
第37回中信高等学校新人体育大会 陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森　茂幸
主催：中信高等学校体育連盟･長野陸上競技協会 跳躍審判長 下川　泰秀

投擲審判長 下川　泰秀
【開催日】 平成25年9月13日(金)～9月15日(日) 混成審判長 中原　信一
【主催団体】 中信高等学校体育連盟･長野陸上競技協会 決勝記録一覧表 記録主任： 林　嘉久夫
(GR:大会新) 男  子 【競技場】長野県松本平広域公園

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
 9/14 男子  +0.6中野 涼介(2) 10.84 太田 敦(2) 10.91 川井 渓太(1) 11.39 松井 一陽(2) 11.43 東山 壱成(2) 11.46 勝野 涼大(2) 11.48 水島 優(2) 11.53 矢口 優介(1) 11.57

100m 松本深志 塩尻志学館 木曽青峰 大町 松本美須々ヶ丘 大町 松商学園 松本県ヶ丘
 9/15  -1.2中野 涼介(2) 22.21 太田 敦(2) 22.27 松井 一陽(2) 22.97 東山 壱成(2) 23.14 三村 航輝(2) 23.24 水島 優(2) 23.40 宮坂 僚(2) 24.09 川井 渓太(1) 24.40

200m 松本深志 塩尻志学館 大町 松本美須々ヶ丘 塩尻志学館 松商学園 大町 木曽青峰
 9/13 三村 航輝(2) 50.19 中島 大智(2) 50.47 水島 優(2) 50.71 山下 紘永(1) 51.75 松井 一陽(2) 51.81 小林 航(2) 52.27 東山 壱成(2) 52.89 忠地 大成(2) 54.73

400m 塩尻志学館 木曽青峰 松商学園 松本深志 大町 松本蟻ヶ崎 松本美須々ヶ丘 松本美須々ヶ丘
 9/15 中島 大智(2) 1:57.42 村瀬 崚(2) 1:58.41 百瀬 弦(2) 1:58.79 藤松 楓季(2) 2:00.62 小口 智大(2) 2:02.88 山下 紘永(1) 2:04.70 牛山 颯太(2) 2:06.82 薛 玄太郎(1) 2:18.06

800m 木曽青峰 松本県ヶ丘 松本県ヶ丘 豊科 松本深志 松本深志 松本県ヶ丘 大町
 9/13 村瀬 崚(2) 4:02.01 二村 航平(2) 4:10.53 薛 玄太郎(1) 4:10.90 渡辺 優樹(2) 4:11.23 飯島 伸広(1) 4:12.80 山田 大輔(1) 4:12.81 百瀬 遼(1) 4:13.35 細井 奨太(2) 4:13.61

1500m 松本県ヶ丘 松商学園 大町 松本深志 豊科 南安曇農 大町北 大町
 9/15 渡辺 優樹(2) 15:26.10 二村 航平(2) 15:39.56 薛 玄太郎(1) 15:42.14 山田 大輔(1) 15:49.89 横水 颯太(2) 16:05.67 野瀬 雅史(1) 16:12.55 細井 奨太(2) 16:14.34 塩原 潤(1) 16:18.31

5000m 松本深志 松商学園 大町 南安曇農 豊科 松本県ヶ丘 大町 松本深志
 9/13  +1.1降籏 敬(2) 17.73 大谷 一貴(1) 17.80 秋山 和範(1) 19.21 宮原 史樹(1) 19.87 松岡 雄斗(1) 19.89 丸山 拓哉(1) 22.30

110mH(1.067m) 松本蟻ヶ崎 松本深志 松本深志 松本蟻ヶ崎 松本深志 松商学園
 9/14 佐藤 公則(2) 57.94 忠地 大成(2) 58.97 小林 航(2) 59.23 奥原 隼太(2) 59.77 松本 卓也(2) 1:00.99 降籏 敬(2) 1:03.26 小川 健太(2) 1:03.66 千國 剛史(2) 1:09.47

400mH(0.914m) 大町 松本美須々ヶ丘 松本蟻ヶ崎 松商学園 豊科 松本蟻ヶ崎 木曽青峰 松本蟻ヶ崎
 9/14 大和田 雅人(1) 10:24.93 辻野 智樹(2) 10:37.15 山崎 航(2) 10:45.16 植木 康平(2) 10:46.94 青木 颯(2) 10:47.51 浅村 祐貴(2) 10:48.05 野口 佐介(1) 10:57.41 山本 侑矢(1) 11:04.39

3000mSC 大町 松本県ヶ丘 松本美須々ヶ丘 松本深志 木曽青峰 松本美須々ヶ丘 塩尻志学館 松本美須々ヶ丘
 9/15 遠藤 和也(2) 24:54.44 赤羽 祥紀(2) 27:14.63 永島 優太(2) 28:01.34 中畑 量平(2) 28:03.10

5000m競歩 穂高商 松本美須々ヶ丘 木曽青峰 南安曇農
 9/14 船津 洸(2) 1.89 遠藤 聡(2) 1.89 丸山 拓哉(1) 1.86 鷲澤 遼(2) 1.70 諏訪 秀聖(1) 1.65 竹内 康平(1) 田川 1.65 忠地 大成(2) 1.60

走高跳 大町北 松本深志 松商学園 大町北 松商学園 二木 和輝(2) 田川 松本美須々ヶ丘
 9/14 青山 広夢(1) 2.20

棒高跳 田川
 9/13 中野 涼介(2) 7.11(+1.6) 山﨑 大輝(2) 6.63(-0.8) 小野澤 達也(2)6.46(-0.6) 奥原 隼太(2) 6.28(+0.9) 下川 一樹(1) 6.24(+1.2) 松岡 雄斗(1) 6.20(+1.1) 松澤 直樹(2) 6.14(+0.6) 樽沢 紘人(2) 6.08(-0.4)

走幅跳 松本深志 GR 松本深志 穂高商 松商学園 大町北 松本深志 大町 木曽青峰
 9/15 小野澤 達也(2)12.95(+1.6) 樽沢 紘人(2)12.91(+0.9) 奥原 隼太(2)12.81(+1.2) 中澤 正人(2)12.47(+1.0) 山﨑 大輝(2)12.10(+1.8) 村瀬 直希(2)12.02(+0.6) 小林 拓未(1)11.47(+1.0) 梅田 栄(1) 11.34(+1.3)

三段跳 穂高商 木曽青峰 松商学園 梓川 松本深志 松本美須々ヶ丘 松商学園 明科
 9/14 細田 歩(1) 10.63 濱 直輝(1) 9.92 石崎 智裕(2) 9.78 大久保 達弥(2) 9.51 下川 英樹(1) 9.43 瀧本 高博(2) 9.30 丸山 貴由人(2) 9.21 鈴木 力人(2) 8.88

砲丸投 塩尻志学館 梓川 松本深志 松本深志 明科 松本美須々ヶ丘 松商学園 白馬
 9/15 瀧本 高博(2) 35.71 丸山 貴由人(2) 31.29 細田 歩(1) 29.00 森島 丈(2) 28.25 小川 健太(2) 25.90 岡本 悠(2) 23.74 石崎 智裕(2) 23.61 川舩 惇弘(2) 23.44

円盤投 松本美須々ヶ丘 松商学園 塩尻志学館 梓川 木曽青峰 穂高商 松本深志 梓川
 9/13 瀧本 高博(2) 43.84 森島 丈(2) 41.15 下川 英樹(1) 38.10 濱 直輝(1) 37.80 佐原 涼太(2) 33.42 久保田 駿(1) 29.43 細田 歩(1) 26.46 荻澤 昌俊(1) 17.66

ﾊﾝﾏｰ投 松本美須々ヶ丘 梓川 明科 梓川 梓川 大町北 塩尻志学館 大町北
 9/13 小川 健太(2) 53.22 丸山 幹稀(1) 49.08 岡本 悠(2) 48.13 古畑 翼(2) 45.13 川舩 惇弘(2) 43.54 千國 達哉(1) 41.51 古林 泰紀(1) 41.46 大藏 拓真(2) 40.88

やり投 木曽青峰 梓川 穂高商 木曽青峰 梓川 大町北 塩尻志学館 梓川
 9/14 大町       43.77 塩尻志学館       43.78 松本深志       43.91 木曽青峰       44.16 松本美須々ヶ丘      45.41 松商学園       45.45 田川       46.15 松本県ヶ丘       46.63

4×100m 松澤 直樹(2) 中村 健(2) 塩田 雅人(1) 田鹿 直起(2) 青島 圭佑(2) 高山 雄司(1) 矢ヶ崎 祐介(1) 関塚 賢悟(2)
松井 一陽(2) 三村 航輝(2) 山﨑 大輝(2) 川井 渓太(1) 忠地 大成(2) 小林 拓未(1) 中村 康平(2) 矢口 優介(1)
宮坂 僚(2) 古林 泰紀(1) 大久保 達弥(2) 中島 大智(2) 村瀬 直希(2) 奥原 隼太(2) 二木 和輝(2) 塚原 大知(1)
勝野 涼大(2) 太田 敦(2) 中野 涼介(2) 樽沢 紘人(2) 東山 壱成(2) 水島 優(2) 大野 智裕(1) 永田 望海(1)

 9/15 大町     3:26.89 松本深志     3:27.65 松本美須々ヶ丘    3:32.09 木曽青峰     3:32.83 豊科     3:33.38 松本県ヶ丘     3:34.40 塩尻志学館     3:36.16 松商学園     3:37.66
4×400m 宮坂 僚(2) 山﨑 大輝(2) 青島 圭佑(2) 田鹿 直起(2) 藤松 楓季(2) 関塚 賢悟(2) 古林 泰紀(1) 小林 拓未(1)

勝野 涼大(2) 小口 智大(2) 東山 壱成(2) 奥谷 瑞貴(1) 松本 卓也(2) 村瀬 崚(2) 三村 航輝(2) 奥原 隼太(2)
佐藤 公則(2) 中野 涼介(2) 河野 修平(2) 和田 孝太(2) 飯島 伸広(1) 牛山 颯太(2) 中村 健(2) 高山 雄司(1)
松井 一陽(2) 山下 紘永(1) 忠地 大成(2) 中島 大智(2) 藤原 利章(1) 百瀬 弦(2) 奥原 稲穂(2) 水島 優(2)

 9/14 大久保 達弥(2) 4077 二木 和輝(2) 3468 塩田 雅人(1) 3417 宮田 拓実(1) 2900
八種競技 松本深志 田川 松本深志 創造学園



P. 2学校別得点表(男子)

合計 順位 合計 順位 合計 順位 人数 順位

松本深志 8 8 5 7 5 9 17 5 6 7 77 1 7 18 4 11 2 42 2 14 14 1 133 1 5 1
大町 8 8 4 1 7 8 8 8 8 8 68 2 2 2 11 70 2 4 2
木曽青峰 6 1 7 8 2 4 6 5 5 44 4 1 7 4 13 25 4 69 3 2 4
松本美須々ヶ丘 4 5 3 7 10 7 4 6 46 3 1 3 3 8 8 23 6 69 3 2 5
松商学園 2 3 6 7 7 3 5 3 1 37 7 10 5 8 2 7 32 3 69 3
塩尻志学館 7 11 8 2 7 2 37 6 8 6 2 2 18 8 55 6 2 3
梓川 5 7 6 16 12 46 1 46 7
松本県ヶ丘 1 15 8 3 7 1 3 38 5 38 8 1 7
穂高商 8 8 11 6 8 3 6 23 7 31 9 2 6
松本蟻ヶ崎 3 13 10 26 8 26 10 1 9
大町北 2 2 12 13 4 4 3 24 5 26 10 1 10
田川 2 2 12 5 8 13 9 7 7 2 22 12 1 8
豊科 5 4 4 4 4 21 9 21 13
南安曇農 3 5 5 13 10 13 14
明科 1 4 6 11 10 11 15
創造学園 5 5 3 5 16
白馬 1 1 12 1 17
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予選 9月14日 10:20
準決勝 9月14日 12:30
決勝 9月14日 14:00

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 -1.5

 1 中野 涼介(2)     11.45 Q  1 太田  敦(2)     11.35 Q
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 松本深志 ｵｵﾀ ｱﾂｼ 塩尻志学館

 2 勝野 涼大(2)     11.64 Q  2 東山 壱成(2)     11.64 Q
ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ 大町 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ 松本美須々ヶ丘

 3 矢口 優介(1)     11.67 q  3 樽沢 紘人(2)     11.88 q
ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘 ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 木曽青峰

 4 小林 拓未(1)     12.04 q  4 宮原 史樹(1)     12.20 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 松商学園 ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ 松本蟻ヶ崎

 5 千國 達哉(1)     12.34  5 中村 祐貴(1)     12.55 
ﾁｸﾆ ﾀﾂﾔ 大町北 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 松本県ヶ丘

 6 濱  哲也(2)     12.64  6 芳村 健太(1)     12.72 
ﾊﾏ ﾃﾂﾔ 松本工 ﾖｼﾑﾗ ｹﾝﾀ 池田工

 7 田代 暉(1)     12.68  7 東井 誠弥(2)     13.11 
ﾀｼﾛ ﾋｶﾘ 木曽青峰 ﾄｳｲ ｾｲﾔ 松本工

[ 3組] 風速 -2.2 [ 4組] 風速 -1.2

 1 川井 渓太(1)     11.77 Q  1 水島 優(2)     11.85 Q
ｶﾜｲ ｹｲﾀ 木曽青峰 ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園

 2 中村 康平(2)     11.89 Q  2 細萱 元太(1)     12.13 Q
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ 田川 ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 創造学園

 3 宮坂 僚(2)     11.94 q  3 中村  健(2)     12.26 
ﾐﾔｻｶ ﾘｮｳ 大町 ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ 塩尻志学館

 4 青島 圭佑(2)     11.98 q  4 永田 望海(1)     12.35 
ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ 松本美須々ヶ丘 ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 松本県ヶ丘

 5 中村 忠夫(1)     12.36  5 佐原 涼太(2)     12.35 
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｵ 穂高商 ｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 梓川

 6 宮澤 一真(1)     12.57  6 下川 一樹(1)     12.47 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 梓川 ｼﾓｶﾜ ｶｽﾞｷ 大町北

 7 梅田 栄(1)     12.78  7 花岡 司(2)     12.61 
ｳﾒﾀﾞ ｻｶｴ 明科 ﾊﾅｵｶ ﾂｶｻ 白馬

[ 5組] 風速 -1.6

 1 松井 一陽(2)     11.73 Q
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 大町

 2 杉原 樹(2)     11.98 Q
ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾂｷ 松本蟻ヶ崎

 3 矢ヶ崎 祐介(1)     12.04 q
ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 田川

 4 古林 泰紀(1)     12.38 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 塩尻志学館

 5 中澤 正人(2)     12.39 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 梓川

 6 浅野 豪(2)     12.89 
ｱｻﾉ ｺﾞｳ 大町北

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 -2.0

 1 中野 涼介(2)     11.19 Q  1 太田  敦(2)     11.18 Q
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 松本深志 ｵｵﾀ ｱﾂｼ 塩尻志学館

 2 川井 渓太(1)     11.50 Q  2 松井 一陽(2)     11.53 Q
ｶﾜｲ ｹｲﾀ 木曽青峰 ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 大町

 3 東山 壱成(2)     11.52 Q  3 水島 優(2)     11.71 Q
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ 松本美須々ヶ丘 ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園

 4 勝野 涼大(2)     11.54 q  4 宮坂 僚(2)     11.82 
ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ 大町 ﾐﾔｻｶ ﾘｮｳ 大町

 5 矢口 優介(1)     11.61 q  5 中村 康平(2)     11.85 
ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ 田川

 6 矢ヶ崎 祐介(1)     11.85  6 杉原 樹(2)     11.85 
ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 田川 ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾂｷ 松本蟻ヶ崎

 7 細萱 元太(1)     11.97  7 青島 圭佑(2)     11.91 
ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 創造学園 ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ 松本美須々ヶ丘

 8 小林 拓未(1)     12.12  8 樽沢 紘人(2)     12.08 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 松商学園 ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 木曽青峰
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所属名 記録／備考



風速 +0.6

 1 中野 涼介(2)     10.84 
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 松本深志

 2 太田  敦(2)     10.91 
ｵｵﾀ ｱﾂｼ 塩尻志学館

 3 川井 渓太(1)     11.39 
ｶﾜｲ ｹｲﾀ 木曽青峰

 4 松井 一陽(2)     11.43 
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 大町

 5 東山 壱成(2)     11.46 
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ 松本美須々ヶ丘

 6 勝野 涼大(2)     11.48 
ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ 大町

 7 水島 優(2)     11.53 
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園

 8 矢口 優介(1)     11.57 
ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘

8  2500
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100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子



予選 9月15日  9:55
準決勝 9月15日 11:10
決勝 9月15日 12:20

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +0.5

 1 中野 涼介(2)     23.70 Q  1 太田 敦(2)     23.39 Q
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 松本深志 ｵｵﾀ ｱﾂｼ 塩尻志学館

 2 矢ヶ崎 祐介(1)     23.73 Q  2 松井 一陽(2)     23.43 Q
ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 田川 ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 大町

 3 宮坂 僚(2)     23.79 q  3 小野澤 達也(2)     23.94 q
ﾐﾔｻｶ ﾘｮｳ 大町 ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 穂高商

 4 田鹿 直起(2)     24.50  4 青島 圭佑(2)     24.48 q
ﾀｼｶ ﾅｵｷ 木曽青峰 ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ 松本美須々ヶ丘

 5 中村 健(2)     24.69  5 宮原 史樹(1)     24.49 q
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ 塩尻志学館 ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ 松本蟻ヶ崎

 6 吉井 優貴(2)     25.66  6 永田 望海(1)     24.52 
ﾖｼｲ ﾕｳｷ 大町北 ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 松本県ヶ丘

 7 吉岡 桂(1)     28.92  7 田代 暉(1)     25.54 
ﾖｼｵｶ ｹｲ 南安曇農 ﾀｼﾛ ﾋｶﾘ 木曽青峰

[ 3組] 風速 -0.2 [ 4組] 風速 +0.9

 1 川井 渓太(1)     23.60 Q  1 東山 壱成(2)     23.72 Q
ｶﾜｲ ｹｲﾀ 木曽青峰 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ 松本美須々ヶ丘

 2 三村 航輝(2)     23.88 Q  2 杉原 樹(2)     24.47 Q
ﾐﾑﾗ ｺｳｷ 塩尻志学館 ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾂｷ 松本蟻ヶ崎

 3 因幡 将吾(1)     24.37 q  3 松岡 雄斗(1)     24.77 
ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 大町 ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 松本深志

 4 小林 航(2)     24.46 q  4 細萱 元太(1)     25.13 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎 ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 創造学園

 5 宮田 拓実(1)     25.09  5 塚原 大知(1)     25.71 
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 創造学園 ﾂｶﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 松本県ヶ丘

 6 清沢 彩人(1)     25.94  6 浅野 豪(2)     26.62 
ｷﾖｻﾜ ｱﾔﾄ 田川 ｱｻﾉ ｺﾞｳ 大町北
千國 達哉(1)
ﾁｸﾆ ﾀﾂﾔ 大町北

[ 5組] 風速 +0.6

 1 水島 優(2)     23.58 Q
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園

 2 矢口 優介(1)     24.51 Q
ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘

 3 中村 忠夫(1)     25.01 
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｵ 穂高商

 4 大野 智裕(1)     25.91 
ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ 田川

 5 芳村 健太(1)     26.14 
ﾖｼﾑﾗ ｹﾝﾀ 池田工
塩田 雅人(1)
ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 松本深志

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +0.7

 1 中野 涼介(2)     22.77 Q  1 松井 一陽(2)     23.08 Q
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 松本深志 ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 大町

 2 東山 壱成(2)     23.02 Q  2 水島 優(2)     23.13 Q
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ 松本美須々ヶ丘 ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園

 3 太田 敦(2)     23.23 Q  3 三村 航輝(2)     23.36 Q
ｵｵﾀ ｱﾂｼ 塩尻志学館 ﾐﾑﾗ ｺｳｷ 塩尻志学館

 4 川井 渓太(1)     23.48 q  4 矢ヶ崎 祐介(1)     23.78 
ｶﾜｲ ｹｲﾀ 木曽青峰 ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 田川

 5 宮坂 僚(2)     23.61 q  5 杉原 樹(2)     24.01 
ﾐﾔｻｶ ﾘｮｳ 大町 ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾂｷ 松本蟻ヶ崎

 6 小野澤 達也(2)     23.85  6 矢口 優介(1)     24.06 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 穂高商 ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘

 7 因幡 将吾(1)     24.21  7 小林 航(2)     24.17 
ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 大町 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎

 8 宮原 史樹(1)     24.60 青島 圭佑(2)
ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ 松本蟻ヶ崎 ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ 松本美須々ヶ丘

風速 -1.2

 1 中野 涼介(2)     22.21 
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 松本深志

 2 太田 敦(2)     22.27 
ｵｵﾀ ｱﾂｼ 塩尻志学館

 3 松井 一陽(2)     22.97 
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 大町

 4 東山 壱成(2)     23.14 
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ 松本美須々ヶ丘

 5 三村 航輝(2)     23.24 
ﾐﾑﾗ ｺｳｷ 塩尻志学館

 6 水島 優(2)     23.40 
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園

 7 宮坂 僚(2)     24.09 
ﾐﾔｻｶ ﾘｮｳ 大町

 8 川井 渓太(1)     24.40 
ｶﾜｲ ｹｲﾀ 木曽青峰
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予選 9月13日 10:55
準決勝 9月13日 12:45
決勝 9月13日 14:30

[ 1組] [ 2組]

 1 水島 優(2)     51.46 Q  1 中島 大智(2)     52.76 Q
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 木曽青峰

 2 山下 紘永(1)     52.24 Q  2 忠地 大成(2)     53.46 Q
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 松本深志 ﾀﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ 松本美須々ヶ丘

 3 藤松 楓季(2)     52.47 Q  3 古林 泰紀(1)     53.63 Q
ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ 豊科 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 塩尻志学館

 4 因幡 将吾(1)     54.07 q  4 松本 卓也(2)     53.70 q
ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 大町 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 豊科

 5 関塚 賢悟(2)     57.14  5 牛山 颯太(2)     55.25 
ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ 松本県ヶ丘 ｳｼﾔﾏ ｿｳﾀ 松本県ヶ丘

 6 舘林 武(1)   1:03.65  6 岡澤 悠太(2)     57.95 
ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 梓川 ｵｶｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 南安曇農

 7 一瀬 拓郎(1)   1:03.95  7 田中 大聖(1)     58.80 
ｶｽﾞｾ ﾀｸﾛｳ 南安曇農 ﾀﾅｶ ﾀｲｾｲ 大町
吉井 優貴(2) 小口 智大(2)
ﾖｼｲ ﾕｳｷ 大町北 ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 松本深志

[ 3組] [ 4組]

 1 三村 航輝(2)     51.31 Q  1 松井 一陽(2)     51.96 Q
ﾐﾑﾗ ｺｳｷ 塩尻志学館 ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 大町

 2 小林 航(2)     52.96 Q  2 東山 壱成(2)     52.55 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ 松本美須々ヶ丘

 3 百瀬 弦(2)     53.18 Q  3 竹原 諄(1)     53.52 Q
ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ 松本県ヶ丘 ﾀｹﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 田川

 4 田鹿 直起(2)     53.75 q  4 和田 孝太(2)     55.07 
ﾀｼｶ ﾅｵｷ 木曽青峰 ﾜﾀﾞ ｺｳﾀ 木曽青峰

 5 藤原 利章(1)     53.82 q  5 細萱 元太(1)     55.14 
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科 ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 創造学園

 6 平﨑 柊(2)     55.77  6 小林 匠己(2)     55.90 
ﾋﾗｻｷ ｼｭｳ 松本美須々ヶ丘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 南安曇農

 7 三沢  遼(2)     56.60  7 奥原 稲穂(2)     59.45 
ﾐｻﾜ ﾘｮｳ 松本工 ｵｸﾊﾗ ｲﾅﾎ 塩尻志学館

[ 1組] [ 2組]

 1 中島 大智(2)     50.66 Q  1 東山 壱成(2)     51.10 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 木曽青峰 ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ 松本美須々ヶ丘

 2 三村 航輝(2)     50.67 Q  2 水島 優(2)     51.13 Q
ﾐﾑﾗ ｺｳｷ 塩尻志学館 ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園

 3 山下 紘永(1)     51.68 Q  3 松井 一陽(2)     51.15 Q
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 松本深志 ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 大町

 4 忠地 大成(2)     52.38 q  4 小林 航(2)     51.23 q
ﾀﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ 松本美須々ヶ丘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎

 5 百瀬 弦(2)     52.76  5 竹原 諄(1)     53.34 
ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ 松本県ヶ丘 ﾀｹﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 田川

 6 藤松 楓季(2)     52.98  6 田鹿 直起(2)     53.90 
ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ 豊科 ﾀｼｶ ﾅｵｷ 木曽青峰

 7 因幡 将吾(1)     54.04 藤原 利章(1)
ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 大町 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科
松本 卓也(2) 古林 泰紀(1)
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 豊科 ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 塩尻志学館

 1 三村 航輝(2)     50.19 
ﾐﾑﾗ ｺｳｷ 塩尻志学館

 2 中島 大智(2)     50.47 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 木曽青峰

 3 水島 優(2)     50.71 
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松商学園

 4 山下 紘永(1)     51.75 
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 松本深志

 5 松井 一陽(2)     51.81 
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 大町

 6 小林 航(2)     52.27 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎

 7 東山 壱成(2)     52.89 
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ 松本美須々ヶ丘

 8 忠地 大成(2)     54.73 
ﾀﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ 松本美須々ヶ丘
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予選 9月14日 11:30
準決勝 9月14日 13:30
決勝 9月15日 12:00

[ 1組] [ 2組]

 1 中島 大智(2)   2:07.10 Q  1 村瀬 崚(2)   2:07.69 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 木曽青峰 ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 松本県ヶ丘

 2 平﨑 柊(2)   2:08.11 Q  2 和田 孝太(2)   2:07.89 Q
ﾋﾗｻｷ ｼｭｳ 松本美須々ヶ丘 ﾜﾀﾞ ｺｳﾀ 木曽青峰

 3 山下 紘永(1)   2:09.56 Q  3 藤原 利章(1)   2:07.89 Q
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 松本深志 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科

 4 佐々木 康二(2)   2:10.61 q  4 平田 元(2)   2:07.91 q
ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 豊科 ﾋﾗﾀ ﾊｼﾞﾒ 大町

 5 中田 大貴(1)   2:12.87  5 杉本 拓郎(1)   2:18.90 
ﾅｶﾀ ﾋﾛﾀｶ 松本工 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 大町北

 6 小林 匠己(2)   2:13.64  6 舘林 武(1)   2:19.79 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 南安曇農 ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 梓川

 7 縣 勇貴(2)   2:19.41 山崎 航(2)
ｱｶﾞﾀ ﾕｳｷ 松商学園 ﾔﾏｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 松本美須々ヶ丘

 8 古畑 朋也(1)   2:34.81 寺島 滉己(1)
ﾌﾙﾊﾀ ﾄﾓﾔ 大町 ﾃﾗｼﾏ ｺｳｷ 松商学園

[ 3組] [ 4組]

 1 藤松 楓季(2)   2:06.45 Q  1 薛 玄太郎(1)   2:07.81 Q
ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ 豊科 ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 大町

 2 小口 智大(2)   2:06.65 Q  2 百瀬 弦(2)   2:07.86 Q
ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 松本深志 ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ 松本県ヶ丘

 3 牛山 颯太(2)   2:07.69 Q  3 奥谷 瑞貴(1)   2:07.87 Q
ｳｼﾔﾏ ｿｳﾀ 松本県ヶ丘 ｵｸﾀﾆ ﾐｽﾞｷ 木曽青峰

 4 河野 修平(2)   2:09.27 q  4 中山 航大(1)   2:07.95 q
ｺｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 松本美須々ヶ丘 ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 松本深志

 5 千國 剛史(2)   2:15.22  5 等々力 伸彦(1)   2:17.29 
ﾁｸﾆ ﾂﾖｼ 松本蟻ヶ崎 ﾄﾄﾞﾛｷ ﾉﾌﾞﾋｺ 松本蟻ヶ崎

 6 三井 智也(1)   2:16.26  6 大野 結雅(1)   2:22.93 
ﾐﾂｲ ﾄﾓﾔ 松商学園 ｵｵﾉ ﾕｳｶﾞ 塩尻志学館
奥原 稲穂(2)  7 一瀬 拓郎(1)   2:27.27 
ｵｸﾊﾗ ｲﾅﾎ 塩尻志学館 ｶｽﾞｾ ﾀｸﾛｳ 南安曇農

[ 1組] [ 2組]

 1 藤松 楓季(2)   2:01.65 Q  1 中島 大智(2)   2:00.74 Q
ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ 豊科 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 木曽青峰

 2 村瀬 崚(2)   2:02.25 Q  2 小口 智大(2)   2:02.24 Q
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 松本県ヶ丘 ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 松本深志

 3 薛 玄太郎(1)   2:03.95 Q  3 百瀬 弦(2)   2:02.69 Q
ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 大町 ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ 松本県ヶ丘

 4 和田 孝太(2)   2:04.90  4 山下 紘永(1)   2:03.31 q
ﾜﾀﾞ ｺｳﾀ 木曽青峰 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 松本深志

 5 藤原 利章(1)   2:06.23  5 牛山 颯太(2)   2:03.99 q
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科 ｳｼﾔﾏ ｿｳﾀ 松本県ヶ丘

 6 奥谷 瑞貴(1)   2:08.57  6 佐々木 康二(2)   2:11.07 
ｵｸﾀﾆ ﾐｽﾞｷ 木曽青峰 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 豊科

 7 河野 修平(2)   2:14.16  7 平田 元(2)   2:12.55 
ｺｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 松本美須々ヶ丘 ﾋﾗﾀ ﾊｼﾞﾒ 大町
中山 航大(1)  8 平﨑 柊(2)   2:13.15 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 松本深志 ﾋﾗｻｷ ｼｭｳ 松本美須々ヶ丘

 1 中島 大智(2)   1:57.42 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 木曽青峰

 2 村瀬 崚(2)   1:58.41 
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 松本県ヶ丘

 3 百瀬 弦(2)   1:58.79 
ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ 松本県ヶ丘

 4 藤松 楓季(2)   2:00.62 
ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ 豊科

 5 小口 智大(2)   2:02.88 
ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 松本深志

 6 山下 紘永(1)   2:04.70 
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 松本深志

 7 牛山 颯太(2)   2:06.82 
ｳｼﾔﾏ ｿｳﾀ 松本県ヶ丘

 8 薛 玄太郎(1)   2:18.06 
ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 大町
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予選 9月13日 10:40
決勝 9月13日 14:00

[ 1組] [ 2組]

 1 飯島 伸広(1)   4:20.61 Q  1 村瀬 崚(2)   4:22.78 Q
ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 豊科 ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 松本県ヶ丘

 2 山田 大輔(1)   4:21.14 Q  2 二村 航平(2)   4:23.12 Q
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 南安曇農 ﾆﾑﾗ ｺｳﾍｲ 松商学園

 3 細井 奨太(2)   4:21.92 Q  3 薛 玄太郎(1)   4:24.09 Q
ﾎｿｲ ｼｮｳﾀ 大町 ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 大町

 4 渡辺 優樹(2)   4:22.28 Q  4 横水 颯太(2)   4:25.05 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 松本深志 ﾖｺﾐｽﾞ ｿｳﾀ 豊科

 5 百瀬  遼(1)   4:23.77 q  5 浅村 祐貴(2)   4:26.28 q
ﾓﾓｾ ﾘｮｳ 大町北 ｱｻﾑﾗ ﾕｳｷ 松本美須々ヶ丘

 6 小口 智大(2)   4:26.54 q  6 佐々木 康二(2)   4:27.69 q
ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 松本深志 ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 豊科

 7 齊藤 駿太(1)   4:28.50  7 中山 航大(1)   4:28.43 
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ 松本県ヶ丘 ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 松本深志

 8 清水 順太(1)   4:30.24  8 野口 佐介(1)   4:29.74 
ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 松商学園 ﾉｸﾞﾁ ｻｽｹ 塩尻志学館

 9 中島 健登(2)   4:30.96  9 川島 恵一(1)   4:35.34 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾄ 松商学園 ｶﾜｼﾏ ｹｲｲﾁ 大町北

10 奥谷 瑞貴(1)   4:31.36 10 中田 大貴(1)   4:35.50 
ｵｸﾀﾆ ﾐｽﾞｷ 木曽青峰 ﾅｶﾀ ﾋﾛﾀｶ 松本工

11 河野 修平(2)   4:36.40 11 舟島 聖也(1)   4:40.99 
ｺｳﾉ ｼｭｳﾍｲ 松本美須々ヶ丘 ﾌﾈｼﾏ ｾｲﾔ 木曽青峰

12 大野 結雅(1)   4:58.58 12 伊藤 康介(2)   4:50.25 
ｵｵﾉ ﾕｳｶﾞ 塩尻志学館 ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 白馬

13 郷津 朋稀(1)   4:58.88 13 松澤 俊也(2)   5:04.52 
ｺﾞｳｽﾞ ﾄﾓｷ 松本県ヶ丘 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ 南安曇農

14 等々力 伸彦(1)   4:59.79 山崎 航(2)
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾉﾌﾞﾋｺ 松本蟻ヶ崎 ﾔﾏｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 松本美須々ヶ丘

15 北原 泰地(2)   5:06.39 一瀬 拓郎(1)
ｷﾀﾊﾗ ﾀｲﾁ 松本工 ｶｽﾞｾ ﾀｸﾛｳ 南安曇農
堀内 嵩大(2)
ﾎﾘｳﾁ ﾀｶﾋﾛ 都市大塩尻

 1 村瀬 崚(2)   4:02.01 
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 松本県ヶ丘

 2 二村 航平(2)   4:10.53 
ﾆﾑﾗ ｺｳﾍｲ 松商学園

 3 薛 玄太郎(1)   4:10.90 
ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 大町

 4 渡辺 優樹(2)   4:11.23 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 松本深志

 5 飯島 伸広(1)   4:12.80 
ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 豊科

 6 山田 大輔(1)   4:12.81 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 南安曇農

 7 百瀬  遼(1)   4:13.35 
ﾓﾓｾ ﾘｮｳ 大町北

 8 細井 奨太(2)   4:13.61 
ﾎｿｲ ｼｮｳﾀ 大町

 9 横水 颯太(2)   4:15.78 
ﾖｺﾐｽﾞ ｿｳﾀ 豊科

10 浅村 祐貴(2)   4:36.44 
ｱｻﾑﾗ ﾕｳｷ 松本美須々ヶ丘

11 佐々木 康二(2)   4:48.92 
ｻｻｷ ｺｳｼﾞ 豊科
小口 智大(2)
ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ 松本深志
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決勝 9月15日 11:25

 1 渡辺 優樹(2)  15:26.10 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 松本深志

 2 二村 航平(2)  15:39.56 
ﾆﾑﾗ ｺｳﾍｲ 松商学園

 3 薛 玄太郎(1)  15:42.14 
ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 大町

 4 山田 大輔(1)  15:49.89 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 南安曇農

 5 横水 颯太(2)  16:05.67 
ﾖｺﾐｽﾞ ｿｳﾀ 豊科

 6 野瀬 雅史(1)  16:12.55 
ﾉｾ ﾏｻﾌﾐ 松本県ヶ丘

 7 細井 奨太(2)  16:14.34 
ﾎｿｲ ｼｮｳﾀ 大町

 8 塩原 潤(1)  16:18.31 
ｼｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 松本深志

 9 中島 健登(2)  16:30.70 
ﾅｶｼﾞﾏ ｹﾝﾄ 松商学園

10 大和田 雅人(1)  16:33.47 
ｵｵﾜﾀﾞ ﾏｻﾄ 大町

11 飯島 伸広(1)  16:48.88 
ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 豊科

12 大川 柊弥(1)  16:50.67 
ｵｵｶﾜ ﾄｳﾔ 松本県ヶ丘

13 田中 晴之輔(1)  16:50.76 
ﾀﾅｶ ﾊﾙﾉｽｹ 松商学園

14 山本 侑矢(1)  16:54.32 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 松本美須々ヶ丘

15 野口 佐介(1)  16:57.04 
ﾉｸﾞﾁ ｻｽｹ 塩尻志学館

16 浅村 祐貴(2)  17:05.84 
ｱｻﾑﾗ ﾕｳｷ 松本美須々ヶ丘

17 川島 恵一(1)  17:08.00 
ｶﾜｼﾏ ｹｲｲﾁ 大町北

18 辻野 智樹(2)  17:13.12 
ﾂｼﾞﾉ ﾄﾓｷ 松本県ヶ丘

19 青木 颯(2)  17:15.58 
ｱｵｷ ﾊﾔﾃ 木曽青峰

20 舟島 聖也(1)  17:48.87 
ﾌﾈｼﾏ ｾｲﾔ 木曽青峰
植木 康平(2)
ｳｴｷ ｺｳﾍｲ 松本深志
百瀬 遼(1)
ﾓﾓｾ ﾘｮｳ 大町北

決勝 9月13日 12:00

風速 +1.1

 1 降籏 敬(2)     17.73 
ﾌﾙﾊﾀ ｹｲ 松本蟻ヶ崎

 2 大谷 一貴(1)     17.80 
ｵｵﾔ ｶｽﾞｷ 松本深志

 3 秋山 和範(1)     19.21 
ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 松本深志

 4 宮原 史樹(1)     19.87 
ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ 松本蟻ヶ崎

 5 松岡 雄斗(1)     19.89 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 松本深志

 6 丸山 拓哉(1)     22.30 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 松商学園
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予選 9月14日 11:10
決勝 9月14日 13:10

[ 1組] [ 2組]

 1 佐藤 公則(2)     57.65 Q  1 降籏 敬(2)   1:00.90 Q
ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 大町 ﾌﾙﾊﾀ ｹｲ 松本蟻ヶ崎

 2 小林 航(2)     59.68 Q  2 松本 卓也(2)   1:01.12 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎 ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 豊科

 3 忠地 大成(2)     59.89 Q  3 小川 健太(2)   1:03.49 Q
ﾀﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ 松本美須々ヶ丘 ｵｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 木曽青峰

 4 奥原 隼太(2)   1:00.37 q  4 秋山 和範(1)   1:06.62 
ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 松商学園 ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 松本深志

 5 千國 剛史(2)   1:01.47 q  5 奥原 稲穂(2)   1:06.78 
ﾁｸﾆ ﾂﾖｼ 松本蟻ヶ崎 ｵｸﾊﾗ ｲﾅﾎ 塩尻志学館

 6 大谷 一貴(1)   1:06.18 竹原 諄(1)
ｵｵﾔ ｶｽﾞｷ 松本深志 ﾀｹﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 田川

 1 佐藤 公則(2)     57.94 
ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ 大町

 2 忠地 大成(2)     58.97 
ﾀﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ 松本美須々ヶ丘

 3 小林 航(2)     59.23 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎

 4 奥原 隼太(2)     59.77 
ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 松商学園

 5 松本 卓也(2)   1:00.99 
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ 豊科

 6 降籏 敬(2)   1:03.26 
ﾌﾙﾊﾀ ｹｲ 松本蟻ヶ崎

 7 小川 健太(2)   1:03.66 
ｵｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 木曽青峰

 8 千國 剛史(2)   1:09.47 
ﾁｸﾆ ﾂﾖｼ 松本蟻ヶ崎

決勝 9月14日 14:20 決勝 9月15日 12:40

 1 大和田 雅人(1)  10:24.93  1 遠藤 和也(2)  24:54.44 
ｵｵﾜﾀﾞ ﾏｻﾄ 大町 ｴﾝﾄﾞｳ ｶｽﾞﾔ 穂高商

 2 辻野 智樹(2)  10:37.15  2 赤羽 祥紀(2)  27:14.63 
ﾂｼﾞﾉ ﾄﾓｷ 松本県ヶ丘 ｱｶﾊﾈ ﾔｽﾕｷ 松本美須々ヶ丘

 3 山崎 航(2)  10:45.16  3 永島 優太(2)  28:01.34 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾜﾀﾙ 松本美須々ヶ丘 ﾅｶﾞｼﾏ ﾕｳﾀ 木曽青峰

 4 植木 康平(2)  10:46.94  4 中畑 量平(2)  28:03.10 
ｳｴｷ ｺｳﾍｲ 松本深志 ﾅｶﾊﾀ ﾘｮｳﾍｲ 南安曇農

 5 青木 颯(2)  10:47.51 太田 英暁(2)
ｱｵｷ ﾊﾔﾃ 木曽青峰 ｵｵﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 松本深志

 6 浅村 祐貴(2)  10:48.05 
ｱｻﾑﾗ ﾕｳｷ 松本美須々ヶ丘

 7 野口 佐介(1)  10:57.41 
ﾉｸﾞﾁ ｻｽｹ 塩尻志学館

 8 山本 侑矢(1)  11:04.39 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 松本美須々ヶ丘

 9 太田 英暁(2)  11:05.21 
ｵｵﾀ ﾋﾃﾞｱｷ 松本深志

10 大野 結雅(1)  12:18.95 
ｵｵﾉ ﾕｳｶﾞ 塩尻志学館
渡辺 優樹(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 松本深志

 1970

 2366

 2466

 2549

 2368

 2052

 2326

 2369

 2260  2934
欠場

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

 2366  1990

 2326  1970

 2466  2221

 2369  2549

記録／備考
 2052  2368

記録／備考 順 No. 氏  名

男子

400mH(0.914m)
予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名 所属名 所属名

 2244

 1969

 2324

男子

5000m競歩

 2058

 2305

 2331

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

 2327

男子

3000mSC

 2248
欠場

 2255

 1992

 1991

所属名 記録／備考
 2114

決勝

順 No. 氏  名

 2134

 2255
欠場

 2329

 1965



予選 9月13日 10:30
決勝 9月14日 15:00

[ 1組] [ 2組]
順 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 松本深志  2258 塩田 雅人(1)     44.05 Q  1 塩尻志学館  2001 中村 健(2)     44.12 Q

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ｼｵﾀ ﾏｻﾄ ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ
 2251 山﨑 大輝(2)  1993 三村 航輝(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ ﾐﾑﾗ ｺｳｷ
 2253 大久保 達弥(2)  1989 古林 泰紀(1)

ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ
 2247 中野 涼介(2)  1994 太田 敦(2)

ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ ｵｵﾀ ｱﾂｼ
 2 木曽青峰  1968 田鹿 直起(2)     44.37 Q  2 大町  2052 佐藤 公則(2)     44.27 Q

ｷｿｾｲﾎｳ ﾀｼｶ ﾅｵｷ ｵｵﾏﾁ ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ
 1936 川井 渓太(1)  2051 松井 一陽(2)

ｶﾜｲ ｹｲﾀ ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ
 1964 中島 大智(2)  2055 宮坂 僚(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ ﾐﾔｻｶ ﾘｮｳ
 1963 樽沢 紘人(2)  2053 勝野 涼大(2)

ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ
 3 田川  2190 矢ヶ崎 祐介(1)     44.59 Q  3 松商学園  2476 高山 雄司(1)     45.18 Q

ﾀｶﾞﾜ ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞ
 2188 中村 康平(2)  2474 小林 拓未(1)

ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
 2189 二木 和輝(2)  2466 奥原 隼太(2)

ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ
 2934 竹原 諄(1)  2500 水島 優(2)

ﾀｹﾊﾗ ｼﾞｭﾝ ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 4 松本県ヶ丘  2301 関塚 賢悟(2)     45.75 q  4 松本美須々ヶ丘  2323 青島 圭佑(2)     45.49 q

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ
 2314 矢口 優介(1)  2326 忠地 大成(2)

ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ ﾀﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ
 2310 塚原 大知(1)  2328 村瀬 直希(2)

ﾂｶﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ ﾑﾗｾ ﾅｵｷ
 2311 永田 望海(1)  2321 東山 壱成(2)

ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ
 5 大町北  2043 浅野 豪(2)     47.42  5 梓川  2153 宮澤 一真(1)     46.28 

ｵｵﾏﾁｷﾀ ｱｻﾉ ｺﾞｳ ｱｽﾞｻｶﾞﾜ ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
 2037 千國 達哉(1)  2156 佐原 涼太(2)

ﾁｸﾆ ﾀﾂﾔ ｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ
 2046 船津 洸(2)  2154 丸山 幹稀(1)

ﾌﾅﾂﾞ ﾋｶﾙ ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ
 2045 下川 一樹(1)  2155 中澤 正人(2)

ｼﾓｶﾜ ｶｽﾞｷ ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾄ
 6 松本蟻ヶ崎  2391 宮原 史樹(1)     51.83 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ
 2368 降籏 敬(2)

ﾌﾙﾊﾀ ｹｲ
 2370 杉原 樹(2)

ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾂｷ
 2369 小林 航(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ

男子

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



順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 大町  2057 松澤 直樹(2)     43.77 

ｵｵﾏﾁ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ
 2051 松井 一陽(2)

ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ
 2055 宮坂 僚(2)

ﾐﾔｻｶ ﾘｮｳ
 2053 勝野 涼大(2)

ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ
 2 塩尻志学館  2001 中村 健(2)     43.78 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ
 1993 三村 航輝(2)

ﾐﾑﾗ ｺｳｷ
 1989 古林 泰紀(1)

ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ
 1994 太田 敦(2)

ｵｵﾀ ｱﾂｼ
 3 松本深志  2258 塩田 雅人(1)     43.91 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ｼｵﾀ ﾏｻﾄ
 2251 山﨑 大輝(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ
 2253 大久保 達弥(2)

ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ
 2247 中野 涼介(2)

ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ
 4 木曽青峰  1968 田鹿 直起(2)     44.16 

ｷｿｾｲﾎｳ ﾀｼｶ ﾅｵｷ
 1936 川井 渓太(1)

ｶﾜｲ ｹｲﾀ
 1964 中島 大智(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ
 1963 樽沢 紘人(2)

ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ
 5 松本美須々ヶ丘  2323 青島 圭佑(2)     45.41 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ
 2326 忠地 大成(2)

ﾀﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ
 2328 村瀬 直希(2)

ﾑﾗｾ ﾅｵｷ
 2321 東山 壱成(2)

ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ
 6 松商学園  2476 高山 雄司(1)     45.45 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞ
 2474 小林 拓未(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
 2466 奥原 隼太(2)

ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ
 2500 水島 優(2)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 7 田川  2190 矢ヶ崎 祐介(1)     46.15 

ﾀｶﾞﾜ ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ
 2188 中村 康平(2)

ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ
 2189 二木 和輝(2)

ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ
 2932 大野 智裕(1)

ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ
 8 松本県ヶ丘  2301 関塚 賢悟(2)     46.63 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ
 2314 矢口 優介(1)

ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ
 2310 塚原 大知(1)

ﾂｶﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ
 2311 永田 望海(1)

ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ

男子

4×100m
決勝



予選 9月14日 15:50
決勝 9月15日 13:40

[ 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 大町  2055 宮坂 僚(2)   3:27.04 Q  1 松本深志  2257 山下 紘永(1)   3:32.24 Q

ｵｵﾏﾁ ﾐﾔｻｶ ﾘｮｳ ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ
 2053 勝野 涼大(2)  2246 小口 智大(2)

ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ
 2052 佐藤 公則(2)  2251 山﨑 大輝(2)

ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ
 2051 松井 一陽(2)  2247 中野 涼介(2)

ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ
 2 豊科  2547 藤松 楓季(2)   3:33.06 Q  2 塩尻志学館  1994 太田 敦(2)   3:34.53 Q

ﾄﾖｼﾅ ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ｵｵﾀ ｱﾂｼ
 2549 松本 卓也(2)  1993 三村 航輝(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ ﾐﾑﾗ ｺｳｷ
 2533 飯島 伸広(1)  1989 古林 泰紀(1)

ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ
 2532 藤原 利章(1)  2001 中村 健(2)

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ
 3 松本美須々ヶ丘  2323 青島 圭佑(2)   3:33.16 Q  3 木曽青峰  1968 田鹿 直起(2)   3:35.81 Q

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ ｷｿｾｲﾎｳ ﾀｼｶ ﾅｵｷ
 2321 東山 壱成(2)  1939 奥谷 瑞貴(1)

ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ ｵｸﾀﾆ ﾐｽﾞｷ
 2322 平﨑 柊(2)  1967 和田 孝太(2)

ﾋﾗｻｷ ｼｭｳ ﾜﾀﾞ ｺｳﾀ
 2326 忠地 大成(2)  1964 中島 大智(2)

ﾀﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ
 4 松本蟻ヶ崎  2369 小林 航(2)   3:41.47  4 松本県ヶ丘  2311 永田 望海(1)   3:36.59 q

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ
 2368 降籏 敬(2)  2300 村瀬 崚(2)

ﾌﾙﾊﾀ ｹｲ ﾑﾗｾ ﾘｮｳ
 2366 千國 剛史(2)  2302 牛山 颯太(2)

ﾁｸﾆ ﾂﾖｼ ｳｼﾔﾏ ｿｳﾀ
 2370 杉原 樹(2)  2303 百瀬 弦(2)

ｽｷﾞﾊﾗ ﾀﾂｷ ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ
 5 田川  2190 矢ヶ崎 祐介(1)   3:44.62  5 松商学園  2474 小林 拓未(1)   3:36.69 q

ﾀｶﾞﾜ ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
 2188 中村 康平(2)  2466 奥原 隼太(2)

ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ
 2932 大野 智裕(1)  2476 高山 雄司(1)

ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞ
 2189 二木 和輝(2)  2500 水島 優(2)

ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 6 梓川  2155 中澤 正人(2)   3:54.06 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜ ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾄ
 2154 丸山 幹稀(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ
 2157 大藏 拓真(2)

ｵｵｸﾗ ﾀｸﾏ
 2160 舘林 武(1)

ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ

男子

4×400m
予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 大町  2055 宮坂 僚(2)   3:26.89 

ｵｵﾏﾁ ﾐﾔｻｶ ﾘｮｳ
 2053 勝野 涼大(2)

ｶﾂﾉ ﾘｮｳﾀ
 2052 佐藤 公則(2)

ｻﾄｳ ﾏｻﾉﾘ
 2051 松井 一陽(2)

ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ
 2 松本深志  2251 山﨑 大輝(2)   3:27.65 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ
 2246 小口 智大(2)

ｵｸﾞﾁ ﾄﾓﾋﾛ
 2247 中野 涼介(2)

ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ
 2257 山下 紘永(1)

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ
 3 松本美須々ヶ丘  2323 青島 圭佑(2)   3:32.09 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ
 2321 東山 壱成(2)

ﾋｶﾞｼﾔﾏ ｲﾁﾅﾘ
 2325 河野 修平(2)

ｺｳﾉ ｼｭｳﾍｲ
 2326 忠地 大成(2)

ﾀﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ
 4 木曽青峰  1968 田鹿 直起(2)   3:32.83 

ｷｿｾｲﾎｳ ﾀｼｶ ﾅｵｷ
 1939 奥谷 瑞貴(1)

ｵｸﾀﾆ ﾐｽﾞｷ
 1967 和田 孝太(2)

ﾜﾀﾞ ｺｳﾀ
 1964 中島 大智(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ
 5 豊科  2547 藤松 楓季(2)   3:33.38 

ﾄﾖｼﾅ ﾌｼﾞﾏﾂ ﾌｳｷ
 2549 松本 卓也(2)

ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸﾔ
 2533 飯島 伸広(1)

ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ
 2532 藤原 利章(1)

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ
 6 松本県ヶ丘  2301 関塚 賢悟(2)   3:34.40 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｾｷﾂﾞｶ ｹﾝｺﾞ
 2300 村瀬 崚(2)

ﾑﾗｾ ﾘｮｳ
 2302 牛山 颯太(2)

ｳｼﾔﾏ ｿｳﾀ
 2303 百瀬 弦(2)

ﾓﾓｾ ｹﾞﾝ
 7 塩尻志学館  1989 古林 泰紀(1)   3:36.16 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ
 1993 三村 航輝(2)

ﾐﾑﾗ ｺｳｷ
 2001 中村 健(2)

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ
 1990 奥原 稲穂(2)

ｵｸﾊﾗ ｲﾅﾎ
 8 松商学園  2474 小林 拓未(1)   3:37.66 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
 2466 奥原 隼太(2)

ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ
 2476 高山 雄司(1)

ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞ
 2500 水島 優(2)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ

男子

4×400m
決勝



決勝 9月14日 13:30

1m92 1m92
船津 洸(2) - - - - - - o o o o
ﾌﾅﾂﾞ ﾋｶﾙ 大町北 xxx
遠藤 聡(2) - - - - - - o - o o
ｴﾝﾄﾞｳ ｻﾄｼ 松本深志 xxx /
丸山 拓哉(1) o - - - xo o xxo - xxo xxx
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 松商学園
鷲澤 遼(2) - - o xxo xo xxx
ﾜｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ 大町北
諏訪 秀聖(1) o o xxo o xxx
ｽﾜ ｼｭｳｾｲ 松商学園
竹内 康平(1) o o o xo xxx
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ 田川
二木 和輝(2) - o - xo xxx
ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ 田川
忠地 大成(2) o o o xxx
ﾀﾀﾞﾁ ﾀｲｾｲ 松本美須々ヶ丘

決勝 9月14日 10:00

青山  広夢(1)
ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾑ 田川

決勝 9月13日 13:00

中野 涼介(2)   7.11   5.31   5.11   6.75    -    x    7.11 大会新
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 松本深志   +1.6   +2.3   +1.8   +0.9    +1.6
山﨑 大輝(2)   6.63   6.10    -    x   6.48   4.46    6.63 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 松本深志   -0.8   -0.6   +1.3   -0.3    -0.8
小野澤 達也(2)   5.89   6.23   6.13   6.30   6.28   6.46    6.46 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 穂高商   +0.3   +1.4   +1.0    0.0   +0.9   -0.6    -0.6
奥原 隼太(2)    x   6.07   6.12   6.10   6.28    x    6.28 
ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 松商学園   +0.8    0.0   +0.2   +0.9    +0.9
下川 一樹(1)   6.24    x   6.22    x   4.52    x    6.24 
ｼﾓｶﾜ ｶｽﾞｷ 大町北   +1.2   +0.9   +1.3    +1.2
松岡 雄斗(1)   5.24   6.20   5.83   5.98   6.02   5.82    6.20 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 松本深志   -1.1   +1.1   -0.9   +2.3   -0.3   -1.5    +1.1
松澤 直樹(2)    x   6.08   6.14    x   6.04   5.86    6.14 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾅｵｷ 大町   +2.7   +0.6   +0.8   -1.0    +0.6
樽沢 紘人(2)   5.81    x   6.08    x    x    x    6.08 
ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 木曽青峰   +0.4   -0.4    -0.4
村瀬 直希(2)   6.04    x    x    6.04 
ﾑﾗｾ ﾅｵｷ 松本美須々ヶ丘   +1.5    +1.5
中村 康平(2)    x   5.37   5.95    5.95 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ 田川   +0.6   +1.0    +1.0
宮田 拓実(1)   5.75    x   5.59    5.75 
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 創造学園   -0.4   +1.6    -0.4
中村  健(2)    x   5.51   5.70    5.70 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝ 塩尻志学館   +0.4   +1.6    +1.6
中澤 正人(2)    x    x   5.69    5.69 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 梓川   +1.0    +1.0
青山  広夢(1)   5.48   5.12   5.00    5.48 
ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾑ 田川   +2.7   -0.2   +2.2    +2.7
喜代浜 友貴(2)    x   3.42   5.40    5.40 
ｷﾖﾊﾏ ﾕｳｷ 南安曇農   +0.8   +1.5    +1.5
宮澤 一真(1)   4.51   5.37   4.74    5.37 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 梓川   +1.2   -0.7   +1.4    -0.7
塚原 大知(1)   5.34   5.10   4.98    5.34 
ﾂｶﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 松本県ヶ丘   +3.1   -0.8   +0.9    +3.1
宇佐美 貴大(1)   5.15    x    x    5.15 
ｳｻﾐ ﾀｶﾋﾛ 池田工   +2.5    +2.5
竹内 康平(1)    x   5.12   5.10    5.12 
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ 田川   +0.7   +1.4    +0.7
中村 祐貴(1)    x   4.98   5.12    5.12 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 松本県ヶ丘   -0.4   +1.0    +1.0
中村 忠夫(1)   5.03   4.69   4.30    5.03 
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｵ 穂高商   +2.1   -1.4   +1.8    +2.1
梅田 栄(1)    x   4.77    x    4.77 
ｳﾒﾀﾞ ｻｶｴ 明科   -0.6    -0.6
丸山 幹稀(1)   4.66    x    x    4.66 
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 梓川   +0.6    +0.6
小林 拓未(1)    x    x    x 記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 松商学園

 2474

21  2115

22  2566

23  2154

18  2093

19  2933

20  2312

15  2137

16  2153

17  2310

12  2001

13  2155

14  2935

9  2328

10  2188

11  2504

6  2222

7  2057

8  1963

記録

3  2108

4  2466

5  2045

-2- -3- 備考

1  2247

2  2251

-4- -5- -6-

xxx  2.20

男子

走幅跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

2m30 2m40 記録 備考
1  2935 o o xo -

男子

棒高跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m00 2m10 2m20

6  2189  1.65

8  2326  1.60

5  2462  1.65

6  2933  1.65

3  2461  1.86

4  2044  1.70

1m86 1m89

1  2046  1.89

2  2252  1.89

記録 備考
1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 1m83

男子

走高跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月15日 11:30

小野澤 達也(2)  12.95  12.44    x  12.30  11.13    x   12.95 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 穂高商   +1.6   +0.8   +0.5   -1.9    +1.6
樽沢 紘人(2)  12.43  12.86  12.91  10.58  12.45  12.44   12.91 
ﾀﾙｻﾜ ﾋﾛﾄ 木曽青峰   +1.6   +0.8   +0.9   +0.1   -1.8   -0.6    +0.9
奥原 隼太(2)  12.81    -  12.62  10.87  12.09  12.28   12.81 
ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ 松商学園   +1.2   +1.4   +0.8   -1.0   -2.9    +1.2
中澤 正人(2)  12.27  12.47  12.32  11.95    x    x   12.47 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 梓川   +0.2   +1.0   +1.6   +0.1    +1.0
山﨑 大輝(2)  11.93  12.10    -    -    -    -   12.10 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲｷ 松本深志   +0.3   +1.8    +1.8
村瀬 直希(2)  11.76  12.02  11.94  11.76    x  11.72   12.02 
ﾑﾗｾ ﾅｵｷ 松本美須々ヶ丘   +0.6   +0.6   +0.4   +0.6   -1.6    +0.6
小林 拓未(1)  11.47    x  11.25  11.01  10.56    x   11.47 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 松商学園   +1.0   +0.8   +1.8   +0.9    +1.0
梅田 栄(1)  11.34    x    x  10.94    -    x   11.34 
ｳﾒﾀﾞ ｻｶｴ 明科   +1.3   +0.7    +1.3
大藏 拓真(2)  10.89    x  10.63   10.89 
ｵｵｸﾗ ﾀｸﾏ 梓川    0.0   +0.2     0.0
諏訪 秀聖(1)  10.38    x  10.60   10.60 
ｽﾜ ｼｭｳｾｲ 松商学園   +0.3   +0.2    +0.2
下川 一樹(1) 欠場
ｼﾓｶﾜ ｶｽﾞｷ 大町北

決勝 9月14日 10:00

細田  歩(1)
ﾎｿﾀﾞ ｱﾕﾑ 塩尻志学館
濱 直輝(1)
ﾊﾏ ﾅｵｷ 梓川
石崎 智裕(2)
ｲｼｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 松本深志
大久保 達弥(2)
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 松本深志
下川 英樹(1)
ｼﾓｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 明科
瀧本 高博(2)
ﾀｷﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 松本美須々ヶ丘
丸山 貴由人(2)
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾕﾄ 松商学園
鈴木 力人(2)
ｽｽﾞｷ ﾘｷﾄ 白馬
小林 生歩稀(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 梓川
荻澤 昌俊(1)
ｵｷﾞｻﾜ ﾏｻﾄｼ 大町北
花岡 恭行(1)
ﾊﾅｵｶ ﾔｽﾕｷ 白馬
大野  智裕(1)
ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ 田川
久保田 駿(1)
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 大町北
矢口 卓也(2)
ﾔｸﾞﾁ ﾀｸﾔ 白馬
佐原 涼太(2)
ｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 梓川
丸山 悠太(1)
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 南安曇農
清沢  彩人(1) 欠場
ｷﾖｻﾜ ｱﾔﾄ 田川

 2045

8  2566

9  2157

10  2462

5  2251

6  2328

7  2474

-6-

2  1963

3  2466

4  2155

所属名 -1- -2- 記録 備考

1  2108

-3- -4- -5-

所属名 -1- -2- -3-

男子

三段跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

-4- -5- -6- 記録

男子

砲丸投(6.000kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 備考

1  1988
 10.62  10.63    x  10.62  10.54   9.68  10.63 

  7.52   8.80   9.86   9.45
2  2152

  9.35   9.92   9.92 

3  2249
  9.55   9.73   9.42   9.47   9.71   9.78   9.78 

  9.14   8.26   9.51    x
4  2253

  9.15   8.81   9.51 

5  2564
  8.90   8.33   7.71   9.43    x   8.81   9.43 

  8.23   8.84   9.30   8.15
6  2330

  8.79   9.11   9.30 

7  2468
  8.70   8.66   9.12   9.21   8.67    x   9.21 

  8.26   8.76   8.10    x
8  2021

  8.35   8.88   8.88 

9  2151
  7.56   7.76   8.30   8.30 

  8.21
10  2036

  8.11   8.15   8.21 

11  2028
  7.52   6.80   6.92   7.52 

  7.28
12  2932

  6.69   7.41   7.41 

13  2047
  7.34   7.24   7.35   7.35 

  7.19
14  2031

  6.84   6.90   7.19 

15  2156
  6.31   6.20   5.82   6.31 

  5.55
16  2140

  5.60   5.58   5.60 

 2936



決勝 9月15日  9:30

瀧本 高博(2)
ﾀｷﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 松本美須々ヶ丘
丸山 貴由人(2)
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾕﾄ 松商学園
細田 歩(1)
ﾎｿﾀﾞ ｱﾕﾑ 塩尻志学館
森島 丈(2)
ﾓﾘｼﾏ ｼﾞｮｳ 梓川
小川 健太(2)
ｵｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 木曽青峰
岡本 悠(2)
ｵｶﾓﾄ ﾕｳ 穂高商
石崎 智裕(2)
ｲｼｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 松本深志
川舩 惇弘(2)
ｶﾜﾌﾈ ｱﾂﾋﾛ 梓川
久保田 駿(1)
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 大町北
小林 生歩稀(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 梓川
荻澤 昌俊(1)
ｵｷﾞｻﾜ ﾏｻﾄｼ 大町北
荻澤 拓也(1)
ｵｷﾞｻﾜ ﾀｸﾔ 大町北
五十嵐 春輝(1)
ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｷ 白馬
笠井 優希(1) 欠場
ｶｻｲ ﾕｳｷ 松本深志
大久保 達弥(2) 欠場
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 松本深志

決勝 9月13日 10:30

瀧本 高博(2)
ﾀｷﾓﾄ ﾀｶﾋﾛ 松本美須々ヶ丘
森島 丈(2)
ﾓﾘｼﾏ ｼﾞｮｳ 梓川
下川 英樹(1)
ｼﾓｶﾜ ﾋﾃﾞｷ 明科
濱 直輝(1)
ﾊﾏ ﾅｵｷ 梓川
佐原 涼太(2)
ｻﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 梓川
久保田 駿(1)
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 大町北
細田  歩(1)
ﾎｿﾀﾞ ｱﾕﾑ 塩尻志学館
荻澤 昌俊(1)
ｵｷﾞｻﾜ ﾏｻﾄｼ 大町北
青島 圭佑(2)
ｱｵｼﾏ ｹｲｽｹ 松本美須々ヶ丘
石崎 智裕(2) 記録なし
ｲｼｻﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 松本深志

-6-

   x    x

   o
3  1988

   o    o

男子

円盤投(1.750kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -5- 記録 備考

1  2330
   o    o  35.71    x

-3- -4-

 35.71 

2  2468
 31.29    o    o    x    o    x  31.29 

4  2159
   o    o

   o  29.00  29.00    o

 25.90    o  25.90 

 28.25

   o

   o    o  28.25    o

   o    o

   o
6  2109

 23.74    o

5  1970
 25.56

   o    x  23.61 

   o

   o

   x    o  23.74 

   o    o

   o
8  2158

 23.44    o

7  2249
 23.61

 21.06 

   o    o    o  23.44 

   o  21.06

10  2151
 19.48    o

9  2047
   o

 18.65 

   o  19.48 

   o    x

12  2921
   x    x

11  2036
 18.65

 17.73 

 17.32    o

 17.73

 17.32 
13  2020

   x

 2223

 2253

-1- -2- -3- -4-

男子

-5- -6- 記録 備考

ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

   o    o    o    x
1  2330

 43.84    o  43.84 

2  2159
   x    o  39.49    o    x  41.15  41.15 

   o    o    o    o
3  2564

 38.10    o  38.10 

4  2152
   o  37.55    x    o    x  37.80  37.80 

 33.42    x    o    x
5  2156

   o    o  33.42 

6  2047
   o    o  29.43    x    o    o  29.43 

   x  26.46    o    x
7  1988

   x  25.80  26.46 

8  2036
 17.66    o    o    o    x    x  17.66 

   o
9  2323

   x  10.83  10.83 

 2249
   x    x    x



決勝 9月13日 12:00

小川 健太(2)
ｵｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 木曽青峰
丸山 幹稀(1)
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 梓川
岡本 悠(2)
ｵｶﾓﾄ ﾕｳ 穂高商
古畑 翼(2)
ﾌﾙﾊﾀ ﾂﾊﾞｻ 木曽青峰
川舩 惇弘(2)
ｶﾜﾌﾈ ｱﾂﾋﾛ 梓川
千國 達哉(1)
ﾁｸﾆ ﾀﾂﾔ 大町北
古林 泰紀(1)
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 塩尻志学館
大藏 拓真(2)
ｵｵｸﾗ ﾀｸﾏ 梓川
高山 雄司(1)
ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 松商学園
丸山 貴由人(2)
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾕﾄ 松商学園
笠井 優希(1)
ｶｻｲ ﾕｳｷ 松本深志
中村 康平(2)
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾍｲ 田川
丸山 悠太(1)
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 南安曇農
堀内 嵩大(2) 欠場
ﾎﾘｳﾁ ﾀｶﾋﾛ 都市大塩尻

 2454

 26.91 

13  2140
 12.10    x    x  12.10 

 35.32 

12  2188
 26.91    o    x

 36.09 

11  2223
   o  35.32    x

10  2468
   o    o  36.09

 40.88 

9  2476
   x  38.89    x  38.89 

   x  41.46 

8  2157
   o  40.88    o    o    o    o

   o  41.51  41.51 

7  1989
 41.46    x    o    x    o

6  2037
   x    x  39.03    x

 45.13 

5  2158
 43.32    o    o    o    o  43.54  43.54 

   o  48.13 

4  1966
   o  45.13    o    o    o    x

   x  49.08  49.08 

3  2109
   o  48.13    o    o    o

   o    o    o  53.22 

2  2154
   o  48.18    o    o

-4- -5- -6- 記録 備考

1  1970
   x  53.22    o

男子

やり投(0.800kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



開催日 平成25年9月13日(金)～9月15日(日) 混成競技記録表   得点表  （[男子]・女子） 男子  八種競技
陸協名 長野 [20] 第37回中信高等学校新人体育大会 陸上競技大会 [13202006] 混成審判長  中原　信一

長野県松本平広域公園 [201020] 記録主任：  林　嘉久夫

 2253  2189  2258  2504
大久保 達弥(2) 二木 和輝(2) 塩田 雅人(1) 宮田 拓実(1)
松本深志 田川 松本深志 創造学園

100m    11.72   707    12.01   649    11.86   679    12.28   597
  (+0.9)   707   (+0.9)   649   (+0.9)   679   (+0.9)   597

LJ     6.09   606     5.60   502     5.62   506     5.82   548
  (+0.6)  1313   (-1.5)  1151   (-1.1)  1185   (-1.5)  1145

SP     9.81   474     7.63   344     6.35   269     7.35   328
 1787  1495  1454  1473

400m    54.60   615    55.08   596    54.05   638    59.34   436
 2402  2091  2092  1909

1日目得点  2402  2091  2092  1909
順位     1     3     2     4
110mH    18.56   472    21.58   235    22.27   192    21.97   210

  (-0.2)   472   (-0.2)   235   (-0.2)   192   (-0.2)   210
JT    34.76   367    28.68   281    23.00   202    22.12   190

  839   516   394   400
HJ     1.51   396     1.69   536     1.33   270     1.45   352

 1235  1052   664   752
1500m  5:21.97   440  5:45.78   325  4:43.01   661  6:06.25   239

 1675  1377  1325   991
2日目得点  1675  1377  1325   991
総得点  4077  3468  3417  2900
順位     1     2     3     4



決勝 9月13日 11:30

風速 +0.9

 1 大久保 達弥(2)     11.72 
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 松本深志

 2 塩田 雅人(1)     11.86 
ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 松本深志

 3 二木 和輝(2)     12.01 
ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ 田川

 4 宮田 拓実(1)     12.28 
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 創造学園

決勝 9月13日 12:00

大久保 達弥(2)   5.91   6.09    x  6.09 (+0.6)
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 松本深志   -0.9   +0.6   606
宮田 拓実(1)    x   5.69   5.82  5.82 (-1.5)
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 創造学園   +1.5   -1.5   548
塩田 雅人(1)   5.31   5.31   5.62  5.62 (-1.1)
ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 松本深志   +0.3   +0.5   -1.1   506
二木 和輝(2)   5.46   5.51   5.60  5.60 (-1.5)
ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ 田川   +1.0   -0.5   -1.5   502

決勝 9月13日 13:30

大久保 達弥(2)   9.81 
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 松本深志    474
二木 和輝(2)   7.63 
ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ 田川    344
宮田 拓実(1)   7.35 
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 創造学園    328
塩田 雅人(1)   6.35 
ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 松本深志    269

決勝 9月13日 14:50

 1 塩田 雅人(1)     54.05 
ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 松本深志

 2 大久保 達弥(2)     54.60 
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 松本深志

 3 二木 和輝(2)     55.08 
ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ 田川

 4 宮田 拓実(1)     59.34 
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 創造学園

決勝 9月14日  9:30

風速 -0.2

 1 大久保 達弥(2)     18.56 
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 松本深志

 2 二木 和輝(2)     21.58 
ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ 田川

 3 宮田 拓実(1)     21.97 
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 創造学園

 4 塩田 雅人(1)     22.27 
ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 松本深志

 2258
192

235
 2504

210

472
 2189

八種競技

110mH(1.067m)
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

 2504
436

615
 2189

596

 2253

638
 2253

八種競技

400m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

記録

597

679
 2189

649

 2258

 2253
707

 2258

 2504

八種競技

走幅跳

八種競技

100m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

備考

1  2253

所属名 -1- -2- -3-順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

記録

4  2189

2  2504

3  2258

  9.81

八種競技

砲丸投(6.000kg)
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

  7.35   7.04

2  2189
   x

備考

1  2253
  8.38   8.95

  6.17   6.35
4  2258

  5.87

   x   7.63

3  2504
  6.29



決勝 9月14日 11:00

大久保 達弥(2)  34.76 
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 松本深志    367
二木 和輝(2)  28.68 
ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ 田川    281
塩田 雅人(1)  23.00 
ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 松本深志    202
宮田 拓実(1)  22.12 
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 創造学園    190

決勝 9月14日 12:00

1m60 1m63 1m66 1m69 1m72
二木 和輝(2) - - - - - - - - o o  1.69
ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ 田川 o o o xxo xxx   536
大久保 達弥(2) - - - o o xo xo o xxx  1.51
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 松本深志   396
宮田 拓実(1) - o o o o o xxx  1.45
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 創造学園   352
塩田 雅人(1) o xo xxx  1.33
ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 松本深志   270

決勝 9月14日 15:10

 1 塩田 雅人(1)   4:43.01 
ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 松本深志

 2 大久保 達弥(2)   5:21.97 
ｵｵｸﾎﾞ ﾀﾂﾔ 松本深志

 3 二木 和輝(2)   5:45.78 
ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ 田川

 4 宮田 拓実(1)   6:06.25 
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 創造学園

 2504
239

440
 2189

325

661
 2253

八種競技

1500m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

 22.12    o
4  2504

   x

 2258

   x  28.68

3  2258
   o  23.00    x

2  2189
   o

備考

1  2253
   o  34.76    x

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

八種競技

1m42 1m45

八種競技

走高跳
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

1m30 1m33
記録 備考

1  2189

1m48 1m51 1m54 1m571m36 1m39

4  2258

2  2253

3  2504
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