
第131回北信高等学校陸上競技対校選手権大会                                       
　期日：平成25年9月13日（金）-15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
09/14 男子  -0.9松橋 大夢(1) 11.07 浅川 優人(2) 11.16 池田 彪我(2) 11.28 曽根原 豪士(1) 11.34 宮林 紘汰(2) 11.51 峯村 祐貴(1) 11.60 小池 亮太(2) 11.71 畑 圭一(1) 11.89

100m 高校･長野日大 高校･長野 高校･須坂東 高校･長野日大 高校･篠ﾉ井 高校･長野日大 高校･須坂 高校･長野
09/15  +0.2浅川 優人(2) 22.33 池田 彪我(2) 22.62 松橋 大夢(1) 22.89 長田 龍貴(2) 23.14 宮林 紘汰(2) 23.18 曽根原 豪士(1) 23.81 天野 夏樹(2) 23.92 藤井  大(1) 24.20

200m 高校･長野 高校･須坂東 高校･長野日大 高校･長野日大 高校･篠ﾉ井 高校･長野日大 高校･長野高専 高校･屋代
09/13 浅川 優人(2) 50.06 内田 光一(1) 51.38 矢嶋 一樹(2) 51.71 宮林 紘汰(2) 52.25 吉越 太一朗(2) 52.36 長田 龍貴(2) 52.46 沼田 大智(2) 54.01 矢野 颯(1) 58.44

400m 高校･長野 高校･市立長野 高校･篠ﾉ井 高校･篠ﾉ井 高校･長野 高校･長野日大 高校･須坂 高校･長野吉田
09/15 碓井 涼太(2) 1,57.42 矢嶋 一樹(2) 1,58.53 白川 友一(2) 1,58.86 酒井 洋明(2) 1,59.07 中澤 侑亮(2) 1,59.36 石澤 崇紀(1) 2,00.21 北原 廉(1) 2,00.28 小山 信也(2) 2,04.30

800m 高校･長野日大 高校･篠ﾉ井 高校･中野立志館 高校･須坂 高校･長野日大 高校･長野日大 高校･長野高専 高校･屋代
09/13 碓井 涼太(2) 3,58.63 酒井 洋明(2) 3,59.75 白川 友一(2) 4,05.63 中澤 侑亮(2) 4,07.83 石澤 崇紀(1) 4,08.47 北原 廉(1) 4,13.40 門脇 航(1) 4,14.52 大峡 翔太(2) 4,16.12

1500m 高校･長野日大 大会新 高校･須坂 大会新 高校･中野立志館 高校･長野日大 高校･長野日大 高校･長野高専 高校･長野吉田 高校･中野立志館
09/15 酒井 洋明(2) 15,27.07 山崎 光(2) 15,32.71 松木 之衣(1) 15,33.46 白川 友一(2) 15,47.93 山上 翼(2) 16,14.44 玉川 智貴(2) 16,22.07 金井 奎(2) 16,26.89 大峡 翔太(2) 16,36.66

5000m 高校･須坂 高校･長野日大 高校･長野日大 高校･中野立志館 高校･長野日大 高校･須坂 高校･飯山北 高校･中野立志館
09/13  +0.9天野 夏樹(2) 16.17 一山 憲吾(1) 16.19 倉石 大樹(1) 16.46 田中 哉太(2) 16.51 中島宗一郎(2) 16.78 坪井 智哉(1) 16.79 田中 和樹(2) 17.34 吉平 真澄(2) 17.40

110mH(1.067) 高校･長野高専 高校･北部 高校･長野日大 高校･長野高専 高校･中野立志館 高校･須坂 高校･更級農業 高校･長野
09/14 天野 夏樹(2) 56.04 新井 耕元(2) 57.37 吉越 太一朗(2) 58.23 田中 哉太(2) 58.62 若月 寛人(2) 59.64 西埜 拓海(2) 59.78 荒井 雅也(1) 1,00.23 草野 晃平(2) 1,01.22

400mH(0.914) 高校･長野高専 高校･須坂 高校･長野 高校･長野高専 高校･篠ﾉ井 高校･長野吉田 高校･長野工業 高校･篠ﾉ井
09/14 大野 力(2) 10,03.80 髙野 拡美(1) 10,15.36 松本 郁也(1) 10,16.97 佐藤 真人(2) 10,21.15 金井 奎(2) 10,24.61 若林 和哉(2) 10,25.35 玉川 智貴(2) 10,27.92 野崎 元貴(1) 10,31.62

3000mSC 高校･長野日大 高校･長野日大 高校･長野日大 高校･中野立志館 高校･飯山北 高校･屋代 高校･須坂 高校･須坂
09/15 廣瀬 翔(2) 26,33.42 竹前 勇貴(2) 26,39.02 鈴木 雄登(2) 27,07.57 竹内 佑介(1) 29,47.67 石井 克弥(1) 29,58.23 徳武 共史(2) 30,30.54 稲田 優介(1) 32,07.37 高橋 光彦(1) 32,26.03

5000mW 高校･飯山北 高校･須坂東 高校･長野吉田 高校･長野日大 高校･長野日大 高校･長野吉田 高校･須坂 高校･長野高専
09/14 内山 貴仁(2) 1.97 大塚 樹也(1) 1.88 芋川 駿(2) 1.85 西澤 翔(1) 1.75 想田 賢太朗(1) 1.70 塩原 巧巳(2) 1.60

走高跳 高校･長野日大 高校･文化学園長野 高校･長野吉田 高校･松代 高校･長野日大 高校･長野高専
09/14 畑山 亮太(2) 4.10 工藤 大樹(2) 4.00 渡部 卓(1) 3.20 芝 建樹(2) 3.00 関 知大(2) 2.80

棒高跳 高校･長野工業 高校･長野工業 高校･長野日大 高校･篠ﾉ井 高校･中野立志館
09/13 内山 貴仁(2) 6.41(-0.8) 芝 竜弘(2) 6.28(-0.8) 八木 渉(2) 6.18(-1.0) 倉石 大樹(1) 6.11(-0.9) 中島宗一郎(2) 5.90(0.0) 下田 佳輝(1) 5.82(-2.4) 仲俣 宏章(1) 5.80(-0.9) 藤森 祐希(2) 5.79(-0.3)

走幅跳 高校･長野日大 高校･中野立志館 高校･中野立志館 高校･長野日大 高校･中野立志館 高校･松代 高校･須坂園芸 高校･更級農業
09/15 新井 耕元(2)13.03(-0.4) 田中 哉太(2)12.51(-1.1) 小池 亮太(2) 12.49(0.0) 長田 佑麻(1)12.29(-0.7) 根津 大輝(2)12.25(-0.1) 小林 義明(2)11.86(-0.9) 吉平 真澄(2)11.80(-0.5) 長島 均(2) 11.61(-0.8)

三段跳 高校･須坂 高校･長野高専 高校･須坂 高校･長野日大 高校･長野吉田 高校･長野商業 高校･長野 高校･長野
09/14 坂田 晃有(2) 12.29 上倉 寿史(2) 12.09 米倉 朋輝(1) 11.81 岩崎 まお(1) 10.39 諏訪戸 駿(1) 10.32 宮原 和希(2) 10.17 山本 歩(2) 10.11 浅川 諄一(2) 9.25

砲丸投(6.0kg) 高校･中野立志館 高校･飯山北 高校･長野工業 高校･長野東 高校･長野商業 高校･坂城 高校･飯山北 高校･須坂商業
09/15 大庭 直也(2) 38.30 岩崎 まお(1) 33.72 上倉 寿史(2) 31.03 米倉 朋輝(1) 30.13 野﨑 愛冬(2) 28.11 丸山 拓大(2) 24.95 黒岩 雅弘(1) 23.37 山崎 直樹(2) 23.17

円盤投(1.75kg) 高校･飯山北 高校･長野東 高校･飯山北 高校･長野工業 高校･長野吉田 高校･飯山北 高校･須坂園芸 高校･坂城
09/13 山本 歩(2) 35.67 大庭 直也(2) 32.58 坂田 晃有(2) 28.02 小林 大貴(1) 27.49 徳永 勇(2) 22.77 清水 裕太(1) 18.95 山﨑 貴博(1) 18.33 黒岩 雅弘(1) 17.96

ﾊﾝﾏｰ投(6.0kg) 高校･飯山北 高校･飯山北 高校･中野立志館 高校･中野西 高校･北部 高校･市立長野 高校･長野高専 高校･須坂園芸
09/13 飯森 大貴(2) 51.20 大和 史明(2) 49.61 岩崎 まお(1) 47.81 小森 啓裕(1) 46.86 安藤 弥(2) 44.40 大庭 直也(2) 42.38 米倉 朋輝(1) 42.13 中條 巧人(2) 41.24

やり投(800g) 高校･長野ろう 高校･長野日大 高校･長野東 高校･長野高専 高校･坂城 高校･飯山北 高校･長野工業 高校･長野吉田
09/14 長野日大       42.81 長野       44.26 長野高専       44.50 須坂       44.87 屋代       44.92 中野立志館       45.47 長野吉田       45.78 長野工業       47.74

4×100mR 松橋 大夢(1) 安塚 大輝(1) 依田 泰輝(2) 細田 恭平(2) 田中  悠(1) 関 知大(2) 夏目 映人(1) 北風 直起(1)
長田 龍貴(2) 吉越 太一朗(2) 塩原 巧巳(2) 新井 耕元(2) 戸田  樹(2) 八木 渉(2) 中條 巧人(2) 工藤 大樹(2)
峯村 祐貴(1) 畑 圭一(1) 天野 夏樹(2) 沼田 大智(2) 室賀 元晴(2) 芝 竜弘(2) 矢野 颯(1) 平林 圭太(2)
曽根原 豪士(1) 浅川 優人(2) 田中 哉太(2) 小池 亮太(2) 藤井  大(1) 中島宗一郎(2) 芋川 駿(2) 畑山 亮太(2)

09/15 長野     3,25.66 長野日大     3,28.05 篠ﾉ井     3,28.13 長野高専     3,28.32 須坂東     3,32.24 屋代     3,34.32 須坂     3,37.22 市立長野     3,40.70
4×400mR 畑 圭一(1) 丸山 圭介(2) 若月 寛人(2) 天野 夏樹(2) 中嶋 多聞(1) 田中  悠(1) 沼田 大智(2) 小島 誠也(1)

吉越 太一朗(2) 佐藤 薫(1) 宮林 紘汰(2) 北原 廉(1) 丸山 将也(2) 山田 貴大(1) 小﨑 博之(2) 白鳥 魁人(1)
長島 均(2) 雲崎 凌(1) 草野 晃平(2) 依田 泰輝(2) 三上 侃太郎(2) 小山 信也(2) 酒井 洋明(2) 隼田 晃希(1)
浅川 優人(2) 長田 龍貴(2) 矢嶋 一樹(2) 田中 哉太(2) 池田 彪我(2) 戸田  樹(2) 新井 耕元(2) 内田 光一(1)

09/14 草野 晃平(2) 4454 丸山 拓大(2) 4235 八木 渉(2) 4041 小池 智貴(1) 3980 徳竹 悠馬(1) 3944 北村 翔太(2) 3882 田口 璃空(1) 3725 清水 貴史(2) 3697
八種競技 高校･篠ﾉ井 大会新 高校･飯山北 高校･中野立志館 高校･長野吉田 高校･長野日大 高校･長野工業 高校･文化学園長野 高校･長野西

長野日大 180 中野立志館 72 飯山北 65 須坂 63 長野高専 62 長野 53 篠ノ井 50 長野吉田 37
男子総合



予選 9月13日 16:00
準決勝 9月14日 11:25
決勝 9月14日 12:35

大会記録            10.80

[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 +2.3

 1 塩原 巧巳(2) 高校     11.41 Q  1 浅川 優人(2) 高校     11.19 Q
ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 長野高専 ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野

 2 畑 圭一(1) 高校     11.47 Q  2 山田 大輝(1) 高校     11.49 Q
ﾊﾀ ｹｲｲﾁ 長野 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 長野商業

 3 戸田  樹(2) 高校     11.59 Q  3 小池 亮太(2) 高校     11.55 Q
ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ 屋代 ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ 須坂

 4 石渡 登生(1) 高校     11.77 q  4 関口 悠也(1) 高校     11.64 q
ｲｼﾜﾀ  ﾄｳｲ 中野西 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 松代

 5 塚田 慈暉(2) 高校     12.35  5 室賀 元晴(2) 高校     11.84 q
ﾂｶﾀﾞ ｼｹﾞｷ 坂城 ﾑﾛｶﾞ ﾓﾄﾊﾙ 屋代

 6 島田 康広(2) 高校     12.64  6 樋口 達也(1) 高校     12.16 
ｼﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 長野商業 ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 篠ﾉ井

 7 細田 聡央(1) 高校     13.15  7 澤﨑 拓己(2) 高校     12.72 
ﾎｿﾀﾞ ｿｵ 長野工業 ｻﾜｻﾞｷ ﾀｸﾐ 坂城
古畑 央也(1) 高校 丸山 廉人(1) 高校
ﾌﾙﾊﾀ ﾅｶﾔ 篠ﾉ井 ﾏﾙﾔﾏ ﾚﾝﾄ 飯山北

[ 3組] 風速 +1.8 [ 4組] 風速 +2.1

 1 宮林 紘汰(2) 高校     11.23 Q  1 曽根原 豪士(1) 高校     11.47 Q
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井 ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ 長野日大

 2 峯村 祐貴(1) 高校     11.44 Q  2 原山 翼(2) 高校     11.73 Q
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ 長野日大 ﾊﾗﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 須坂商業

 3 田中  悠(1) 高校     11.68 Q  3 依田 泰輝(2) 高校     11.77 Q
ﾀﾅｶ ﾕｳ 屋代 ﾖﾀﾞ ﾀｲｷ 長野高専

 4 仲俣 宏章(1) 高校     12.05  4 小林 龍也(1) 高校     11.84 q
ﾅｶﾏﾀ ﾋﾛｱｷ 須坂園芸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ 更級農業

 5 清水 優希(2) 高校     12.15  5 池田 亮太(2) 高校     12.11 
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 須坂東 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 坂城

 6 丸山 宏之(1) 高校     12.21  6 阪上 裕爾(1) 高校     12.85 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 松代 ｻｶｳｴ ﾕｳｼﾞ 長野工業

 7 小林 義明(2) 高校     12.27 小林 洸士(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｱｷ 長野商業 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｼﾞ 長野俊英
塩崎 児汰朗(2) 高校 会津 淳之介(1) 高校
ｼｵｻﾞｷ ｺﾀﾛｳ 長野高専 ｱｲﾂﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 長野吉田

[ 5組] 風速 +1.6 [ 6組] 風速 +2.1

 1 池田 彪我(2) 高校     10.97 Q  1 松橋 大夢(1) 高校     11.05 Q
ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ 須坂東 ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大

 2 中島宗一郎(2) 高校     11.62 Q  2 細田 恭平(2) 高校     11.58 Q
ﾅｶｼﾞﾏｿｳｲﾁﾛｳ 中野立志館 ﾎｿﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 須坂

 3 中條 巧人(2) 高校     11.79 Q  3 田幸 雄太(2) 高校     11.66 Q
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｸﾄ 長野吉田 ﾀｺｳ ﾕｳﾀ 須坂東

 4 藤森 祐希(2) 高校     11.98  4 大久保 樹(2) 高校     11.74 q
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 更級農業 ｵｵｸﾎﾞ ｲﾂｷ 更級農業

 5 隼田 晃希(1) 高校     12.03  5 佐藤 修平(2) 高校     11.92 q
ﾊﾔﾀ ｺｳｷ 市立長野 ｻﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 飯山北

 6 下田 佳輝(1) 高校     12.25  6 関 知大(2) 高校     12.04 
ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ 松代 ｾｷ ﾄﾓﾋﾛ 中野立志館

 7 徳永 江紀(1) 高校     12.49  7 寺澤 克弥(1) 高校     12.47 
ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳｷ 長野南 ﾃﾗｻﾜ ｶﾂﾔ 長野吉田
米山 健史(1) 高校  8 安在 祐香(2) 高校     13.62 
ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹﾌﾐ 長野ろう ｱﾝｻﾞｲ ﾕｳｶ 長野俊英

77  3139 3139

55  1042 1042

66   889  889

99   821  821

33  2751 2751

88  3095 3095

22   993  993

44  1261 1261
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

22  1330 1330
欠場欠場

88  1226 1226

33  1427 1427

99   861  861

55  2769 2769

44  1074 1074

77   903  903

66  3099 3099
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

66  1046 1046
欠場欠場

44  3138 3138
欠場欠場

22  1161 1161

99  2732 2732

33  2754 2754

77  3547 3547

55   962  962

88  1251 1251
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

22  3550 3550
欠場欠場

77  1140 1140

66  1428 1428

44  3087 3087

55  3074 3074

33  1451 1451

88  1272 1272

99  1373 1373
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

77   829  829
欠場欠場

88  2733 2733

55  1384 1384

22  1461 1461

44  1429 1429

66  1001 1001

33  1145 1145

99  1118 1118
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

22  1386 1386
欠場欠場

99  1166 1166

88  1138 1138

33  2741 2741

66   929  929

77  1464 1464

44  1123 1123

55  3545 3545
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

男子

100m100m

予選予選予選 通過基準  6組  3着 + 6通過基準  6組  3着 + 6 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



[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 -2.3

 1 浅川 優人(2) 高校     11.28 Q  1 松橋 大夢(1) 高校     11.32 Q
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野 ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大

 2 曽根原 豪士(1) 高校     11.33 Q  2 畑 圭一(1) 高校     11.83 Q
ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ 長野日大 ﾊﾀ ｹｲｲﾁ 長野

 3 宮林 紘汰(2) 高校     11.48 q  3 塩原 巧巳(2) 高校     11.84 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井 ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 長野高専

 4 細田 恭平(2) 高校     11.88  4 中島宗一郎(2) 高校     12.03 
ﾎｿﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 須坂 ﾅｶｼﾞﾏｿｳｲﾁﾛｳ 中野立志館

 5 田幸 雄太(2) 高校     11.97  5 戸田  樹(2) 高校     12.04 
ﾀｺｳ ﾕｳﾀ 須坂東 ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ 屋代

 6 田中  悠(1) 高校     12.05  6 関口 悠也(1) 高校     12.10 
ﾀﾅｶ ﾕｳ 屋代 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 松代

 7 小林 龍也(1) 高校     12.14  7 中條 巧人(2) 高校     12.12 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ 更級農業 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｸﾄ 長野吉田
石渡 登生(1) 高校  8 大久保 樹(2) 高校     12.29 
ｲｼﾜﾀ  ﾄｳｲ 中野西 ｵｵｸﾎﾞ ｲﾂｷ 更級農業

[ 3組] 風速 -0.6

 1 池田 彪我(2) 高校     11.27 Q
ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ 須坂東

 2 峯村 祐貴(1) 高校     11.69 Q
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ 長野日大

 3 小池 亮太(2) 高校     11.77 q
ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ 須坂

 4 原山 翼(2) 高校     12.02 
ﾊﾗﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 須坂商業

 5 山田 大輝(1) 高校     12.11 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 長野商業

 6 依田 泰輝(2) 高校     12.19 
ﾖﾀﾞ ﾀｲｷ 長野高専

 7 佐藤 修平(2) 高校     12.26 
ｻﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 飯山北
室賀 元晴(2) 高校
ﾑﾛｶﾞ ﾓﾄﾊﾙ 屋代

風速 -0.9

 1 松橋 大夢(1) 高校     11.07 
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大

 2 浅川 優人(2) 高校     11.16 
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野

 3 池田 彪我(2) 高校     11.28 
ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ 須坂東

 4 曽根原 豪士(1) 高校     11.34 
ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ 長野日大

 5 宮林 紘汰(2) 高校     11.51 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井

 6 峯村 祐貴(1) 高校     11.60 
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ 長野日大

 7 小池 亮太(2) 高校     11.71 
ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ 須坂

 8 畑 圭一(1) 高校     11.89 
ﾊﾀ ｹｲｲﾁ 長野

99  1123 1123

22  1001 1001

88  1272 1272

33  1373 1373

55  1251 1251

44  3099 3099

77  1118 1118

66  1261 1261
No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考

棄権棄権

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.

33  1461 1461

22   821  821

88  3547 3547

55  1145 1145

44   962  962

99  1001 1001

77  1272 1272

所属名所属名 記録／備考記録／備考
66  3099 3099

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名

33  2751 2751

88  1074 1074

22  1429 1429

99  1464 1464

55   903  903

44  3545 3545

77  1123 1123

記録／備考記録／備考
66  1261 1261

No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名

棄権棄権

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ

33   929  929

22  2754 2754

88  1451 1451

99  3095 3095

66   993  993

55  1373 1373

44  1251 1251

所属名 記録／備考記録／備考
77  1118 1118

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

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



予選 9月15日  9:45
準決勝 9月15日 11:05
決勝 9月15日 12:30

大会記録            22.08

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 -0.6

 1 長田 龍貴(2) 高校     24.24 Q  1 曽根原 豪士(1) 高校     23.87 Q
ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ 長野日大 ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ 長野日大

 2 関口 悠也(1) 高校     24.61 Q  2 天野 夏樹(2) 高校     24.26 Q
ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 松代 ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ 長野高専

 3 樋口 達也(1) 高校     25.05 Q  3 大塚 樹也(1) 高校     24.87 Q
ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 篠ﾉ井 ｵｵﾂｶ ﾐｷﾔ 文化学園長野

 4 小﨑 博之(2) 高校     25.05 q  4 池田 亮太(2) 高校     24.89 q
ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 須坂 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 坂城

 5 平林 圭太(2) 高校     25.65  5 佐藤 修平(2) 高校     25.08 q
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 長野工業 ｻﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 飯山北

 6 澤﨑 拓己(2) 高校     27.17  6 山田 翔(2) 高校     26.87 
ｻﾜｻﾞｷ ﾀｸﾐ 坂城 ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳ 中野立志館
塩崎 児汰朗(2) 高校  7 山本 孝明(1) 高校     27.27 
ｼｵｻﾞｷ ｺﾀﾛｳ 長野高専 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｱｷ 長野工業
室賀 元晴(2) 高校  8 丸山 晃平(2) 高校     27.62 
ﾑﾛｶﾞ ﾓﾄﾊﾙ 屋代 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 更級農業

[ 3組] 風速 +0.1 [ 4組] 風速 -0.5

 1 宮林 紘汰(2) 高校     23.37 Q  1 浅川 優人(2) 高校     22.97 Q
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井 ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野

 2 山田 大輝(1) 高校     24.34 Q  2 藤井  大(1) 高校     23.98 Q
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 長野商業 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲ 屋代

 3 中嶋 多聞(1) 高校     24.47 Q  3 沼田 大智(2) 高校     24.59 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ 須坂東 ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ 須坂

 4 丸山 宏之(1) 高校     25.76  4 越渓 拓(2) 高校     24.84 q
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 松代 ｺｼﾀﾆ ﾀｸ 長野高専

 5 滝澤 豪之(2) 高校     26.49  5 青沼 和也(2) 高校     24.94 q
ﾀｷｻﾞﾜ ｺﾞｳｼ 更級農業 ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞﾔ 須坂商業

 6 清水 伸悟(2) 高校     26.61  6 清水 貴史(2) 高校     25.06 q
ｼﾐｽﾞ ｼﾝｺﾞ 長野吉田 ｼﾐｽﾞ  ﾀｶｼ 長野西
戸田  樹(2) 高校  7 仲俣 一樹(1) 高校     25.82 
ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ 屋代 ﾅｶﾏﾀ ｶｽﾞｷ 北部
安塚 大輝(1) 高校  8 青木 健志朗(1) 高校     27.45 
ﾔｽﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 長野 ｱｵｷ ｹﾝｼﾛｳ 須坂東

[ 5組] 風速 -1.4 [ 6組] 風速 -1.8

 1 松橋 大夢(1) 高校     23.51 Q  1 池田 彪我(2) 高校     23.09 Q
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大 ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ 須坂東

 2 原山 翼(2) 高校     24.58 Q  2 矢野 颯(1) 高校     24.80 Q
ﾊﾗﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 須坂商業 ﾔﾉ ﾊﾔﾃ 長野吉田

 3 隼田 晃希(1) 高校     25.29 Q  3 丸山 智輝(1) 高校     24.94 Q
ﾊﾔﾀ ｺｳｷ 市立長野 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 長野東

 4 土屋 和勢(2) 高校     25.54  4 関 知大(2) 高校     25.18 
ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｾ 須坂 ｾｷ ﾄﾓﾋﾛ 中野立志館

 5 塚田 慈暉(2) 高校     25.54  5 小林 龍也(1) 高校     25.30 
ﾂｶﾀﾞ ｼｹﾞｷ 坂城 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ 更級農業

 6 朝日 亮雅(1) 高校     29.33  6 中島 剛(1) 高校     25.60 
ｱｻﾋ ﾘｮｳｶﾞ 長野工業 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹｼ 長野俊英
滝澤 知紘(2) 高校  7 古畑 央也(1) 高校     27.37 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 飯山北 ﾌﾙﾊﾀ ﾅｶﾔ 篠ﾉ井
一山 憲吾(1) 高校
ｲﾁﾔﾏ ｹﾝｺﾞ 北部

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
2  1259

8  1429

男子

200m

予選 通過基準  6組  3着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考

 2733

7  1384

6  1000

3  3550
欠場

5  1461

4  1157

9

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
6  1251

3  3546

8  2716

7  2732

4   821

5   890

9  1162

2  2768

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.
8  1373

2  1145

9   980

4  1428

5  2767

6  1080

3  1464
欠場

7  1124
欠場

氏  名 所属名 記録／備考
3  1118

6  1449

9   996

7  3501

5   957

2  1091

4  1024

8   979

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
6  1261

3   962

5  1167

9   861

2   995

3

7   823
欠場

4  2741

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  3099

 1044

8  1217

7   889

6  2754

5  3136

4  1386

欠場
8  1021



[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 -1.5

 1 浅川 優人(2) 高校     22.72 Q  1 池田 彪我(2) 高校     22.90 Q
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野 ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ 須坂東

 2 長田 龍貴(2) 高校     23.76 Q  2 天野 夏樹(2) 高校     23.64 Q
ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ 長野日大 ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ 長野高専

 3 藤井  大(1) 高校     24.11 q  3 曽根原 豪士(1) 高校     23.65 q
ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲ 屋代 ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ 長野日大

 4 矢野 颯(1) 高校     24.47  4 関口 悠也(1) 高校     24.47 
ﾔﾉ ﾊﾔﾃ 長野吉田 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 松代

 5 佐藤 修平(2) 高校     24.50  5 青沼 和也(2) 高校     24.75 
ｻﾄｳ ｼｭｳﾍｲ 飯山北 ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞﾔ 須坂商業

 6 中嶋 多聞(1) 高校     24.61  6 沼田 大智(2) 高校     24.94 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ 須坂東 ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ 須坂

 7 隼田 晃希(1) 高校     25.17  7 清水 貴史(2) 高校     25.01 
ﾊﾔﾀ ｺｳｷ 市立長野 ｼﾐｽﾞ  ﾀｶｼ 長野西

 8 越渓 拓(2) 高校     25.25  8 樋口 達也(1) 高校     25.16 
ｺｼﾀﾆ ﾀｸ 長野高専 ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 篠ﾉ井

[ 3組] 風速 -1.4

 1 松橋 大夢(1) 高校     23.14 Q
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大

 2 宮林 紘汰(2) 高校     23.59 Q
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井

 3 山田 大輝(1) 高校     24.13 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 長野商業

 4 原山 翼(2) 高校     24.24 
ﾊﾗﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ 須坂商業

 5 丸山 智輝(1) 高校     24.46 
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 長野東

 6 大塚 樹也(1) 高校     24.94 
ｵｵﾂｶ ﾐｷﾔ 文化学園長野

 7 小﨑 博之(2) 高校     25.27 
ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 須坂
池田 亮太(2) 高校
ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 坂城

風速 +0.2

 1 浅川 優人(2) 高校     22.33 
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野

 2 池田 彪我(2) 高校     22.62 
ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ 須坂東

 3 松橋 大夢(1) 高校     22.89 
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大

 4 長田 龍貴(2) 高校     23.14 
ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ 長野日大

 5 宮林 紘汰(2) 高校     23.18 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井

 6 曽根原 豪士(1) 高校     23.81 
ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ 長野日大

 7 天野 夏樹(2) 高校     23.92 
ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ 長野高専

 8 藤井  大(1) 高校     24.20 
ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲ 屋代

男子

200m
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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 所属名
5  1118

7  1259

4  1449

6  1044

3   821

9   980

2  3501

8   861

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
7  3099

No. 氏  名

5  3546

4  1251

6  1429

3   957

8   996

2  1091

9  1384

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  1261

6  1373

4  1145

5   962

8  1217

9  2716

2  1000

3  2732
棄権

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1118

7  3099

4  1261

8  1259

6  1373

2  1251

9  3546

3  1449



予選 9月13日 11:25
準決勝 9月13日 13:30
決勝 9月13日 15:15

大会記録            48.91

[ 1組] [ 2組]

 1 矢嶋 一樹(2) 高校     53.03 Q  1 矢野 颯(1) 高校     53.05 Q
ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 篠ﾉ井 ﾔﾉ ﾊﾔﾃ 長野吉田

 2 雲崎 凌(1) 高校     53.67 Q  2 小山 信也(2) 高校     54.00 Q
ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ 長野日大 ｺﾔﾏ ｼﾝﾔ 屋代

 3 清水 貴史(2) 高校     54.33 Q  3 藤澤 将大(1) 高校     55.94 Q
ｼﾐｽﾞ  ﾀｶｼ 長野西 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 須坂東

 4 土屋 和勢(2) 高校     54.77 q  4 宮澤 優仁(1) 高校     56.81 
ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｾ 須坂 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 長野高専

 5 原山 開都(1) 高校     54.94 q  5 北風 直起(1) 高校     57.94 
ﾊﾗﾔﾏ ｶｲﾄ 長野東 ｷﾀｶｾﾞ ﾅｵｷ 長野工業

 6 高野 真志(2) 高校     57.14 小林 直人(2) 高校
ﾀｶﾉ ﾏｻｼ 須坂東 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ 長野俊英
塩崎 児汰朗(2) 高校 丸山 智輝(1) 高校
ｼｵｻﾞｷ ｺﾀﾛｳ 長野高専 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 長野東
飯田 大輝(1) 高校
ｲｲﾀﾞ ﾋﾛｷ 坂城

[ 3組] [ 4組]

 1 宮林 紘汰(2) 高校     52.22 Q  1 吉越 太一朗(2) 高校     52.67 Q
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井 ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ 長野

 2 西澤 寛樹(2) 高校     53.18 Q  2 中嶋 多聞(1) 高校     52.99 Q
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 長野商業 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ 須坂東

 3 長田 龍貴(2) 高校     53.53 Q  3 荒井 雅也(1) 高校     53.02 Q
ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ 長野日大 ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 長野工業

 4 佐藤 大裕(2) 高校     53.98 q  4 西埜 拓海(2) 高校     54.07 q
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 長野吉田 ﾆｼﾉ ﾀｸﾐ 長野吉田

 5 山田 貴大(1) 高校     54.13 q  5 若月 寛人(2) 高校     55.14 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 屋代 ﾜｶﾂｷ ﾋﾛﾄ 篠ﾉ井

 6 青沼 和也(2) 高校     55.02  6 隼田 晃希(1) 高校     55.49 
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞﾔ 須坂商業 ﾊﾔﾀ ｺｳｷ 市立長野
塚田 慈暉(2) 高校 池田 亮太(2) 高校
ﾂｶﾀﾞ ｼｹﾞｷ 坂城 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 坂城

[ 5組] [ 6組]

 1 内田 光一(1) 高校     54.33 Q  1 浅川 優人(2) 高校     51.05 Q
ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 市立長野 ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野

 2 安塚 大輝(1) 高校     54.39 Q  2 沼田 大智(2) 高校     53.25 Q
ﾔｽﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 長野 ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ 須坂

 3 関口 悠也(1) 高校     55.50 Q  3 佐藤 薫(1) 高校     53.82 Q
ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 松代 ｻﾄｳ ｶｵﾙ 長野日大

 4 小﨑 博之(2) 高校     55.99  4 平林 圭太(2) 高校     54.81 q
ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ 須坂 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 長野工業

 5 仲俣 一樹(1) 高校     56.03  5 越渓 拓(2) 高校     55.71 
ﾅｶﾏﾀ ｶｽﾞｷ 北部 ｺｼﾀﾆ ﾀｸ 長野高専

 6 山田 翔(2) 高校     59.67  6 井上 祐輝(1) 高校     56.96 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳ 中野立志館 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 中野西
滝澤 知紘(2) 高校  7 武井 和樹(2) 高校     57.21 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 飯山北 ﾀｹｲ ｶｽﾞｷ 屋代

[ 1組] [ 2組]

 1 長田 龍貴(2) 高校     51.87 Q  1 浅川 優人(2) 高校     49.03 Q
ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ 長野日大 ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野

 2 宮林 紘汰(2) 高校     52.08 Q  2 内田 光一(1) 高校     51.22 Q
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 市立長野

 3 矢野 颯(1) 高校     52.23 q  3 佐藤 薫(1) 高校     52.82 
ﾔﾉ ﾊﾔﾃ 長野吉田 ｻﾄｳ ｶｵﾙ 長野日大

 4 平林 圭太(2) 高校     55.41  4 西澤 寛樹(2) 高校     53.12 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 長野工業 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 長野商業

 5 土屋 和勢(2) 高校     55.72  5 中嶋 多聞(1) 高校     53.72 
ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｾ 須坂 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ 須坂東

 6 関口 悠也(1) 高校     57.77  6 清水 貴史(2) 高校     54.01 
ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 松代 ｼﾐｽﾞ  ﾀｶｼ 長野西
安塚 大輝(1) 高校  7 佐藤 大裕(2) 高校     54.61 
ﾔｽﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 長野 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 長野吉田
小山 信也(2) 高校  8 原山 開都(1) 高校     55.64 
ｺﾔﾏ ｼﾝﾔ 屋代 ﾊﾗﾔﾏ ｶｲﾄ 長野東

所属名

 1262

男子

400m

予選 通過基準  6組  3着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

3  1091

7   995

記録／備考
4  1376

8

欠場
9  2739

2  1215

5   985

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1044

6  1463

2   983

8  3507

4  1164

7  3137

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  1141

失格
5  1217

欠場

欠場

6  3550

7   957

2  1259

3  1075

順 ﾚｰﾝ No.

3   980

5  1452

6  1373
氏  名 所属名 記録／備考

6  1121

2  1163

5  1077

7  1378

8   861

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  1124

4  2732
欠場

8  2741
欠場

4   890

7  1429

3  1000

順 ﾚｰﾝ No.

5   996

8  1024

6   856
氏  名 所属名 記録／備考

4  1118

3  1252

2  1157

6  3501

7   926

8  1459

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

2   823
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  1259

6  1373

5  1044

2  1157

3   995

8  1429

4  1124
棄権

7  1463
棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1118

5   856

8  1252

6  1141

7   980

9  1091

2  1075

3  1215



[ 3組]

 1 矢嶋 一樹(2) 高校     51.28 Q
ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 篠ﾉ井

 2 吉越 太一朗(2) 高校     51.84 Q
ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ 長野

 3 沼田 大智(2) 高校     52.32 q
ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ 須坂

 4 荒井 雅也(1) 高校     52.48 
ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 長野工業

 5 雲崎 凌(1) 高校     53.64 
ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ 長野日大

 6 山田 貴大(1) 高校     54.44 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 屋代

 7 西埜 拓海(2) 高校     54.85 
ﾆｼﾉ ﾀｸﾐ 長野吉田

 8 藤澤 将大(1) 高校     56.74 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 須坂東

 1 浅川 優人(2) 高校     50.06 
ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ 長野

 2 内田 光一(1) 高校     51.38 
ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 市立長野

 3 矢嶋 一樹(2) 高校     51.71 
ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 篠ﾉ井

 4 宮林 紘汰(2) 高校     52.25 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ 篠ﾉ井

 5 吉越 太一朗(2) 高校     52.36 
ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ 長野

 6 長田 龍貴(2) 高校     52.46 
ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ 長野日大

 7 沼田 大智(2) 高校     54.01 
ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ 須坂

 8 矢野 颯(1) 高校     58.44 
ﾔﾉ ﾊﾔﾃ 長野吉田

男子

400m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  1376

7  1121

5   996

8  1163

4  1262

3  1452

2  1077

9   983

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  1118

4   856

6  1376

9  1373

8  1121

5  1259

3   996

2  1044



予選 9月14日  9:55
準決勝 9月14日 12:45
決勝 9月15日 11:20

大会記録          1,55.76

[ 1組] [ 2組]

 1 酒井 洋明(2) 高校   2,03.77 Q  1 石澤 崇紀(1) 高校   2,03.17 Q
ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ 須坂 ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 長野日大

 2 北原 廉(1) 高校   2,04.42 Q  2 佐藤 大裕(2) 高校   2,07.28 Q
ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ 長野高専 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 長野吉田

 3 平林 圭太(2) 高校   2,08.76 Q  3 西澤 寛樹(2) 高校   2,07.49 Q
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 長野工業 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 長野商業

 4 荒井 星哉(2) 高校   2,09.36 q  4 原山 開都(1) 高校   2,09.98 q
ｱﾗｲ ｾｲﾔ 長野商業 ﾊﾗﾔﾏ ｶｲﾄ 長野東

 5 矢野 颯(1) 高校   2,18.82  5 宮川 恵向(1) 高校   2,14.99 
ﾔﾉ ﾊﾔﾃ 長野吉田 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾑ 屋代

 6 清水 裕太(1) 高校   2,19.64  6 高野 真志(2) 高校   2,19.53 
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 市立長野 ﾀｶﾉ ﾏｻｼ 須坂東

 7 小湊 和輝(2) 高校   2,22.88  7 大内 光希(1) 高校   2,31.70 
ｺﾐﾅﾄ ｶｽﾞｷ 長野 ｵｵｳﾁ ｺｳｷ 北部

 8 藤本 真佐志(2) 高校   2,23.76 上野 圭太(1) 高校
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻｼ 須坂商業 ｳｴﾉ ｹｲﾀ 中野立志館

[ 3組] [ 4組]

 1 中澤 侑亮(2) 高校   2,05.14 Q  1 白川 友一(2) 高校   2,08.06 Q
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 長野日大 ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 中野立志館

 2 三上 侃太郎(2) 高校   2,07.83 Q  2 新井 達大(2) 高校   2,09.94 Q
ﾐｶﾐ ｶﾝﾀﾛｳ 須坂東 ｱﾗｲ ｻﾄﾙ 須坂

 3 西澤 浩平(1) 高校   2,09.85 Q  3 坂口 俊太朗(1) 高校   2,09.95 Q
ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 長野東 ｻｶｸﾞﾁ  ｼｭﾝﾀﾛｳ 中野西

 4 長島 均(2) 高校   2,11.11 q  4 塚原 和人(1) 高校   2,10.20 q
ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 長野 ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 長野東

 5 北風 直起(1) 高校   2,13.29  5 中村 光希(1) 高校   2,14.01 
ｷﾀｶｾﾞ ﾅｵｷ 長野工業 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 長野商業

 6 藤沢 充(2) 高校   2,15.47  6 杉浦 麗司(1) 高校   2,33.88 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾂﾙ 須坂 ｽｷﾞｳﾗ ﾚｲｼﾞ 須坂東

 7 宮本 航(1) 高校   2,22.36  7 服部 幸一(1) 高校   2,37.06 
ﾐﾔﾓﾄ ﾜﾀﾙ 飯山北 ﾊｯﾄﾘ ｺｳｲﾁ 坂城
米山 健史(1) 高校 小? 郁也(1) 高校
ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹﾌﾐ 長野ろう ｺﾏﾂ ﾌﾐﾔ 長野工業

[ 5組] [ 6組]

 1 碓井 涼太(2) 高校   1,59.93 Q  1 門脇 航(1) 高校   2,01.46 Q
ｳｽｲ ﾘｮｳﾀ 長野日大 ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ 長野吉田

 2 小山 信也(2) 高校   2,07.13 Q  2 矢嶋 一樹(2) 高校   2,01.90 Q
ｺﾔﾏ ｼﾝﾔ 屋代 ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 篠ﾉ井

 3 内田 光一(1) 高校   2,07.86 Q  3 白鳥 魁人(1) 高校   2,08.08 Q
ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 市立長野 ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ 市立長野

 4 田中 康貴(2) 高校   2,08.37 q  4 中澤 翼(2) 高校   2,11.40 q
ﾀﾅｶ ｺｳｷ 篠ﾉ井 ﾅｶｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 長野高専

 5 塚田 亮太(1) 高校   2,11.45  5 清野 真司(2) 高校   2,12.10 
ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 長野高専 ｷﾖﾉ ｼﾝｼﾞ 長野西

 6 小林 直人(2) 高校   2,13.97  6 井上 祐輝(1) 高校   2,15.32 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾄ 長野俊英 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 中野西
寺島 智春(1) 高校  7 宮澤 悠渡(2) 高校   2,18.34 
ﾃﾗｼﾏ ﾄﾓﾊﾙ 長野 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 北部

[ 1組] [ 2組]

 1 北原 廉(1) 高校   2,01.04 Q  1 碓井 涼太(2) 高校   1,59.10 Q
ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ 長野高専 ｳｽｲ ﾘｮｳﾀ 長野日大

 2 中澤 侑亮(2) 高校   2,01.50 Q  2 矢嶋 一樹(2) 高校   1,59.72 Q
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 長野日大 ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 篠ﾉ井

 3 長島 均(2) 高校   2,08.01  3 白川 友一(2) 高校   2,00.89 q
ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 長野 ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 中野立志館

 4 三上 侃太郎(2) 高校   2,11.90  4 新井 達大(2) 高校   2,05.03 
ﾐｶﾐ ｶﾝﾀﾛｳ 須坂東 ｱﾗｲ ｻﾄﾙ 須坂

 5 西澤 浩平(1) 高校   2,16.59  5 坂口 俊太朗(1) 高校   2,07.23 
ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 長野東 ｻｶｸﾞﾁ  ｼｭﾝﾀﾛｳ 中野西
荒井 星哉(2) 高校  6 原山 開都(1) 高校   2,15.40 
ｱﾗｲ ｾｲﾔ 長野商業 ﾊﾗﾔﾏ ｶｲﾄ 長野東
門脇 航(1) 高校  7 中澤 翼(2) 高校   2,15.82 
ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ 長野吉田 ﾅｶｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 長野高専
内田 光一(1) 高校 西澤 寛樹(2) 高校
ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 市立長野 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 長野商業

2  3502

9  1141
棄権

8   931

3  1215

6   881

5   997

4  1277

7  1376

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  1041
棄権

8   856
棄権

9  1216

2  1136
棄権

3  3108

7   981

5  3505

6  1286

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  1038

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

2  3101
欠場

5  1092

8   926

4   860

3  3502

所属名 記録／備考
2  1041

7  1376

8   856

7  1382

6  3509

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4  3137

3  1277

5  1463

9  1165
欠場

順 ﾚｰﾝ No.

8  1144

記録／備考 氏  名

7  3082

5  2737

6   931

3  1213

欠場

氏  名 所属名 記録／備考
4   881

2   997

5   827

2  1330

7  1164

8   999

4  1216

9  3108

ﾚｰﾝ No.
3  1286

6   981

8   892
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

9   985

4  1023

3  1215

5  1448

2  1075

6  1141

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
7  1297

9  3109

6   961

8  1044

2   859

7  1157

4  1136

3  3505

男子

800m

予選 通過基準  6組  3着 + 6 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
5   991



[ 3組]

 1 酒井 洋明(2) 高校   2,00.63 Q
ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ 須坂

 2 石澤 崇紀(1) 高校   2,01.11 Q
ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 長野日大

 3 小山 信也(2) 高校   2,03.19 q
ｺﾔﾏ ｼﾝﾔ 屋代

 4 佐藤 大裕(2) 高校   2,08.07 
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 長野吉田

 5 塚原 和人(1) 高校   2,11.13 
ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 長野東

 6 平林 圭太(2) 高校   2,13.66 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 長野工業

 7 田中 康貴(2) 高校   2,14.80 
ﾀﾅｶ ｺｳｷ 篠ﾉ井
白鳥 魁人(1) 高校
ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ 市立長野

 1 碓井 涼太(2) 高校   1,57.42 
ｳｽｲ ﾘｮｳﾀ 長野日大

 2 矢嶋 一樹(2) 高校   1,58.53 
ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ 篠ﾉ井

 3 白川 友一(2) 高校   1,58.86 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 中野立志館

 4 酒井 洋明(2) 高校   1,59.07 
ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ 須坂

 5 中澤 侑亮(2) 高校   1,59.36 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 長野日大

 6 石澤 崇紀(1) 高校   2,00.21 
ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 長野日大

 7 北原 廉(1) 高校   2,00.28 
ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ 長野高専

 8 小山 信也(2) 高校   2,04.30 
ｺﾔﾏ ｼﾝﾔ 屋代

7  3505

2  1463

9  1286

8  1297

3   881

5   991

記録／備考
4  1277

6  1376

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  1382

8   860
棄権

3  1213

9  1157

5  1463

7  1075

4   991

6  1297

男子

800m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 9月13日 11:00
決勝 9月13日 15:00

大会記録          4,02.33

[ 1組] [ 2組]

 1 碓井 涼太(2) 高校   4,02.25 Q  1 酒井 洋明(2) 高校   4,10.74 Q
ｳｽｲ ﾘｮｳﾀ 長野日大 ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ 須坂

 2 門脇 航(1) 高校   4,16.83 Q  2 石澤 崇紀(1) 高校   4,15.03 Q
ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ 長野吉田 ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 長野日大

 3 大峡 翔太(2) 高校   4,18.85 Q  3 北原 廉(1) 高校   4,16.97 Q
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 中野立志館 ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ 長野高専

 4 玉川 智貴(2) 高校   4,26.97 q  4 島田 隆介(2) 高校   4,29.37 
ﾀﾏｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 須坂 ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 飯山北

 5 坂口 俊太朗(1) 高校   4,27.03  5 後藤 大聖(1) 高校   4,32.92 
ｻｶｸﾞﾁ  ｼｭﾝﾀﾛｳ 中野西 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾏｻ 須坂園芸

 6 峯村 開(1) 高校   4,31.60  6 荒井 星哉(2) 高校   4,36.12 
ﾐﾈﾑﾗ ｶｲ 長野 ｱﾗｲ ｾｲﾔ 長野商業

 7 竹前 勇貴(2) 高校   4,41.83  7 小島 誠也(1) 高校   4,39.44 
ﾀｹﾏｴ ﾕｳｷ 須坂東 ｺｼﾞﾏ ｾｲﾔ 市立長野

 8 山川 優太朗(2) 高校   4,43.75  8 武田 裕太(1) 高校   4,40.18 
ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 長野西 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾀ 中野立志館

 9 西澤 浩平(1) 高校   4,43.83  9 小林 知(1) 高校   4,40.35 
ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 長野東 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 長野西

10 中村 文弥(2) 高校   4,44.46 10 田中 康貴(2) 高校   4,41.09 
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 屋代 ﾀﾅｶ ｺｳｷ 篠ﾉ井

11 寺島 晃次郎(2) 高校   4,55.60 11 上松 旬(2) 高校   4,52.75 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ 長野工業 ｱｹﾞﾏ  ﾂｱﾏﾈ 中野西

12 宮澤 悠渡(2) 高校   4,55.61 12 小林 翔(1) 高校   4,52.82 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 北部 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 須坂東

13 服部 幸一(1) 高校   5,14.36 13 藤本 真佐志(2) 高校   4,56.87 
ﾊｯﾄﾘ ｺｳｲﾁ 坂城 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻｼ 須坂商業

14 小林 祐斗(1) 高校   5,27.15 14 徳武 共史(2) 高校   4,58.33 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 須坂園芸 ﾄｸﾀｹ ﾄﾓﾌﾐ 長野吉田
廣瀬 翔(2) 高校 寺島 智春(1) 高校
ﾋﾛｾ ｼｮｳ 飯山北 ﾃﾗｼﾏ ﾄﾓﾊﾙ 長野
塚田 亮太(1) 高校 小? 郁也(1) 高校
ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 長野高専 ｺﾏﾂ ﾌﾐﾔ 長野工業

[ 3組]

 1 中澤 侑亮(2) 高校   4,15.96 Q
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 長野日大

 2 白川 友一(2) 高校   4,16.55 Q
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 中野立志館

 3 白鳥 魁人(1) 高校   4,18.81 Q
ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ 市立長野

 4 野崎 元貴(1) 高校   4,22.87 q
ﾉｻﾞｷ ﾓﾄｷ 須坂

 5 柳澤 貫太(2) 高校   4,26.33 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 長野

 6 塚原 和人(1) 高校   4,29.50 
ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 長野東

 7 中村 光希(1) 高校   4,29.75 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 長野商業

 8 清野 真司(2) 高校   4,31.73 
ｷﾖﾉ ｼﾝｼﾞ 長野西

 9 中澤 翼(2) 高校   4,39.18 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 長野高専

10 桜井 諒(2) 高校   4,45.61 
ｻｸﾗｲ ﾘｮｳ 須坂園芸

11 宮下 礼人(1) 高校   4,46.01 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾄ 飯山北

12 関 崇行(1) 高校   4,56.17 
ｾｷ  ﾀｶﾕｷ 中野西

13 大内 光希(1) 高校   5,03.07 
ｵｵｳﾁ ｺｳｷ 北部

14 杉浦 麗司(1) 高校   5,09.65 
ｽｷﾞｳﾗ ﾚｲｼﾞ 須坂東
宮川 恵向(1) 高校
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾑ 屋代
酒井 雄大(2) 高校
ｻｶｲ ﾕｳﾀﾞｲ 長野吉田

所属名

 1041

男子

1500m

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

順 No. 氏  名
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大会記録
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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
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7  3502
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5   828
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11  1448
欠場

15  1085
欠場



 1 碓井 涼太(2) 高校   3,58.63 
ｳｽｲ ﾘｮｳﾀ 長野日大

 2 酒井 洋明(2) 高校   3,59.75 
ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ 須坂

 3 白川 友一(2) 高校   4,05.63 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 中野立志館

 4 中澤 侑亮(2) 高校   4,07.83 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 長野日大

 5 石澤 崇紀(1) 高校   4,08.47 
ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 長野日大

 6 北原 廉(1) 高校   4,13.40 
ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ 長野高専

 7 門脇 航(1) 高校   4,14.52 
ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ 長野吉田

 8 大峡 翔太(2) 高校   4,16.12 
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 中野立志館

 9 玉川 智貴(2) 高校   4,25.20 
ﾀﾏｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 須坂

10 柳澤 貫太(2) 高校   4,25.77 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 長野

11 野崎 元貴(1) 高校   4,27.97 
ﾉｻﾞｷ ﾓﾄｷ 須坂

12 白鳥 魁人(1) 高校   4,37.40 
ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ 市立長野

男子

1500m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1277

大会新
7   991

大会新
4   881

12  1286

5  1297

3  3505

10  1041

1   882

6   992

9  3106

2  1007

11   860



決勝 9月15日 12:55

大会記録         15,01.73

 1 酒井 洋明(2) 高校  15,27.07 
ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ 須坂

 2 山崎 光(2) 高校  15,32.71 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾘ 長野日大

 3 松木 之衣(1) 高校  15,33.46 
ﾏﾂｷ ｺﾉｴ 長野日大

 4 白川 友一(2) 高校  15,47.93 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 中野立志館

 5 山上 翼(2) 高校  16,14.44 
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾂﾊﾞｻ 長野日大

 6 玉川 智貴(2) 高校  16,22.07 
ﾀﾏｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 須坂

 7 金井 奎(2) 高校  16,26.89 
ｶﾅｲ ｹｲ 飯山北

 8 大峡 翔太(2) 高校  16,36.66 
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 中野立志館

 9 佐藤 真人(2) 高校  16,44.30 
ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 中野立志館

10 若林 和哉(2) 高校  16,54.83 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ 屋代

11 柳澤 貫太(2) 高校  16,55.71 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 長野

12 新井 達大(2) 高校  17,07.76 
ｱﾗｲ ｻﾄﾙ 須坂

13 小林 知(1) 高校  17,11.56 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 長野西

14 小池 勇飛(1) 高校  17,14.29 
ｺｲｹ ﾕｳﾋ 長野高専

15 島田 隆介(2) 高校  17,43.24 
ｼﾏﾀﾞ ﾘｭｳｽｹ 飯山北

16 岩下 航(1) 高校  17,51.73 
ｲﾜｼﾀ ﾜﾀﾙ 長野高専

17 山川 優太朗(2) 高校  17,53.36 
ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 長野西

18 上松 旬(2) 高校  18,00.31 
ｱｹﾞﾏ  ﾂｱﾏﾈ 中野西

19 小野沢 樹生(1) 高校  18,31.01 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂｷ 市立長野

20 関 崇行(1) 高校  18,35.78 
ｾｷ  ﾀｶﾕｷ 中野西

21 中村 文弥(2) 高校  18,44.73 
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 屋代

22 宮下 礼人(1) 高校  19,06.78 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾄ 飯山北
寺島 晃次郎(2) 高校
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｼﾞﾛｳ 長野工業
寺島 智春(1) 高校
ﾃﾗｼﾏ ﾄﾓﾊﾙ 長野
酒井 雄大(2) 高校
ｻｶｲ ﾕｳﾀﾞｲ 長野吉田
和田 達也(2) 高校
ﾜﾀﾞ ﾀﾂﾔ 須坂園芸
松本  卓(2) 高校
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸ 屋代

男子

5000m

決勝
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予選 9月13日 12:30
決勝 9月13日 13:55

大会記録            14.78

[ 1組] 風速 -1.4 [ 2組] 風速 -1.6

 1 天野 夏樹(2) 高校     16.86 Q  1 一山 憲吾(1) 高校     16.84 Q
ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ 長野高専 ｲﾁﾔﾏ ｹﾝｺﾞ 北部

 2 坪井 智哉(1) 高校     17.24 q  2 倉石 大樹(1) 高校     16.95 q
ﾂﾎﾞｲ ﾄﾓﾔ 須坂 ｸﾗｲｼ ﾀﾞｲｷ 長野日大

 3 吉平 真澄(2) 高校     17.75  3 大塚 樹也(1) 高校     18.67 
ﾖｼﾋﾗ ﾏｽﾐ 長野 ｵｵﾂｶ ﾐｷﾔ 文化学園長野

 4 徳竹 悠馬(1) 高校     18.47  4 八木 渉(2) 高校     19.10 
ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ 長野日大 ﾔｷﾞ ﾜﾀﾙ 中野立志館

 5 清水 伸悟(2) 高校     20.42  5 夏目 映人(1) 高校     19.14 
ｼﾐｽﾞ ｼﾝｺﾞ 長野吉田 ﾅﾂﾒ ｴｲﾄ 長野吉田

 6 細田 聡央(1) 高校     20.71 牧 優冶(2) 高校
ﾎｿﾀﾞ ｿｵ 長野工業 ﾏｷ ﾕｳﾔ 須坂

 7 越 陽康(1) 高校     22.31 
ｺｼ ﾊﾙﾔｽ 須坂商業

[ 3組] 風速 +2.8

 1 中島宗一郎(2) 高校     16.83 Q
ﾅｶｼﾞﾏｿｳｲﾁﾛｳ 中野立志館

 2 田中 哉太(2) 高校     16.86 q
ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ 長野高専

 3 金児 直登(2) 高校     17.37 q
ｶﾈｺ ﾅｵﾄ 須坂

 4 田中 和樹(2) 高校     17.75 
ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 更級農業

 5 西澤 翔(1) 高校     18.88 
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳ 松代

 6 想田 賢太朗(1) 高校     21.94 
ｿｳﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 長野日大

風速 +0.9

 1 天野 夏樹(2) 高校     16.17 
ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ 長野高専

 2 一山 憲吾(1) 高校     16.19 
ｲﾁﾔﾏ ｹﾝｺﾞ 北部

 3 倉石 大樹(1) 高校     16.46 
ｸﾗｲｼ ﾀﾞｲｷ 長野日大

 4 田中 哉太(2) 高校     16.51 
ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ 長野高専

 5 中島宗一郎(2) 高校     16.78 
ﾅｶｼﾞﾏｿｳｲﾁﾛｳ 中野立志館

 6 坪井 智哉(1) 高校     16.79 
ﾂﾎﾞｲ ﾄﾓﾔ 須坂

 7 田中 和樹(2) 高校     17.34 
ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ 更級農業

 8 吉平 真澄(2) 高校     17.40 
ﾖｼﾋﾗ ﾏｽﾐ 長野

 9 金児 直登(2) 高校     17.53 
ｶﾈｺ ﾅｵﾄ 須坂

男子

110mH(1.067)

予選 通過基準  3組  1着 + 5 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 記録／備考
8  3546

6  1008

4  1166

3  1120

5  1255

2   951

順 ﾚｰﾝ

7  1080

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1021

5  1263

4  2716

3   887

2  1045

7   994
途中棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   903

3  3548

5  1004

7  2770

6  1430

4  1258

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  3546

5  1021

9  1263

6  3548

4   903

8  1008

3  1004

2  2770

1  1120



予選 9月14日 11:05
決勝 9月14日 13:15

大会記録            53.38

[ 1組] [ 2組]

 1 天野 夏樹(2) 高校     57.23 Q  1 草野 晃平(2) 高校     58.47 Q
ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ 長野高専 ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井

 2 新井 耕元(2) 高校     57.82 Q  2 吉越 太一朗(2) 高校     58.95 Q
ｱﾗｲ ｺｳｹﾞﾝ 須坂 ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ 長野

 3 荒井 雅也(1) 高校     59.18 q  3 田中 哉太(2) 高校     59.17 q
ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 長野工業 ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ 長野高専

 4 若月 寛人(2) 高校     59.70 q  4 西埜 拓海(2) 高校     59.55 q
ﾜｶﾂｷ ﾋﾛﾄ 篠ﾉ井 ﾆｼﾉ ﾀｸﾐ 長野吉田

 5 吉平 真澄(2) 高校   1,00.39  5 細田 恭平(2) 高校   1,00.16 
ﾖｼﾋﾗ ﾏｽﾐ 長野 ﾎｿﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ 須坂

 6 坪井 智哉(1) 高校   1,00.52  6 青沼 和也(2) 高校   1,03.31 
ﾂﾎﾞｲ ﾄﾓﾔ 須坂 ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞﾔ 須坂商業

 7 夏目 映人(1) 高校   1,02.86  7 高野 真志(2) 高校   1,07.71 
ﾅﾂﾒ ｴｲﾄ 長野吉田 ﾀｶﾉ ﾏｻｼ 須坂東
戸田  樹(2) 高校
ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ 屋代

 1 天野 夏樹(2) 高校     56.04 
ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ 長野高専

 2 新井 耕元(2) 高校     57.37 
ｱﾗｲ ｺｳｹﾞﾝ 須坂

 3 吉越 太一朗(2) 高校     58.23 
ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ 長野

 4 田中 哉太(2) 高校     58.62 
ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ 長野高専

 5 若月 寛人(2) 高校     59.64 
ﾜｶﾂｷ ﾋﾛﾄ 篠ﾉ井

 6 西埜 拓海(2) 高校     59.78 
ﾆｼﾉ ﾀｸﾐ 長野吉田

 7 荒井 雅也(1) 高校   1,00.23 
ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 長野工業

 8 草野 晃平(2) 高校   1,01.22 
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
8  3546

9  1002

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

記録／備考

 1008

6  1163

2  1378

3  1045

4  1464

5  1120

7

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
6  1375

4  1121

7  3548

5  1077

8   993

2   957

3   985

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  3546

5  1002

6  1121

9  3548

2  1378

3  1077

8  1163

4  1375



決勝 9月14日 11:40

大会記録          9,16.77

 1 大野 力(2) 高校  10,03.80 
ｵｵﾉ ﾁｶﾗ 長野日大

 2 髙野 拡美(1) 高校  10,15.36 
ﾀｶﾉ ﾋﾛﾐ 長野日大

 3 松本 郁也(1) 高校  10,16.97 
ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐﾔ 長野日大

 4 佐藤 真人(2) 高校  10,21.15 
ｻﾄｳ ﾏｺﾄ 中野立志館

 5 金井 奎(2) 高校  10,24.61 
ｶﾅｲ ｹｲ 飯山北

 6 若林 和哉(2) 高校  10,25.35 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ 屋代

 7 玉川 智貴(2) 高校  10,27.92 
ﾀﾏｶﾞﾜ ﾄﾓｷ 須坂

 8 野崎 元貴(1) 高校  10,31.62 
ﾉｻﾞｷ ﾓﾄｷ 須坂

 9 柳澤 貫太(2) 高校  10,47.14 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 長野

10 小林 知(1) 高校  10,52.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 長野西

11 峯村 開(1) 高校  10,54.00 
ﾐﾈﾑﾗ ｶｲ 長野

12 芋川 遼太(2) 高校  10,55.97 
ｲﾓｶﾜ ﾘｮｳﾀ 中野立志館

13 山川 優太朗(2) 高校  11,18.38 
ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 長野西

14 武田 裕太(1) 高校  11,18.60 
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾀ 中野立志館

15 岩下 航(1) 高校  11,27.15 
ｲﾜｼﾀ ﾜﾀﾙ 長野高専

16 小野沢 樹生(1) 高校  11,39.35 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂｷ 市立長野

17 藤沢 充(2) 高校  11,53.82 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾐﾂﾙ 須坂

18 大久保 天地(1) 高校  11,59.14 
ｵｵｸﾎﾞ ﾃﾝﾁ 長野

19 松本  卓(2) 高校  14,02.63 
ﾏﾂﾓﾄ ﾀｸ 屋代
酒井 雄大(2) 高校
ｻｶｲ ﾕｳﾀﾞｲ 長野吉田

男子

3000mSC

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
11  1293

17  1273

15  1301

7   885

5   819

3  1465

10   992

16  1007

20  3106

14  1098

6  3103

19   883

2  1094

9   893

13  3510

8   857

18   999

12  3102

1  1445

4  1085
欠場



予選 9月13日 10:20
決勝 9月14日 13:50

大会記録            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   4 長野  1124 安塚 大輝(1)     44.15 Q  1   5 長野日大  1261 松橋 大夢(1)     43.55 Q

ﾅｶﾞﾉ ﾔｽﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ
 1121 吉越 太一朗(2)  1259 長田 龍貴(2)

ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ
 1123 畑 圭一(1)  1272 峯村 祐貴(1)

ﾊﾀ ｹｲｲﾁ ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ
 1118 浅川 優人(2)  1278 丸山 圭介(2)

ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ
 2   3 中野立志館   889 関 知大(2)     45.61 q  2   6 須坂  1001 小池 亮太(2)     44.96 q

ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝ ｾｷ ﾄﾓﾋﾛ ｽｻﾞｶ ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ
  887 八木 渉(2)  1002 新井 耕元(2)

ﾔｷﾞ ﾜﾀﾙ ｱﾗｲ ｺｳｹﾞﾝ
  904 芝 竜弘(2)   996 沼田 大智(2)

ｼﾊﾞ ﾀﾂﾋﾛ ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ
  903 中島宗一郎(2)  1004 金児 直登(2)

ﾅｶｼﾞﾏｿｳｲﾁﾛｳ ｶﾈｺ ﾅｵﾄ
 3   8 長野吉田  1045 夏目 映人(1)     45.86 q  3   7 松代  1427 下田 佳輝(1)     46.31 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ﾅﾂﾒ ｴｲﾄ ﾏﾂｼﾛ ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ
 1074 中條 巧人(2)  1428 丸山 宏之(1)

ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｸﾄ ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ
 1044 矢野 颯(1)  1429 関口 悠也(1)

ﾔﾉ ﾊﾔﾃ ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ
 1072 芋川 駿(2)  1430 西澤 翔(1)

ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳ
 4   2 市立長野高   861 隼田 晃希(1)     46.19  4   4 篠ﾉ井  1380 飯田 雄平(2)     46.96 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾊﾔﾀ ｺｳｷ ｼﾉﾉｲ ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾍｲ
  860 白鳥 魁人(1)  1384 樋口 達也(1)

ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ
  858 小島 誠也(1)  1373 宮林 紘汰(2)

ｺｼﾞﾏ ｾｲﾔ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ
  856 内田 光一(1)  1386 古畑 央也(1)

ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ ﾌﾙﾊﾀ ﾅｶﾔ
 5   7 長野商業  1138 島田 康広(2)     46.78  5   2 坂城  2732 池田 亮太(2)     47.54 

ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳ ｼﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ ｻｶｷ ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ
 1140 小林 義明(2)  2741 塚田 慈暉(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｱｷ ﾂｶﾀﾞ ｼｹﾞｷ
 1141 西澤 寛樹(2)  2733 澤﨑 拓己(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ｻﾜｻﾞｷ ﾀｸﾐ
 1145 山田 大輝(1)  2731 安藤 弥(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ
 6   5 北部  1022 青柳 郁生(1)     48.28   3 飯山北

ﾎｸﾌﾞ ｱｵﾔｷﾞ ｲｸﾐ ｲｲﾔﾏｷﾀ 欠場
 1021 一山 憲吾(1)

ｲﾁﾔﾏ ｹﾝｺﾞ
 1025 佐藤 駆(1)

ｻﾄｳ ｶｹﾙ
 1024 仲俣 一樹(1)

ﾅｶﾏﾀ ｶｽﾞｷ
 7   6 須坂東  3099 池田 彪我(2)   1,07.78 

ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼ ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ
 3094 丸山 将也(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ
 3095 田幸 雄太(2)

ﾀｺｳ ﾕｳﾀ
  980 中嶋 多聞(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ

男子

4×100mR

予選 通過基準  3組  1着 + 5 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 長野高専  3547 依田 泰輝(2)     44.20 Q

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾖﾀﾞ ﾀｲｷ
 3545 塩原 巧巳(2)

ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ
 3546 天野 夏樹(2)

ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ
 3548 田中 哉太(2)

ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ
 2   7 屋代  1451 田中  悠(1)     45.49 q

ﾔｼﾛ ﾀﾅｶ ﾕｳ
 1464 戸田  樹(2)

ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ
 1461 室賀 元晴(2)

ﾑﾛｶﾞ ﾓﾄﾊﾙ
 1459 武井 和樹(2)

ﾀｹｲ ｶｽﾞｷ
 3   6 長野工業  1151 工藤 大樹(2)     45.98 q

ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳ ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ
 1163 荒井 雅也(1)

ｱﾗｲ ﾏｻﾔ
 1157 平林 圭太(2)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ
 1156 畑山 亮太(2)

ﾊﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
 4   2 更級農業  2770 田中 和樹(2)     46.44 

ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳ ﾀﾅｶ ｶｽﾞｷ
 2751 大久保 樹(2)

ｵｵｸﾎﾞ ｲﾂｷ
 2754 小林 龍也(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ
 2769 藤森 祐希(2)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ
 5   3 須坂商業   951 越 陽康(1)     47.34 

ｽｻﾞｶｼｮｳｷﾞｮｳ ｺｼ ﾊﾙﾔｽ
  962 原山 翼(2)

ﾊﾗﾔﾏ ﾂﾊﾞｻ
  961 藤本 真佐志(2)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾏｻｼ
  957 青沼 和也(2)

ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞﾔ
  4 長野東

ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ 欠場

男子

4×100mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 長野日大  1261 松橋 大夢(1)     42.81 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ
 1259 長田 龍貴(2)

ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ
 1272 峯村 祐貴(1)

ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ
 1251 曽根原 豪士(1)

ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ
 2   4 長野  1124 安塚 大輝(1)     44.26 

ﾅｶﾞﾉ ﾔｽﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ
 1121 吉越 太一朗(2)

ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ
 1123 畑 圭一(1)

ﾊﾀ ｹｲｲﾁ
 1118 浅川 優人(2)

ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ
 3   5 長野高専  3547 依田 泰輝(2)     44.50 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾖﾀﾞ ﾀｲｷ
 3545 塩原 巧巳(2)

ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ
 3546 天野 夏樹(2)

ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ
 3548 田中 哉太(2)

ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ
 4   6 須坂   993 細田 恭平(2)     44.87 

ｽｻﾞｶ ﾎｿﾀﾞ ｷｮｳﾍｲ
 1002 新井 耕元(2)

ｱﾗｲ ｺｳｹﾞﾝ
  996 沼田 大智(2)

ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ
 1001 小池 亮太(2)

ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ
 5   8 屋代  1451 田中  悠(1)     44.92 

ﾔｼﾛ ﾀﾅｶ ﾕｳ
 1464 戸田  樹(2)

ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ
 1461 室賀 元晴(2)

ﾑﾛｶﾞ ﾓﾄﾊﾙ
 1449 藤井  大(1)

ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲ
 6   9 中野立志館   889 関 知大(2)     45.47 

ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝ ｾｷ ﾄﾓﾋﾛ
  887 八木 渉(2)

ﾔｷﾞ ﾜﾀﾙ
  904 芝 竜弘(2)

ｼﾊﾞ ﾀﾂﾋﾛ
  903 中島宗一郎(2)

ﾅｶｼﾞﾏｿｳｲﾁﾛｳ
 7   3 長野吉田  1045 夏目 映人(1)     45.78 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ﾅﾂﾒ ｴｲﾄ
 1074 中條 巧人(2)

ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｸﾄ
 1044 矢野 颯(1)

ﾔﾉ ﾊﾔﾃ
 1072 芋川 駿(2)

ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ
 8   2 長野工業  1164 北風 直起(1)     47.74 

ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳ ｷﾀｶｾﾞ ﾅｵｷ
 1151 工藤 大樹(2)

ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ
 1157 平林 圭太(2)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ
 1156 畑山 亮太(2)

ﾊﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾀ

4×100mR
決勝

男子



予選 9月14日 15:00
決勝 9月15日 13:55

大会記録          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   5 篠ﾉ井  1378 若月 寛人(2)   3,30.95 Q  1   7 長野日大  1278 丸山 圭介(2)   3,28.30 Q

ｼﾉﾉｲ ﾜｶﾂｷ ﾋﾛﾄ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ
 1373 宮林 紘汰(2)  1252 佐藤 薫(1)

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ ｻﾄｳ ｶｵﾙ
 1384 樋口 達也(1)  1262 雲崎 凌(1)

ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ
 1376 矢嶋 一樹(2)  1259 長田 龍貴(2)

ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ
 2   3 須坂東   980 中嶋 多聞(1)   3,31.94 q  2   6 長野高専  3546 天野 夏樹(2)   3,30.86 q

ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼ ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ
 3095 田幸 雄太(2)  3505 北原 廉(1)

ﾀｺｳ ﾕｳﾀ ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ
  983 藤澤 将大(1)  3547 依田 泰輝(2)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ ﾖﾀﾞ ﾀｲｷ
 3099 池田 彪我(2)  3548 田中 哉太(2)

ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ
 3   7 須坂   996 沼田 大智(2)   3,32.64 q  3   5 屋代  1451 田中  悠(1)   3,35.72 q

ｽｻﾞｶ ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ ﾔｼﾛ ﾀﾅｶ ﾕｳ
 1002 新井 耕元(2)  1464 戸田  樹(2)

ｱﾗｲ ｺｳｹﾞﾝ ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ
 1001 小池 亮太(2)  1463 小山 信也(2)

ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ ｺﾔﾏ ｼﾝﾔ
  995 土屋 和勢(2)  1452 山田 貴大(1)

ﾂﾁﾔ ｶｽﾞｾ ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ
 4   2 長野吉田  1074 中條 巧人(2)   3,35.79  4   3 中野立志館   889 関 知大(2)   3,38.12 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｸﾄ ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝ ｾｷ ﾄﾓﾋﾛ
 1044 矢野 颯(1)   881 白川 友一(2)

ﾔﾉ ﾊﾔﾃ ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ
 1077 西埜 拓海(2)   887 八木 渉(2)

ﾆｼﾉ ﾀｸﾐ ﾔｷﾞ ﾜﾀﾙ
 1075 佐藤 大裕(2)   903 中島宗一郎(2)

ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ ﾅｶｼﾞﾏｿｳｲﾁﾛｳ
 5   6 長野工業  1163 荒井 雅也(1)   3,40.86  5   2 長野東  1217 丸山 智輝(1)   3,41.92 

ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳ ｱﾗｲ ﾏｻﾔ ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ
 1157 平林 圭太(2)  1216 西澤 浩平(1)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ
 1156 畑山 亮太(2)  1213 塚原 和人(1)

ﾊﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾀ ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾄ
 1153 北村 翔太(2)  1215 原山 開都(1)

ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ ﾊﾗﾔﾏ ｶｲﾄ
 6   4 中野西   931 坂口 俊太朗(1)   3,57.10  6   4 松代  1427 下田 佳輝(1)   3,44.19 

ﾅｶﾉﾆｼ ｻｶｸﾞﾁ  ｼｭﾝﾀﾛｳ ﾏﾂｼﾛ ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ
  926 井上 祐輝(1)  1430 西澤 翔(1)

ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳ
  928 関 崇行(1)  1429 関口 悠也(1)

ｾｷ  ﾀｶﾕｷ ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ
  946 上松 旬(2)  1428 丸山 宏之(1)

ｱｹﾞﾏ  ﾂｱﾏﾈ ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ

男子

4×400mR

予選 通過基準  3組  1着 + 5 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 長野  1124 安塚 大輝(1)   3,31.68 Q

ﾅｶﾞﾉ ﾔｽﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ
 1121 吉越 太一朗(2)

ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ
 1123 畑 圭一(1)

ﾊﾀ ｹｲｲﾁ
 1118 浅川 優人(2)

ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ
 2   3 市立長野   858 小島 誠也(1)   3,35.04 q

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｺｼﾞﾏ ｾｲﾔ
  860 白鳥 魁人(1)

ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ
  861 隼田 晃希(1)

ﾊﾔﾀ ｺｳｷ
  856 内田 光一(1)

ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ
 3   4 長野商業  1142 神田 郁実(1)   3,40.49 

ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳ ｶﾝﾀﾞ ｲｸﾐ
 1145 山田 大輝(1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ
 1141 西澤 寛樹(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
 1136 荒井 星哉(2)

ｱﾗｲ ｾｲﾔ
 4   5 坂城  2732 池田 亮太(2)   3,47.74 

ｻｶｷ ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ
 2741 塚田 慈暉(2)

ﾂｶﾀﾞ ｼｹﾞｷ
 2733 澤﨑 拓己(2)

ｻﾜｻﾞｷ ﾀｸﾐ
 2731 安藤 弥(2)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ
 5   6 長野西  1098 小林 知(1)   3,55.51 

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ
 1091 清水 貴史(2)

ｼﾐｽﾞ  ﾀｶｼ
 1094 山川 優太朗(2)

ﾔﾏｶﾜ ﾕｳﾀﾛｳ
 1092 清野 真司(2)

ｷﾖﾉ ｼﾝｼﾞ
  2 更級農業

ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳ 欠場

男子

4×400mR



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 長野  1123 畑 圭一(1)   3,25.66 

ﾅｶﾞﾉ ﾊﾀ ｹｲｲﾁ
 1121 吉越 太一朗(2)

ﾖｼｺｼ ﾀｲﾁﾛｳ
 3108 長島 均(2)

ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ
 1118 浅川 優人(2)

ｱｻｶﾜ ﾕｳﾄ
 2   5 長野日大  1278 丸山 圭介(2)   3,28.05 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ
 1252 佐藤 薫(1)

ｻﾄｳ ｶｵﾙ
 1262 雲崎 凌(1)

ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ
 1259 長田 龍貴(2)

ﾅｶﾞﾀ ﾘｭｳｷ
 3   7 篠ﾉ井  1378 若月 寛人(2)   3,28.13 

ｼﾉﾉｲ ﾜｶﾂｷ ﾋﾛﾄ
 1373 宮林 紘汰(2)

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀ
 1375 草野 晃平(2)

ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ
 1376 矢嶋 一樹(2)

ﾔｼﾞﾏ ｶｽﾞｷ
 4   6 長野高専  3546 天野 夏樹(2)   3,28.32 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ
 3505 北原 廉(1)

ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ
 3547 依田 泰輝(2)

ﾖﾀﾞ ﾀｲｷ
 3548 田中 哉太(2)

ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ
 5   8 須坂東   980 中嶋 多聞(1)   3,32.24 

ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼ ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ
 3094 丸山 将也(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ
  981 三上 侃太郎(2)

ﾐｶﾐ ｶﾝﾀﾛｳ
 3099 池田 彪我(2)

ｲｹﾀﾞ ﾋｮｳｶﾞ
 6   2 屋代  1451 田中  悠(1)   3,34.32 

ﾔｼﾛ ﾀﾅｶ ﾕｳ
 1452 山田 貴大(1)

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ
 1463 小山 信也(2)

ｺﾔﾏ ｼﾝﾔ
 1464 戸田  樹(2)

ﾄﾀﾞ ｲﾂｷ
 7   9 須坂   996 沼田 大智(2)   3,37.22 

ｽｻﾞｶ ﾇﾏﾀ ﾀﾞｲﾁ
 1000 小﨑 博之(2)

ｵｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ
  991 酒井 洋明(2)

ｻｶｲ ﾋﾛｱｷ
 1002 新井 耕元(2)

ｱﾗｲ ｺｳｹﾞﾝ
 8   3 市立長野   858 小島 誠也(1)   3,40.70 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｺｼﾞﾏ ｾｲﾔ
  860 白鳥 魁人(1)

ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ
  861 隼田 晃希(1)

ﾊﾔﾀ ｺｳｷ
  856 内田 光一(1)

ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ

4×400mR
決勝

男子



決勝 9月14日 13:30

大会記録             2.00

2m01
内山 貴仁(2) 高校 - - - O O O - O O O
ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 長野日大 XXX
大塚 樹也(1) 高校 - O - O O XO O XXX
ｵｵﾂｶ ﾐｷﾔ 文化学園長野
芋川 駿(2) 高校 - - - - - O - X- /
ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ 長野吉田
西澤 翔(1) 高校 - O O XXO XXX
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳ 松代
想田 賢太朗(1) 高校 XO - XO XXX
ｿｳﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 長野日大
塩原 巧巳(2) 高校 O /
ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 長野高専

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m60 1m65 1m80 1m85 1m88 1m91 1m94 1m97

1 5  1275
 1.97

記録
1m70 1m75

 1258
 1.70

2 3  2716
 1.88

3 6  1072
 1.85

6 4  3545
 1.60

4 1  1430
 1.75

5 2



決勝 9月14日 10:30

大会記録             4.45

4m20
畑山 亮太(2) 高校 - - - - - O O O O XXO
ﾊﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 長野工業 XXX
工藤 大樹(2) 高校 - - - - - O O O O XXX
ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 長野工業
渡部 卓(1) 高校 O O O XXX
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸ 長野日大
芝 建樹(2) 高校 O O XXX
ｼﾊﾞ ﾀﾂｷ 篠ﾉ井
関 知大(2) 高校 XXO XXX
ｾｷ ﾄﾓﾋﾛ 中野立志館
藤澤 将大(1) 高校 XXX
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 須坂東

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
2m80 3m00 3m60 3m70 3m80 3m90 4m00 4m10

1 4  1156
 4.10

記録
3m20 3m40

  889
 2.80

2 6  1151
 4.00

3 5  1304
 3.20

1   983

4 3  1377
 3.00

5 2



決勝 9月13日 14:00

大会記録             6.95

内山 貴仁(2) 高校   5.89   6.19    X   5.89    -   6.41    6.41 
ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 長野日大   -0.9   -1.2   -0.2   -0.8    -0.8
芝 竜弘(2) 高校   6.01   6.08   6.05    X   6.28   6.00    6.28 
ｼﾊﾞ ﾀﾂﾋﾛ 中野立志館   -0.9   -0.6   -1.5   -0.8   -1.2    -0.8
八木 渉(2) 高校   5.93   5.85    -    -   6.18   6.07    6.18 
ﾔｷﾞ ﾜﾀﾙ 中野立志館   -1.0   -0.2   -1.0   -1.8    -1.0
倉石 大樹(1) 高校   5.97   6.05   6.11   6.05    X   6.10    6.11 
ｸﾗｲｼ ﾀﾞｲｷ 長野日大    0.0   -1.5   -0.9   -0.3    0.0    -0.9
中島宗一郎(2) 高校   5.80   5.57   5.86   5.86    X   5.90    5.90 
ﾅｶｼﾞﾏｿｳｲﾁﾛｳ 中野立志館   -0.7   -0.2   -1.1   -1.5    0.0     0.0
下田 佳輝(1) 高校    X   5.82   5.61   5.50   5.70    X    5.82 
ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ 松代   -2.4   -0.4   -1.4   -0.2    -2.4
仲俣 宏章(1) 高校   5.48   5.80   5.44   5.28   5.57   5.27    5.80 
ﾅｶﾏﾀ ﾋﾛｱｷ 須坂園芸   +0.3   -0.9    0.0   -0.6   -0.1   -0.3    -0.9
藤森 祐希(2) 高校   5.37   5.79   5.57   5.44   5.45   5.60    5.79 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 更級農業   -0.4   -0.3   -0.5   -1.2    0.0   -1.0    -0.3
長田 佑麻(1) 高校   5.72    X   5.55    5.72 
ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 長野日大   -1.1   -1.0    -1.1
瀧沢 暢生(1) 高校   5.66    X    X    5.66 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｵ 長野高専    0.0     0.0
丸山 廉人(1) 高校   5.38   5.52   5.64    5.64 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚﾝﾄ 飯山北   -1.1   -0.4   -1.1    -1.1
田口 璃空(1) 高校    X   5.60   5.51    5.60 
ﾀｸﾞﾁ ﾘｸ 文化学園長野   -0.4   -2.0    -0.4
徳永 淳志(2) 高校   5.11   5.56   5.54    5.56 
ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾂｼ 長野高専   -1.2   +0.8   -0.6    +0.8
清水 優希(2) 高校   5.54   5.14   5.20    5.54 
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 須坂東   +0.1   -1.0   -0.5    +0.1
中島 剛(1) 高校   5.46   5.15   5.37    5.46 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹｼ 長野俊英   -0.4   -1.4   -0.5    -0.4
小林 義明(2) 高校   5.37   5.44   5.17    5.44 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｱｷ 長野商業    0.0   -0.1   -0.3    -0.1
宮澤 優仁(1) 高校    X   5.11   5.39    5.39 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 長野高専   +1.9   -1.4    -1.4
市川 稜(2) 高校   5.29   5.37    X    5.37 
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 長野南    0.0   -0.8    -0.8
阪上 裕爾(1) 高校   5.33    X    X    5.33 
ｻｶｳｴ ﾕｳｼﾞ 長野工業   +0.8    +0.8
青柳 郁生(1) 高校   5.27    X   5.11    5.27 
ｱｵﾔｷﾞ ｲｸﾐ 北部   +0.1   -1.1    +0.1
安藤 弥(2) 高校   4.99   5.20   5.04    5.20 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 坂城   -1.4   -1.0   -0.7    -1.0
寺澤 克弥(1) 高校    X   4.56   5.10    5.10 
ﾃﾗｻﾜ ｶﾂﾔ 長野吉田    0.0   -1.7    -1.7
篠塚 慎吾(2) 高校   5.05   4.90   4.13    5.05 
ｼﾉﾂﾞｶ ｼﾝｺﾞ 須坂東   +0.9    0.0   -1.1    +0.9
根津 大輝(2) 高校    X    X   5.01    5.01 
ﾈﾂ ﾀﾞｲｷ 長野吉田   -2.4    -2.4
市ノ瀬 昌志(1) 高校   4.94    X    X    4.94 
ｲﾁﾉｾ ﾏｻｼ 長野ろう   -0.7    -0.7
芝 建樹(2) 高校   3.95   4.73    X    4.73 
ｼﾊﾞ ﾀﾂｷ 篠ﾉ井    0.0   -1.0    -1.0
望月 圭介(2) 高校   4.45    X   4.31    4.45 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｹｲｽｹ 長野俊英    0.0   -0.9     0.0
松木  駿(1) 高校   2.41   4.33   3.82    4.33 
ﾏﾂｷ ｼｭﾝ 屋代   -0.9    0.0   -2.0     0.0
佐藤 駆(1) 高校   3.68   3.85    X    3.85 
ｻﾄｳ ｶｹﾙ 北部    0.0   +0.5    +0.5
塚田 顕大(1) 高校    X    X    X
ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 屋代
丸山 拓大(2) 高校 欠場
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北

男子

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 29  1275

-5-

2 30   904

3 22   887

4 27  1263

5 26   903

6 13  1427

7 8  3074

8 19  2769

9 25  1265

10 15  3508

11 21   829

12 20  2717

13 5  3503

14 14  3087

15 28  3136

16 17  1140

17 10  3507

18 16  1222

19 11  1161

20 12  1022

21 24  2731

22 18  1042

23 9  3091

24 31  1086

25 4  1329

26 7  1377

27 2  3140

28 1  1447

23   825

29 3  1025

30 6  1450



決勝 9月15日 11:00

大会記録            14.30

新井 耕元(2) 高校  12.59  12.17  13.03  12.81  12.89  12.76   13.03 
ｱﾗｲ ｺｳｹﾞﾝ 須坂   -1.3   -0.5   -0.4   -0.2   -0.3   -0.6    -0.4
田中 哉太(2) 高校  12.45  12.51  12.35  12.15  10.81    /   12.51 
ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ 長野高専   -1.7   -1.1   -0.2   -0.9   -0.9    -1.1
小池 亮太(2) 高校    X    X  12.14  12.36  12.49  12.25   12.49 
ｺｲｹ ﾘｮｳﾀ 須坂   -0.8   -0.9    0.0   -1.1     0.0
長田 佑麻(1) 高校  12.29  12.10  11.83  11.98  12.07    X   12.29 
ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 長野日大   -0.7   -0.9   -1.1   -0.1   -1.0    -0.7
根津 大輝(2) 高校  11.81  11.62  11.55  12.12  12.25    X   12.25 
ﾈﾂ ﾀﾞｲｷ 長野吉田   -0.1   -1.1   -1.0   -1.5   -0.1    -0.1
小林 義明(2) 高校  11.64    X  11.24    X  11.63  11.86   11.86 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｼｱｷ 長野商業   -0.4   -0.9   -0.3   -0.9    -0.9
吉平 真澄(2) 高校    X    X  11.80  11.34  11.71  11.45   11.80 
ﾖｼﾋﾗ ﾏｽﾐ 長野   -0.5   -1.6    0.0   -1.5    -0.5
長島 均(2) 高校  11.50  11.61    X    X    X  11.53   11.61 
ﾅｶﾞｼﾏ ﾋﾄｼ 長野   -0.4   -0.8   -1.4    -0.8
牧 優冶(2) 高校  11.47  11.13  11.07   11.47 
ﾏｷ ﾕｳﾔ 須坂   -1.4   -1.3   -1.3    -1.4
下田 佳輝(1) 高校  11.17  11.40    X   11.40 
ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ 松代   -0.9   -0.4    -0.4
西澤 翔(1) 高校  10.97  11.06  11.36   11.36 
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳ 松代   -1.8   -0.6   -0.8    -0.8
島田 康広(2) 高校  10.93  11.17  10.56   11.17 
ｼﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 長野商業   -1.2   -1.1   -0.9    -1.1
阪上 裕爾(1) 高校    X  10.83  11.14   11.14 
ｻｶｳｴ ﾕｳｼﾞ 長野工業   -0.7   -1.5    -1.5
瀧沢 暢生(1) 高校  10.75  11.04  10.51   11.04 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｵ 長野高専   -0.8   -0.9   -1.1    -0.9
畑山 亮太(2) 高校  11.02  11.00  10.97   11.02 
ﾊﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 長野工業   -0.6   -0.9   -1.0    -0.6
工藤 大樹(2) 高校  10.48  10.70    X   10.70 
ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 長野工業   -0.8   -0.6    -0.6
徳永 淳志(2) 高校    X  10.67  10.14   10.67 
ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾂｼ 長野高専   -0.8   -1.5    -0.8
越 陽康(1) 高校  10.56  10.29  10.45   10.56 
ｺｼ ﾊﾙﾔｽ 須坂商業   -0.8   -0.4   -1.0    -0.8
市川 稜(2) 高校  10.48    X    X   10.48 
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 長野南   -1.8    -1.8
寺澤 克弥(1) 高校 欠場
ﾃﾗｻﾜ ｶﾂﾔ 長野吉田
青柳 郁生(1) 高校 欠場
ｱｵﾔｷﾞ ｲｸﾐ 北部
松橋 大夢(1) 高校 欠場
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大
内山 貴仁(2) 高校 欠場
ｳﾁﾔﾏ ﾀｶﾋﾄ 長野日大

23  1275

12  1022

13  1261

19 17  1222

6  1042

17 1  3503

18 8   951

15 4  1156

16 9  1151

13 2  1161

14 3  3508

11 16  1430

12 15  1138

9 14   994

10 19  1427

7 5  1120

8 7  3108

5 10  1086

6 11  1140

3 22  1001

4 21  1265

1 20  1002
-5-

2 18  3548

-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14日  9:30

大会記録            13.33

坂田 晃有(2) 高校
ｻｶﾀ ｺｳｽｹ 中野立志館
上倉 寿史(2) 高校
ｶﾐｸﾗ ﾋｻｼ 飯山北
米倉 朋輝(1) 高校
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 長野工業
岩崎 まお(1) 高校
ｲﾜｻｷ ﾏｵ 長野東
諏訪戸 駿(1) 高校
ｽﾜﾄﾞ ｼｭﾝ 長野商業
宮原 和希(2) 高校
ﾐﾔﾊﾞﾗ ｶｽﾞｷ 坂城
山本 歩(2) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾑ 飯山北
浅川 諄一(2) 高校
ｱｻｶﾜ ｼﾞｭﾝｲﾁ 須坂商業
稲田 純矢(2) 高校
ｲﾅﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 中野立志館
野﨑 愛冬(2) 高校
ﾉｻﾞｷ ﾏﾅﾄ 長野吉田
上原 一馬(1) 高校
ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 中野立志館
大峽 將嵩(2) 高校
ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾀｶ 長野吉田
丸山 航己(1) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 飯山北
山崎 直樹(2) 高校
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵｷ 坂城
山﨑 貴博(1) 高校
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 長野高専
小島 大亮(1) 高校
ｺｼﾞﾏ  ﾀﾞｲｽｹ 中野西
塩川 拓(1) 高校
ｼｵｶﾜ ﾀｸ 文化学園長野
小森 啓裕(1) 高校
ｺﾓﾘ ｱｷﾋﾛ 長野高専
徳永 勇(2) 高校 欠場
ﾄｸﾅｶﾞ ｲｻﾑ 北部

男子

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 20   884

11.63 11.87 10.60 11.42 12.06 12.29  12.29 

2 21   820
11.38 11.91 11.25 11.74 12.09 12.09  12.09 

3 22  1160
11.81 11.73   X   X 11.22 11.56  11.81 

4 19  1214
 9.86  9.17   X 10.39  9.61   X  10.39 

5 16  1143
 9.35  9.65  9.52  9.84  9.77 10.32  10.32 

6 17  2735
 9.28 10.17   X  9.92  9.06  9.94  10.17 

7 18   826
10.11  9.88  9.68  9.62  9.83  9.92  10.11 

8 12   960
 8.24  9.12  8.50  9.25  8.73  9.18   9.25 

9 14   925
 8.64  9.08  8.56   9.08 

10 13  1087
 8.15  9.05  8.68   9.05 

11 11   891
 8.96  8.91  8.63   8.96 

12 9  1073
 8.74  8.48  8.20   8.74 

13 10   830
 8.26  7.76  8.41   8.41 

14 8  2736
 8.12  6.80  7.32   8.12 

15 4  3511
 8.10  8.05  6.87   8.10 

16 15   927
 6.84   X  6.17   6.84 

17 5  2718
 6.77  6.75  6.74   6.77 

18 6  3514
 6.26  6.35  6.56

7  1039

  6.56 



決勝 9月15日  9:30

大会記録            38.48

大庭 直也(2) 高校
ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾔ 飯山北
岩崎 まお(1) 高校
ｲﾜｻｷ ﾏｵ 長野東
上倉 寿史(2) 高校
ｶﾐｸﾗ ﾋｻｼ 飯山北
米倉 朋輝(1) 高校
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 長野工業
野﨑 愛冬(2) 高校
ﾉｻﾞｷ ﾏﾅﾄ 長野吉田
丸山 拓大(2) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北
黒岩 雅弘(1) 高校
ｸﾛｲﾜ ﾏｻﾋﾛ 須坂園芸
山崎 直樹(2) 高校
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵｷ 坂城
大和 史明(2) 高校
ﾔﾏﾄ ﾌﾐｱｷ 長野日大
北村 翔太(2) 高校
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 長野工業
山﨑 貴博(1) 高校
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 長野高専
小森 啓裕(1) 高校
ｺﾓﾘ ｱｷﾋﾛ 長野高専
大峽 將嵩(2) 高校
ｵｵﾊﾞ ﾏｻﾀｶ 長野吉田
宮原 和希(2) 高校
ﾐﾔﾊﾞﾗ ｶｽﾞｷ 坂城
稲田 純矢(2) 高校
ｲﾅﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾔ 中野立志館
望月 圭介(2) 高校
ﾓﾁﾂﾞｷ ｹｲｽｹ 長野俊英
塩川 拓(1) 高校
ｼｵｶﾜ ﾀｸ 文化学園長野
坂田 晃有(2) 高校
ｻｶﾀ ｺｳｽｹ 中野立志館
斎藤 洸希(1) 高校 欠場
ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 篠ﾉ井
小林 匠(2) 高校 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 更級農業

16  2753

1  1385

13   884
  X   X   X

 16.23 

2  2718
  X   X   X

 20.24 

16 17  3140
  X   X 16.23

 20.30 

15 4   925
  O 20.24   O

 21.36 

14 3  2735
  X   X 20.30

 21.82 

13 7  1073
  O 21.36   O

 22.01 

12 10  3514
  O 21.82   O

 22.02 

11 8  3511
22.01   O   O

 22.55 

10 14  1153
  O   X 22.02

  X   O   X  23.17 

9 9  1254
  O   O 22.55

  O   O   O  23.37 

8 11  2736
  X   X 23.17

24.95   O   O  24.95 

7 5  3073
  O   O 23.37

  X   O 28.11  28.11 

6 6   825
  O 23.49   O

  O   X   X  30.13 

5 15  1087
  O   X 26.88

  O   O 31.03  31.03 

4 18  1160
  O   O 30.13

  O   O   O  33.72 

3 12   820
  O   O 30.07

  X   O   X  38.30 

2 19  1214
  O 33.72   O

1 20   818
38.30   O   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13日 10:20

大会記録            48.58

山本 歩(2) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾕﾑ 飯山北
大庭 直也(2) 高校
ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾔ 飯山北
坂田 晃有(2) 高校
ｻｶﾀ ｺｳｽｹ 中野立志館
小林 大貴(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾀﾞｲｷ 中野西
徳永 勇(2) 高校
ﾄｸﾅｶﾞ ｲｻﾑ 北部
清水 裕太(1) 高校
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 市立長野
山﨑 貴博(1) 高校
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 長野高専
黒岩 雅弘(1) 高校
ｸﾛｲﾜ ﾏｻﾋﾛ 須坂園芸
湯本 與弘(1) 高校
ﾕﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 飯山北
上原 一馬(1) 高校
ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 中野立志館

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
1 10   826

  X   X 35.67   X   X   O  35.67 

2 8   818
  O   O 31.38 32.58   O   X  32.58 

3 7   884
28.02   X   X   O   O   X  28.02 

4 6   930
25.11   O   O   X   X 27.49  27.49 

5 9  1039
  O 22.77   O   O   O   O  22.77 

6 1   859
18.52   O   O   X   O 18.95  18.95 

7 3  3511
  O 18.33   O   O   O   O  18.33 

8 2  3073
15.16   X   X   X 17.96   X  17.96 

9 4   831
  O   O 14.93

10 5   891
  O   O 14.16  14.16 

 14.93 



決勝 9月13日 12:20

大会記録            55.10

飯森 大貴(2) 高校
ｲｲﾓﾘ ﾀｲｷ 長野ろう
大和 史明(2) 高校
ﾔﾏﾄ ﾌﾐｱｷ 長野日大
岩崎 まお(1) 高校
ｲﾜｻｷ ﾏｵ 長野東
小森 啓裕(1) 高校
ｺﾓﾘ ｱｷﾋﾛ 長野高専
安藤 弥(2) 高校
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 坂城
大庭 直也(2) 高校
ｵｵﾊﾞ ﾅｵﾔ 飯山北
米倉 朋輝(1) 高校
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 長野工業
中條 巧人(2) 高校
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｸﾄ 長野吉田
諏訪戸 駿(1) 高校
ｽﾜﾄﾞ ｼｭﾝ 長野商業
小島 大亮(1) 高校
ｺｼﾞﾏ  ﾀﾞｲｽｹ 中野西
中村 優太(2) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 中野立志館
依田 泰輝(2) 高校
ﾖﾀﾞ ﾀｲｷ 長野高専
島田 康広(2) 高校
ｼﾏﾀﾞ ﾔｽﾋﾛ 長野商業
飯田 雄平(2) 高校
ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 篠ﾉ井
山口 謙祐(2) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ｹﾝｽｹ 長野吉田
田口 璃空(1) 高校
ﾀｸﾞﾁ ﾘｸ 文化学園長野
丸山 航己(1) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 飯山北
畑 圭一(1) 高校
ﾊﾀ ｹｲｲﾁ 長野
塩川 拓(1) 高校
ｼｵｶﾜ ﾀｸ 文化学園長野
小林 翔(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 須坂東
雲崎 凌(1) 高校
ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ 長野日大
山本 孝明(1) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶｱｷ 長野工業
朝日 亮雅(1) 高校
ｱｻﾋ ﾘｮｳｶﾞ 長野工業
夏目 映人(1) 高校
ﾅﾂﾒ ｴｲﾄ 長野吉田
斎藤 洸希(1) 高校 欠場
ｻｲﾄｳ ｺｳｷ 篠ﾉ井
小林 匠(2) 高校 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 更級農業

男子

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 25  1328

51.20   X   O   X   O   O  51.20 

2 24  1254
  O   O 49.18   X 49.61   X  49.61 

3 22  1214
  O   O 47.32 47.81   O   O  47.81 

4 19  3514
  O   X 45.19 46.86   O   O  46.86 

5 21  2731
44.40   O   -   O   O   O  44.40 

6 23   818
  O   O 42.38   X   O   O  42.38 

7 26  1160
42.13   O   O   O   O   X  42.13 

8 18  1074
  O   O 41.24   O   O   X  41.24 

9 20  1143
  O 39.47   O  39.47 

10 13   927
  O 39.11   O  39.11 

11 10   888
  O 38.81   O  38.81 

12 17  3547
  O 38.51   O  38.51 

13 8  1138
  O   O 36.61  36.61 

14 12  1380
  X   X 35.30  35.30 

15 16  1076
  O   O 35.08  35.08 

16 15  2717
  X   O 32.55  32.55 

17 1   830
  O   O 30.67  30.67 

18 7  1123
  O 30.63   O  30.63 

19 2  2718
  X   X 27.79  27.79 

20 5   984
27.34   X   X  27.34 

21 11  1262
26.42   O 26.87  26.87 

22 4  1162
  X   O 25.45  25.45 

6  1167
  X   X   X

14  1045
  -   X   X

3  1385

9  2753



決勝 9月14日

大会新               4427

草野 晃平(2) 高校 大会新
ｸｻﾉ ｺｳﾍｲ 篠ﾉ井
丸山 拓大(2) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸｵ 飯山北
八木 渉(2) 高校
ﾔｷﾞ ﾜﾀﾙ 中野立志館
小池 智貴(1) 高校
ｺｲｹ ﾄﾓｷ 長野吉田
徳竹 悠馬(1) 高校
ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ 長野日大
北村 翔太(2) 高校
ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳﾀ 長野工業
田口 璃空(1) 高校
ﾀｸﾞﾁ ﾘｸ 文化学園長野
清水 貴史(2) 高校
ｼﾐｽﾞ  ﾀｶｼ 長野西
金児 直登(2) 高校
ｶﾈｺ ﾅｵﾄ 須坂
丸山 将也(2) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾔ 須坂東
神田 郁実(1) 高校
ｶﾝﾀﾞ ｲｸﾐ 長野商業
安藤 弥(2) 高校 途中棄権
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 坂城

男子

八種競技            

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
1  1375

  4454

2   825
  4235

3   887
  4041

4  1043
  3980

5  1255
  3944

6  1153
  3882

7  2717
  3725

8  1091
  3697

9  1004
  3686

10  3094
  3564

11  1142
  3507

 2731



決勝 9月13日 15:50

[ 1組] 風速 +1.6 [ 2組] 風速 +2.0

 1 丸山 圭介(2) 高校     11.76  1 宮澤 優仁(1) 高校     11.86 
ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ 長野日大 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 長野高専

 2 藤井  大(1) 高校     11.76  2 越渓 拓(2) 高校     12.01 
ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲ 屋代 ｺｼﾀﾆ ﾀｸ 長野高専

 3 瀧沢 暢生(1) 高校     12.14  3 宮武 雅弘(1) 高校     12.11 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｵ 長野高専 ﾐﾔﾀｹ ﾏｻﾋﾛ 長野日大

 4 飯田 雄平(2) 高校     12.22  4 松木  駿(1) 高校     12.88 
ｲｲﾀﾞ ﾕｳﾍｲ 篠ﾉ井 ﾏﾂｷ ｼｭﾝ 屋代

 5 山田 貴大(1) 高校     12.23  5 丸山 晃平(2) 高校     12.97 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 屋代 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 更級農業

 6 徳永 淳志(2) 高校     12.26  6 青木 健志朗(1) 高校     13.00 
ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾂｼ 長野高専 ｱｵｷ ｹﾝｼﾛｳ 須坂東

 7 滝澤 豪之(2) 高校     12.62  7 塚田 顕大(1) 高校     13.25 
ﾀｷｻﾞﾜ ｺﾞｳｼ 更級農業 ﾂｶﾀﾞ ｹﾝﾀ 屋代

 8 篠塚 慎吾(2) 高校     12.65  8 飯田 大輝(1) 高校     13.33 
ｼﾉﾂﾞｶ ｼﾝｺﾞ 須坂東 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛｷ 坂城

 9 井出 亮(1) 高校     14.04 武井 和樹(2) 高校
ｲﾃﾞ ﾘｮｳ 坂城 ﾀｹｲ ｶｽﾞｷ 屋代

3  1459
欠場

3  2738

1  1450

4  2739

2  2768

7   979

9  1274

6  1447

所属名 記録／備考
8  3507

5  3501

順 ﾚｰﾝ No.

4  2767

8  3508

1

5  3091

2  1452

7  3503

 1380

6  1278

9  1449

オープン男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 丸山 圭介(2) 高校 長野日大     11.76 (+1.6)   1   1
   1 藤井  大(1) 高校 屋代     11.76 (+1.6)   1   2
   3 宮澤 優仁(1) 高校 長野高専     11.86 (+2.0)   2   1
   4 越渓 拓(2) 高校 長野高専     12.01 (+2.0)   2   2
   5 宮武 雅弘(1) 高校 長野日大     12.11 (+2.0)   2   3
   6 瀧沢 暢生(1) 高校 長野高専     12.14 (+1.6)   1   3
   7 飯田 雄平(2) 高校 篠ﾉ井     12.22 (+1.6)   1   4
   8 山田 貴大(1) 高校 屋代     12.23 (+1.6)   1   5
   9 徳永 淳志(2) 高校 長野高専     12.26 (+1.6)   1   6
  10 滝澤 豪之(2) 高校 更級農業     12.62 (+1.6)   1   7
  11 篠塚 慎吾(2) 高校 須坂東     12.65 (+1.6)   1   8
  12 松木  駿(1) 高校 屋代     12.88 (+2.0)   2   4
  13 丸山 晃平(2) 高校 更級農業     12.97 (+2.0)   2   5
  14 青木 健志朗(1) 高校 須坂東     13.00 (+2.0)   2   6
  15 塚田 顕大(1) 高校 屋代     13.25 (+2.0)   2   7
  16 飯田 大輝(1) 高校 坂城     13.33 (+2.0)   2   8
  17 井出 亮(1) 高校 坂城     14.04 (+1.6)   1   9

 3503
 2767
 3091
 1447

 2739
 2738

 2768
  979
 1450

 3507
 3501
 1274
 3508
 1380
 1452

記録（風） 備考 組 順位
 1278
 1449

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

オープン男子

100m



決勝 9月15日  9:50

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -1.2

 1 佐藤 薫(1) 高校     23.75  1 峯村 祐貴(1) 高校     23.88 
ｻﾄｳ ｶｵﾙ 長野日大 ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ 長野日大

 2 大久保 樹(2) 高校     24.50  2 丸山 圭介(2) 高校     24.24 
ｵｵｸﾎﾞ ｲﾂｷ 更級農業 ﾏﾙﾔﾏ ｹｲｽｹ 長野日大

 3 宮武 雅弘(1) 高校     24.75  3 荒井 雅也(1) 高校     24.38 
ﾐﾔﾀｹ ﾏｻﾋﾛ 長野日大 ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 長野工業

 4 清水 優希(2) 高校     25.15  4 雲崎 凌(1) 高校     24.66 
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ 須坂東 ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ 長野日大

 5 細田 聡央(1) 高校     27.17  5 小林 翔(1) 高校     26.46 
ﾎｿﾀﾞ ｿｵ 長野工業 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 須坂東

 6 井出 亮(1) 高校     29.59  6 篠塚 慎吾(2) 高校     26.77 
ｲﾃﾞ ﾘｮｳ 坂城 ｼﾉﾂﾞｶ ｼﾝｺﾞ 須坂東
小山 信也(2) 高校  7 飯田 大輝(1) 高校     27.86 
ｺﾔﾏ ｼﾝﾔ 屋代 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛｷ 坂城

6  27393  1463
欠場

8   984

3  3091

7  1163

5  1262

記録／備考
4  1272

2  1278

4  1252

6

所属名順 ﾚｰﾝ No.

5  1166

氏  名 所属名

7  2738

2  1274

8  3087

記録／備考 氏  名

 2751

オープン男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No.



   1 佐藤 薫(1) 高校 長野日大     23.75 (-1.1)   1   1
   2 峯村 祐貴(1) 高校 長野日大     23.88 (-1.2)   2   1
   3 丸山 圭介(2) 高校 長野日大     24.24 (-1.2)   2   2
   4 荒井 雅也(1) 高校 長野工業     24.38 (-1.2)   2   3
   5 大久保 樹(2) 高校 更級農業     24.50 (-1.1)   1   2
   6 雲崎 凌(1) 高校 長野日大     24.66 (-1.2)   2   4
   7 宮武 雅弘(1) 高校 長野日大     24.75 (-1.1)   1   3
   8 清水 優希(2) 高校 須坂東     25.15 (-1.1)   1   4
   9 小林 翔(1) 高校 須坂東     26.46 (-1.2)   2   5
  10 篠塚 慎吾(2) 高校 須坂東     26.77 (-1.2)   2   6
  11 細田 聡央(1) 高校 長野工業     27.17 (-1.1)   1   5
  12 飯田 大輝(1) 高校 坂城     27.86 (-1.2)   2   7
  13 井出 亮(1) 高校 坂城     29.59 (-1.1)   1   6

  984

 2738

 3091
 1166
 2739

 1278
 1163
 2751
 1262
 1274
 3087

記録（風） 備考 組 順位
 1252
 1272

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

オープン男子

200m



決勝 9月13日 11:25

 1 樋口 達也(1) 高校     56.18 
ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 篠ﾉ井

 2 宮川 恵向(1) 高校     57.80 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾑ 屋代

 3 古畑 央也(1) 高校   1,00.16 
ﾌﾙﾊﾀ ﾅｶﾔ 篠ﾉ井

 4 青木 健志朗(1) 高校   1,03.80 
ｱｵｷ ｹﾝｼﾛｳ 須坂東

3  1386

4   979

5  1384

2  1448

オープン男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月14日 10:10

 1 安藤 茂一(2) 高校   2,07.44 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾓｲﾁ 長野日大

 2 池田 正汰(1) 高校   2,10.84 
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ 長野日大

 3 関川 翔太(1) 高校   2,38.19 
ｾｷｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 長野南
宮島 耕大(1) 高校
ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀﾞｲ 長野日大

4  1223

3  1298
欠場

5  1280

2  1282

オープン男子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月13日 14:50

 1 山崎 光(2) 高校   4,09.54 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋｶﾘ 長野日大

 2 松木 之衣(1) 高校   4,13.50 
ﾏﾂｷ ｺﾉｴ 長野日大

 3 寺田 敦(2) 高校   4,13.69 
ﾃﾗﾀﾞ ｱﾂｼ 長野日大

 4 佐藤 拓真(1) 高校   4,14.46 
ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 長野日大

 5 川野 晴也(2) 高校   4,15.85 
ｶﾜﾉ ﾊﾙﾔ 長野日大

 6 松本 郁也(1) 高校   4,15.99 
ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐﾔ 長野日大

 7 山上 翼(2) 高校   4,19.03 
ﾔﾏｶﾞﾐ ﾂﾊﾞｻ 長野日大

 8 髙野 拡美(1) 高校   4,23.73 
ﾀｶﾉ ﾋﾛﾐ 長野日大

 9 池田 正汰(1) 高校   4,28.45 
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ 長野日大

10 竹内 佑介(1) 高校   4,29.87 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ 長野日大

11 石井 克弥(1) 高校   4,32.50 
ｲｼｲ ｶﾂﾔ 長野日大

12 岩下 航(1) 高校   4,32.53 
ｲﾜｼﾀ ﾜﾀﾙ 長野高専

13 大久保 天地(1) 高校   4,34.87 
ｵｵｸﾎﾞ ﾃﾝﾁ 長野

14 小池 勇飛(1) 高校   4,35.14 
ｺｲｹ ﾕｳﾋ 長野高専

15 高野 純輝(1) 高校   4,40.15 
ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝｷ 長野日大

16 西﨑 啓太朗(1) 高校   4,56.94 
ﾆｼｻﾞｷ ｹｲﾀﾛｳ 長野

17 水澤 夏紀(1) 高校   4,59.68 
ﾐｽﾞｻﾜ ﾅﾂｷ 長野高専

18 松澤 一樹(1) 高校   5,07.76 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 長野南
上野 圭太(1) 高校
ｳｴﾉ ｹｲﾀ 中野立志館
西沢 晃佑(2) 高校
ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 長野日大
高橋 光彦(1) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾋｺ 長野高専
宮島 耕大(1) 高校
ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀﾞｲ 長野日大

13  3513
欠場

16  1298
欠場

1   892
欠場

10  1284
欠場

3  3515

12  1227

17  1289

7  1130

20  3102

6  3512

14  1305

11  3510

5  1282

19  1291

18  1290

15  1273

8  1279

4  1301

2  1271

21  1302

9  1295

22  1292

オープン男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月15日 12:55

 1 佐藤 拓真(1) 高校  16,28.57 
ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 長野日大

 2 寺田 敦(2) 高校  16,37.36 
ﾃﾗﾀﾞ ｱﾂｼ 長野日大

 3 川野 晴也(2) 高校  16,49.58 
ｶﾜﾉ ﾊﾙﾔ 長野日大

 4 芋川 遼太(2) 高校  17,46.41 
ｲﾓｶﾜ ﾘｮｳﾀ 中野立志館

34  1279

31   883

32  1302

33  1271

オープン男子

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月14日  9:30

望月 翔太(1) 高校
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ 長野南
湯本 與弘(1) 高校
ﾕﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 飯山北
土屋 光己(1) 高校
ﾂﾁﾔ ﾐﾂｷ 長野南

  5.25 

  5.65 

3 3  1224
 4.65  5.24  5.25

  5.96 

2 2   831
 5.65  5.26  5.10

1 1  1225
 5.75  5.96  5.73

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

オープン男子

砲丸投(6.0kg)       

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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