
第38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 中原　信一

投擲審判長 中原　信一
【開催日】 平成26年9月5日(金)･9月6日(土)･9月7日(日) 混成審判長 藤森　茂幸
【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： 竹内　秀樹

男  子 【競技場】県松本平広域公園
1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 9/ 6 男子  +1.5樋口 一馬(1) 10.94 矢口 優介(2) 11.33 赤堀 拓夢(1) 11.39 川井 渓太(2) 11.47 斉藤 巧(1) 11.50 木村 幸太(1) 11.52 成澤 稜(1) 11.54 飯嶋 拓海(1) 11.55

100m 松商学園 松本県ヶ丘 田川 木曽青峰 松商学園 塩尻志学館 松商学園 松本深志
 9/ 7  +0.6樋口 一馬(1) 22.12 成澤 稜(1) 23.33 木村 幸太(1) 23.50 矢口 優介(2) 23.65 村田 淳(1) 23.76 宮原 史樹(2) 23.88 飯嶋 拓海(1) 23.98 長崎 祐介(1) 24.06

200m 松商学園 松商学園 塩尻志学館 松本県ヶ丘 松本深志 松本蟻ヶ崎 松本深志 穂高商
 9/ 5 山下 紘永(2) 50.65 長崎 祐介(1) 52.27 望月 春希(1) 52.28 奥谷 瑞貴(2) 52.35 因幡 将吾(2) 52.54 織茂 大地(2) 54.66 遠藤 幹也(1) 55.12 細萱 元太(2) 56.84

400m 松本深志 穂高商 松本蟻ヶ崎 木曽青峰 大町 松本蟻ヶ崎 大町北 創造学園
 9/ 7 山下 紘永(2) 1:59.88 飯島 伸広(2) 2:00.26 奥谷 瑞貴(2) 2:02.05 百瀬 遼(2) 2:05.41 齊藤 駿太(2) 2:05.88 藤原 利章(2) 2:06.80 塩田 雅人(2) 2:07.40 中山 航大(2) 2:14.69

800m 松本深志 豊科 木曽青峰 大町北 松本県ヶ丘 豊科 松本深志 松本深志
 9/ 5 薛 玄太郎(2) 4:13.53 百瀬 遼(2) 4:15.69 飯島 伸広(2) 4:16.24 野瀬 雅史(2) 4:16.63 百瀬 大輝(1) 4:16.65 山本 侑矢(2) 4:17.18 清水 順太(2) 4:17.90 塩原 潤(2) 4:23.37

1500m 大町 大町北 豊科 松本県ヶ丘 大町 松本美須々ヶ丘 松商学園 松本深志
 9/ 7 薛 玄太郎(2) 15:44.97 清水 順太(2) 15:52.26 野瀬 雅史(2) 15:55.54 大和田 雅人(2) 16:02.88 山田 大輔(2) 16:09.26 百瀬 大輝(1) 16:10.31 塩原 潤(2) 16:19.41 山本 侑矢(2) 16:33.29

5000m 大町 松商学園 松本県ヶ丘 大町 南安曇農 大町 松本深志 松本美須々ヶ丘
 9/ 5  -0.1三宅 浩生(1) 16.51 小松 太一(1) 17.07 宮田 拓実(2) 17.94 秋山 和範(2) 18.37 横澤 陸王(1) 18.96 阿部 和裕(2) 20.23 増本 泰河(1) 20.69 藤井 隆志(1) 20.98

110mH(1.067m) 松商学園 松本県ヶ丘 創造学園 松本深志 松本蟻ヶ崎 明科 松本深志 松本深志
 9/ 6 秋山 和範(2) 59.16 小松 太一(1) 1:00.13 織茂 大地(2) 1:00.46 手塚 大喜(1) 1:02.24 三宅 浩生(1) 1:02.37 東井 隆希(1) 1:02.51 阿部 和裕(2) 1:02.67 宮原 史樹(2) 1:06.78

400mH(0.914m) 松本深志 松本県ヶ丘 松本蟻ヶ崎 明科 松商学園 松本蟻ヶ崎 明科 松本蟻ヶ崎
 9/ 6 薛 玄太郎(2) 9:55.47 大和田 雅人(2) 10:24.44 吉野 元貴(1) 10:31.71 折橋 翔太(1) 10:34.69 三井 智也(2) 10:39.59 植松 徹志(1) 10:42.76 小松 晃人(1) 10:43.30 米山 幸伸(1) 11:04.00

3000mSC 大町 大町 松本県ヶ丘 松商学園 松商学園 松本深志 創造学園 松本深志
 9/ 7 舟島 聖也(2) 29:21.46 横矢 宇博(1) 31:44.42

5000m競歩 木曽青峰 松本美須々ヶ丘
 9/ 6 青柳 朋和(1) 1.77 小野 寛貴(1) 1.75 東井 隆希(1) 1.70 丸山 拓哉(2) 1.65 諏訪 秀聖(2) 1.65 木船 宗一(1) 松本蟻ヶ崎 1.60 笹川 昴輝(1) 1.60

走高跳 松本工 松商学園 松本蟻ヶ崎 松商学園 松商学園 藤井 天良(1) 松本深志 松本県ヶ丘
 9/ 6 青山 広夢(2) 3.20 荒田 智也(1) 3.10 藤井 天良(1) 2.20

棒高跳 田川 田川 松本深志
 9/ 5 下川 一樹(2) 6.56(+0.4) 増子 良平(1) 6.52(0.0) 松岡 雄斗(2) 6.35(+0.4) 小林 拓未(2) 6.13(+1.3) 奥原 大輝(1) 6.05(-0.4) 長野 翔(1) 6.00(-0.6) 塚原 大知(2) 5.94(-0.6) 種山 翔太(1) 5.93(+0.4)

走幅跳 大町北 松商学園 松本深志 松商学園 松本県ヶ丘 松本深志 松本県ヶ丘 松本工
 9/ 7 増子 良平(1)13.23(+0.7) 手塚 大喜(1)12.52(-0.8) 下川 一樹(2)12.25(+0.1) 松岡 雄斗(2)12.24(+0.9) 長野 翔(1) 11.71(+1.3) 髙橋 悠吏(1) 11.66(0.0) 小林 拓未(2)11.51(+0.7) 中村 祐貴(2)11.42(+0.6)

三段跳 松商学園 明科 大町北 松本深志 松本深志 松商学園 松商学園 松本県ヶ丘
 9/ 6 細田 歩(2) 11.65 濱 直輝(2) 10.18 小竹 脩斗(2) 10.07 奥灘 慎太郎(1) 9.97 荻澤 昌俊(2) 9.72 丸山 幹稀(2) 9.35 久保田 駿(2) 8.82 荒田 智也(1) 8.71

砲丸投 塩尻志学館 梓川 松本県ヶ丘 松本県ヶ丘 大町北 梓川 大町北 田川
 9/ 7 藤原 一斗(1) 32.90 細田 歩(2) 31.88 丸山 幹稀(2) 29.24 千國 達哉(2) 25.26 高山 雄司(2) 24.93 荻澤 拓也(2) 24.09 荻澤 昌俊(2) 23.71 堀ﾉ内 健人(1) 22.64

円盤投 穂高商 塩尻志学館 梓川 大町北 松商学園 大町北 大町北 明科
 9/ 5 濱 直輝(2) 45.38 小林 生歩稀(2) 36.52 細田 歩(2) 30.99 熊谷 拓真(1) 30.35 久保田 駿(2) 29.03 遠山 誠之(1) 26.80 荻澤 拓也(2) 25.53 大槻 篤志(1) 25.32

ﾊﾝﾏｰ投 梓川 梓川 塩尻志学館 松商学園 大町北 木曽青峰 大町北 明科
 9/ 5 丸山 幹稀(2) 54.12 高山 雄司(2) 49.26 千國 達哉(2) 47.95 古林 泰紀(2) 46.36 岡田 大志(1) 40.04 細田 隆樹(1) 38.81 遠山 誠之(1) 37.99 山本 真光人(1) 35.91

やり投 梓川 松商学園 大町北 塩尻志学館 松本深志 大町北 木曽青峰 大町北
 9/ 6 松商学園       43.53 松本県ヶ丘       44.49 松本深志       45.05 松本蟻ヶ崎       45.12 田川       45.14 大町北       45.62 大町       45.71 塩尻志学館       47.93

4×100m 成澤 稜(1) 小竹 脩斗(2) 松岡 雄斗(2) 佐藤 高史(2) 矢ヶ崎 祐介(2) 勝野 智稀(1) 田中 大聖(2) 細田 歩(2)
三宅 浩生(1) 小松 太一(1) 山下 紘永(2) 織茂 大地(2) 赤堀 拓夢(1) 遠藤 幹也(1) 因幡 将吾(2) 木村 幸太(1)
小林 拓未(2) 井口 将理(1) 山口 直也(1) 髙木 涼太(1) 荒田 智也(1) 青田 龍輝(1) 有賀 健(1) 木村 祐太(1)
樋口 一馬(1) 矢口 優介(2) 飯嶋 拓海(1) 宮原 史樹(2) 大野 智裕(2) 下川 一樹(2) 澁谷 郁磨(1) 百瀬 賢一(1)

 9/ 7 松本蟻ヶ崎     3:27.40 松商学園     3:28.67 松本深志     3:31.14 大町     3:33.39 田川     3:34.92 穂高商     3:37.93 松本県ヶ丘     3:38.43 大町北     3:42.40
4×400m 髙木 涼太(1) 成澤 稜(1) 山口 直也(1) 有賀 健(1) 矢ヶ崎 祐介(2) 藤原 一斗(1) 小松 太一(1) 遠藤 幹也(1)

鷲沢 拓海(1) 樋口 一馬(1) 塩田 雅人(2) 因幡 将吾(2) 大野 智裕(2) 竹内 誠(1) 齊藤 駿太(2) 林 亮輔(1)
望月 春希(1) 三宅 浩生(1) 秋山 和範(2) 薛 玄太郎(2) 赤堀 拓夢(1) 中村 忠夫(2) 奥原 大輝(1) 勝野 智稀(1)
織茂 大地(2) 小林 拓未(2) 山下 紘永(2) 佐藤 大起(1) 荒田 智也(1) 長崎 祐介(1) 永田 望海(2) 杉本 拓郎(2)

 9/ 6 岡田 大志(1) 4038 小竹 脩斗(2) 3846 古林 泰紀(2) 3610 木下 祐太郎(1) 3523 北野 慧(1) 3504 草間 拓海(1) 2955 山浦 聡士(1) 1722
八種競技 松本深志 松本県ヶ丘 塩尻志学館 松本工 松商学園 松本県ヶ丘 創造学園



予選 9月5日 15:30
準決勝 9月6日 11:15
決勝 9月6日 13:10

長野県高校記録(KR)              10.32 塚原　直貴                   東海大三         2003/07/30  
大会記録(GR)                    10.80 大矢　陽一                   松本深志         1994        

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 -0.4

 1 樋口 一馬(1)     11.20 Q  1 赤堀 拓夢(1)     11.48 Q
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 松商学園 ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ 田川

 2 佐藤 高史(2)     11.94 Q  2 成澤 稜(1)     11.62 Q
ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 松本蟻ヶ崎 ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松商学園

 3 山口 直也(1)     12.16  3 村田 淳(1)     11.89 q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 松本深志 ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝ 松本深志

 4 宮澤 一真(2)     12.26  4 澁谷 郁磨(1)     12.30 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 梓川 ｼﾌﾞﾔ ｲｸﾏ 大町

 5 田中 詠都(1)     12.45  5 中村 忠夫(2)     12.47 
ﾀﾅｶ ｴｲﾄ 白馬 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｵ 穂高商

 6 近藤 創一郎(2)     13.46  6 堀ﾉ内 健人(1)     13.15 
ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 都市大塩尻 ﾎﾘﾉｳﾁ ﾀｹﾄ 明科
塚原 大知(2)  7 竹田 幸平(1)     13.87 
ﾂｶﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 松本県ヶ丘 ﾁｸﾀﾞ ｺｳﾍｲ 大町北

[ 3組] 風速 -0.6 [ 4組] 風速 -0.6

 1 髙村 拓明(1)     11.92 Q  1 川井 渓太(2)     11.57 Q
ﾀｶﾑﾗ  ﾋﾛｱｷ 松本工 ｶﾜｲ ｹｲﾀ 木曽青峰

 2 竹内 誠(1)     11.93 Q  2 宮原 史樹(2)     11.85 Q
ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ 穂高商 ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ 松本蟻ヶ崎

 3 髙木 涼太(1)     12.09 q  3 井口 将理(1)     12.04 q
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 松本蟻ヶ崎 ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ 松本県ヶ丘

 4 青田 龍輝(1)     12.42  4 種山 翔太(1)     12.26 
ｱｵﾀ ﾘｭｳｷ 大町北 ﾀﾈﾔﾏ  ｼｮｳﾀ 松本工

 5 百瀬 正広(1)     12.52  5 勝野 智稀(1)     12.34 
ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ 梓川 ｶﾂﾉ ﾄﾓｷ 大町北

 6 和田 祥吾(1)     13.03  6 長崎 祐介(1)     12.63 
ﾜﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 木曽青峰 ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 穂高商

[ 5組] 風速 -1.2 [ 6組] 風速  0.0

 1 矢口 優介(2)     11.65 Q  1 木村 幸太(1)     11.58 Q
ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘 ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 塩尻志学館

 2 矢ヶ崎 祐介(2)     11.88 Q  2 斉藤 巧(1)     11.63 Q
ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 田川 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松商学園

 3 田中 大聖(2)     12.13  3 飯嶋 拓海(1)     11.80 q
ﾀﾅｶ ﾀｲｾｲ 大町 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 松本深志

 4 福田 亮生(1)     12.72  4 渡辺 大介(1)     12.31 
ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳｷ 松本秀峰 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 松本美須々ヶ丘

 5 芳村 健太(2)     12.81  5 大野 智裕(2)     12.52 
ﾖｼﾑﾗ ｹﾝﾀ 池田工 ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ 田川

 6 田代 暉(2)     12.89  6 佐藤 大起(1)     12.63 
ﾀｼﾛ ﾋｶﾘ 木曽青峰 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 大町

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 -2.1

 1 樋口 一馬(1)     11.10 Q  1 赤堀 拓夢(1)     11.51 Q
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 松商学園 ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ 田川

 2 矢口 優介(2)     11.54 Q  2 川井 渓太(2)     11.58 Q
ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘 ｶﾜｲ ｹｲﾀ 木曽青峰

 3 斉藤 巧(1)     11.61 Q  3 成澤 稜(1)     11.71 Q
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松商学園 ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松商学園

 4 飯嶋 拓海(1)     11.68 q  4 村田 淳(1)     11.80 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 松本深志 ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝ 松本深志

 5 木村 幸太(1)     11.69 q  5 宮原 史樹(2)     12.00 
ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 塩尻志学館 ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ 松本蟻ヶ崎

 6 矢ヶ崎 祐介(2)     11.87  6 井口 将理(1)     12.02 
ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 田川 ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ 松本県ヶ丘

 7 佐藤 高史(2)     12.08  7 髙村 拓明(1)     12.10 
ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 松本蟻ヶ崎 ﾀｶﾑﾗ  ﾋﾛｱｷ 松本工

 8 髙木 涼太(1)     12.12  8 竹内 誠(1)     12.37 
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 松本蟻ヶ崎 ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ 穂高商

男子

100m

予選 通過基準  6組  2着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  2481 5  2937

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4  2227 4  2228

2  2400 3  2490

8  2007 6  2115

3  2153 2  2068

6  2310 8  2927
欠場

7  2456 7  2551

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

4  2117 3  2391

5  2409 5  1936

2  2925 7  2410

3  2398 2  2287

7  1941 4  2118

6  2163 6  2929

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

4  2190 5  2482

5  2314 4  1986

3  2966 6  2336

6  2061 3  2235

2  1940 7  2065

7  2094 2  2932

準決勝 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 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

7  2314 6  1936

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  2481 5  2937

2  2235 2  2228

4  2482 7  2490

8  2190 3  2287

5  1986 8  2391

3  2398 9  2117

9  2400 4  2409



風速 +1.5

 1 樋口 一馬(1)     10.94 
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 松商学園

 2 矢口 優介(2)     11.33 
ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘

 3 赤堀 拓夢(1)     11.39 
ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ 田川

 4 川井 渓太(2)     11.47 
ｶﾜｲ ｹｲﾀ 木曽青峰

 5 斉藤 巧(1)     11.50 
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松商学園

 6 木村 幸太(1)     11.52 
ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 塩尻志学館

 7 成澤 稜(1)     11.54 
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松商学園

 8 飯嶋 拓海(1)     11.55 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 松本深志

男子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8  2937

6  1936

記録／備考
5  2481

4  2314

9  2490

3  2235

7  2482

2  1986



予選 9月7日 10:25
準決勝 9月7日 11:40
決勝 9月7日 13:00

長野県高校記録(KR)              20.93 塚原　直貴                   東海大三         2003/07/12  
大会記録(GR)                    21.93 樋口　克治                   松商学園         2011        

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 -0.2

 1 樋口 一馬(1)     22.85 Q  1 矢口 優介(2)     23.89 Q
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 松商学園 ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘

 2 遠藤 幹也(1)     23.75 Q  2 竹内 誠(1)     24.13 Q
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ 大町北 ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ 穂高商

 3 因幡 将吾(2)     23.79 q  3 大野 智裕(2)     24.81 
ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 大町 ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ 田川

 4 細萱 元太(2)     24.22 q  4 澁谷 郁磨(1)     25.15 
ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 創造学園 ｼﾌﾞﾔ ｲｸﾏ 大町

 5 長野 翔(1)     24.39  5 山浦 聡士(1)     28.23 
ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳ 松本深志 ﾔﾏｳﾗ ｻﾄｼ 創造学園

 6 中村 忠夫(2)     24.91 斉藤 巧(1)
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｵ 穂高商 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松商学園

 7 小倉 稀士(1)     26.24 田代 暉(2)
ｵｸﾞﾗ ｷｼ 木曽青峰 ﾀｼﾛ ﾋｶﾘ 木曽青峰

[ 3組] 風速 +1.6 [ 4組] 風速 +0.1

 1 飯嶋 拓海(1)     23.67 Q  1 成澤 稜(1)     23.35 Q
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 松本深志 ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松商学園

 2 宮原 史樹(2)     23.99 Q  2 木村 幸太(1)     23.49 Q
ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ 松本蟻ヶ崎 ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 塩尻志学館

 3 勝野 智稀(1)     24.76  3 村田 淳(1)     23.73 q
ｶﾂﾉ ﾄﾓｷ 大町北 ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝ 松本深志

 4 百瀬 正広(1)     24.97  4 矢ヶ崎 祐介(2)     23.86 q
ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ 梓川 ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 田川

 5 田中 詠都(1)     25.28  5 織茂 大地(2)     24.33 q
ﾀﾅｶ ｴｲﾄ 白馬 ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 松本蟻ヶ崎

 6 阿部 和裕(2)     25.31  6 有賀 健(1)     24.88 
ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 明科 ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ 大町
川井 渓太(2)  7 惣洞 侑大(1)     28.35 
ｶﾜｲ ｹｲﾀ 木曽青峰 ｿｳﾎﾞﾗ  ﾕｳﾀ 松本工

[ 5組] 風速 -0.2

 1 赤堀 拓夢(1)     23.03 Q
ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ 田川

 2 長崎 祐介(1)     23.81 Q
ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 穂高商

 3 髙木 涼太(1)     24.17 q
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 松本蟻ヶ崎

 4 永田 望海(2)     24.37 
ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 松本県ヶ丘

 5 青田 龍輝(1)     24.98 
ｱｵﾀ ﾘｭｳｷ 大町北

 6 芳村 健太(2)     26.42 
ﾖｼﾑﾗ ｹﾝﾀ 池田工

[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 +0.8

 1 成澤 稜(1)     23.17 Q  1 樋口 一馬(1)     22.82 Q
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松商学園 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 松商学園

 2 木村 幸太(1)     23.22 Q  2 飯嶋 拓海(1)     23.38 Q
ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 塩尻志学館 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 松本深志

 3 村田 淳(1)     23.53 Q  3 矢口 優介(2)     23.40 Q
ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝ 松本深志 ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘

 4 遠藤 幹也(1)     23.81  4 宮原 史樹(2)     23.51 q
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ 大町北 ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ 松本蟻ヶ崎

 5 髙木 涼太(1)     23.87  5 長崎 祐介(1)     23.62 q
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 松本蟻ヶ崎 ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 穂高商

 6 細萱 元太(2)     23.92  6 矢ヶ崎 祐介(2)     23.76 
ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 創造学園 ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 田川

 7 竹内 誠(1)     24.10  7 因幡 将吾(2)     23.93 
ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ 穂高商 ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 大町
赤堀 拓夢(1)  8 織茂 大地(2)     24.27 
ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ 田川 ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 松本蟻ヶ崎

男子

200m

予選 通過基準  5組  2着 + 6 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
4  2481 5  2314

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  2060 2  2932

8  2926 3  2117

3  2229 7  2527

5  2515 8  2068

 1940
欠場

2  2115 4  2482
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  1945 6

5  2235 5  2490
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  2929 3  2228

3  2391 4  1986

7  2007 7  2390

2  2163 6  2190

4  1936 8  2408
欠場

6  2563 2  2067

4  2937

5  2118

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  2925

7  2094

3  2398

6  2311

準決勝 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 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

5  1986 7  2235

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  2490 6  2481

4  2926 8  2391

8  2228 5  2314

2  2515 3  2190

3  2398 4  2118

6  2937 2  2390

9  2117 9  2060

欠場



風速 +0.6

 1 樋口 一馬(1)     22.12 
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 松商学園

 2 成澤 稜(1)     23.33 
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松商学園

 3 木村 幸太(1)     23.50 
ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 塩尻志学館

 4 矢口 優介(2)     23.65 
ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ 松本県ヶ丘

 5 村田 淳(1)     23.76 
ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝ 松本深志

 6 宮原 史樹(2)     23.88 
ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ 松本蟻ヶ崎

 7 飯嶋 拓海(1)     23.98 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 松本深志

 8 長崎 祐介(1)     24.06 
ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 穂高商

男子

200m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  1986

8  2314

記録／備考
5  2481

7  2490

4  2235

2  2118

9  2228

3  2391



予選 9月5日 11:15
準決勝 9月5日 12:50
決勝 9月5日 14:20

長野県高校記録(KR)              46.98 塚田　英彦                   上田東           1993/08/02  
大会記録(GR)                    49.14 永島　侃                     木曽青峰         2007        

[ 1組] [ 2組]

 1 細萱 元太(2)     52.48 Q  1 長崎 祐介(1)     52.62 Q
ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 創造学園 ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 穂高商

 2 遠藤 幹也(1)     52.64 Q  2 花形 駿介(1)     53.56 Q
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ 大町北 ﾊﾅｶﾞﾀ  ｼｭﾝｽｹ 松本工

 3 竹内 誠(1)     53.65 q  3 村田 淳(1)     54.08 q
ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ 穂高商 ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝ 松本深志

 4 荒田 智也(1)     56.00  4 大野 智裕(2)     54.38 q
ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ 田川 ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ 田川

 5 古畑 智也(1)     56.45  5 佐藤 大起(1)     55.66 q
ﾌﾙﾊﾀ  ﾄﾓﾔ 松本工 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 大町

 6 笹川 昴輝(1)     59.24  6 熊崎 友哉(2)     56.13 
ｻｻｶﾞﾜ ｺｳｷ 松本県ヶ丘 ｸﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ 創造学園
鷲沢 拓海(1)  7 池口 大翔(1)     57.92 
ﾜｼｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 松本蟻ヶ崎 ｲｹｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 木曽青峰
百瀬 賢一(1)
ﾓﾓｾ ｹﾝｲﾁ 塩尻志学館

[ 3組] [ 4組]

 1 望月 春希(1)     52.60 Q  1 因幡 将吾(2)     53.01 Q
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｷ 松本蟻ヶ崎 ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 大町

 2 藤原 利章(2)     55.21 Q  2 奥谷 瑞貴(2)     53.57 Q
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科 ｵｸﾀﾆ ﾐｽﾞｷ 木曽青峰

 3 渡辺 大介(1)     56.80  3 山口 直也(1)     55.16 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 松本美須々ヶ丘 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 松本深志

 4 杉本 拓郎(2)     58.29  4 永田 望海(2)     55.91 
ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 大町北 ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ 松本県ヶ丘

 5 田口 竜成(1)     59.43  5 後藤 玄樹(1)     57.86 
ﾀｸﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ 木曽青峰 ｺﾞﾄｳ ｹﾞﾝｷ 松商学園
樋口 一馬(1) 海川 和哉(1)
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 松商学園 ｳﾐｶﾜ ｶｽﾞﾔ 都市大塩尻
古林 泰紀(2) 木村 祐太(1)
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 塩尻志学館 ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 塩尻志学館

[ 5組]

 1 山下 紘永(2)     53.21 Q
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 松本深志

 2 織茂 大地(2)     53.99 Q
ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 松本蟻ヶ崎

 3 有賀 健(1)     54.46 q
ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ 大町

 4 中島 嘉活(1)     56.19 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｶﾂ 松本県ヶ丘

 5 百瀬 裕也(1)     56.68 
ﾓﾓｾ ﾕｳﾔ 松商学園

 6 中村 忠夫(2)     57.35 
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｵ 穂高商

 7 福留 晴太(2)   1:03.38 
ﾌｸﾄﾞﾒ ｾｲﾀ 白馬

[ 1組] [ 2組]

 1 長崎 祐介(1)     52.71 Q  1 山下 紘永(2)     51.78 Q
ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 穂高商 ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 松本深志

 2 遠藤 幹也(1)     53.31 Q  2 奥谷 瑞貴(2)     52.17 Q
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ 大町北 ｵｸﾀﾆ ﾐｽﾞｷ 木曽青峰

 3 望月 春希(1)     53.42 Q  3 因幡 将吾(2)     52.37 Q
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｷ 松本蟻ヶ崎 ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 大町

 4 花形 駿介(1)     53.66  4 織茂 大地(2)     52.44 q
ﾊﾅｶﾞﾀ  ｼｭﾝｽｹ 松本工 ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 松本蟻ヶ崎

 5 有賀 健(1)     54.53  5 細萱 元太(2)     52.61 q
ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ 大町 ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 創造学園

 6 山口 直也(1)     54.92  6 竹内 誠(1)     53.77 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 松本深志 ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ 穂高商

 7 佐藤 大起(1)     56.38  7 大野 智裕(2)     54.87 
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 大町 ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ 田川
藤原 利章(2)  8 村田 淳(1)     56.30 
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科 ﾑﾗﾀ ｼﾞｭﾝ 松本深志

男子

400m

予選 通過基準  5組  2着 + 6 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
5  2515 5  2118

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  2117 6  2228

3  2926 4  2414

7  2413 2  2065

2  2938 7  2932

4  2399 8  1942
欠場

9  2263 3  2522

8  1996
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  2397 5  2060

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  2336 6  2227

4  2532 4  1939

2  1943 8  2492

8  2042 3  2311

 1987
欠場 欠場

5  2481 2  2457
欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  1989 7

4  2067

7  2318

5  2257

6  2390

2  2013

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

8  2493

3  2115

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

6  2926 5  1939

5  2118 6  2257

4  2414 9  2390

7  2397 4  2060

2  2227 2  2117

3  2067 7  2515

8  2532 8  2228
欠場

9  2065 3  2932



 1 山下 紘永(2)     50.65 
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 松本深志

 2 長崎 祐介(1)     52.27 
ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ 穂高商

 3 望月 春希(1)     52.28 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｷ 松本蟻ヶ崎

 4 奥谷 瑞貴(2)     52.35 
ｵｸﾀﾆ ﾐｽﾞｷ 木曽青峰

 5 因幡 将吾(2)     52.54 
ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ 大町

 6 織茂 大地(2)     54.66 
ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 松本蟻ヶ崎

 7 遠藤 幹也(1)     55.12 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ 大町北

 8 細萱 元太(2)     56.84 
ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ 創造学園

男子

400m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  2397

5  1939

6  2257

4  2118

7  2926

2  2515

8  2060

3  2390



予選 9月6日  9:50
準決勝 9月6日 12:20
決勝 9月7日 12:30

長野県高校記録(KR)            1:48.46 川元　奨                     北佐久農業       2010/10/24  
大会記録(GR)                  1:54.82 伊藤　秀充                   大町             2007        

[ 1組] [ 2組]

 1 山下 紘永(2)   2:07.84 Q  1 齊藤 駿太(2)   2:10.15 Q
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 松本深志 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ 松本県ヶ丘

 2 百瀬 遼(2)   2:08.27 Q  2 中山 航大(2)   2:10.41 Q
ﾓﾓｾ ﾘｮｳ 大町北 ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 松本深志

 3 熊崎 友哉(2)   2:09.86 q  3 相澤 恵介(1)   2:13.02 
ｸﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ 創造学園 ｱｲｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 池田工

 4 西澤 大輔(1)   2:18.03  4 古畑 朋也(2)   2:15.08 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀﾞｲｽｹ 南安曇農 ﾌﾙﾊﾀ ﾄﾓﾔ 大町

 5 上條 雅史(1)   2:20.08  5 杉本 拓郎(2)   2:18.42 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｻﾌﾐ 松本美須々ヶ丘 ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾛｳ 大町北

 6 逸見 和弥(1)   2:20.70 宮阪 絋平(1)
ﾍﾝﾐ ｶｽﾞﾔ 梓川 ﾐﾔｻｶ ｺｳﾍｲ 塩尻志学館
太田 貫士(1) 横矢 宇博(1)
ｵｵﾀ ｶﾝｼﾞ 松本工 ﾖｺﾔ ﾀｶﾋﾛ 松本美須々ヶ丘

[ 3組] [ 4組]

 1 飯島 伸広(2)   2:13.66 Q  1 奥谷 瑞貴(2)   2:07.51 Q
ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 豊科 ｵｸﾀﾆ ﾐｽﾞｷ 木曽青峰

 2 等々力 伸彦(2)   2:13.73 Q  2 伊藤 武玄(2)   2:07.69 Q
ﾄﾄﾞﾘｷ ﾉﾌﾞﾋｺ 松本蟻ヶ崎 ｲﾄｳ ﾑｹﾞﾝ 松商学園

 3 竹谷 太一(1)   2:13.76  3 黒岩 慶大(1)   2:07.98 q
ﾀｹﾀﾆ ﾀｲﾁ 松本美須々ヶ丘 ｸﾛｲﾜ ｹｲﾀ 豊科

 4 池口 大翔(1)   2:15.70  4 塩田 雅人(2)   2:07.99 q
ｲｹｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 木曽青峰 ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 松本深志
木村 祐太(1)  5 中田 大貴(2)   2:09.35 q
ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 塩尻志学館 ﾅｶﾀ  ﾋﾛﾀｶ 松本工
平野 翔也(2)  6 飯森 友蘭(1)   2:17.59 
ﾋﾗﾉ ｼｮｳﾔ 都市大塩尻 ｲｲﾓﾘ ﾕﾗ 松本蟻ヶ崎
寺島 滉己(2)
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｷ 松商学園

[ 5組]

 1 花形 駿介(1)   2:07.82 Q
ﾊﾅｶﾞﾀ  ｼｭﾝｽｹ 松本工

 2 藤原 利章(2)   2:08.24 Q
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科

 3 真島 雅季(1)   2:09.20 q
ﾏｼﾏ ﾏｻｷ 大町

 4 百瀬 賢一(1)   2:13.02 
ﾓﾓｾ ｹﾝｲﾁ 塩尻志学館

 5 林 亮輔(1)   2:15.65 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 大町北
鷲沢 拓海(1)
ﾜｼｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 松本蟻ヶ崎

[ 1組] [ 2組]

 1 山下 紘永(2)   2:03.48 Q  1 飯島 伸広(2)   2:02.07 Q
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 松本深志 ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 豊科

 2 奥谷 瑞貴(2)   2:03.71 Q  2 中山 航大(2)   2:03.24 Q
ｵｸﾀﾆ ﾐｽﾞｷ 木曽青峰 ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 松本深志

 3 藤原 利章(2)   2:05.98 Q  3 百瀬 遼(2)   2:04.11 Q
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科 ﾓﾓｾ ﾘｮｳ 大町北

 4 熊崎 友哉(2)   2:06.97  4 塩田 雅人(2)   2:05.17 q
ｸﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ 創造学園 ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 松本深志

 5 黒岩 慶大(1)   2:07.77  5 齊藤 駿太(2)   2:05.37 q
ｸﾛｲﾜ ｹｲﾀ 豊科 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ 松本県ヶ丘

 6 伊藤 武玄(2)   2:10.01  6 花形 駿介(1)   2:07.07 
ｲﾄｳ ﾑｹﾞﾝ 松商学園 ﾊﾅｶﾞﾀ  ｼｭﾝｽｹ 松本工

 7 等々力 伸彦(2)   2:10.27  7 真島 雅季(1)   2:14.79 
ﾄﾄﾞﾘｷ ﾉﾌﾞﾋｺ 松本蟻ヶ崎 ﾏｼﾏ ﾏｻｷ 大町

 8 中田 大貴(2)   2:17.09  8 相澤 恵介(1)   2:15.78 
ﾅｶﾀ  ﾋﾛﾀｶ 松本工 ｱｲｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 池田工
百瀬 賢一(1)
ﾓﾓｾ ｹﾝｲﾁ 塩尻志学館

男子

800m

予選 通過基準  5組  2着 + 6 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
4  2257 5  2309

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3  2522 3  2086

5  2039 4  2259

7  2337 2  2042

6  2143 6  2062

2  2416 8  2333
欠場 欠場

8  2162 7  1995
欠場

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

3  2392 2  2464

4  2533 4  1939

6  1942 5  2258

2  2335 3  2534

 2396
欠場

5  1987 6  2407
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  2455 7

5  2414

4  2532

8  2478
欠場

2  2922

3  2399
欠場

6  2064

7  1996

準決勝 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 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  2257 4  2533

7  2532 7  2039

4  1939 3  2259

9  2534 6  2309

2  2522 9  2258

6  2392 8  2064

5  2464 5  2414

1  1996
欠場

8  2407 2  2086



 1 山下 紘永(2)   1:59.88 
ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ 松本深志

 2 飯島 伸広(2)   2:00.26 
ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 豊科

 3 奥谷 瑞貴(2)   2:02.05 
ｵｸﾀﾆ ﾐｽﾞｷ 木曽青峰

 4 百瀬 遼(2)   2:05.41 
ﾓﾓｾ ﾘｮｳ 大町北

 5 齊藤 駿太(2)   2:05.88 
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ 松本県ヶ丘

 6 藤原 利章(2)   2:06.80 
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄｼｱｷ 豊科

 7 塩田 雅人(2)   2:07.40 
ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 松本深志

 8 中山 航大(2)   2:14.69 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 松本深志

男子

800m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  1939

8  2039

4  2257

7  2533

2  2258

6  2259

3  2309

9  2532



予選 9月5日 10:40
決勝 9月5日 14:00

長野県高校記録(KR)            3:38.49 佐藤　清治                   佐久長聖         1999/05/28  
大会記録(GR)                  4:01.26 篠原　槙介                   松商学園         2002        

[ 1組] [ 2組]

 1 薛 玄太郎(2)   4:22.08 Q  1 百瀬 大輝(1)   4:20.68 Q
ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 大町 ﾓﾓｾ ﾋﾛｷ 大町

 2 山本 侑矢(2)   4:22.67 Q  2 百瀬 遼(2)   4:22.13 Q
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 松本美須々ヶ丘 ﾓﾓｾ ﾘｮｳ 大町北

 3 折橋 翔太(1)   4:22.79 Q  3 塩原 潤(2)   4:22.35 Q
ｵﾘﾊｼ ｼｮｳﾀ 松商学園 ｼｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 松本深志

 4 中山 航大(2)   4:23.09 q  4 野口 佐介(2)   4:23.34 q
ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 松本深志 ﾉｸﾞﾁ ｻｽｹ 塩尻志学館

 5 中田 大貴(2)   4:27.09  5 黒岩 慶大(1)   4:23.64 q
ﾅｶﾀ  ﾋﾛﾀｶ 松本工 ｸﾛｲﾜ ｹｲﾀ 豊科

 6 川島 恵一(2)   4:27.47  6 齊藤 駿太(2)   4:29.76 
ｶﾜｼﾏ ｹｲｲﾁ 大町北 ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ 松本県ヶ丘

 7 木村 祐太(1)   4:37.59  7 田中 晴之輔(2)   4:35.07 
ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ 塩尻志学館 ﾀﾅｶ ﾊﾙﾉｽｹ 松商学園

 8 等々力 伸彦(2)   4:39.20  8 竹谷 太一(1)   4:35.16 
ﾄﾄﾞﾘｷ ﾉﾌﾞﾋｺ 松本蟻ヶ崎 ﾀｹﾀﾆ ﾀｲﾁ 松本美須々ヶ丘

 9 小松 晃人(1)   4:39.30  9 飯森 友蘭(1)   4:35.98 
ｺﾏﾂ ｱｷﾄ 創造学園 ｲｲﾓﾘ ﾕﾗ 松本蟻ヶ崎

10 一瀬 拓郎(2)   4:55.30 10 小松 和弥(1)   4:48.65 
ｶｽﾞｾ ﾀｸﾛｳ 南安曇農 ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾔ 創造学園

11 郷津 朋稀(2)   4:58.18 山田 大輔(2)
ｺﾞｳｽﾞ ﾄﾓｷ 松本県ヶ丘 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 南安曇農

[ 3組]

 1 飯島 伸広(2)   4:21.39 Q
ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 豊科

 2 野瀬 雅史(2)   4:22.14 Q
ﾉｾ ﾏｻﾌﾐ 松本県ヶ丘

 3 清水 順太(2)   4:23.77 Q
ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 松商学園

 4 塩田 雅人(2)   4:26.90 
ｼｵﾀ ﾏｻﾄ 松本深志

 5 百瀬 賢一(1)   4:34.47 
ﾓﾓｾ ｹﾝｲﾁ 塩尻志学館

 6 真島 雅季(1)   4:34.84 
ﾏｼﾏ ﾏｻｷ 大町

 7 林 亮輔(1)   4:36.54 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 大町北

 8 猿田 大樹(1)   4:37.87 
ｻﾙﾀ  ﾀｲｷ 松本工

 9 渋谷 涼太(1)   4:38.55 
ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾀ 松本蟻ヶ崎

10 舟島 聖也(2)   4:49.61 
ﾌﾈｼﾏ ｾｲﾔ 木曽青峰

11 逸見 和弥(1)   4:53.16 
ﾍﾝﾐ ｶｽﾞﾔ 梓川

12 海川 和哉(1)   5:25.31 
ｳﾐｶﾜ ｶｽﾞﾔ 都市大塩尻

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 所属名 記録／備考
1  2059 5  2069

記録／備考 順 No. 氏  名 所属名

4  2484 1  2256

3  2331 3  2039

8  2407 9  2534

2  2259 8  1991

7  1987 7  2465

5  2038 4  2309

6  2526 10  2396

9  2392 11  2335

 2141
欠場

10  2139 6  2524

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

11  2307 2

6  2463

3  2258

2  2533

4  2313

5  2922

12  2412

9  1996

7  2064

10  2162

1  2457

11  2393

8  1938



 1 薛 玄太郎(2)   4:13.53 
ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 大町

 2 百瀬 遼(2)   4:15.69 
ﾓﾓｾ ﾘｮｳ 大町北

 3 飯島 伸広(2)   4:16.24 
ｲｲｼﾞﾏ ﾉﾌﾞﾋﾛ 豊科

 4 野瀬 雅史(2)   4:16.63 
ﾉｾ ﾏｻﾌﾐ 松本県ヶ丘

 5 百瀬 大輝(1)   4:16.65 
ﾓﾓｾ ﾋﾛｷ 大町

 6 山本 侑矢(2)   4:17.18 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 松本美須々ヶ丘

 7 清水 順太(2)   4:17.90 
ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 松商学園

 8 塩原 潤(2)   4:23.37 
ｼｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 松本深志

 9 折橋 翔太(1)   4:27.68 
ｵﾘﾊｼ ｼｮｳﾀ 松商学園

10 中山 航大(2)   4:31.78 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ 松本深志

11 黒岩 慶大(1)   4:32.20 
ｸﾛｲﾜ ｹｲﾀ 豊科

12 野口 佐介(2)   4:39.47 
ﾉｸﾞﾁ ｻｽｹ 塩尻志学館

男子

1500m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  2533

6  2313

8  2059

12  2039

2  2463

10  2256

5  2069

9  2331

11  2534

3  1991

4  2484

1  2259



決勝 9月7日 11:50

長野県高校記録(KR)           13:45.23 佐藤　悠基                   佐久長聖         2004/08/05  
大会記録(GR)                 15:11.1  鈴木　俊文                   松本工業         1992        

 1 薛 玄太郎(2)  15:44.97 
ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 大町

 2 清水 順太(2)  15:52.26 
ｼﾐｽﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 松商学園

 3 野瀬 雅史(2)  15:55.54 
ﾉｾ ﾏｻﾌﾐ 松本県ヶ丘

 4 大和田 雅人(2)  16:02.88 
ｵｵﾜﾀﾞ ﾏｻﾄ 大町

 5 山田 大輔(2)  16:09.26 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 南安曇農

 6 百瀬 大輝(1)  16:10.31 
ﾓﾓｾ ﾋﾛｷ 大町

 7 塩原 潤(2)  16:19.41 
ｼｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝ 松本深志

 8 山本 侑矢(2)  16:33.29 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 松本美須々ヶ丘

 9 野口 佐介(2)  16:35.07 
ﾉｸﾞﾁ ｻｽｹ 塩尻志学館

12 吉野 元貴(1)  16:56.17 
ﾖｼﾉ ｹﾞﾝｷ 松本県ヶ丘

13 田中 晴之輔(2)  17:05.02 
ﾀﾅｶ ﾊﾙﾉｽｹ 松商学園

14 中田 侑希(1)  17:07.15 
ﾅｶﾀﾞ ﾕｳｷ 松本深志

15 小松 晃人(1)  17:08.14 
ｺﾏﾂ ｱｷﾄ 創造学園

16 米山 幸伸(1)  17:14.41 
ﾖﾈﾔﾏ ﾕｷﾉﾌﾞ 松本深志

17 川島 恵一(2)  17:17.62 
ｶﾜｼﾏ ｹｲｲﾁ 大町北

18 大川 柊弥(2)  17:28.73 
ｵｵｶﾜ ﾄｳﾔ 松本県ヶ丘

19 宮阪 絋平(1)  17:33.53 
ﾐﾔｻｶ ｺｳﾍｲ 塩尻志学館

20 三井 智也(2)  17:33.80 
ﾐﾂｲ ﾄﾓﾔ 松商学園

21 舘林 武(2)  17:59.22 
ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 梓川

22 赤堀 歩(1)  18:04.04 
ｱｶﾎﾘ ｱﾕﾐ 塩尻志学館

23 小松 和弥(1)  18:12.55 
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾔ 創造学園

24 逸見 和弥(1)  19:21.54 
ﾍﾝﾐ ｶｽﾞﾔ 梓川
渋谷 涼太(1)
ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾀ 松本蟻ヶ崎

男子

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  2059

11  2463

6  2313

7  2058

2  2141

20  2069

5  2256

3  2331

8  1991

19  2320

9  2465

16  2226

15  2526

18  2224

10  2038

4  2306

23  1995

22  2477

12  2160

21  1998

17  2393
欠場

13  2524

14  2162



決勝 9月5日 13:20

長野県高校記録(KR)              14.44 早川　恭平                   長野吉田         2009/08/02  
大会記録(GR)                    15.5  加藤　和行                   大町             1986        

風速 -0.1

 1 三宅 浩生(1)     16.51 
ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 松商学園

 2 小松 太一(1)     17.07 
ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 松本県ヶ丘

 3 宮田 拓実(2)     17.94 
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 創造学園

 4 秋山 和範(2)     18.37 
ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 松本深志

 5 横澤 陸王(1)     18.96 
ﾖｺｻﾜ ﾘｸｵｳ 松本蟻ヶ崎

 6 阿部 和裕(2)     20.23 
ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 明科

 7 増本 泰河(1)     20.69 
ﾏｽﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 松本深志

 8 藤井 隆志(1)     20.98 
ﾌｼﾞｲ ﾀｶｼ 松本深志

 9 長南 尚樹(1)     21.55 
ﾁｮｳﾅﾝ ﾅｵｷ 白馬

男子

110mH(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  2480

2  2317

8  2504

3  2221

7  2395

4  2563

9  2008

6  2232

1  2233



予選 9月6日 10:40
決勝 9月6日 12:00

長野県高校記録(KR)              51.36 小池　佑始                   東海大三         2002/10/22  
大会記録(GR)                    54.16 下里　直弥                   松商学園         2008        

[ 1組] [ 2組]

 1 小松 太一(1)     58.66 Q  1 東井 隆希(1)   1:01.15 Q
ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 松本県ヶ丘 ﾄｳｲ ﾘｭｳｷ 松本蟻ヶ崎

 2 秋山 和範(2)   1:00.40 Q  2 織茂 大地(2)   1:01.95 Q
ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 松本深志 ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 松本蟻ヶ崎

 3 宮原 史樹(2)   1:01.64 Q  3 阿部 和裕(2)   1:03.20 Q
ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ 松本蟻ヶ崎 ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 明科

 4 手塚 大喜(1)   1:01.77 q  4 三宅 浩生(1)   1:04.42 q
ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 明科 ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 松商学園

 5 熊崎 友哉(2)   1:05.06  5 増本 泰河(1)   1:06.09 
ｸﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ 創造学園 ﾏｽﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 松本深志

 1 秋山 和範(2)     59.16 
ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ 松本深志

 2 小松 太一(1)   1:00.13 
ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ 松本県ヶ丘

 3 織茂 大地(2)   1:00.46 
ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 松本蟻ヶ崎

 4 手塚 大喜(1)   1:02.24 
ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 明科

 5 三宅 浩生(1)   1:02.37 
ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 松商学園

 6 東井 隆希(1)   1:02.51 
ﾄｳｲ ﾘｭｳｷ 松本蟻ヶ崎

 7 阿部 和裕(2)   1:02.67 
ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ 明科

 8 宮原 史樹(2)   1:06.78 
ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ 松本蟻ヶ崎

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

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

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  2317 4  2394

3  2221 3  2390

5  2391 5  2563

6  2552 6  2480

2  2522 2  2232

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 記録／備考
5  2221

6  2317

所属名

4  2390

2  2552

3  2480

7  2394

8  2563

9  2391



決勝 9月6日 13:30

長野県高校記録(KR)            8:57.13 小林　巧                     下諏訪向陽       2011/08/07  
大会記録(GR)                  9:33.7  中村　洋隆                   白馬             1991        

 1 薛 玄太郎(2)   9:55.47 
ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 大町

 2 大和田 雅人(2)  10:24.44 
ｵｵﾜﾀﾞ ﾏｻﾄ 大町

 3 吉野 元貴(1)  10:31.71 
ﾖｼﾉ ｹﾞﾝｷ 松本県ヶ丘

 4 折橋 翔太(1)  10:34.69 
ｵﾘﾊｼ ｼｮｳﾀ 松商学園

 5 三井 智也(2)  10:39.59 
ﾐﾂｲ ﾄﾓﾔ 松商学園

 6 植松 徹志(1)  10:42.76 
ｳｴﾏﾂ ﾃﾂｼ 松本深志

 7 小松 晃人(1)  10:43.30 
ｺﾏﾂ ｱｷﾄ 創造学園

 8 米山 幸伸(1)  11:04.00 
ﾖﾈﾔﾏ ﾕｷﾉﾌﾞ 松本深志

 9 田中 晴之輔(2)  11:26.29 
ﾀﾅｶ ﾊﾙﾉｽｹ 松商学園

10 増澤 直彦(1)  11:29.95 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾅｵﾋｺ 松本深志

11 舘林 武(2)  11:30.62 
ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 梓川

12 赤堀 歩(1)  11:32.36 
ｱｶﾎﾘ ｱﾕﾐ 塩尻志学館

13 小松 和弥(1)  11:39.53 
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾔ 創造学園

14 池上 一希(1)  11:45.14 
ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ 松本県ヶ丘

15 宮阪 絋平(1)  11:47.16 
ﾐﾔｻｶ ｺｳﾍｲ 塩尻志学館

16 一瀬 拓郎(2)  11:55.80 
ｶｽﾞｾ ﾀｸﾛｳ 南安曇農
野口 佐介(2)
ﾉｸﾞﾁ ｻｽｹ 塩尻志学館
等々力 伸彦(2)
ﾄﾄﾞﾘｷ ﾉﾌﾞﾋｺ 松本蟻ヶ崎

男子

3000mSC

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  2059

4  2058

6  2320

16  2484

3  2477

12  2230

5  2526

8  2224

14  2465

10  2234

9  2160

7  1998

17  2524

18  2319

欠場

13  1995

1  2139

11  1991
欠場

15  2392



決勝 9月7日  9:30

長野県高校記録(KR)           19:45.72 高田　浩二                   松川             2001/05/27  
大会記録(GR)                 23:15.33 高橋　涼太                   豊科             2012        

 1 舟島 聖也(2)  29:21.46 
ﾌﾈｼﾏ ｾｲﾔ 木曽青峰

 2 横矢 宇博(1)  31:44.42 
ﾖｺﾔ ﾀｶﾋﾛ 松本美須々ヶ丘
舘林 武(2)
ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 梓川

男子

5000m競歩

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  2160
失格

1  1938

3  2333



決勝 9月6日 13:30

長野県高校記録(KR)               2.17 小柳　和朗                   中野実業         1990/07/07  
大会記録(GR)                     1.96 北野　恭平                   松商学園         2010        

青柳 朋和(1)
ｱｵﾔｷﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 松本工
小野 寛貴(1)
ｵﾉ ﾋﾛｷ 松商学園
東井 隆希(1)
ﾄｳｲ ﾘｭｳｷ 松本蟻ヶ崎
丸山 拓哉(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 松商学園
諏訪 秀聖(2)
ｽﾜ ｼｭｳｾｲ 松商学園
木船 宗一(1)
ｷﾌﾈ ｿｳｲﾁ 松本蟻ヶ崎
藤井 天良(1)
ﾌｼﾞｲ ｿﾗ 松本深志
笹川 昴輝(1)
ｻｻｶﾞﾜ ｺｳｷ 松本県ヶ丘
宮田 拓実(2)
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 創造学園
田口 竜成(1)
ﾀｸﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ 木曽青峰
細田 隆樹(1) 記録なし
ﾎｿﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞｭ 大町北

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m50 1m55 1m75 1m77 記録 備考
1 10  2415

- - o

1m60 1m65 1m70 1m75 1m75 1m73

xxx x o o x  1.75

o  1.77

2 9  2486
- - - o o

o o xxx x o o

 1.65

 1.70

4 11  2461
- - o o /

xo xxo xxx
3 6  2394

- o o

 2462
- - xo

 1.60

 1.65

6 1  2361
o o o xxx

xo xxx
5 7

 1.60

 1.60

8 3  2263
o xxo o xxx

xxx
6 5  2231

- o o

 2504
xxo o xxx

 1.50

 1.55

10 4  1943
xxo xxx

9 2

xxx
8  2923

- - -



決勝 9月6日 10:30

長野県高校記録(KR)               5.11 松澤ジアン成治               高遠             2009/07/20  
大会記録(GR)                     4.25 松沢　昭典                   松本県ヶ丘       1995        

3m00 3m10 3m20 3m30
青山 広夢(2) - - - - - - - - - -
ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾑ 田川 o - xxo xxx
荒田 智也(1) - - - - - - - - - -
ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ 田川 xxo xo xxx
藤井 天良(1) o o o xxx
ﾌｼﾞｲ ｿﾗ 松本深志

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
2m00 2m10 2m80 2m90

記録 備考

1 1  2935
 3.20

2m20 2m30 2m40 2m50 2m60 2m70

2 3  2938
 3.10

3 2  2231
 2.20



決勝 9月5日 13:30

長野県高校記録(KR)               7.61 嶺村　鴻汰                   大町             2010/10/02  
大会記録(GR)                     7.11 中野　涼介                   松本深志         2013        

 ３回の
 最高記録

下川 一樹(2)   6.13   6.21    x    6.21   6.48   6.56   6.21    6.56 
ｼﾓｶﾜ ｶｽﾞｷ 大町北   -0.6   -1.0    -1.0   -0.3   +0.4   -0.6    +0.4
増子 良平(1)   6.16   6.34    x    6.34   4.89    x   6.52    6.52 
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 松商学園   -0.9   -1.6    -1.6   +0.3    0.0     0.0
松岡 雄斗(2)   6.05   6.02   6.12    6.12   6.05   6.18   6.35    6.35 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 松本深志   -0.6   -0.7   +1.4    +1.4   +0.7   +0.8   +0.4    +0.4
小林 拓未(2)   5.88   6.00   6.13    6.13    x    x    x    6.13 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 松商学園   +0.4   -0.6   +1.3    +1.3    +1.3
奥原 大輝(1)   6.05    x    x    6.05    -    -    -    6.05 
ｵｸﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 松本県ヶ丘   -0.4    -0.4    -0.4
長野 翔(1)   6.00   5.81   5.85    6.00   5.86   5.79    x    6.00 
ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳ 松本深志   -0.6   -1.7   +1.4    -0.6   +0.8   -0.2    -0.6
塚原 大知(2)   5.94    x    x    5.94    x   5.81    x    5.94 
ﾂｶﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 松本県ヶ丘   -0.6    -0.6   +0.3    -0.6
種山 翔太(1)   5.73   5.93    x    5.93    x   4.94    x    5.93 
ﾀﾈﾔﾏ  ｼｮｳﾀ 松本工   +0.4   +0.4    +0.4    0.0    +0.4
安部 宏希(1)    x   5.75    x    5.75    5.75 
ｱﾝﾍﾞ ﾋﾛｷ 大町北   -0.9    -0.9    -0.9
横澤 陸王(1)   4.83   5.67   5.28    5.67    5.67 
ﾖｺｻﾜ ﾘｸｵｳ 松本蟻ヶ崎   -1.5   +0.8   -1.4    +0.8    +0.8
村瀬 卓美(1)   5.37   5.37   5.43    5.43    5.43 
ﾑﾗｾ ﾀｸﾐ 池田工   -1.2   -0.2   +1.4    +1.4    +1.4
井口 将理(1)   4.27   5.11   5.39    5.39    5.39 
ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ 松本県ヶ丘   -0.4   -0.4   -1.1    -1.1    -1.1
和田 祥吾(1)   5.06   5.33    x    5.33    5.33 
ﾜﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ 木曽青峰   -1.6   -1.5    -1.5    -1.5
山田 晴海(1)   5.21   5.00   5.22    5.22    5.22 
ﾔﾏﾀﾞ ﾊﾙﾐ 南安曇農   -1.5   -0.2   -1.3    -1.3    -1.3
髙橋 悠吏(1)    x    x   5.22    5.22    5.22 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾘ 松商学園   -2.5    -2.5    -2.5
宇佐美 貴大(2)   5.17   5.20   4.76    5.20    5.20 
ｳｻﾐ ﾀｶﾋﾛ 池田工   -0.5   -0.2   -2.4    -0.2    -0.2
青山 広夢(2)   4.97   5.06   4.83    5.06    5.06 
ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾑ 田川   -1.4    0.0   +0.8     0.0     0.0
竹内 真滉(1)    x    x    x 記録なし
ﾀｹｳﾁ ﾏﾋﾛ 松本美須々ヶ丘
望月 春希(1) 欠場
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｷ 松本蟻ヶ崎
福田 亮生(1) 欠場
ﾌｸﾀﾞ ﾘｮｳｷ 松本秀峰
手塚 大喜(1) 欠場
ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 明科

備考

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録

1 18  2045

2 21  2488

3 20  2222

4 19  2474

5 17  2316

6 16  2229

7 14  2310

8 9  2410

9 12  2928

10 4  2395

11 11  2087

12 5  2287

13 13  1941

14 2  2144

15 7  2491

16 8  2093

17 10  2935

6  2334

15  2552

1  2397

3  2966



決勝 9月7日 11:30

長野県高校記録(KR)              15.58 石川　和義                   中野実業         2000/09/02  
大会記録(GR)                    14.18 宮澤　基                     松本県ヶ丘       1987        

 ３回の
 最高記録

増子 良平(1)  13.23  12.93    -   13.23  12.94  12.52    x   13.23 
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 松商学園   +0.7   +1.2    +0.7   -0.8   -0.7    +0.7
手塚 大喜(1)  12.22  11.97    -   12.22  11.80    x  12.52   12.52 
ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 明科   +1.2   +1.4    +1.2   -1.3   -0.8    -0.8
下川 一樹(2)  10.47  12.00  11.94   12.00    x    x  12.25   12.25 
ｼﾓｶﾜ ｶｽﾞｷ 大町北   +2.1   +0.3   -2.3    +0.3   +0.1    +0.1
松岡 雄斗(2)  12.24  10.29  11.58   12.24  11.94  11.11    x   12.24 
ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ 松本深志   +0.9   +1.0   -1.4    +0.9   -1.0   -0.9    +0.9
長野 翔(1)  11.69  11.71  10.51   11.71    x  11.10  11.38   11.71 
ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳ 松本深志   +2.2   +1.3   +1.5    +1.3   -1.2    0.0    +1.3
髙橋 悠吏(1)    x  11.66    x   11.66  10.79    x  11.28   11.66 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾘ 松商学園    0.0     0.0   -2.2   -0.6     0.0
小林 拓未(2)    x  11.51  11.50   11.51    -    -  11.27   11.51 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 松商学園   +0.7   +1.4    +0.7   -0.6    +0.7
中村 祐貴(2)    x  11.26  11.42   11.42  11.33  11.14  10.33   11.42 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ 松本県ヶ丘   +0.2   +0.6    +0.6   -1.8   -2.2   -1.1    +0.6
宮澤 一真(2)  10.97    x  11.36   11.36   11.36 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 梓川   +1.1   +1.7    +1.7    +1.7
木船 宗一(1)  10.67  11.23  11.00   11.23   11.23 
ｷﾌﾈ ｿｳｲﾁ 松本蟻ヶ崎   +1.5   +2.1   +0.3    +2.1    +2.1
安部 宏希(1)    x    x  11.19   11.19   11.19 
ｱﾝﾍﾞ ﾋﾛｷ 大町北   -0.3    -0.3    -0.3
山浦 聡士(1)    x    x    x 記録なし
ﾔﾏｳﾗ ｻﾄｼ 創造学園

備考

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録

1 12  2488

2 11  2552

3 10  2045

4 9  2222

5 7  2229

6 6  2491

7 8  2474

8 3  2312

9 5  2153

10 1  2361

11 2  2928

4  2527



決勝 9月6日  9:30

長野県高校記録(KR)              14.61 飯田　謙治                   松商学園         2013/05/25  
大会記録(GR)                    12.69 下條　久佳                   木曽青峰         2009        

 ３回の
 最高記録

細田 歩(2)
ﾎｿﾀﾞ ｱﾕﾑ 塩尻志学館
濱 直輝(2)
ﾊﾏ ﾅｵｷ 梓川
小竹 脩斗(2)
ｺﾀｹ ﾅｵﾄ 松本県ヶ丘
奥灘 慎太郎(1)
ｵｸﾅﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 松本県ヶ丘
荻澤 昌俊(2)
ｵｷﾞｻﾜ ﾏｻﾄｼ 大町北
丸山 幹稀(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 梓川
久保田 駿(2)
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 大町北
荒田 智也(1)
ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ 田川
藤原 一斗(1)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾄ 穂高商
坂井 亮太(1)
ｻｶｲ ﾘｮｳﾀ 大町北
小林 生歩稀(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 梓川
吉岡 桂(2)
ﾖｼｵｶ ｹｲ 南安曇農
花岡 恭行(2)
ﾊﾅｵｶ ﾔｽﾕｷ 白馬
丸山 悠太(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 南安曇農
横前 智規(1)
ﾖｺﾏｴ ﾄﾓｷ 松商学園
五十嵐 春輝(2)
ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｷ 白馬
熊谷 拓真(1)
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ 松商学園
大槻 篤志(1)
ｵｵﾂｷ ｱﾂｼ 明科
中村 峻登(1)
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾄ 白馬
岡田 大志(1) 欠場
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ 松本深志

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

2 19  2152
 10.18   9.84

1 20  1988
 10.94  11.62

  9.17   10.18   9.08    x   9.08  10.18 

  11.62  11.30  11.65  11.03  11.65  11.36

4 15  2315
  9.47   9.45

3 17  2308
  9.17    -

  9.73    9.73   9.36   9.29   9.97   9.97 

   9.17   9.65  10.07    x  10.07   7.43

6 10  2154
  9.35   9.16

5 13  2036
  8.78   9.28

  9.02    9.35   9.30   8.78   8.54   9.35 

   9.39   9.72   9.30   9.41   9.72   9.39

8 12  2938
  8.71   8.02

7 11  2047
  8.48   8.82

  8.35    8.71    -    -    -   8.71 

   8.82   8.56   8.73   8.49   8.82   8.55

10 9  2930
  7.70   8.19

9 16  2119
  8.48    x

  7.53    8.19   8.19 

   8.63   8.63   8.63

12 7  2142
  7.36   7.07

11 14  2151
  7.99   7.95

  7.75    7.75   7.75 

   7.99   7.99   7.25

14 5  2140
   x   6.65

13 8  2028
  7.10   7.43

  6.88    6.88   6.88 

   7.43   7.43   7.17

16 3  2020
  5.85   6.36

15 2  2494
   x   6.07

  5.75    6.36   6.36 

   6.51   6.51   6.51

18 4  2553
  5.60   5.88

17 6  2489
  5.71   6.12

  5.29    5.88   5.88 

   6.12   6.12   5.67

18  2225

19 1  2009
  4.87   5.00    5.20   5.20   5.20



決勝 9月7日 10:00

長野県高校記録(KR)              45.21 笹野　弘允                   丸子実業         2005/06/26  
大会記録(GR)                    38.07 下條　久佳                   木曽青峰         2009        

 ３回の
 最高記録

藤原 一斗(1)
ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾄ 穂高商
細田 歩(2)
ﾎｿﾀﾞ ｱﾕﾑ 塩尻志学館
丸山 幹稀(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 梓川
千國 達哉(2)
ﾁｸﾆ ﾀﾂﾔ 大町北
高山 雄司(2)
ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 松商学園
荻澤 拓也(2)
ｵｷﾞｻﾜ ﾀｸﾔ 大町北
荻澤 昌俊(2)
ｵｷﾞｻﾜ ﾏｻﾄｼ 大町北
堀ﾉ内 健人(1)
ﾎﾘﾉｳﾁ ﾀｹﾄ 明科
草間 拓海(1)
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 松本県ヶ丘
奥原 聖人(1)
ｵｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 梓川
熊谷 拓真(1)
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ 松商学園
細田 響(1)
ﾎｿﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 創造学園
大槻 篤志(1)
ｵｵﾂｷ ｱﾂｼ 明科
花岡 恭行(2)
ﾊﾅｵｶ ﾔｽﾕｷ 白馬
丸山 悠太(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 南安曇農
横前 智規(1)
ﾖｺﾏｴ ﾄﾓｷ 松商学園
五十嵐 春輝(2)
ｲｶﾞﾗｼ ﾊﾙｷ 白馬
中村 峻登(1)
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾄ 白馬

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

円盤投(1.750kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

2 19  1988
   o    o

1 18  2119
   o  32.45

 31.88   31.88    o    o    o  31.88 

  32.45    o  32.90    o  32.90    o

4 12  2037
   o  23.82

3 17  2154
   x  25.87

   x   23.82    o  25.26    o  25.26 

  25.87    x  29.24    x  29.24    o

6 14  2921
 22.36    o

5 15  2476
   o    o

   o   22.36    o    o  24.09  24.09 

  24.93    o    o    x  24.93  24.93

8 11  2551
   o  22.64

7 16  2036
 22.44    x

   o   22.64    o    o    o  22.64 

  22.44    o    o  23.71  23.71    o

10 10  2161
   o    o

9 13  2304
   x    o

 19.23   19.23  19.23 

  21.97  21.97  21.97

12 2  2528
   o    o

11 7  2489
   o  18.57

 18.49   18.49  18.49 

  18.57  18.57    o

14 8  2028
   o    o

13 9  2553
   o  17.15

 16.91   16.91  16.91 

  17.15  17.15    x

16 5  2494
 14.20    o

15 3  2140
   x  14.26

   o   14.20  14.20 

  14.26  14.26    x

18 4  2009
 10.81    o

17 6  2020
   x    o

   o   10.81  10.81 

  13.21  13.21  13.21



決勝 9月5日 10:30

長野県高校記録(KR)              57.29 笹野　弘允                   丸子実業         2005/10/23  
大会記録(GR)                    49.25 上條　文汰                   梓川             2012        

 ３回の
 最高記録

濱 直輝(2)
ﾊﾏ ﾅｵｷ 梓川
小林 生歩稀(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ 梓川
細田 歩(2)
ﾎｿﾀﾞ ｱﾕﾑ 塩尻志学館
熊谷 拓真(1)
ｸﾏｶﾞｲ ﾀｸﾏ 松商学園
久保田 駿(2)
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 大町北
遠山 誠之(1)
ﾄｵﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 木曽青峰
荻澤 拓也(2)
ｵｷﾞｻﾜ ﾀｸﾔ 大町北
大槻 篤志(1)
ｵｵﾂｷ ｱﾂｼ 明科
奥原 聖人(1)
ｵｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 梓川
細田 響(1)
ﾎｿﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 創造学園

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

2 8  2151
   x    o

1 10  2152
   o  45.38

 35.84   35.84  36.52    o    o  36.52 

  45.38    o    x    o  45.38    o

4 2  2489
   o  30.35

3 9  1988
   o  29.14

   x   30.35    x    o    o  30.35 

  29.14  30.99    o    o  30.99    o

6 6  1946
 24.30    x

5 7  2047
   o    o

   o   24.30    o  26.80    o  26.80 

  28.88    x  29.03    o  29.03  28.88

8 3  2553
   o    o

7 5  2921
 25.53    o

 23.35   23.35    o    o  25.32  25.32 

  25.53    o    x    o  25.53    x

10 1  2528
 12.08    x

9 4  2161
 20.33    x

   x   12.08  12.08 

  20.33  20.33    x



決勝 9月5日 12:00

長野県高校記録(KR)              62.58 小林　強                     上田東           1989/07/02  
大会記録(GR)                    56.32 小林　永樹                   塩尻             1997        

 ３回の
 最高記録

丸山 幹稀(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 梓川
高山 雄司(2)
ﾀｶﾔﾏ ﾕｳｼﾞ 松商学園
千國 達哉(2)
ﾁｸﾆ ﾀﾂﾔ 大町北
古林 泰紀(2)
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 塩尻志学館
岡田 大志(1)
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ 松本深志
細田 隆樹(1)
ﾎｿﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞｭ 大町北
遠山 誠之(1)
ﾄｵﾔﾏ ﾖｼﾕｷ 木曽青峰
山本 真光人(1)
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ 大町北
百瀬 正広(1)
ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ 梓川
吉澤 希(1)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾉｿﾞﾑ 田川
奥灘 慎太郎(1)
ｵｸﾅﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 松本県ヶ丘
横前 智規(1)
ﾖｺﾏｴ ﾄﾓｷ 松商学園
近藤 創一郎(2)
ｺﾝﾄﾞｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 都市大塩尻
藤井 隆志(1)
ﾌｼﾞｲ ﾀｶｼ 松本深志
細田 響(1) 記録なし
ﾎｿﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 創造学園
宮澤 一真(2) 記録なし
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 梓川

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

やり投(0.800kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

2 13  2476
   o    o

1 16  2154
 54.12    x

 47.50   47.50  49.26    o    o  49.26 

  54.12    -    -    -  54.12    o

4 14  1989
 46.36    -

3 15  2037
   x  47.95

   -   46.36    o    o    -  46.36 

  47.95    o    x    o  47.95    o

6 1  2923
   o  38.81

5 10  2225
 35.97    -

   x   38.81    o    x    o  38.81 

  35.97    x    o  40.04  40.04    -

8 9  2924
   x  35.91

7 12  1946
   o    o

   o   35.91    o    x    x  35.91 

  37.99    o    o    o  37.99  37.99

10 11  2939
 30.77    x

9 3  2163
   x    o

   o   30.77  30.77 

  31.01  31.01  31.01

12 6  2494
 28.59    x

11 8  2315
   x  30.24

   o   28.59  28.59 

  30.24  30.24    o

14 7  2233
   x  27.61

13 2  2456
   x    x

   x   27.61  27.61 

  28.15  28.15  28.15

5  2153
   x    x

4  2528
   x    x

   x

   x



予選 9月5日 10:20
決勝 9月6日 14:10

長野県高校記録(KR)              41.06 松商学園                     松商学園         2012/07/29  
（藤森　未知也・樋口　克治・的場　亮太・宮澤　裕輝）

大会記録(GR)                    42.61 松商学園                     松商学園         2011        
（藤森 未知也・樋口 克治・宮澤 裕輝・的場 亮太）

[ 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 松商学園  2490 成澤 稜(1)     43.23 Q  1   3 田川  2190 矢ヶ崎 祐介(2)     44.60 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ ﾀｶﾞﾜ ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ
 2480 三宅 浩生(1)  2937 赤堀 拓夢(1)

ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ
 2474 小林 拓未(2)  2938 荒田 智也(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ
 2481 樋口 一馬(1)  2932 大野 智裕(2)

ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ
 2   6 松本県ヶ丘  2308 小竹 脩斗(2)     44.18 Q  2   5 松本深志  2222 松岡 雄斗(2)     44.94 Q

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｺﾀｹ ﾅｵﾄ ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ
 2317 小松 太一(1)  2257 山下 紘永(2)

ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ
 2287 井口 将理(1)  2227 山口 直也(1)

ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ
 2314 矢口 優介(2)  2235 飯嶋 拓海(1)

ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ
 3   4 松本蟻ヶ崎  2400 佐藤 高史(2)     44.94 q  3   4 塩尻志学館  1988 細田 歩(2)     45.50 q

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ﾎｿﾀﾞ ｱﾕﾑ
 2390 織茂 大地(2)  1986 木村 幸太(1)

ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ ｷﾑﾗ ｺｳﾀ
 2398 髙木 涼太(1)  1987 木村 祐太(1)

ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ
 2391 宮原 史樹(2)  1989 古林 泰紀(2)

ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ
 4   7 大町  2061 田中 大聖(2)     45.41 q  4   6 梓川  2163 百瀬 正広(1)     45.95 

ｵｵﾏﾁ ﾀﾅｶ ﾀｲｾｲ ｱｽﾞｻｶﾞﾜ ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ
 2060 因幡 将吾(2)  2153 宮澤 一真(2)

ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
 2067 有賀 健(1)  2161 奥原 聖人(1)

ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ ｵｸﾊﾗ ﾏｻﾄ
 2068 澁谷 郁磨(1)  2154 丸山 幹稀(2)

ｼﾌﾞﾔ ｲｸﾏ ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ
 5   2 大町北  2929 勝野 智稀(1)     45.64 q  5   2 木曽青峰  1945 小倉 稀士(1)     46.92 

ｵｵﾏﾁｷﾀ ｶﾂﾉ ﾄﾓｷ ｷｿｾｲﾎｳ ｵｸﾞﾗ ｷｼ
 2926 遠藤 幹也(1)  1941 和田 祥吾(1)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ ﾜﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ
 2925 青田 龍輝(1)  1940 田代 暉(2)

ｱｵﾀ ﾘｭｳｷ ﾀｼﾛ ﾋｶﾘ
 2045 下川 一樹(2)  1936 川井 渓太(2)

ｼﾓｶﾜ ｶｽﾞｷ ｶﾜｲ ｹｲﾀ
 6   3 穂高商  2119 藤原 一斗(1)     46.18  6   7 明科  2551 堀ﾉ内 健人(1)     48.08 

ﾎﾀｶｼｮｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾄ ｱｶｼﾅ ﾎﾘﾉｳﾁ ﾀｹﾄ
 2118 長崎 祐介(1)  2552 手塚 大喜(1)

ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ ﾃﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ
 2115 中村 忠夫(2)  2563 阿部 和裕(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｵ ｱﾍﾞ ｶｽﾞﾋﾛ
 2117 竹内 誠(1)  2553 大槻 篤志(1)

ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ ｵｵﾂｷ ｱﾂｼ
 7   8 創造学園  2528 細田 響(1)     47.56 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾎｿﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ
 2515 細萱 元太(2)

ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ
 2527 山浦 聡士(1)

ﾔﾏｳﾗ ｻﾄｼ
 2504 宮田 拓実(2)

ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ

男子

4×100m

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



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松商学園  2490 成澤 稜(1)     43.53 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
 2480 三宅 浩生(1)

ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ
 2474 小林 拓未(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
 2481 樋口 一馬(1)

ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ
 2   6 松本県ヶ丘  2308 小竹 脩斗(2)     44.49 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｺﾀｹ ﾅｵﾄ
 2317 小松 太一(1)

ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ
 2287 井口 将理(1)

ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ
 2314 矢口 優介(2)

ﾔｸﾞﾁ ﾕｳｽｹ
 3   7 松本深志  2222 松岡 雄斗(2)     45.05 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾏﾂｵｶ ﾕｳﾄ
 2257 山下 紘永(2)

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ
 2227 山口 直也(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ
 2235 飯嶋 拓海(1)

ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ
 4   9 松本蟻ヶ崎  2400 佐藤 高史(2)     45.12 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ
 2390 織茂 大地(2)

ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ
 2398 髙木 涼太(1)

ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ
 2391 宮原 史樹(2)

ﾐﾔﾊﾗ ﾌﾐｷ
 5   5 田川  2190 矢ヶ崎 祐介(2)     45.14 

ﾀｶﾞﾜ ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ
 2937 赤堀 拓夢(1)

ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ
 2938 荒田 智也(1)

ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ
 2932 大野 智裕(2)

ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ
 6   2 大町北  2929 勝野 智稀(1)     45.62 

ｵｵﾏﾁｷﾀ ｶﾂﾉ ﾄﾓｷ
 2926 遠藤 幹也(1)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ
 2925 青田 龍輝(1)

ｱｵﾀ ﾘｭｳｷ
 2045 下川 一樹(2)

ｼﾓｶﾜ ｶｽﾞｷ
 7   8 大町  2061 田中 大聖(2)     45.71 

ｵｵﾏﾁ ﾀﾅｶ ﾀｲｾｲ
 2060 因幡 将吾(2)

ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ
 2067 有賀 健(1)

ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ
 2068 澁谷 郁磨(1)

ｼﾌﾞﾔ ｲｸﾏ
 8   3 塩尻志学館  1988 細田 歩(2)     47.93 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ﾎｿﾀﾞ ｱﾕﾑ
 1986 木村 幸太(1)

ｷﾑﾗ ｺｳﾀ
 1987 木村 祐太(1)

ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ
 1996 百瀬 賢一(1)

ﾓﾓｾ ｹﾝｲﾁ

4×100m
決勝

男子



予選 9月6日 15:10
決勝 9月7日 14:00

長野県高校記録(KR)            3:15.32 長野日大                     長野日大         1994/08/04  
（小林　修・目黒　武志・今井　洋平・山本　彰一）

大会記録(GR)                  3:22.8  松本美須々ヶ丘               松本美須々ヶ丘   1989        
（百瀬・中野・鮒井・大田）

[ 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   6 松商学園  2480 三宅 浩生(1)   3:31.81 Q  1   4 松本蟻ヶ崎  2398 髙木 涼太(1)   3:32.47 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ
 2481 樋口 一馬(1)  2397 望月 春希(1)

ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｷ
 2488 増子 良平(1)  2399 鷲沢 拓海(1)

ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ ﾜｼｻﾞﾜ ﾀｸﾐ
 2474 小林 拓未(2)  2390 織茂 大地(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ
 2   5 大町  2067 有賀 健(1)   3:33.25 Q  2   5 松本深志  2227 山口 直也(1)   3:35.13 Q

ｵｵﾏﾁ ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ
 2060 因幡 将吾(2)  2259 中山 航大(2)

ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾅｶﾔﾏ ｺｳﾀﾞｲ
 2059 薛 玄太郎(2)  2235 飯嶋 拓海(1)

ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ
 2065 佐藤 大起(1)  2257 山下 紘永(2)

ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ
 3   2 大町北  2926 遠藤 幹也(1)   3:37.64 q  3   3 穂高商  2119 藤原 一斗(1)   3:38.00 q

ｵｵﾏﾁｷﾀ ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ ﾎﾀｶｼｮｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾄ
 2039 百瀬 遼(2)  2117 竹内 誠(1)

ﾓﾓｾ ﾘｮｳ ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ
 2929 勝野 智稀(1)  2115 中村 忠夫(2)

ｶﾂﾉ ﾄﾓｷ ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｵ
 2925 青田 龍輝(1)  2118 長崎 祐介(1)

ｱｵﾀ ﾘｭｳｷ ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ
 4   4 松本県ヶ丘  2318 中島 嘉活(1)   3:41.87 q  4   2 田川  2190 矢ヶ崎 祐介(2)   3:43.13 q

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｶﾂ ﾀｶﾞﾜ ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ
 2309 齊藤 駿太(2)  2932 大野 智裕(2)

ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ
 2316 奥原 大輝(1)  2935 青山 広夢(2)

ｵｸﾊﾗ ﾀﾞｲｷ ｱｵﾔﾏ ﾋﾛﾑ
 2311 永田 望海(2)  2938 荒田 智也(1)

ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ
 5   3 松本工  2413 古畑 智也(1)   3:45.75  5   7 創造学園  2515 細萱 元太(2)   3:47.06 

ﾏﾂﾓﾄｺｳ ﾌﾙﾊﾀ  ﾄﾓﾔ ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾎｿｶﾞﾔ ｹﾞﾝﾀ
 2407 中田 大貴(2)  2522 熊崎 友哉(2)

ﾅｶﾀ  ﾋﾛﾀｶ ｸﾏｻﾞｷ ﾕｳﾔ
 2409 髙村 拓明(1)  2528 細田 響(1)

ﾀｶﾑﾗ  ﾋﾛｱｷ ﾎｿﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ
 2414 花形 駿介(1)  2504 宮田 拓実(2)

ﾊﾅｶﾞﾀ  ｼｭﾝｽｹ ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ
 6   7 木曽青峰  1942 池口 大翔(1)   3:47.14  6   6 塩尻志学館  1987 木村 祐太(1)   3:47.35 

ｷｿｾｲﾎｳ ｲｹｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ｷﾑﾗ ﾕｳﾀ
 1939 奥谷 瑞貴(2)  1996 百瀬 賢一(1)

ｵｸﾀﾆ ﾐｽﾞｷ ﾓﾓｾ ｹﾝｲﾁ
 1941 和田 祥吾(1)  1986 木村 幸太(1)

ﾜﾀﾞ ｼｮｳｺﾞ ｷﾑﾗ ｺｳﾀ
 1943 田口 竜成(1)  1991 野口 佐介(2)

ﾀｸﾞﾁ ﾘｭｳｾｲ ﾉｸﾞﾁ ｻｽｹ
 7   8 梓川  2163 百瀬 正広(1)   4:05.92 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜ ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ
 2161 奥原 聖人(1)

ｵｸﾊﾗ ﾏｻﾄ
 2162 逸見 和弥(1)

ﾍﾝﾐ ｶｽﾞﾔ
 2160 舘林 武(2)

ﾀﾃﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ

男子

4×400m

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



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 松本蟻ヶ崎  2398 髙木 涼太(1)   3:27.40 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ
 2399 鷲沢 拓海(1)

ﾜｼｻﾞﾜ ﾀｸﾐ
 2397 望月 春希(1)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾙｷ
 2390 織茂 大地(2)

ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ
 2   4 松商学園  2490 成澤 稜(1)   3:28.67 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
 2481 樋口 一馬(1)

ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ
 2480 三宅 浩生(1)

ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ
 2474 小林 拓未(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ
 3   7 松本深志  2227 山口 直也(1)   3:31.14 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾅｵﾔ
 2258 塩田 雅人(2)

ｼｵﾀ ﾏｻﾄ
 2221 秋山 和範(2)

ｱｷﾔﾏ ｶｽﾞﾉﾘ
 2257 山下 紘永(2)

ﾔﾏｼﾀ ﾋﾛﾅｶﾞ
 4   5 大町  2067 有賀 健(1)   3:33.39 

ｵｵﾏﾁ ｱﾙｶﾞ ﾀｹﾙ
 2060 因幡 将吾(2)

ｲﾅﾊﾞ ｼｮｳｺﾞ
 2059 薛 玄太郎(2)

ｾﾂ ｹﾞﾝﾀﾛｳ
 2065 佐藤 大起(1)

ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ
 5   2 田川  2190 矢ヶ崎 祐介(2)   3:34.92 

ﾀｶﾞﾜ ﾔｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ
 2932 大野 智裕(2)

ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ
 2937 赤堀 拓夢(1)

ｱｶﾎﾘ ﾀｸﾏ
 2938 荒田 智也(1)

ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ
 6   9 穂高商  2119 藤原 一斗(1)   3:37.93 

ﾎﾀｶｼｮｳ ﾌｼﾞﾜﾗ ｶｽﾞﾄ
 2117 竹内 誠(1)

ﾀｹｳﾁ ﾏｺﾄ
 2115 中村 忠夫(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞｵ
 2118 長崎 祐介(1)

ﾅｶﾞｻｷ ﾕｳｽｹ
 7   3 松本県ヶ丘  2317 小松 太一(1)   3:38.43 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ｺﾏﾂ ﾀｲﾁ
 2309 齊藤 駿太(2)

ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀ
 2316 奥原 大輝(1)

ｵｸﾊﾗ ﾀﾞｲｷ
 2311 永田 望海(2)

ﾅｶﾞﾀ ﾉｿﾞﾐ
 8   8 大町北  2926 遠藤 幹也(1)   3:42.40 

ｵｵﾏﾁｷﾀ ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷﾔ
 2922 林 亮輔(1)

ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ
 2929 勝野 智稀(1)

ｶﾂﾉ ﾄﾓｷ
 2042 杉本 拓郎(2)

ｽｷﾞﾓﾄ ﾀｸﾛｳ

4×400m
決勝

男子



第１日目 2014/ 9/ 5
第２日目 2014/ 9/ 6

長野県高校記録(KR)               5418 小宮山 彦毅                  上田高           2011/06/18  
大会記録(GR)                     4563 村中　智彦                   松商学園         2010        

[第１日目]

岡田 大志(1) 12.19(+0.9)  5.67(-1.1)        9.72       56.97   2121
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ 松本深志     614     516     469     522      2
小竹 脩斗(2) 11.51(+0.9)  5.88(-0.9)       10.29       56.23   2364
ｺﾀｹ ﾅｵﾄ 松本県ヶ丘     750     561     503     550      1
古林 泰紀(2) 12.03(+0.9)  5.38(-0.7)        7.76       54.82   2060
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 塩尻志学館     645     457     352     606      4
木下 祐太郎(1) 12.33(+0.9)  5.44(-1.3)        6.63       56.14   1897
ｷﾉｼﾀ  ﾕｳﾀﾛｳ 松本工     588     469     286     554      5
北野 慧(1) 11.79(+0.9)  5.28(-1.5)        7.71       54.18   2111
ｷﾀﾉ ｹｲ 松商学園     693     437     349     632      3
草間 拓海(1) 12.53(+0.9)  5.52(-1.3)        8.62     1:00.60   1832
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 松本県ヶ丘     551     485     403     393      6
山浦 聡士(1) 13.76(+0.9)  4.16(-0.7)        4.74     1:04.31   1033
ﾔﾏｳﾗ ｻﾄｼ 創造学園     347     232     176     278      7
宮田 拓実(2) DNS DNS DNS DNS
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 創造学園    DNS

男子

八種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 100m LJ SP

 2504

400m
１日目得点

順位
 2225

 2308

 1989

 2411

 2487

 2304

 2527



[第２日目]

岡田 大志(1) 18.57(+1.1)       40.12        1.65     5:11.09   4038    1
松本深志     471     444     504     498

小竹 脩斗(2) 20.66(+1.1)       26.52        1.55     5:09.53   3846    2
松本県ヶ丘     299     251     426     506

古林 泰紀(2) 22.15(+1.1)       42.11        1.40     4:59.82   3610    3
塩尻志学館     199     473     317     561

木下 祐太郎(1) 18.85(+1.1)       27.72        1.45     4:59.80   3523    4
松本工     446     267     352     561

北野 慧(1) 21.57(+1.1)       21.92        1.55     5:02.78   3504    5
松商学園     236     187     426     544

草間 拓海(1) 23.39(+1.1)       31.88        1.45     5:48.31   2955    6
松本県ヶ丘     131     326     352     314

山浦 聡士(1) 24.91(+1.1)       18.24        1.30     6:07.38   1722    7
創造学園      66     138     250     235

宮田 拓実(2) DNS DNS DNS 欠場
創造学園

男子

八種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏  名

110mH JT HJ 1500m
総合

順位 備考
所属名 得点

 2527

 2504

 2225

 2308

 1989

 2411

 2487

 2304



決勝 9月5日 11:05

長野県高校記録(KR)              10.32 塚原　直貴                   東海大三         2003/07/30  
大会記録(GR)                    10.80 大矢　陽一                   松本深志         1994        

風速 +0.9

 1 小竹 脩斗(2)     11.51 
ｺﾀｹ ﾅｵﾄ 松本県ヶ丘

 2 北野 慧(1)     11.79 
ｷﾀﾉ ｹｲ 松商学園

 3 古林 泰紀(2)     12.03 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 塩尻志学館

 4 岡田 大志(1)     12.19 
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ 松本深志

 5 木下 祐太郎(1)     12.33 
ｷﾉｼﾀ  ﾕｳﾀﾛｳ 松本工

 6 草間 拓海(1)     12.53 
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 松本県ヶ丘

 7 山浦 聡士(1)     13.76 
ﾔﾏｳﾗ ｻﾄｼ 創造学園
宮田 拓実(2)
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 創造学園

八種競技

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

614

4  2308
750

3  2487
693

5  1989
645

6  2225

欠場

2  2411
588

9  2304
551

8  2527
347

7  2504



決勝 9月5日 15:00

長野県高校記録(KR)              46.98 塚田　英彦                   上田東           1993/08/02  
大会記録(GR)                    49.14 永島　侃                     木曽青峰         2007        

 1 北野 慧(1)     54.18 
ｷﾀﾉ ｹｲ 松商学園

 2 古林 泰紀(2)     54.82 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 塩尻志学館

 3 木下 祐太郎(1)     56.14 
ｷﾉｼﾀ  ﾕｳﾀﾛｳ 松本工

 4 小竹 脩斗(2)     56.23 
ｺﾀｹ ﾅｵﾄ 松本県ヶ丘

 5 岡田 大志(1)     56.97 
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ 松本深志

 6 草間 拓海(1)   1:00.60 
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 松本県ヶ丘

 7 山浦 聡士(1)   1:04.31 
ﾔﾏｳﾗ ｻﾄｼ 創造学園
宮田 拓実(2)
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 創造学園

八種競技

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

550

8  2487
632

2  1989
606

7  2411
554

9  2308

欠場

3  2225
522

6  2304
393

5  2527
278

4  2504



決勝 9月6日 14:30

長野県高校記録(KR)            3:38.49 佐藤　清治                   佐久長聖         1999/05/28  
大会記録(GR)                  4:01.26 篠原　槙介                   松商学園         2002        

 1 木下 祐太郎(1)   4:59.80 
ｷﾉｼﾀ  ﾕｳﾀﾛｳ 松本工

 2 古林 泰紀(2)   4:59.82 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 塩尻志学館

 3 北野 慧(1)   5:02.78 
ｷﾀﾉ ｹｲ 松商学園

 4 小竹 脩斗(2)   5:09.53 
ｺﾀｹ ﾅｵﾄ 松本県ヶ丘

 5 岡田 大志(1)   5:11.09 
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ 松本深志

 6 草間 拓海(1)   5:48.31 
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 松本県ヶ丘

 7 山浦 聡士(1)   6:07.38 
ﾔﾏｳﾗ ｻﾄｼ 創造学園

八種競技

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

506

4  2411
561

3  1989
561

5  2487
544

2  2308

7  2527
235

1  2225
498

6  2304
314



決勝 9月6日  9:40

長野県高校記録(KR)              14.44 早川　恭平                   長野吉田         2009/08/02  
大会記録(GR)                    15.5  加藤　和行                   大町             1986        

風速 +1.1

 1 岡田 大志(1)     18.57 
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ 松本深志

 2 木下 祐太郎(1)     18.85 
ｷﾉｼﾀ  ﾕｳﾀﾛｳ 松本工

 3 小竹 脩斗(2)     20.66 
ｺﾀｹ ﾅｵﾄ 松本県ヶ丘

 4 北野 慧(1)     21.57 
ｷﾀﾉ ｹｲ 松商学園

 5 古林 泰紀(2)     22.15 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 塩尻志学館

 6 草間 拓海(1)     23.39 
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 松本県ヶ丘

 7 山浦 聡士(1)     24.91 
ﾔﾏｳﾗ ｻﾄｼ 創造学園
宮田 拓実(2)
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 創造学園

八種競技

110mH(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

236

2  2225
471

6  2411
446

8  2308
299

7  2487

欠場

9  1989
199

5  2304
131

4  2527
66

3  2504



決勝 9月6日 12:00

長野県高校記録(KR)               2.17 小柳　和朗                   中野実業         1990/07/07  
大会記録(GR)                     1.96 北野　恭平                   松商学園         2010        

岡田 大志(1)  1.65
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ 松本深志   504
小竹 脩斗(2)  1.55
ｺﾀｹ ﾅｵﾄ 松本県ヶ丘   426
北野 慧(1)  1.55
ｷﾀﾉ ｹｲ 松商学園   426
草間 拓海(1)  1.45
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 松本県ヶ丘   352
木下 祐太郎(1)  1.45
ｷﾉｼﾀ  ﾕｳﾀﾛｳ 松本工   352
古林 泰紀(2)  1.40
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 塩尻志学館   317
山浦 聡士(1)  1.30
ﾔﾏｳﾗ ｻﾄｼ 創造学園   250
宮田 拓実(2) 欠場
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 創造学園

八種競技

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m30 1m35 1m70 記録 備考
1 7  2225

- - -

1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65

2 5  2308
- - o o o o

- o o o xxo xxx

xxx

3 4  2487
- - -

4 2  2304
- - o o xxx

- o xo xxx

5 3  2411
- - o

6 6  1989
o o o xxx

xxo xxx

7 1  2527
xxo xxx

8  2504



決勝 9月5日 12:10

長野県高校記録(KR)               7.61 嶺村　鴻汰                   大町             2010/10/02  
大会記録(GR)                     7.11 中野　涼介                   松本深志         2013        

小竹 脩斗(2)    x   5.68   5.88  5.88 (-0.9)
ｺﾀｹ ﾅｵﾄ 松本県ヶ丘   -0.7   -0.9   561
岡田 大志(1)   5.53   5.61   5.67  5.67 (-1.1)
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ 松本深志   -0.9   -0.7   -1.1   516
草間 拓海(1)   5.39   5.52    x  5.52 (-1.3)
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 松本県ヶ丘   -0.6   -1.3   485
木下 祐太郎(1)   5.44   4.76   4.95  5.44 (-1.3)
ｷﾉｼﾀ  ﾕｳﾀﾛｳ 松本工   -1.3   -1.1   -0.8   469
古林 泰紀(2)   5.35   5.26   5.38  5.38 (-0.7)
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 塩尻志学館   -1.1   -0.7   -0.7   457
北野 慧(1)   4.87    x   5.28  5.28 (-1.5)
ｷﾀﾉ ｹｲ 松商学園   -0.2   -1.5   437
山浦 聡士(1)   4.09    x   4.16  4.16 (-0.7)
ﾔﾏｳﾗ ｻﾄｼ 創造学園   -0.7   -0.7   232
宮田 拓実(2) 欠場
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 創造学園

八種競技

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 記録 備考

1 2  2308

2 4  2225

3 7  2304

4 8  2411

5 3  1989

5  2504

6 1  2487

7 6  2527



決勝 9月5日 13:30

長野県高校記録(KR)              14.61 飯田　謙治                   松商学園         2013/05/25  
大会記録(GR)                    12.69 下條　久佳                   木曽青峰         2009        

小竹 脩斗(2)  10.29 
ｺﾀｹ ﾅｵﾄ 松本県ヶ丘    503
岡田 大志(1)   9.72 
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ 松本深志    469
草間 拓海(1)   8.62 
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 松本県ヶ丘    403
古林 泰紀(2)   7.76 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 塩尻志学館    352
北野 慧(1)   7.71 
ｷﾀﾉ ｹｲ 松商学園    349
木下 祐太郎(1)   6.63 
ｷﾉｼﾀ  ﾕｳﾀﾛｳ 松本工    286
山浦 聡士(1)   4.74 
ﾔﾏｳﾗ ｻﾄｼ 創造学園    176
宮田 拓実(2) 欠場
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 創造学園

八種競技

砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  9.72

-3- 記録 備考

1 1  2308
 10.29   9.83   9.95

2 3  2225
  8.61   9.13

  7.66

3 6  2304
   x   8.62   7.23

4 2  1989
  7.34   7.76

  6.18

5 8  2487
  6.63   7.37   7.71

6 7  2411
   x   6.63

7 5  2527
  4.74   4.08    x

4  2504



決勝 9月6日 11:00

長野県高校記録(KR)              62.58 小林　強                     上田東           1989/07/02  
大会記録(GR)                    56.32 小林　永樹                   塩尻             1997        

古林 泰紀(2)  42.11 
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾀｲｷ 塩尻志学館    473
岡田 大志(1)  40.12 
ｵｶﾀﾞ ﾀｲｼ 松本深志    444
草間 拓海(1)  31.88 
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 松本県ヶ丘    326
木下 祐太郎(1)  27.72 
ｷﾉｼﾀ  ﾕｳﾀﾛｳ 松本工    267
小竹 脩斗(2)  26.52 
ｺﾀｹ ﾅｵﾄ 松本県ヶ丘    251
北野 慧(1)  21.92 
ｷﾀﾉ ｹｲ 松商学園    187
山浦 聡士(1)  18.24 
ﾔﾏｳﾗ ｻﾄｼ 創造学園    138
宮田 拓実(2) 欠場
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 創造学園

八種競技

やり投(0.800kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

 40.12

-3- 記録 備考

1 7  1989
   o  42.11    o

2 8  2225
   o    o

   o

3 3  2304
   o    o  31.88

4 4  2411
   o  27.72

 21.92

5 6  2308
   o  26.52    o

6 5  2487
   o    o

7 2  2527
 18.24    o    o

1  2504



決勝 9月5日 15:30

長野県高校記録(KR)              10.32 塚原　直貴                   東海大三         2003/07/30  
大会記録(GR)                          

[ 1組] 風速 [ 2組] 風速

[ 3組] 風速 [ 4組] 風速 -0.6

小倉 稀士(1)  1 伴野 元春(1)     12.92 
ｵｸﾞﾗ ｷｼ 木曽青峰 ﾊﾞﾝﾉ ﾓﾄﾊﾙ 大町

[ 5組] 風速 [ 6組] 風速

千國 達哉(2)
ﾁｸﾆ ﾀﾂﾔ 大町北

ｵｰﾌﾟﾝ男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1945 8  2066

所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
8  2037

欠場



   1 伴野 元春(1) 大町     12.92 (-0.6)   4   1

タイムレース

ｵｰﾌﾟﾝ男子

100m

備考 組 順位
 2066

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）



決勝 9月7日 10:25

長野県高校記録(KR)              20.93 塚原　直貴                   東海大三         2003/07/12  
大会記録(GR)                          

[ 1組] 風速 [ 2組] 風速

[ 3組] 風速 [ 4組] 風速

[ 5組] 風速

 1 竹田 幸平(1)     27.98 
ﾁｸﾀﾞ ｺｳﾍｲ 大町北

No. 氏  名 所属名

ｵｰﾌﾟﾝ男子

200m

決勝

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

記録／備考

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名順 ﾚｰﾝ

8  2927



   1 竹田 幸平(1) 大町北     27.98 ()   5   1

タイムレース

ｵｰﾌﾟﾝ男子

200m

備考 組 順位
 2927

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）



決勝 9月5日 10:40

長野県高校記録(KR)            3:38.49 佐藤　清治                   佐久長聖         1999/05/28  
大会記録(GR)                          

[ 1組] [ 2組]

三井 智也(2) 伊藤 武玄(2)
ﾐﾂｲ ﾄﾓﾔ 松商学園 ｲﾄｳ ﾑｹﾞﾝ 松商学園

[ 3組]

12  2477 12  2464

ｵｰﾌﾟﾝ男子

1500m

決勝

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

欠場 欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



組 順位

ｵｰﾌﾟﾝ男子

1500m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考



決勝 9月7日 11:50

長野県高校記録(KR)           13:45.23 佐藤　悠基                   佐久長聖         2004/08/05  
大会記録(GR)                          

 1 高橋 龍矢(1)  16:35.58 
ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾔ 大町

 2 折橋 翔太(1)  16:42.09 
ｵﾘﾊｼ ｼｮｳﾀ 松商学園

ｵｰﾌﾟﾝ男子

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
25  2063

24  2484



決勝 9月7日 10:00

長野県高校記録(KR)              45.21 笹野　弘允                   丸子実業         2005/06/26  
大会記録(GR)                          

 ３回の
 最高記録

山本 真光人(1) 欠場
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ 大町北

記録 備考

ｵｰﾌﾟﾝ男子

円盤投(1.750kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-

1  2924
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