜｺ ﾕｳﾔ 附属松本

 8 飯島 善貴(3)     59.35  8 金子 希(3)   1:01.67 
ｲｲｼﾞﾏ ﾖｼｷ 佐久東 ｶﾈｺ ﾉｿﾞﾐ 東御東部

[ 3組]

 1 佐藤 薫(3)     52.95 Q
ｻﾄｳ ｶｵﾙ 川中島

 2 木内 寛人(3)     54.06 Q
ｷｳﾁ ﾋﾛﾄ 御代田

 3 竹原 諄(3)     54.07 
ﾀｹﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 三郷

 4 藤沢 玄(3)     54.25 
ﾌｼﾞｻﾜ ｹﾞﾝ 櫻ヶ岡

 5 久保田 正吾(3)     54.58 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 鉢盛

 6 山近 拳児(3)     55.02 
ﾔﾏﾁｶ ｹﾝｼﾞ 飯田高陵

 7 五味 龍彦(3)     56.55 
ｺﾞﾐ ﾀﾂﾋｺ 富士見

 8 滝澤 豊(3)     57.30 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕﾀｶ 丸子北

 1 内田 光一(3)     52.05 
ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 篠ﾉ井西

 2 荒井 雅也(3)     52.71 
ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 裾花

 3 佐藤 薫(3)     52.88 
ｻﾄｳ ｶｵﾙ 川中島

 4 巻渕 優也(3)     53.00 
ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ 岡谷南部

 5 塚本 怜司(3)     53.32 
ﾂｶﾓﾄ ﾚｲｼﾞ 浅間

 6 浦野 亜嵐(3)     53.65 
ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ 箕輪

 7 雲崎 凌(3)     54.71 
ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ 長野東部

 8 木内 寛人(3)     55.09 
ｷｳﾁ ﾋﾛﾄ 御代田

男子共通

400m
予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考
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決勝

順 No. 氏  名

 1081

  257

 5241

 5462

  337

 4498
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[ 1組] [ 2組]

 1 池田 正汰(3)   2:07.95 Q  1 塩澤 耕大(3)   2:07.88 Q
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ 信濃 ｼｵｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 緑ヶ丘

 2 酒井 康年(3)   2:08.07 Q  2 宮澤 一彦(3)   2:08.89 Q
ｻｶｲ ﾔｽﾄｼ 芦原 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ 柳町

 3 伊藤 勇希(3)   2:08.11 q  3 太田 裕真(2)   2:09.19 
ｲﾄｳ ﾕｳｷ 岡谷南部 ｵｵﾀ ﾕｳﾏ 塩尻広陵

 4 三島 太成(3)   2:12.10  4 東條 瑞貴(3)   2:12.12 
ﾐｼﾏ ﾀｲｾｲ 鉢盛 ﾄｳｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ 高社

 5 雨宮 諒河(3)   2:13.69  5 伊藤 祐朔(3)   2:12.80 
ｱﾒﾐﾔ ﾘｮｳｶﾞ 上諏訪 ｲﾄｳ ﾕｳｻｸ 丸子

 6 安藤 雅倖(2)   2:14.40  6 蜜澤 岳(3)   2:15.67 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾕｷ 若穂 ﾐﾂｻﾞﾜ ｶﾞｸ 北安松川

 7 金子 大駿(3)   2:15.78  7 矢澤 雄太(3)   2:16.52 
ｶﾈｺ ﾀｲｼｭﾝ 依田窪南部 ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 伊那東部

 8 武居 博貴(2)   2:18.83  8 生野 光樹(3)   2:16.92 
ﾀｹｲ ﾋﾛｷ 開成 ｲｸﾉ ﾐﾂｷ 上田第四

[ 3組]

 1 所河 北斗(3)   2:04.24 Q
ｼｮｶﾞﾜ ﾎｸﾄ 駒ヶ根東

 2 春日 明日実(3)   2:07.63 Q
ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ 赤穂

 3 小林 達哉(3)   2:08.04 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 御代田

 4 宮澤 広知(3)   2:08.64 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｶｽﾞ 篠ﾉ井西

 5 齊藤 駿太(3)   2:13.25 
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ 梓川

 6 宮下 稜平(3)   2:18.09 
ﾐﾔｼﾀ ﾘｮｳﾍｲ 丸子北

 7 川上 高平(3)   2:21.52 
ｶﾜｶﾐ ｺｳﾍｲ 三陽
窪田 悠人(2)
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾄ 清水

 1 所河 北斗(3)   2:04.39 
ｼｮｶﾞﾜ ﾎｸﾄ 駒ヶ根東

 2 塩澤 耕大(3)   2:05.44 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 緑ヶ丘

 3 伊藤 勇希(3)   2:05.68 
ｲﾄｳ ﾕｳｷ 岡谷南部

 4 小林 達哉(3)   2:05.68 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 御代田

 5 酒井 康年(3)   2:06.96 
ｻｶｲ ﾔｽﾄｼ 芦原

 6 池田 正汰(3)   2:07.54 
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ 信濃

 7 春日 明日実(3)   2:10.92 
ｶｽｶﾞ ｱｽﾐ 赤穂

 8 宮澤 一彦(3)   2:15.81 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋｺ 柳町

男子共通
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 1 高木 航志(1)   4:28.90 
ﾀｶｷﾞ ｺｳｼ 上田第五

 2 保倉 敏樹(1)   4:33.53 
ﾎｸﾗ ﾄｼｷ 広徳

 3 矢島 洸一(1)   4:38.54 
ﾔｼﾞﾏ ｺｳｲﾁ 長峰

 4 甘利 大祐(1)   4:39.89 
ｱﾏﾘ ﾀﾞｲｽｹ 東御東部

 5 笹沢 健司(1)   4:43.88 
ｻｻｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 丸子

 6 前島 陸哉(1)   4:45.52 
ﾏｴｼﾏ ﾘｸﾔ 永明

 7 松﨑 健悟(1)   4:50.66 
ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 高森

 8 寺島 章仁(1)   4:52.78 
ﾃﾗｼﾏ ｱｷﾋﾄ 小布施

 9 林 雅人(1)   4:53.03 
ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ 川上

10 佃 佳祐(1)   4:55.11 
ﾂｸﾀﾞ ｹｲｽｹ 更北

11 松下 哲也(1)   4:56.24 
ﾏﾂｼﾀ ﾃﾂﾔ 伊那松川

12 小林 舜弥(1)   4:56.38 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾔ 広徳

13 中村 駿吾(1)   4:57.20 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 岡谷東部

14 竹村 友雅(1)   4:57.86 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｶﾞ 附属長野

15 小口 貴也(1)   5:00.82 
ｵｸﾞﾁ ﾀｶﾔ 両小野

16 鈴木 涼斗(1)   5:03.05 
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾄ 浅間

17 小林 勇輝(1)   5:03.72 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 菅野

18 松井 開人(1)   5:04.66 
ﾏﾂｲ ｶｲﾄ 仁科台

19 村瀬 勇哉(1)   5:06.62 
ﾑﾗｾ ﾕｳﾔ 梓川

20 宮川 和紀(1)   5:07.69 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 塩尻

21 荻原 彗(1)   5:07.82 
ｵｷﾞﾜﾗ ｹｲ 芦原

22 上條 覚士(1)   5:14.11 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｻﾄｼ 山辺

23 満澤 辰祥(1)   5:17.94 
ﾐﾂｻﾞﾜ ﾀﾂﾖｼ 飯島
石川 寛大(1)
ｲｼｶﾜ ｶﾝﾀ 墨坂

 4289
欠場

 5891

 1842

  413

 3622

 3127

 3966

  255

 5942

 3096

 1128

 5626

 5521

 5502

 1993

    5

 2016

 4162

 1334

  582

  672

 1394

  979

 5528

男子1年

1500m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



 1 薛 玄太郎(3)   4:12.00 
ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 北安松川

 2 松澤 拓弥(3)   4:15.65 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｸﾔ 喬木

 3 関川 大悟(3)   4:16.27 
ｾｷｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 伊那東部

 4 石澤 崇紀(3)   4:16.87 
ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 飯山城南

 5 水上 優斗(3)   4:19.71 
ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳﾄ 赤穂

 6 菅原 憲二(3)   4:19.72 
ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 中込

 7 那須野 亨(3)   4:21.42 
ﾅｽﾉ ﾄｵﾙ 伊那東部

 8 名取 燎太(2)   4:21.86 
ﾅﾄﾘ ﾘｮｳﾀ 富士見

 9 宮島 耕大(3)   4:24.88 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀﾞｲ 飯綱

10 伊藤 武玄(3)   4:26.74 
ｲﾄｳ ﾑｹﾞﾝ 菅野

11 相馬 崇史(2)   4:26.76 
ｿｳﾏ ﾀｶｼ 附属松本

12 髙野 拡美(3)   4:27.63 
ﾀｶﾉ ﾋﾛﾐ 広徳

13 塩原 潤(3)   4:28.04 
ｼｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 才教学園

14 萩原 拓海(3)   4:28.29 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ 駒ヶ根東

15 荻原 宏崇(3)   4:28.63 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ 御代田

16 藤原 大地(2)   4:30.50 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 丸子

17 白鳥 魁人(3)   4:35.69 
ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ 中野平

18 中村 祐太(2)   4:37.19 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 坂城

19 大和田 雅人(3)   4:37.66 
ｵｵﾜﾀﾞ ﾏｻﾄ 北安松川

20 小林 海仁(2)   4:39.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 川中島

21 岩松 敬賀(3)   4:39.71 
ｲﾜﾏﾂ ｹｲｶﾞ 臼田

22 市川 楓(2)   4:39.87 
ｲﾁｶﾜ ｶｴﾃﾞ 丸子

23 大月 海世(2)   4:41.58 
ｵｵﾂｷ ｶｲｾｲ 明科

24 小菅 雅人(3)   4:41.93 
ｺｽｹﾞ ﾏｻﾄ 上田第五
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 3280

  962

 3764
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男子2,3年

1500m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



 1 築舘 陽介(3)   9:04.72 
ﾂｷﾀﾞﾃ ﾖｳｽｹ 富士見

 2 島 龍之介(3)   9:11.72 
ｼﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 駒ヶ根東

 3 宮下 晴貴(3)   9:11.92 
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ 赤穂

 4 吉川 健成(3)   9:12.10 
ﾖｼｶﾜ ｹﾝｾｲ 飯田高陵

 5 門脇 航(3)   9:12.69 
ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ 中野平

 6 日野 志朗(3)   9:22.19 
ﾋﾉ ｼﾛｳ 箕輪

 7 丸山 和輝(3)   9:22.85 
ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｷ 川中島

 8 湯澤 亮太(3)   9:23.22 
ﾕｻﾞﾜ  ﾘｮｳﾀ 諏訪南

 9 熊井 捷人(2)   9:31.38 
ｸﾏｲ ﾊﾔﾄ 戸倉上山田

10 松木 之衣(3)   9:31.49 
ﾏﾂｷ ｺﾉｴ 川中島

11 木田 元春(2)   9:34.66 
ｷﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ 信濃

12 山本 侑矢(3)   9:35.96 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 丘

13 永井 慎也(3)   9:36.37 
ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾔ 小諸東

14 田中 晴之輔(3)   9:42.06 
ﾀﾅｶﾊﾙﾉｽｹ 明科

15 大川 柊弥(3)   9:44.59 
ｵｵｶﾜ ﾄｳﾔ 菅野

16 小平 仁(2)   9:46.07 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾞﾝ 長野東部

17 岡村 慧胤(2)   9:46.50 
ｵｶﾑﾗ ｹｲﾝ 豊科北

18 野瀬 雅史(3)   9:46.79 
ﾉｾ ﾏｻﾌﾐ 梓川

19 中山 峻弥(3)   9:47.66 
ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 芦原

20 髙橋 龍矢(2)   9:50.07 
ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 大町第一

21 内堀 大輔(3)   9:50.99 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀﾞｲｽｹ 御代田

22 柳沢 充保(3)  10:04.92 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾂﾔｽ 上田第一

23 高橋 光彦(3)  10:05.99 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾋｺ 佐久東
箱山 陸人(3)
ﾊｺﾔﾏ ﾘｸﾄ 丸子

男子共通

3000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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[ 1組] 風速 -1.3 [ 2組] 風速 -0.1

 1 内堀 連(3)     16.00 Q  1 石井 冬馬(3)     16.19 Q
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾚﾝ 御代田 ｲｼｲ ﾄｳﾏ 上諏訪

 2 一山 憲吾(3)     16.14 Q  2 夏目 映人(3)     16.28 Q
ｲﾁﾔﾏ ｹﾝｺﾞ 長野東部 ﾅﾂﾒ ｴｲﾄ 柳町

 3 井坪 暁(3)     16.29 q  3 大谷 一貴(3)     16.62 
ｲﾂﾎﾞ ｷﾞｮｳ 川中島 ｵｵﾔｶｽﾞｷ 安曇

 4 荻原 勇吹(2)     16.38 q  4 吉田 翔真(3)     17.37 
ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部 ﾖｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 筑摩野

 5 秋山 和範(3)     17.66  5 土屋 尭寛(3)     18.06 
ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 塩尻 ﾂﾁﾔ ﾀｶﾋﾛ 附属長野

 6 奥原 大輝(2)     17.72  6 後藤 佑基(3)     18.20 
ｵｸﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 大野川 ｺﾞﾄｳ ﾕｳｷ 諏訪西

 7 野原 尚貴(2)     18.64  7 栁澤 陸(2)     19.18 
ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 丸子北 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｸ 御代田

 8 中村 知樹(3)     19.18  8 浦川 遥来(3)     19.25 
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓｷ 飯田高陵 ｳﾗｶﾜ ﾊﾙｷ 中込

[ 3組] 風速 +1.0

 1 坪井 智哉(3)     15.66 Q
ﾂﾎﾞｲ ﾄﾓﾔ 墨坂

 2 大日方 景都(3)     15.75 Q
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲﾄ 櫻ヶ岡

 3 宮澤 研人(3)     16.60 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 伊那

 4 小松 亮介(2)     16.77 
ｺﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 旭町

 5 小松 太一(2)     16.99 
ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 信明

 6 松澤 尚樹(3)     17.75 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ 伊那

 7 坂田 涼輔(2)     18.70 
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 丸子
小林 拓真(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 東御東部

風速 +1.6

 1 坪井 智哉(3)     15.48 
ﾂﾎﾞｲ ﾄﾓﾔ 墨坂

 2 大日方 景都(3)     15.76 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｹｲﾄ 櫻ヶ岡

 3 内堀 連(3)     15.98 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾚﾝ 御代田

 4 一山 憲吾(3)     15.99 
ｲﾁﾔﾏ ｹﾝｺﾞ 長野東部

 5 石井 冬馬(3)     16.11 
ｲｼｲ ﾄｳﾏ 上諏訪

 6 井坪 暁(3)     16.32 
ｲﾂﾎﾞ ｷﾞｮｳ 川中島

 7 夏目 映人(3)     16.35 
ﾅﾂﾒ ｴｲﾄ 柳町

 8 荻原 勇吹(2)     16.40 
ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 岡谷東部

男子共通

110mH(0.914m)
予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考
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 1639
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所属名 記録／備考
 4277

決勝

順 No. 氏  名

 4996

 1201

 4983

  331

 1125

 5442

 6299



1m88
松澤 和也(3) o o o o o o o xo xo xo
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 茅野東部 xxx
丸山 拓哉(3) - - - o o o o xo xo xxx
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 筑摩野
宮坂 舜弥(3) o o o o o xxo o xxx
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝﾔ 茅野東部
大塚 樹也(3) - - o o o xo xxx
ｵｵﾂｶ ﾐｷﾔ 犀陵
小相澤 隆太(3) - o o o xo xxo xxx
ｺｱｲｻﾞﾜ ﾘｭｳﾀ 丸子北
清水 隆寛(2) o o o o xxx
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 裾花
笠松 光瑠(3) o o xo o xxx
ｶｻﾏﾂ ﾋｶﾙ 中野平
赤羽 達也(2) o o o xo xxx
ｱｶﾊﾈ ﾀﾂﾔ 辰野
松澤 貴文(3) o o o xxx
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｶﾌﾐ 飯田高陵
想田 賢太朗(3) - o xo xxx
ｿｳﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 長野東部
竹内 康平(3) o xo xxo xxx
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ 筑摩野
頼田 竜也(3) xo o xxo xxx
ﾖﾘﾀ ﾀﾂﾔ 御代田
丸山 達大(3) o o xxx
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾋﾛ 旭町
宮島 大介(2) o o xxx
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 伊那
村松 征尭(3) o xo xxx
ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷﾀｶ 上田第四
羽田 桃太朗(3) xxo xo xxx
ﾊﾀ ﾓﾓﾀﾛｳ 和田
西澤 翔(3) o xxx
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳ 櫻ヶ岡
川手 飛夢(3) o xxx
ｶﾜﾃ ﾄﾑ 宮田
箕輪 朋晃(3) o xxx
ﾐﾉﾜ ﾄﾓｱｷ 芦原
金児 浩弥(2) o xxx
ｶﾈｺ ﾋﾛﾔ 裾花
小野 寛貴(2) o xxx
ｵﾉ ﾋﾛｷ 穂高西
百瀬 遼(3) xo xxx
ﾓﾓｾ ﾘｮｳ 仁科台
田中 隆行(3) xxx 記録なし
ﾀﾅｶ ﾀｶﾕｷ 軽井沢
下川 貞仁(3) xxx 記録なし
ｼﾓｶﾜ ｻﾀﾞﾋﾄ 塩尻

男子共通

走高跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m73 1m76 1m79

 1.85

2  5969
 1.82

1m82 1m85

1  1423

記録

3  1425
 1.76

4  5262
 1.73

5   692
 1.73

6  5249
 1.65

7  4461
 1.65

8  1537
 1.65

9  2040
 1.60

10  5001
 1.60

11  5966
 1.60

11   339
 1.60

13  5801
 1.55

13  1652
 1.55

15   945
 1.55

16   757
 1.55

17  4979
 1.50

17  1762
 1.50

17   403
 1.50

17  5255
 1.50

17  3458
 1.50

22  3938
 1.50

  307

 3144



3m80 3m90 4m00
大塚 優(3) - - - - - - - xo o xo
ｵｵﾂｶ ｽｸﾞﾙ 丸子北 xxx
根橋 拓也(3) - - - - - - xxo xo o xo
ﾈﾊﾞｼ ﾀｸﾔ 伊那東部 xxx
中村 智哉(3) - - - - - o o o o xxx
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾔ 茅野東部
伊藤 大起(2) - - - - - - - - o xxx
ｲﾄｳ ﾀｲｷ 永明
 木村 浩樹(3) - - - - - o o xxo xo xxx
ｷﾑﾗ ｺｳｷ 茅野北部
戸田 巧(3) - - - - - - - xo xxx
ﾄﾀﾞ ﾀｸﾐ 春富
内山 朋也(2) - - xo o o o xxo xxx
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 小布施
栗林 光(3) - o o xxx
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾋｶﾙ 永明
渡部 卓(3) xo o xxx
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸ 信濃
山崎 大地(2) o xxx
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 信濃
相澤 啓太(2) 欠場
ｱｲｻﾞﾜ ｹｲﾀ 更北
松橋 舞哉(2) 欠場
ﾏﾂﾊｼ ﾏｲﾔ 常盤
中村 海斗(3) 欠場
ﾅｶﾑﾗ ｶｲﾄ 常盤

 4244

 5472

 4224

9  4595
 2.70

10  4597
 2.50

7  4171
 3.40

8  1322
 2.90

5  1360
 3.60

6  1733
 3.50

3  1433
 3.60

3  1325
 3.60

3m60 3m70

1   691
 3.70

2  1679
 3.70

記録 備考
2m50 2m70 2m90 3m10 3m20 3m30 3m40 3m50

男子共通

棒高跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



 ３回の
 最高記録

小山 竜司(1)   5.36    x    x    5.36   5.04    x   4.82    5.36 
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 岡谷東部    0.0     0.0   +0.5   +1.9     0.0
坂本 敦士(1)    x   4.96   4.70    4.96    x    x   4.91    4.96 
ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ 高社   -0.4   +1.2    -0.4   +0.3    -0.4
中村 智(1)    x   4.62   4.71    4.71   4.52   4.72   4.78    4.78 
ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 日義   +0.4   -1.5    -1.5   -0.2   -0.9   -1.8    -1.8
原 拓実(1)    x    x   4.57    4.57   4.53   4.73    x    4.73 
ﾊﾗ ﾀｸﾐ 福島   +0.8    +0.8    0.0    0.0     0.0
中村 玲於奈(1)    x    x   4.63    4.63   4.44   4.53   4.71    4.71 
ﾅｶﾑﾗ ﾚｵﾅ 辰野   -1.1    -1.1   +0.4   -0.4   -1.0    -1.0
橋本 健(1)   4.24   4.54   4.53    4.54   4.52   4.27   4.38    4.54 
ﾊｼﾓﾄ ﾀｹｼ 須坂東   +0.8   +1.1   -0.2    +1.1   +1.2   +0.1   +0.3    +1.1
井口 晃輔(1)   4.27   4.51   4.48    4.51   4.49   4.36   4.54    4.54 
ｲｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 下諏訪   +0.9   +0.6    0.0    +0.6   -1.3   -0.1    0.0     0.0
大豆 諒也(1)    x   3.50   4.49    4.49   3.69   4.35   4.38    4.49 
ｵｵﾏﾒ ﾘｮｳﾔ 三岳   -1.7   +2.6    +2.6   +1.0   -0.4   +0.3    +2.6
小松 良樹(1)   4.46    x   4.45    4.46    4.46 
ｺﾏﾂ ﾖｼｷ 緑ヶ丘   +0.5   -2.1    +0.5    +0.5
竹井 温巧(1)   4.36   4.40   4.35    4.40    4.40 
ﾀｹｲ ﾏｻﾖｼ 開成   +1.4   -1.3   +0.9    -1.3    -1.3
知久平 恒希(1)   4.31   4.38   3.83    4.38    4.38 
ﾁｸﾀﾞｲﾗ ｺｳｷ 三郷   +1.4   +0.6   -1.6    +0.6    +0.6
茂木 星和(1)   4.30   4.11   4.28    4.30    4.30 
ﾓﾃｷ ｾﾅ 浅間   +0.3   +1.2   +0.1    +0.3    +0.3
宮崎 大地(1)   4.29   4.14   4.21    4.29    4.29 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 信濃   +2.4   -0.1   -1.3    +2.4    +2.4
石井 悠介(1)    x    x   4.28    4.28    4.28 
ｲｼｲ ﾕｳｽｹ 飯田東   +0.4    +0.4    +0.4
清水 瑠嘉(1)   4.18   4.25    x    4.25    4.25 
ｼﾐｽﾞ ﾙｶ 塩田   -0.9   -0.7    -0.7    -0.7
堤 渚太朗(1)   4.20   4.23   3.00    4.23    4.23 
ﾂﾂﾐ ｼｮｳﾀﾛｳ 白馬   +2.1   -1.7   -1.3    -1.7    -1.7
原 眞尋(1)   4.22   4.07   3.95    4.22    4.22 
ﾊﾗ ﾏﾋﾛ 川上   +2.3   +0.8   -0.7    +2.3    +2.3
坂口 翼(1)    x    x   4.21    4.21    4.21 
ｻｶｸﾞﾁ ﾂﾊﾞｻ 塩田   +0.5    +0.5    +0.5
飛澤 航太(1)   4.19   3.94   4.08    4.19    4.19 
ﾄﾋﾞｻﾜ ｺｳﾀ 高森   +1.5   +0.5   +2.1    +1.5    +1.5
須崎 修二(1)   4.15   3.93    x    4.15    4.15 
ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 上田第四   -0.2   -0.4    -0.2    -0.2
坪井 裕資(1)   4.13   3.87    x    4.13    4.13 
ﾂﾎﾞｲ ﾕｳｽｹ 墨坂   +1.6   +0.3    +1.6    +1.6
中山 陸(1)    x    x   3.93    3.93    3.93 
ﾅｶﾔﾏ ﾘｸ 信濃   +0.9    +0.9    +0.9
渡邉 景登(1)   3.84   3.79   3.58    3.84    3.84 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲﾄ 八千穂   +1.9   +1.7   +1.3    +1.9    +1.9
内堀 岳宏(1) 欠場
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ 篠ﾉ井西
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 最高記録

清水 泰地(3)    x   6.38   6.35    6.38    x    x   6.11    6.38 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 望月   +1.2   +1.0    +1.2   +0.2    +1.2
外谷 昌範(3)   4.37    x   5.99    5.99   6.09   6.25    x    6.25 
ﾄﾔ ﾏｻﾉﾘ 信濃   +1.1   +0.8    +0.8   +1.0   -0.6    -0.6
内山 裕智(2)   6.20    x   6.08    6.20    x    x   5.91    6.20 
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ 信濃   +1.6   +1.0    +1.6   +1.2    +1.6
椚谷 和久(2)   5.76    x   6.17    6.17   3.78   6.00   5.95    6.17 
ｸﾇｷﾞﾀﾞﾆ ﾜｸ 高森   +1.6   +3.3    +3.3   +2.3   +1.0   +2.9    +3.3
倉石 大樹(3)   5.94   6.10    x    6.10   6.10    x   6.11    6.11 
ｸﾗｲｼ ﾀﾞｲｷ 長野東部   +1.8   +0.7    +0.7   +1.6   +1.4    +1.4
石田 展雅(3)   5.67    x   6.11    6.11   5.91   6.07   5.68    6.11 
ｲｼﾀﾞ ﾉﾌﾞﾏｻ 旭町   +1.0    0.0     0.0   +3.5   +0.2   +2.8     0.0
浅原 郁輝(3)   5.98   5.86   5.91    5.98    x   5.90   5.92    5.98 
ｱｻﾊﾗ ﾌﾐｷ 高瀬   +3.4   +1.0   +1.1    +3.4   +2.0   +1.0    +3.4
吉澤 魁(3)   5.88   5.85   5.95    5.95   5.72   5.79   5.86    5.95 
ﾖｼｻﾞﾜ ｶｲ 下諏訪   +1.2   +1.6   +1.3    +1.3   +1.5   +2.5   +1.5    +1.3
中村 龍士(3)    x   5.94   5.93    5.94    5.94 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｼﾞ 上諏訪   +2.9   +3.9    +2.9    +2.9
小林 拓未(3)    x   5.11   5.87    5.87    5.87 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 穂高西   +0.7   +0.7    +0.7    +0.7
神田 優人(2)   5.78   5.62   5.79    5.79    5.79 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 望月   -0.7   +2.1   +1.3    +1.3    +1.3
丸山 廉人(3)   5.52   5.56   5.78    5.78    5.78 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚﾝﾄ 飯山城北   -1.5   +2.6   +3.1    +3.1    +3.1
長田 佑麻(3)   5.64   5.77   5.57    5.77    5.77 
ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 三陽   -0.9   +0.9   +0.2    +0.9    +0.9
尾崎 寿典(3)   5.72    x   5.52    5.72    5.72 
ｵｻﾞｷ ﾄｼﾉﾘ 中込   +0.9   +2.8    +0.9    +0.9
松岡 雄斗(3)   5.67   5.35   5.38    5.67    5.67 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 筑摩野   +2.0   +3.7   +1.3    +2.0    +2.0
唐澤 旺生(3)   5.64    x   5.10    5.64    5.64 
ｶﾗｻﾜ ｱｷﾐ 箕輪   +1.3   -1.0    +1.3    +1.3
伊藤 和輝(3)   5.51    x    x    5.51    5.51 
ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 岡谷北部   +0.4    +0.4    +0.4
下川 一樹(3)   5.50   5.29   5.38    5.50    5.50 
ｼﾓｶﾜ ｶｽﾞｷ 大町第一   +1.4   -0.6   +1.4    +1.4    +1.4
小林 蒼泉(2)   5.39   5.42   5.34    5.42    5.42 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｵｲ 茅野東部   +0.7   +1.8   +1.1    +1.8    +1.8
太目 祐二(2)   5.27   5.13   5.41    5.41    5.41 
ｵｵﾒ ﾕｳｼﾞ 長野西部   +1.0   +0.7   -1.0    -1.0    -1.0
増子 良平(2)   5.31   5.20   5.20    5.31    5.31 
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 三郷   -0.1   -0.7   -0.6    -0.1    -0.1
依田 和馬(2)    x   5.26    x    5.26    5.26 
ﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 丸子   +3.4    +3.4    +3.4
柳澤 海渡(3)   4.90   5.01   5.21    5.21    5.21 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｲﾄ 軽井沢   +0.4   +2.3   +1.3    +1.3    +1.3
小林 ガブリエル(3)   4.53   4.57   4.78    4.78    4.78 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ 上田第二   +1.5   +1.6   +2.9    +2.9    +2.9
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 最高記録

岩崎 まお(3)
ｲﾜｻｷ ﾏｵ 三陽
下野 将人(3)
ｼﾓﾉ ﾏｻﾄ 王滝
齋藤 進次郎(3)
ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ 飯田高陵
米倉 朋輝(3)
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 篠ﾉ井東
富田 直樹(3)
ﾄﾐﾀ ﾅｵｷ 旭町
峰村 悠輔(3)
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｽｹ 櫻ヶ岡
齋藤 涼太郎(3)
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ 大野川
濱 直輝(3)
ﾊﾏ ﾅｵｷ 梓川
篠崎 貴郁(2)
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 信濃
奥灘 慎太郎(2)
ｵｸﾅﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 大野川
梨子下 貴玲(3)
ﾅｼｺｼﾀ ﾀｶﾋﾛ 長野東部
足立 凌汰(3)
ｱﾀﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 上田第二
細田 歩(3)
ﾎｿﾀﾞ ｱﾕﾑ 永明
綱島 嘉誠(2)
ﾂﾅｼﾏ ﾋﾛｾｲ 穂高西
御子柴 尚(3)
ﾐｺｼﾊﾞ ｼｮｳ 上諏訪
宮島 雅貴(2)
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾏｻｷ 高森
小林 諒哉(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 富士見
小泉 孝聡(3)
ｺｲｽﾞﾐ ﾀｶｱｷ 御代田
小松 央(3)
ｺﾏﾂ ﾋｻｼ 中川
田中 逸樹(2)
ﾀﾅｶ ｲﾂｷ 丸子
髙橋 俊満(2)
ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ 浅間
土屋 隼人(2)
ﾂﾁﾔ ﾊﾔﾄ 軽井沢
諏訪戸 駿(3) 記録なし
ｽﾜﾄﾞ ｼｭﾝ 信濃
中澤 駿太郎(3) 欠場
ﾅｶｻﾞﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ 菅平
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[ 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 長野東部  5031 小池 輝(1)     49.04 Q  1 緑ヶ丘  2554 木下 博貴(1)     48.12 Q

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ｺｲｹ ﾋｶﾙ ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ
 5010 黒崎 秀樹(2)  2527 下平 和輝(2)

ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞｷ
 5040 金児 和幸(1)  2520 米澤 和真(1)

ｶﾈｺ ｶｽﾞﾕｷ ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
 5009 岡村 宗一郎(2)  2544 下平 竜太(2)

ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｭｳﾀ
 2 大町第一  3920 宮坂 秀(2)     49.18 Q  2 三郷  3596 坂中 勇磨(1)     48.69 Q

ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁ ﾐﾔｻｶ ｼｭｳ ﾐｻﾄ ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ
 3923 大倉 春輝(1)  3579 三宅 浩生(2)

ｵｵｸﾗ ﾊﾙｷ ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ
 3917 成澤 稜(2)  3587 甕 慎伍(2)

ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ ﾓﾀｲ ｼﾝｺﾞ
 3926 駒沢 遼大(1)  3601 内田 祐介(1)

ｺﾏｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ
 3 中込   225 小林 孝太郎(1)     50.66  3 犀陵  5256 北村 聖(1)     49.45 q

ﾅｶｺﾞﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ ｻｲﾘｮｳ ｷﾀﾑﾗ ﾋｼﾞﾘ
  215 中山 智顕(2)  5279 高橋 慶(2)

ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｱｷ ﾀｶﾊｼ ｹｲ
  227 杉本 ユウスケ(1)  5259 松本 篤弥(1)

ｽｷﾞﾓﾄ ﾕｳｽｹ ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂﾔ
  213 小山 達之(2)  5275 水出 一也(2)

ｺﾔﾏ ﾀﾂﾕｷ ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ
 4 裾花  5228 高柳 樹(1)     50.86  4 更北  5510 蟻川 泰紀(1)     50.07 

ｽｿﾊﾞﾅ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀﾂｷ ｺｳﾎｸ ｱﾘｶﾜ ﾀｲｷ
 5251 徳武 秀(2)  5469 中島 俊介(2)

ﾄｸﾀｹ ｼｭｳ ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ
 5233 宮原 翔太(1)  5505 岩下 凌(1)

ﾐﾔﾊﾞﾗ ｼｮｳﾀ ｲﾜｼﾀ ﾘｮｳ
 5248 大宮 僚馬(2)  5475 橋詰 周一(2)

ｵｵﾐﾔ ﾘｮｳﾏ ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｭｳｲﾁ
 5 長峰  1398 野田 大夢(1)     50.93  5 御代田   345 栁澤 陸(2)     50.40 

ﾅｶﾞﾐﾈ ﾉﾀﾞ ﾋﾛﾑ ﾐﾖﾀ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｸ
 6667 伊藤 来夢(2)   342 荻原 悠輔(2)

ｲﾄｳ ﾗｲﾑ ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ
 1388 中澤 隆良(1)   358 毛見 彰吾(1)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｶﾗ ｹﾐ ｼｮｳｺﾞ
 1382 鮎澤 敬介(2)   356 中澤 晴起(1)

ｱｲｻﾞﾜ ｹｲｽｹ ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ
 6 望月   488 伊藤 司能(1)     51.14  6 高森  2017 光沢 佑人(2)     50.67 

ﾓﾁﾂﾞｷ ｲﾄｳ ｼﾉ ﾀｶﾓﾘ ｺｳｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
  486 土屋 巧(2)  2020 西村 武登(1)

ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ
  489 常田 紀幸(1)  2022 筒井 健斗(1)

ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ ﾂﾂｲ ｹﾝﾄ
  484 神田 優人(2)  2024 知沢 和輝(2)

ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ ﾁｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ
 7 高陵  6354 北原 昂希(1)     52.47  7 立科   513 寺島 僚(2)     50.93 

ｺｳﾘｮｳ ｷﾀﾊﾗ ｺｳｷ ﾀﾃｼﾅ ﾃﾗｼﾏ ﾘｮｳ
 2057 大内 健瑠(2)   512 今井 健人(2)

ｵｵｳﾁ ﾀｹﾙ ｲﾏｲ ｹﾝﾄ
 6656 井原 彪(1)   514 大澤 悠太郎(1)

ｲﾊﾗ ﾋｮｳ ｵｵｻﾜ ﾕｳﾀﾛｳ
 2060 松本 光平(2)   515 大角 春仁(1)

ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ ｵｵｽﾐ ﾊﾙﾋﾄ
塩尻広陵  3217 熊谷 悟(1)  8 豊科北  3489 北嶋 竣(1)     51.61 
ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳ ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ 失格 ﾄﾖｼﾅｷﾀ ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ

 3231 羽毛田 拓海(2) R1(3-4)  3510 髙木 涼太(2)
ﾊｹﾀ ﾀｸﾐ ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ

 3225 渡邊 琢磨(1)  3512 飯島 拓海(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ

 3237 樋口 慧輔(2)  3488 山口 将史(1)
ﾋｸﾞﾁ ｹｲｽｹ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｻﾌﾐ

[ 3組]
順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 岡谷東部  1130 鳴海 裕斗(1)     49.03 Q

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ
 1127 船城 聡史(1)

ﾌﾅｷ ｻﾄｼ
 1124 浦野 博登(2)

ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ
 1126 花岡 英一(2)

ﾊﾅｵｶ ｴｲｲﾁ
 2 仁科台  3968 伊藤 拓海(1)     49.49 Q

ﾆｼﾅﾀﾞｲ ｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 3949 高野 誠也(2)

ﾀｶﾉ ｾｲﾔ

男子1,2年

4×100m
予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



 3959 永田 裕汰(1)
ﾅｶﾞﾀ ﾕｳﾀ

 3953 栗林 佳弘(2)
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ

 3 上諏訪  1220 中村 謙士(1)     49.63 q
ｶﾐｽﾜ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

 1218 白井 裕介(1)
ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ

 1213 宮坂 智史(2)
ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ

 1215 伊藤 駿(1)
ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ

 4 信濃  4578 小出 郁弥(1)     49.71 
ｼﾅﾉ ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ

 4597 山崎 大地(2)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ

 4605 中山 陸(1)
ﾅｶﾔﾏ ﾘｸ

 4599 篠崎 貴郁(2)
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ

 5 附属長野  5625 島村 昂輝(1)     50.13 
ﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉ ｼﾏﾑﾗ ｺｳｷ

 5611 吉越 一真(2)
ﾖｼｺｼ ｶｽﾞﾏ

 5629 中村 公俊(1)
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾄｼ

 5612 岡部 信一郎(2)
ｵｶﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ

 6 浅間   254 須藤 謙太(1)     50.26 
ｱｻﾏ ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾀ

  252 梅田 隼人(1)
ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ

  262 髙橋 俊満(2)
ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ

  266 山口 智也(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ

 7 上田第二   894 坂戸 翔真(1)     50.65 
ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾆ ｻｶﾄ ｼｮｳﾏ

  871 成澤 航(2)
ﾅﾙｻﾜ ｺｳ

  873 中島 遼太(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳﾀ

  895 柳堂 浩太(1)
ﾔﾅｷﾞﾄﾞｳ ｺｳﾀ

 8 附属松本  6123 村田 淳(2)     51.34 
ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄ ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝ

 6122 下條 源太郎(1)
ｼﾓｼﾞｮｳ ｹﾞﾝﾀﾛｳ

 6112 渡邊 昭洋(1)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱｷﾋﾛ

 6108 北原 樹(2)
ｷﾀﾊﾗ ｲﾂｷ

順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 緑ヶ丘  2554 木下 博貴(1)     48.23 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ
 2527 下平 和輝(2)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｶｽﾞｷ
 2520 米澤 和真(1)

ﾖﾈｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
 2544 下平 竜太(2)

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾘｭｳﾀ
 2 長野東部  5031 小池 輝(1)     48.92 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ｺｲｹ ﾋｶﾙ
 5010 黒崎 秀樹(2)

ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ
 5040 金児 和幸(1)

ｶﾈｺ ｶｽﾞﾕｷ
 5009 岡村 宗一郎(2)

ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ
 3 大町第一  3920 宮坂 秀(2)     48.93 

ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁ ﾐﾔｻｶ ｼｭｳ
 3923 大倉 春輝(1)

ｵｵｸﾗ ﾊﾙｷ
 3917 成澤 稜(2)

ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
 3926 駒沢 遼大(1)

ｺﾏｻﾞﾜ ﾘｮｳﾀ
 4 三郷  3596 坂中 勇磨(1)     49.10 

ﾐｻﾄ ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ
 3579 三宅 浩生(2)

ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ
 3587 甕 慎伍(2)

ﾓﾀｲ ｼﾝｺﾞ
 3601 内田 祐介(1)

ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ

決勝



 5 岡谷東部  1130 鳴海 裕斗(1)     49.73 
ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ

 1127 船城 聡史(1)
ﾌﾅｷ ｻﾄｼ

 1124 浦野 博登(2)
ｳﾗﾉ ﾋﾛﾄ

 1126 花岡 英一(2)
ﾊﾅｵｶ ｴｲｲﾁ

 6 仁科台  3968 伊藤 拓海(1)     50.02 
ﾆｼﾅﾀﾞｲ ｲﾄｳ ﾀｸﾐ

 3949 高野 誠也(2)
ﾀｶﾉ ｾｲﾔ

 3959 永田 裕汰(1)
ﾅｶﾞﾀ ﾕｳﾀ

 3953 栗林 佳弘(2)
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾖｼﾋﾛ

 7 上諏訪  1220 中村 謙士(1)     50.18 
ｶﾐｽﾜ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ

 1218 白井 裕介(1)
ｼﾗｲ ﾕｳｽｹ

 1213 宮坂 智史(2)
ﾐﾔｻｶ ﾄﾓﾌﾐ

 1215 伊藤 駿(1)
ｲﾄｳ ｽｸﾞﾙ

 8 犀陵  5256 北村 聖(1)     50.91 
ｻｲﾘｮｳ ｷﾀﾑﾗ ﾋｼﾞﾘ

 5279 高橋 慶(2)
ﾀｶﾊｼ ｹｲ

 5259 松本 篤弥(1)
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂﾔ

 5275 水出 一也(2)
ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ



[ 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 高森  2025 久保田 稜(3)     44.80 Q  1 箕輪  4498 浦野 亜嵐(3)     45.39 Q

ﾀｶﾓﾘ ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳ ﾐﾉﾜ ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ
 2032 松下 優太(3)  4490 山崎 久樹(3)

ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ
 2006 椚谷 和久(2)  4494 原 大智(3)

ｸﾇｷﾞﾀﾞﾆ ﾜｸ ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ
 2026 松島 竜平(3)  4573 小林 佑萬(2)

ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ
 2 豊科北  3505 山下 紘永(3)     44.93 Q  2 鉢盛  6079 木村 祐太(2)     45.78 Q

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ ﾊﾁﾓﾘ ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ
 3503 細萱 元太(3)  6076 木村 幸太(2)

ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ ｷﾑﾗ ｺｳﾀ
 3502 塩田 雅人(3)  6072 久保田 正吾(3)

ｼｵﾀ ﾏｻﾄ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ
 3501 永田 望海(3)  6073 宮田 拓実(3)

ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ
 3 裾花  5249 清水 隆寛(2)     45.94  3 篠ﾉ井東  5312 鳥羽 晃平(1)     46.23 

ｽｿﾊﾞﾅ ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ ｼﾉﾉｲﾋｶﾞｼ ﾄﾊﾞ ｺｳﾍｲ
 5245 曽根原 豪士(3)  5300 荒井 紳也(2)

ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ ｱﾗｲ ｼﾝﾔ
 5243 寺澤 克弥(3)  5293 霜鳥 悠雅(3)

ﾃﾗｻﾜ ｶﾂﾔ ｼﾓﾄﾘ ﾕｳｶﾞ
 5241 荒井 雅也(3)  5297 関口 悠也(3)

ｱﾗｲ ﾏｻﾔ ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ
 4 御代田   339 頼田 竜也(3)     45.96  4 高陵  2037 齋藤 進次郎(3)     46.70 

ﾐﾖﾀ ﾖﾘﾀ ﾀﾂﾔ ｺｳﾘｮｳ ｻｲﾄｳ ｼﾝｼﾞﾛｳ
  333 荻原 京介(3)  6347 鎌倉 渉(2)

ｵｷﾞﾊﾗ ｷｮｳｽｹ ｶﾏｸﾗ ﾜﾀﾙ
  337 木内 寛人(3)  2047 山近 拳児(3)

ｷｳﾁ ﾋﾛﾄ ﾔﾏﾁｶ ｹﾝｼﾞ
  331 内堀 連(3)  2050 牧内 豪(3)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾚﾝ ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ
 5 長野東部  5019 吉沢 智貴(2)     46.04  5 塩尻  3150 藤森 俊平(3)     47.56 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ ｼｵｼﾞﾘ ﾌｼﾞﾓﾘ ｼｭﾝﾍﾟｲ
 4997 雲崎 凌(3)  3149 秋山 和範(3)

ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ
 5008 宮武 雅弘(3)  3144 下川 貞仁(3)

ﾐﾔﾀｹ ﾏｻﾋﾛ ｼﾓｶﾜ ｻﾀﾞﾋﾄ
 5005 丸山 智輝(3)  3136 矢ヶ崎 祐介(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ
 6 伊那松川  1990 近藤 雅哉(1)     46.77  6 依田窪南部   739 清水 広章(3)     47.62 

ｲﾅﾏﾂｶﾜ ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ ﾖﾀﾞｸﾎﾞﾅﾝﾌﾞ ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｷ
 2001 近藤 裕哉(2)   740 樋澤 大樹(3)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾔ ﾋｻﾞﾜ ﾀｲｷ
 1996 小池 光(3)   738 坂口 隼(3)

ｺｲｹ ﾋｶﾙ ｻｶｸﾞﾁ ﾊﾔﾄ
 1977 井川 真輝(3)   737 荻原 和徳(3)

ｲｶﾜ ﾏｻｷ ｵｷﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾉﾘ
 7 上田第四   946 生野 光樹(3)     48.45 犀陵  5263 庄司 輝男(3)

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ｲｸﾉ ﾐﾂｷ ｻｲﾘｮｳ ｼｮｳｼﾞ ﾃﾙｵ 失格
  942 玉井 蒼(3)  5260 松橋 大夢(3) R1(3-4)

ﾀﾏｲ ｱｵｲ ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ
  945 村松 征尭(3)  5262 大塚 樹也(3)

ﾑﾗﾏﾂ ﾕｷﾀｶ ｵｵﾂｶ ﾐｷﾔ
  944 三井 崇平(3)  5261 小林 龍也(3)

ﾐﾂｲ ｼｭｳﾍｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ
北安松川  3768 藤澤 大輔(3) 浅科   470 佐藤 斗真(3)
ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜ ﾌｼﾞｻﾜ ﾀﾞｲｽｹ 失格 ｱｻｼﾅ ｻﾄｳ ﾄｳﾏ 失格

 3766 矢口 優介(3) R1(1-2)   477 佐藤 兼一(1) R1(1-2)
ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ

 3767 中村 忠夫(3)   465 佐藤 拓哉(3)
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｵ ｻﾄｳ ﾀｸﾔ

 3761 薛 玄太郎(3)   453 栁澤  匠(3)
ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾐ

[ 3組]
順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 浅間   260 上原 大希(2)     44.89 Q

ｱｻﾏ ｳｴﾊﾗ ﾀｲｷ
  264 松﨑 文弥(2)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
  258 須藤 稜太(3)

ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ
  257 塚本 怜司(3)

ﾂｶﾓﾄ ﾚｲｼﾞ
 2 柳町  4938 畑 圭一(3)     45.19 Q

ﾔﾅｷﾞﾏﾁ ﾊﾀ ｹｲｲﾁ
 6299 夏目 映人(3)

ﾅﾂﾒ ｴｲﾄ

男子共通

4×100m
予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



 6297 今村 将伍(3)
ｲﾏﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ

 4940 會津 淳之介(3)
ｱｲｽﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ

 3 信濃  4590 徳竹 悠馬(3)     45.57 q
ｼﾅﾉ ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ

 4592 中山 廉(3)
ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ

 4596 内山 裕智(2)
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ

 4577 外谷 昌範(3)
ﾄﾔ ﾏｻﾉﾘ

 4 岡谷東部  1125 荻原 勇吹(2)     45.59 q
ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ

 1111 阿部 佳介(3)
ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ

 1115 守住 望(3)
ﾓﾘｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ

 1114 堀内 貴史(3)
ﾎﾘｳﾁ ﾀｶﾌﾐ

 5 三郷  3581 恩田 佑哉(3)     46.81 
ﾐｻﾄ ｵﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ

 3593 三間 翔(3)
ﾐﾂﾏ ｶｹﾙ

 3586 西堀 和朗(3)
ﾆｼﾎﾘ ｶｽﾞｱｷ

 3585 竹原 諄(3)
ﾀｹﾊﾗ ｼﾞｭﾝ

 6 仁科台  3952 青田 龍輝(2)     47.55 
ﾆｼﾅﾀﾞｲ ｱｵﾀ ﾘｭｳｷ

 3936 宇佐美 貴大(3)
ｳｻﾐ ﾀｶﾋﾛ

 3938 百瀬 遼(3)
ﾓﾓｾ ﾘｮｳ

 3939 田中 大聖(3)
ﾀﾅｶ ﾀｲｾｲ

 7 岡谷北部  1062 今井 裕也(2)     47.61 
ｵｶﾔﾎｸﾌﾞ ｲﾏｲ ﾕｳﾔ

 1054 松田 尚希(3)
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵｷ

 1065 泉 省吾(3)
ｲｽﾞﾐ ｼｮｳｺﾞ

 1074 伊藤 和輝(3)
ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ

 8 芦原   396 内川 大樹(3)     49.12 
ｱｼﾊﾗ ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ

  398 小林 溪佑(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｽｹ

  402 酒井 康年(3)
ｻｶｲ ﾔｽﾄｼ

  408 花里 翼(2)
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ

順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 豊科北  3505 山下 紘永(3)     45.05 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ
 3503 細萱 元太(3)

ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ
 3502 塩田 雅人(3)

ｼｵﾀ ﾏｻﾄ
 3501 永田 望海(3)

ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ
 2 浅間   260 上原 大希(2)     45.27 

ｱｻﾏ ｳｴﾊﾗ ﾀｲｷ
  264 松﨑 文弥(2)

ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
  258 須藤 稜太(3)

ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ
  257 塚本 怜司(3)

ﾂｶﾓﾄ ﾚｲｼﾞ
 3 柳町  4938 畑 圭一(3)     45.35 

ﾔﾅｷﾞﾏﾁ ﾊﾀ ｹｲｲﾁ
 6299 夏目 映人(3)

ﾅﾂﾒ ｴｲﾄ
 6297 今村 将伍(3)

ｲﾏﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ
 4940 會津 淳之介(3)

ｱｲｽﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ
 4 高森  2025 久保田 稜(3)     45.64 

ﾀｶﾓﾘ ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳ
 2032 松下 優太(3)

ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ
 2006 椚谷 和久(2)

ｸﾇｷﾞﾀﾞﾆ ﾜｸ
 2026 松島 竜平(3)

決勝



ﾏﾂｼﾏ ﾘｭｳﾍｲ
 5 鉢盛  6079 木村 祐太(2)     46.27 

ﾊﾁﾓﾘ ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ
 6076 木村 幸太(2)

ｷﾑﾗ ｺｳﾀ
 6072 久保田 正吾(3)

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ
 6073 宮田 拓実(3)

ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ
 6 信濃  4590 徳竹 悠馬(3)     46.30 

ｼﾅﾉ ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ
 4592 中山 廉(3)

ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ
 4596 内山 裕智(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ
 4577 外谷 昌範(3)

ﾄﾔ ﾏｻﾉﾘ
 7 岡谷東部  1125 荻原 勇吹(2)     46.37 

ｵｶﾔﾄｳﾌﾞ ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ
 1111 阿部 佳介(3)

ｱﾍﾞ ｹｲｽｹ
 1115 守住 望(3)

ﾓﾘｽﾞﾐ ﾉｿﾞﾐ
 1114 堀内 貴史(3)

ﾎﾘｳﾁ ﾀｶﾌﾐ
箕輪  4498 浦野 亜嵐(3)
ﾐﾉﾜ ｳﾗﾉ ｱﾗﾝ 失格

 4490 山崎 久樹(3) R1(3-4)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｻｷ

 4494 原 大智(3)
ﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ

 4573 小林 佑萬(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾏ



開催日 平成24年6月30日、7月1日 混成競技記録表   得点表  （[男子]・女子） 男子共通  四種競技

陸協名 長野 [20] 第51回長野県中学校総合体育大会夏季大会陸上競 ｺｰﾄﾞ  [12203002] 混成審判長  藤森茂幸
長野県松本平広域公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [201020] 記録主任：  竹内秀樹

 2050   468  4590  6298  6403  4350  2049  5810   363  5976
牧内 豪(3) 山浦 貫人(3) 徳竹 悠馬(3) 小池 智貴(3) 竹村 地智(2) 中島 渓人(3) 原田 巧己(3) 浅原 隼風(2) 渋谷 圭介(3) 荒田 智也(2)
飯田高陵 浅科 信濃 柳町 東北 山ﾉ内 飯田高陵 旭町 小諸東 筑摩野

110mH    16.17   714    15.95   738    16.77   648    16.73   653    17.52   571    17.30   593    18.34   492    18.60   468    18.51   476    19.92   356
  (+0.4)   714   (+1.7)   738   (+1.5)   648   (+1.7)   653   (+0.4)   571   (+1.5)   593   (+1.7)   492   (+0.4)   468   (+0.4)   476   (+1.7)   356

SP    11.97   605    10.07   490    10.31   504     8.92   421    11.93   602    10.08   490     9.66   465     9.20   438     8.32   385     9.18   437
 1319  1228  1152  1074  1173  1083   957   906   861   793

HJ     1.66   512     1.63   488     1.45   352     1.60   464     1.55   426     1.40   317     1.40   317     1.50   389     1.45   352     1.55   426
 1831  1716  1504  1538  1599  1400  1274  1295  1213  1219

400m    53.56   658    56.32   547    55.39   583    56.42   543    58.21   476    57.77   492    58.76   456  1:00.45   398    58.12   479    59.75   422
 2489  2263  2087  2081  2075  1892  1730  1693  1692  1641

総得点 大会新  2489  2263  2087  2081  2075  1892  1730  1693  1692  1641
順位     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

 5007  1914  3475  2031  6394  1476  5766  5843   633  1564
宮沢 諒(3) 中島 瑶樹(3) 西尾 信ノ輔(3) 熊谷 駿(3) 永池 優斗(2) 清水 敬太(3) 草間 拓海(2) 中西 湧也(3) 竹村 征峻(3) 佐々木 祐太(1)
長野東部 中川 穂高西 高森 相森 富士見 丸ﾉ内 松島 菅平 箕輪

110mH    18.99   433    18.86   445    18.91   440    18.21   504    20.26   329    19.63   379    21.17   263    19.29   407    20.21   333    22.26   193
  (+1.7)   433   (+1.5)   445   (+1.7)   440   (+1.5)   504   (+0.4)   329   (+0.4)   379   (+0.4)   263   (+1.5)   407   (+1.7)   333   (+1.7)   193

SP     7.46   334     7.94   363     9.02   427     8.19   378     8.24   381     7.13   315    10.62   523     8.92   421     7.79   354     6.24   263
  767   808   867   882   710   694   786   828   687   456

HJ     1.40   317     1.50   389     1.40   317     1.35   283     1.40   317     1.45   352     1.40   317       NM     0       NM     0       NM     0
 1084  1197  1184  1165  1027  1046  1103   828   687   456

400m    57.43   505  1:00.66   391  1:01.70   357  1:01.17   374  1:02.34   337  1:03.16   312  1:05.71   240  1:04.78   265  1:03.97   288  1:07.59   192
 1589  1588  1541  1539  1364  1358  1343  1093   975   648

総得点  1589  1588  1541  1539  1364  1358  1343  1093   975   648
順位    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20

  341  3509
山本 寛樹(3) 花形 駿介(2)
御代田 豊科北

110mH       DS       DS

SP       DS       DS

HJ       DS       DS

400m

総得点
順位



[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +0.4

 1 山浦 貫人(3)     15.95  1 牧内 豪(3)     16.17 
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 浅科 ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ 飯田高陵

 2 小池 智貴(3)     16.73  2 竹村 地智(2)     17.52 
ｺｲｹ ﾄﾓｷ 柳町 ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 東北

 3 原田 巧己(3)     18.34  3 渋谷 圭介(3)     18.51 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 飯田高陵 ｼﾌﾞﾔ ｹｲｽｹ 小諸東

 4 西尾 信ノ輔(3)     18.91  4 浅原 隼風(2)     18.60 
ﾆｼｵ ｼﾝﾉｽｹ 穂高西 ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ 旭町

 5 宮沢 諒(3)     18.99  5 清水 敬太(3)     19.63 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳ 長野東部 ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 富士見

 6 荒田 智也(2)     19.92  6 永池 優斗(2)     20.26 
ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ 筑摩野 ﾅｶﾞｲｹ ﾕｳﾄ 相森

 7 竹村 征峻(3)     20.21  7 草間 拓海(2)     21.17 
ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾀｶ 菅平 ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 丸ﾉ内

 8 佐々木 祐太(1)     22.26 
ｻｻｷ ﾕｳﾀ 箕輪

[ 3組] 風速 +1.5

 1 徳竹 悠馬(3)     16.77 
ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ 信濃

 2 中島 渓人(3)     17.30 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾄ 山ﾉ内

 3 熊谷 駿(3)     18.21 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝ 高森

 4 中島 瑶樹(3)     18.86 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 中川

 5 中西 湧也(3)     19.29 
ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾔ 松島
花形 駿介(2)
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 豊科北
山本 寛樹(3)
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 御代田 欠場

407
 3509

欠場

 2031
504

 1914
445

 5834

  341

  633
333

 4590
648

 4350
593

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

193

476
 5810

468

379

329

263

No.

  363

所属名 記録／備考
 2050

714
 6403

571

 3475
440

 1564

 1476

 5766

 6394

 5007
433

 5976
356

  468
738

 6298
653

 2049
492

男子共通四種

110mH(0.914m)
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名順



牧内 豪(3)  11.97 
ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ 飯田高陵    605
竹村 地智(2)  11.93 
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 東北    602
草間 拓海(2)  10.62 
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 丸ﾉ内    523
徳竹 悠馬(3)  10.31 
ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ 信濃    504
中島 渓人(3)  10.08 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾄ 山ﾉ内    490
山浦 貫人(3)  10.07 
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 浅科    490
原田 巧己(3)   9.66 
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 飯田高陵    465
浅原 隼風(2)   9.20 
ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ 旭町    438
荒田 智也(2)   9.18 
ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ 筑摩野    437
西尾 信ノ輔(3)   9.02 
ﾆｼｵ ｼﾝﾉｽｹ 穂高西    427
小池 智貴(3)   8.92 
ｺｲｹ ﾄﾓｷ 柳町    421
中西 湧也(3)   8.92 
ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾔ 松島    421
渋谷 圭介(3)   8.32 
ｼﾌﾞﾔ ｹｲｽｹ 小諸東    385
永池 優斗(2)   8.24 
ﾅｶﾞｲｹ ﾕｳﾄ 相森    381
熊谷 駿(3)   8.19 
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝ 高森    378
中島 瑶樹(3)   7.94 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 中川    363
竹村 征峻(3)   7.79 
ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾀｶ 菅平    354
宮沢 諒(3)   7.46 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳ 長野東部    334
清水 敬太(3)   7.13 
ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 富士見    315
佐々木 祐太(1)   6.24 
ｻｻｷ ﾕｳﾀ 箕輪    263
花形 駿介(2) 欠場
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 豊科北
山本 寛樹(3) 欠場
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 御代田

男子共通四種

砲丸投(4.000kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 記録 備考

1  2050
 11.37  11.97  11.76

 11.93  11.48

  9.99  10.62
3  5766

  9.54

2  6403
 10.70

 10.08   7.81

4

5  4350
  9.70

 4590
 10.05  10.31   9.14

 10.07   9.49

  9.13   9.66
7  2049

  9.06

6   468
  9.10

  9.18   8.47

8

9  5976
  9.04

 5810
  9.01   9.20   8.85

  9.02   8.37

  8.63   8.92
11  6298

  8.59

10  3475
  8.35

  8.32   7.23

12

13   363
  8.10

 5834
  8.92    x   8.38

  7.70   8.24

  8.19   6.80
15  2031

  7.78

14  6394
  7.72

  7.01   7.33

16

17   633
  7.79

 1914
  7.94   6.59   7.93

19  1476
  7.13

18  5007
  6.54

  5.73   6.04

  7.05   7.46

  6.36   7.09

20

 3509

 1564
  6.24

  341



牧内 豪(3)  1.66
ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ 飯田高陵   512
山浦 貫人(3)  1.63
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 浅科   488
小池 智貴(3)  1.60
ｺｲｹ ﾄﾓｷ 柳町   464
竹村 地智(2)  1.55
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 東北   426
荒田 智也(2)  1.55
ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ 筑摩野   426
中島 瑶樹(3)  1.50
ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 中川   389
浅原 隼風(2)  1.50
ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ 旭町   389
清水 敬太(3)  1.45
ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 富士見   352
徳竹 悠馬(3)  1.45
ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ 信濃   352
渋谷 圭介(3)  1.45
ｼﾌﾞﾔ ｹｲｽｹ 小諸東   352
中島 渓人(3)  1.40
ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾄ 山ﾉ内   317
永池 優斗(2)  1.40
ﾅｶﾞｲｹ ﾕｳﾄ 相森   317
原田 巧己(3)  1.40
ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 飯田高陵   317
宮沢 諒(3)  1.40
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳ 長野東部   317
西尾 信ノ輔(3)  1.40
ﾆｼｵ ｼﾝﾉｽｹ 穂高西   317
草間 拓海(2)  1.40
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 丸ﾉ内   317
熊谷 駿(3)  1.35
ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝ 高森   283
中西 湧也(3)
ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾔ 松島     0
竹村 征峻(3)
ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾀｶ 菅平     0
佐々木 祐太(1)
ｻｻｷ ﾕｳﾀ 箕輪     0
花形 駿介(2) 欠場
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 豊科北
山本 寛樹(3) 欠場
ﾔﾏﾓﾄ ﾋﾛｷ 御代田

男子共通四種

走高跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m63 1m66 1m69
1  2050

o - - o o o o

o

xo xxx

2   468
- - - - xo

3  6298
- o o o o xxx

o xxxo

xxo

o o xo xxx
4  6403

- o

5  5976
o o o xxo xxx

xxx

xo xo xxx
6  1914

o o

7  5810
- o o xxo

o xxx
8  1476

o o

9  4590
- o xo xxx

xo xxx
9   363

o o

11  4350
o o xxx

xxx
11  6394

o o

13  2049
o xo xxx

xxx
14  5007

xo xo

15  3475
o xxo xxx

xxx
16  5766

xo xxo

17  2031
xxo xxx

18  5843
xxx

18   633
xxx

18  1564
xxx

 3509

  341



[ 1組] [ 2組]

 1 宮沢 諒(3)     57.43  1 渋谷 圭介(3)     58.12 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｮｳ 長野東部 ｼﾌﾞﾔ ｹｲｽｹ 小諸東

 2 永池 優斗(2)   1:02.34  2 原田 巧己(3)     58.76 
ﾅｶﾞｲｹ ﾕｳﾄ 相森 ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ 飯田高陵

 3 清水 敬太(3)   1:03.16  3 荒田 智也(2)     59.75 
ｼﾐｽﾞ ｹｲﾀ 富士見 ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ 筑摩野

 4 竹村 征峻(3)   1:03.97  4 浅原 隼風(2)   1:00.45 
ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾀｶ 菅平 ｱｻﾊﾗ ﾊﾔﾃ 旭町

 5 中西 湧也(3)   1:04.78  5 中島 瑶樹(3)   1:00.66 
ﾅｶﾆｼ ﾕｳﾔ 松島 ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 中川

 6 草間 拓海(2)   1:05.71  6 熊谷 駿(3)   1:01.17 
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 丸ﾉ内 ｸﾏｶﾞｲ ｼｭﾝ 高森

 7 佐々木 祐太(1)   1:07.59  7 西尾 信ノ輔(3)   1:01.70 
ｻｻｷ ﾕｳﾀ 箕輪 ﾆｼｵ ｼﾝﾉｽｹ 穂高西

[ 3組]

 1 牧内 豪(3)     53.56 
ﾏｷｳﾁ ｺﾞｳ 飯田高陵

 2 徳竹 悠馬(3)     55.39 
ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ 信濃

 3 山浦 貫人(3)     56.32 
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 浅科

 4 小池 智貴(3)     56.42 
ｺｲｹ ﾄﾓｷ 柳町

 5 中島 渓人(3)     57.77 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲﾄ 山ﾉ内

 6 竹村 地智(2)     58.21 
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 東北

 6298

476

543
 4350

492
 6403

 2050
658

 4590
583

  468
547

 2031
374

 3475
357

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

 5976
422

 5810
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所属名 記録／備考
  363

479
 2049
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192

順
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288
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 1476
312

 5007
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 6394

 1564

男子共通四種

400m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 No. 氏  名
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