
第133回北信高等学校陸上競技対校選手権大会                                       
　期日：平成26年9月12日（金）-14日（日）                                        

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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
09/13 男子  +1.0松橋 大夢(2) 10.73 曽根原 豪士(2) 11.11 峯村 祐貴(2) 11.33 田中 悠(2) 11.33 柴本 遼河(1) 11.34 羽尾 拓海(1) 11.40 山田 大輝(2) 11.41 市川 凛太朗(2) 11.51

100m 長野日大 GR 長野日大 長野日大 屋代 中野立志舘 須坂東 長野商業 長野東
09/14  +2.7松橋 大夢(2) 22.20 曽根原 豪士(2) 22.73 峯村 祐貴(2) 22.81 田中 悠(2) 22.91 市川 凛太朗(2) 23.01 萩 亜斗夢(2) 23.27 内田 光一(2) 23.58 藤井 大(2) 23.60

200m 長野日大 長野日大 長野日大 屋代 長野東 市立長野 市立長野 屋代
09/12 高橋 慶(1) 50.82 北原 廉(2) 50.87 渡辺 賢志(1) 51.03 矢野 颯(2) 51.89 吉沢 智貴(1) 52.32 中嶋 多聞(2) 52.64 雲崎 凌(2) 52.95 市川 凛太朗(2) 54.27

400m 長野 長野高専 長野 長野吉田 長野日大 須坂東 長野日大 長野東
09/14 石澤 崇紀(2) 1,54.39 北原 廉(2) 1,56.05 門脇 航(2) 1,59.60 中島 俊介(1) 2,01.74 中村 祐太(1) 2,03.67 岩崎 真哉(1) 2,04.64 櫻井 兼(1) 2,05.84 前田 諭志(1) 2,06.41

800m 長野日大 GR 長野高専 長野吉田 長野日大 長野日大 長野高専 中野立志舘 長野
09/12 石澤 崇紀(2) 4,03.85 門脇 航(2) 4,06.45 佐藤 拓真(2) 4,09.13 野﨑 元貴(2) 4,09.65 中村 祐太(1) 4,13.51 寺島 智春(2) 4,14.45 峯村 開(2) 4,14.64 熊井 捷人(1) 4,15.05

1500m 長野日大 長野吉田 長野日大 須坂 長野日大 長野 長野 長野
09/14 木田 元春(1) 15,39.68 佐藤 拓真(2) 15,43.09 松木 之衣(2) 15,43.32 野﨑 元貴(2) 15,49.04 佐藤 聖也(1) 16,07.13 小平 仁(1) 16,09.41 小池 勇飛(2) 16,16.14 小ﾏﾂ 郁也(2) 16,19.10

5000m 長野日大 長野日大 長野日大 須坂 飯山北･飯山 長野吉田 長野高専 長野工業
09/12  +1.8一山 憲吾(2) 15.68 坪井 智哉(2) 15.75 倉石 大樹(2) 15.92 岡村 宗一郎(1) 16.91 渡邊 倭(1) 17.09 久保田 五輝(1) 18.61 高野 誠也(1) 18.87 丸山 宏之(2) 20.00

110mH(1.067) 北部 須坂 長野日大 長野日大 中野西 長野吉田 長野高専 松代
09/13 渡辺 賢志(1) 56.66 荒井 雅也(2) 56.81 中嶋 多聞(2) 57.69 吉沢 智貴(1) 59.32 小林 恒平(1) 1,00.39 丸山 智輝(2) 1,01.08 久保田 五輝(1) 1,02.86

400mH(0.914) 長野 長野工業 須坂東 長野日大 長野日大 長野東 長野吉田
09/13 野﨑 元貴(2) 9,51.96 佐藤 聖也(1) 9,58.91 松本 郁也(2) 10,09.78 小池 勇飛(2) 10,13.72 峯村 開(2) 10,15.03 小林 知(2) 10,17.61 石澤 由祐(1) 10,21.23 松原 慎也(1) 10,27.41

3000mSC 須坂 飯山北･飯山 長野日大 長野高専 長野 長野西 須坂 長野
09/14 石井 克弥(2) 21,27.01 竹内 佑介(2) 22,49.24 寺島 智春(2) 25,04.08 東條 瑞貴(2) 25,14.37 高野 純輝(2) 25,22.71 大久保 天地(2) 25,43.23 山岸 忠相(1) 27,04.89 稲田 優介(2) 27,24.62

5000mW 長野日大 GR 長野日大 GR 長野 須坂 長野日大 長野 長野 須坂
09/13 大塚 樹也(2) 1.94 想田 賢太朗(2) 1.80 倉石 大樹(2) 1.80 北村 拓弥(1) 1.70 板井 慎太郎(1) 1.70 吉田 開恩(1) 1.70 清水 隆寛(1) 1.70 佐藤 太一(1) 1.55

走高跳 文化学園長野 長野日大 長野日大 長野日大 中野西 飯山北･飯山 長野西 長野高専
09/13 内山 朋也(1) 4.50 渡部 卓(2) 3.60 藤澤 将大(2) 3.00 山崎 大地(1) 2.80

棒高跳 長野吉田 GR 長野日大 須坂東 長野工業
09/12 柴本 遼河(1) 6.64(+1.0) 内山 裕智(1) 6.63(+2.6) 内山 朋也(1) 6.55(+1.7) 渡辺 素己(1) 6.46(+2.8) 萩 亜斗夢(2) 6.37(+3.2) 長田 佑麻(2) 6.29(+1.2) 太目 祐二(1) 6.23(+2.8) 倉石 大樹(2) 6.13(+3.1)

走幅跳 中野立志舘 長野日大 長野吉田 長野吉田 市立長野 長野日大 長野吉田 長野日大
09/14 長田 佑麻(2)13.25(+2.1) 内山 朋也(1)12.94(+1.0) 内山 裕智(1)12.78(+1.7) 渡辺 素己(1)12.76(-1.0) 下田 佳輝(2)12.59(+0.1) 深沢 友昭(1)12.43(+1.6) 想田 賢太朗(2)12.02(+0.9) 阪上 裕爾(2)11.67(+0.9)

三段跳 長野日大 長野吉田 長野日大 長野吉田 松代 松代 長野日大 長野工業
09/13 米倉 朋輝(2) 14.17 竹村 地智(1) 12.37 神田 郁実(2) 12.27 北村 将也(1) 11.88 岩﨑 まお(2) 11.56 篠崎 貴郁(1) 11.39 諏訪戸 駿(2) 10.98 瀧澤 友啓(1) 10.38

砲丸投(6.0kg) 長野工業 GR 長野日大 長野商業 長野吉田 長野東 市立長野 長野商業 須坂園芸
09/14 米倉 朋輝(2) 37.33 神田 郁実(2) 36.92 岩﨑 まお(2) 34.99 北村 将也(1) 29.49 諏訪戸 駿(2) 29.15 塩川 拓(2) 29.14 名澤 直樹(1) 27.97 武田 優貴(1) 26.62

円盤投(1.75kg) 長野工業 長野商業 長野東 長野吉田 長野商業 文化学園長野 更級農業 市立長野
09/12 神田 郁実(2) 39.54 小林 大貴(2) 36.78 黒岩 雅弘(2) 36.23 塩川 拓(2) 36.07 名澤 直樹(1) 32.09 石坂 大地(1) 31.95 山﨑 貴博(2) 31.37 水島 菖二(1) 28.50

ﾊﾝﾏｰ投(6.0kg) 長野商業 中野西 須坂園芸 文化学園長野 更級農業 更級農業 長野高専 須坂
09/12 岩﨑 まお(2) 52.34 小林 竜也(1) 48.31 小森 啓裕(2) 45.84 篠崎 貴郁(1) 45.13 諏訪戸 駿(2) 43.79 北村 将也(1) 43.45 米倉 朋輝(2) 42.88 小林 昇市(1) 41.84

やり投(800g) 長野東 中野立志舘 長野高専 市立長野 長野商業 長野吉田 長野工業 長野高専
09/13 長野日大       42.69 須坂東       44.53 長野東       44.61 長野       44.64 長野吉田       44.92 松代       45.70 長野高専       45.90 中野立志舘       46.25

4×100mR 松橋 大夢(2) 澤 拓斗(1) 庄司 輝男(2) 渡辺 賢志(1) 内山 朋也(1) 下田 佳輝(2) 山﨑 貴博(2) 佐藤 真裕(1)
曽根原 豪士(2) 黒崎 秀樹(1) 丸山 智輝(2) 高橋 慶(1) 北村 昌弘(1) 関口 悠也(2) 塩原 久登(1) 坂庭 諒(1)
峯村 祐貴(2) 羽尾 拓海(1) 市川 凛太朗(2) 安塚 大輝(2) 松尾 匠(1) 深沢 友昭(1) 高野 誠也(1) 柴本 遼河(1)
佐藤 薫(2) 中嶋 多聞(2) 原山 開都(2) 鈴木 達也(1) 矢野 颯(2) 丸山 宏之(2) 宮澤 優仁(2) 関 太河(1)

09/14 長野     3,25.79 長野日大     3,26.71 長野高専     3,31.54 須坂東     3,31.78 市立長野     3,32.09 長野吉田     3,33.05 屋代     3,37.08 長野東     3,39.33
4×400mR 畑 圭一(2) 吉沢 智貴(1) 宮澤 優仁(2) 中嶋 多聞(2) 萩 亜斗夢(2) 大森 晃(1) 森 正輝(1) 丸山 智輝(2)

渡辺 賢志(1) 佐藤 薫(2) 高野 誠也(1) 藤澤 将大(2) 白鳥 魁人(2) 内山 朋也(1) 藤井 大(2) 西澤 浩平(2)
安塚 大輝(2) 雲崎 凌(2) 山﨑 貴博(2) 羽尾 拓海(1) 山本 正道(1) 岡部 信一郎(1) 田中 悠(2) 塚原 和人(2)
高橋 慶(1) 長田 佑麻(2) 北原 廉(2) 澤 拓斗(1) 内田 光一(2) 渡辺 素己(1) 山田 貴大(2) 原山 開都(2)

09/13 竹村 地智(1) 4758 徳竹 悠馬(2) 4317 小池 智貴(2) 4060 清水 隆寛(1) 3842 渡辺 瑞生(1) 3376 竹節 真人(1) 3304 隼田 晃希(2) 3213 勝山 大地(1) 2953
八種競技 長野日大 GR 長野日大 長野吉田 長野西 長野高専 中野立志舘 市立長野 長野高専

長野日大 238 長野吉田 85 長野 58 長野高専 49 須坂 34 長野東 34 長野商業 33 長野工業 32
男子総合



予選 9月12日 15:50
準決勝 9月13日 11:25
決勝 9月13日 12:35

大会記録(GR )       10.80

[ 1組] 風速 +3.4 [ 2組] 風速 +1.5

 1 峯村 祐貴(2) 高校     11.33 Q  1 市川 凛太朗(2) 高校     11.53 Q
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ 長野日大 ｲﾁｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 長野東

 2 関 太河(1) 高校     11.62 Q  2 山田 大輝(2) 高校     11.64 Q
ｾｷ ﾀｲｶﾞ 中野立志舘 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 長野商業

 3 原山 開都(2) 高校     11.64 Q  3 鈴木 達也(1) 高校     11.71 Q
ﾊﾗﾔﾏ ｶｲﾄ 長野東 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 長野

 4 犬飼 裕貴(1) 高校     11.95  4 北村 昌弘(1) 高校     11.92 
ｲﾇｶｲ ﾕｳｷ 須坂園芸 ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 長野吉田

 5 北澤 仁(1) 高校     12.31  5 鹿野 拓臣(1) 高校     12.09 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾞﾝ 長野南 ｶﾉ ﾀｸﾐ 篠ﾉ井

 6 稲葉 大地(1) 高校     12.58  6 丸山 宏之(2) 高校     12.12 
ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ 長野工業 ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 松代

 7 飯田 大輝(2) 高校     13.21  7 佐藤 太一(1) 高校     12.39 
ｲｲﾀﾞ ﾋﾛｷ 坂城 ｻﾄｳ ﾀｲﾁ 長野高専

 8 牛山 勝晴(1) 高校     13.61  8 北村 竜輝(2) 高校     13.11 
ｳｼﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ 長野西 ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳｷ 北部
今村 将伍(2) 高校 丸山 廉人(2) 高校
ｲﾏﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 長野吉田 ﾏﾙﾔﾏ ﾚﾝﾄ 飯山北･飯山

[ 3組] 風速 +0.9 [ 4組] 風速 +2.2

 1 松橋 大夢(2) 高校     10.80 Q  1 羽尾 拓海(1) 高校     11.38 Q
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大 ﾊｵ ﾀｸﾐ 須坂東

 2 萩 亜斗夢(2) 高校     11.47 Q  2 藤井 大(2) 高校     11.59 Q
ﾊｷﾞ ｱﾄﾑ 市立長野 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲ 屋代

 3 宮澤 優仁(2) 高校     11.82 Q  3 仲俣 宏章(2) 高校     11.92 Q
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 長野高専 ﾅｶﾏﾀ ﾋﾛｱｷ 須坂園芸

 4 渡邊 拓実(1) 高校     11.96  4 田中 翔平(2) 高校     11.95 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 更級農業 ﾀﾅｶ ｼｮｳﾍｲ 中野西

 5 三井 絢斗(1) 高校     11.99  4 水出 一也(1) 高校     11.95 
ﾐﾂｲ ｹﾝﾄ 須坂園芸 ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ 市立長野

 6 前澤 練(1) 高校     12.26  6 樋口 達也(2) 高校     12.31 
ﾏｴｻﾞﾜ ﾚﾝ 飯山北･飯山 ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 篠ﾉ井

 7 松山 昂平(2) 高校     12.58  7 中島 剛(2) 高校     12.35 
ﾏﾂﾔﾏ ｺｳﾍｲ 北部 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹｼ 長野俊英

 8 山崎 大地(1) 高校     12.97  8 上野 朝海(1) 高校     12.88 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 長野工業 ｳｴﾉ ｱｻﾐ 長野工業
石渡 登生(2) 高校 畑 圭一(2) 高校
ｲｼﾜﾀ ﾄｳｲ 中野西 ﾊﾀ ｹｲｲﾁ 長野

[ 5組] 風速 +2.2 [ 6組] 風速 +3.1

 1 曽根原 豪士(2) 高校     11.12 Q  1 坂庭 諒(1) 高校     11.33 Q
ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ 長野日大 ｻｶﾆﾜ ﾘｮｳ 中野立志舘

 2 関口 悠也(2) 高校     11.46 Q  2 松尾 匠(1) 高校     11.53 Q
ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 松代 ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ 長野吉田

 3 高橋 慶(1) 高校     11.59 Q  3 青木 雅春(1) 高校     11.75 Q
ﾀｶﾊｼ ｹｲ 長野 ｱｵｷ ﾏｻﾊﾙ 須坂東

 4 成田 和真(2) 高校     11.72 q  4 丸山 智輝(2) 高校     11.78 q
ﾅﾘﾀ ｶｽﾞﾏ 中野西 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 長野東

 5 山田 貴大(2) 高校     12.13  5 塩原 久登(1) 高校     11.85 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 屋代 ｼｵﾊﾞﾗ ﾋｻﾄ 長野高専

 6 丸山 達矢(1) 高校     12.30  6 松永 拓実(1) 高校     12.02 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 市立長野 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｸﾐ 長野商業

 7 松村 航(1) 高校     12.76  7 徳永 江紀(2) 高校     12.74 
ﾏﾂﾑﾗﾜﾀﾙ 下高井農林 ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳｷ 長野南

 8 市ノ瀬 昌志(2) 高校     13.06  8 川島 啓斗(1) 高校     13.30 
ｲﾁﾉｾ ﾏｻｼ 長野ろう ｶﾜｼﾏ ｹｲﾄ 更級農業

 9 井出 亮(2) 高校     13.77  9 米山 健史(2) 高校     13.51 
ｲﾃﾞ ﾘｮｳ 坂城 ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹﾌﾐ 長野ろう

4  2738 1  1330

1  1329 5  2756

2   776 9  1226

8   868 6  1146

6  1452 8  3517

5   933 2  1217

7  1111 4   977

9  1429 3  1063

3  1251 7   908
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   929 3  1123
欠場 欠場

9  1185 7  1174

6  1026 8  3136

1   838 2  1384

4  1013 6   865

5  2755 5   932

8  3507 4  3074

7   862 1  1449

2  1261 9  3093
大会タイ

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

1  1087 8   829
欠場 欠場

8  1105 3  1027

2  2739 4  3526

9  1188 9  1428

3  1229 1  1387

4  1014 7  1054

5  1215 6  1119

6   915 5  1145

7  1272 2  1218
記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

男子

100m                

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



[ 7組] 風速 +2.8

 1 柴本 遼河(1) 高校     11.29 Q
ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 中野立志舘

 2 田中 悠(2) 高校     11.33 Q
ﾀﾅｶ ﾕｳ 屋代

 3 澤 拓斗(1) 高校     11.65 Q
ｻﾜ ﾋﾛﾄ 須坂東

 4 小林 龍也(2) 高校     11.69 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 更級農業

 5 市川 寛之(1) 高校     12.10 
ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 松代

 6 芳川 亮(1) 高校     12.14 
ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ 飯山北･飯山

 7 流 勇介(1) 高校     12.16 
ﾅｶﾞﾚ ﾕｳｽｹ 須坂商業

 8 古畑 央也(2) 高校     12.48 
ﾌﾙﾊﾀ ﾅｶﾔ 篠ﾉ井

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 -1.2

 1 曽根原 豪士(2) 高校     11.16 Q  1 松橋 大夢(2) 高校     11.18 Q
ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ 長野日大 ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大

 2 坂庭 諒(1) 高校     11.38 Q  2 市川 凛太朗(2) 高校     11.66 Q
ｻｶﾆﾜ ﾘｮｳ 中野立志舘 ｲﾁｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 長野東

 3 田中 悠(2) 高校     11.48 q  3 藤井 大(2) 高校     11.72 
ﾀﾅｶ ﾕｳ 屋代 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲ 屋代

 3 山田 大輝(2) 高校     11.48 q  4 関 太河(1) 高校     11.77 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 長野商業 ｾｷ ﾀｲｶﾞ 中野立志舘

 5 松尾 匠(1) 高校     11.67  5 関口 悠也(2) 高校     11.77 
ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ 長野吉田 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 松代

 6 澤 拓斗(1) 高校     11.76  6 青木 雅春(1) 高校     11.93 
ｻﾜ ﾋﾛﾄ 須坂東 ｱｵｷ ﾏｻﾊﾙ 須坂東

 7 宮澤 優仁(2) 高校     11.90  7 鈴木 達也(1) 高校     11.96 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 長野高専 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 長野
丸山 智輝(2) 高校  8 小林 龍也(2) 高校     12.03 
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 長野東 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 更級農業

[ 3組] 風速 -0.9

 1 柴本 遼河(1) 高校     11.48 Q
ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 中野立志舘

 2 峯村 祐貴(2) 高校     11.60 Q
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ 長野日大

 2 羽尾 拓海(1) 高校     11.60 Q
ﾊｵ ﾀｸﾐ 須坂東

 4 萩 亜斗夢(2) 高校     11.64 
ﾊｷﾞ ｱﾄﾑ 市立長野

 5 高橋 慶(1) 高校     11.86 
ﾀｶﾊｼ ｹｲ 長野

 6 原山 開都(2) 高校     11.98 
ﾊﾗﾔﾏ ｶｲﾄ 長野東

 7 成田 和真(2) 高校     12.13 
ﾅﾘﾀ ｶｽﾞﾏ 中野西

 8 仲俣 宏章(2) 高校     12.16 
ﾅｶﾏﾀ ﾋﾛｱｷ 須坂園芸

2   933

3  3074

8  1111

9  1215

6  3093

7   862

5   911

4  1272

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  1217 2  2754

3  3507 9  1119

8  3092 3   977

5  1063 5  1429

9  1145 8   915

4  1251 7  1261

7  1451 4  1449

6   908 6  1218

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 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   966

6  1386

2  1425

5   801

3  3092

4  2754

1   911

8  1451

男子

100m                
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



風速 +1.0

 1 松橋 大夢(2) 高校     10.73 
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大

 2 曽根原 豪士(2) 高校     11.11 
ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ 長野日大

 3 峯村 祐貴(2) 高校     11.33 
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ 長野日大

 4 田中 悠(2) 高校     11.33 
ﾀﾅｶ ﾕｳ 屋代

 5 柴本 遼河(1) 高校     11.34 
ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 中野立志舘

 6 羽尾 拓海(1) 高校     11.40 
ﾊｵ ﾀｸﾐ 須坂東

 7 山田 大輝(2) 高校     11.41 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 長野商業

 8 市川 凛太朗(2) 高校     11.51 
ｲﾁｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 長野東

 9 坂庭 諒(1) 高校     11.59 
ｻｶﾆﾜ ﾘｮｳ 中野立志舘

5   908

2  1145

3  1218

6   911

8  3093

9  1272

1  1451

7  1261
大会新

4  1251

男子

100m                
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 9月14日  9:45
準決勝 9月14日 11:00
決勝 9月14日 12:25

大会記録(GR )       22.08

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -0.2

 1 峯村 祐貴(2) 高校     23.13 Q  1 内田 光一(2) 高校     24.07 Q
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ 長野日大 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 市立長野

 2 中嶋 多聞(2) 高校     23.60 Q  2 下田 佳輝(2) 高校     24.54 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ 須坂東 ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ 松代

 3 関口 悠也(2) 高校     24.19 Q  3 原山 開都(2) 高校     24.63 Q
ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 松代 ﾊﾗﾔﾏ ｶｲﾄ 長野東

 4 関 太河(1) 高校     24.32 q  4 山本 知幸(1) 高校     26.07 
ｾｷ ﾀｲｶﾞ 中野立志舘 ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ 飯山北･飯山

 5 仲俣 宏章(2) 高校     25.16  5 米山 健史(2) 高校     29.04 
ﾅｶﾏﾀ ﾋﾛｱｷ 須坂園芸 ﾖﾈﾔﾏ ﾀｹﾌﾐ 長野ろう

 6 松山 昂平(2) 高校     25.59 大森 晃(1) 高校
ﾏﾂﾔﾏ ｺｳﾍｲ 北部 ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ 長野吉田

 7 越 陽康(2) 高校     25.71 坂庭 諒(1) 高校
ｺｼ ﾊﾙﾔｽ 須坂商業 ｻｶﾆﾜ ﾘｮｳ 中野立志舘
永池 優斗(1) 高校 一山 憲吾(2) 高校
ﾅｶﾞｲｹ ﾕｳﾄ 中野西 ｲﾁﾔﾏ ｹﾝｺﾞ 北部

[ 3組] 風速 -0.5 [ 4組] 風速 +1.4

 1 市川 凛太朗(2) 高校     23.61 Q  1 曽根原 豪士(2) 高校     23.14 Q
ｲﾁｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 長野東 ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ 長野日大

 2 吉田 開恩(1) 高校     24.02 Q  2 丸山 智輝(2) 高校     24.25 Q
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 飯山北･飯山 ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 長野東

 3 黒崎 秀樹(1) 高校     24.05 Q  3 小林 龍也(2) 高校     24.32 Q
ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ 須坂東 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 更級農業

 4 古岩井 春樹(1) 高校     24.26 q  4 芳川 亮(1) 高校     24.57 
ｺｲﾜｲ ﾊﾙｷ 篠ﾉ井 ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ 飯山北･飯山

 5 松永 拓実(1) 高校     25.05  5 隼田 晃希(2) 高校     24.88 
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｸﾐ 長野商業 ﾊﾔﾀ ｺｳｷ 市立長野

 6 高野 誠也(1) 高校     25.16  6 稲葉 大地(1) 高校     25.63 
ﾀｶﾉ ｾｲﾔ 長野高専 ｲﾅﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ 長野工業

 7 佐藤 真裕(1) 高校     26.18  7 井出 亮(2) 高校     28.83 
ｻﾄｳ ﾏﾋﾛ 中野立志舘 ｲﾃﾞ ﾘｮｳ 坂城

 8 飯田 大輝(2) 高校     27.69 畑 圭一(2) 高校
ｲｲﾀﾞ ﾋﾛｷ 坂城 ﾊﾀ ｹｲｲﾁ 長野

[ 5組] 風速 -1.0 [ 6組] 風速 -0.4

 1 澤 拓斗(1) 高校     23.98 Q  1 萩 亜斗夢(2) 高校     23.34 Q
ｻﾜ ﾋﾛﾄ 須坂東 ﾊｷﾞ ｱﾄﾑ 市立長野

 2 山田 大輝(2) 高校     24.80 Q  2 田中 悠(2) 高校     23.82 Q
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 長野商業 ﾀﾅｶ ﾕｳ 屋代

 3 塩原 久登(1) 高校     24.84 Q  3 鈴木 達也(1) 高校     23.98 Q
ｼｵﾊﾞﾗ ﾋｻﾄ 長野高専 ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 長野

 4 山田 貴大(2) 高校     25.16  4 宮澤 優仁(2) 高校     24.09 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 屋代 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 長野高専

 5 市川 寛之(1) 高校     25.24  5 犬飼 裕貴(1) 高校     24.51 
ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 松代 ｲﾇｶｲ ﾕｳｷ 須坂園芸

 6 北村 竜輝(2) 高校     27.15  6 小田切 智紀(1) 高校     24.53 
ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳｷ 北部 ｵﾀｷﾞﾘ ﾄﾓｷ 須坂
川島 啓斗(1) 高校  7 古畑 央也(2) 高校     24.82 
ｶﾜｼﾏ ｹｲﾄ 更級農業 ﾌﾙﾊﾀ ﾅｶﾔ 篠ﾉ井
今村 将伍(2) 高校
ｲﾏﾑﾗ ｼｮｳｺﾞ 長野吉田

[ 7組] 風速 +0.8

 1 松橋 大夢(2) 高校     23.25 Q
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大

 2 藤井 大(2) 高校     24.08 Q
ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲ 屋代

 3 矢野 颯(2) 高校     24.20 Q
ﾔﾉ ﾊﾔﾃ 長野吉田

 4 渡邊 拓実(1) 高校     24.44 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 更級農業

 5 樋口 達也(2) 高校     25.01 
ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 篠ﾉ井

 6 流 勇介(1) 高校     25.26 
ﾅｶﾞﾚ ﾕｳｽｹ 須坂商業
荒井 雅也(2) 高校
ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 長野工業

3  1163
欠場

7  1384

4   966

5  1044

2  2755

6  1261

8  1449

7  1087
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  2756 5  1386
欠場

9  1027 4   989

6  1425 7  1014

3  1452 6  3507

4  3517 3  1119

2  1145 2  1451

8  3092 8   862
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  2739 3  1123
欠場

7   909 7  2738

3  3549 6  1188

6  1146 2   861

5  1388 4   801

9  3086 5  2754

2   832 9  1217

8  1218 8  1251
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   935 9  1021
欠場 欠場

9   951 4   908
欠場

3  1026 3  1057
欠場

2  3074 2  1330

5   915 7   803

8  1429 6  1215

7   980 8  1427

記録／備考
4  1272 5   856

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

男子

200m                

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +0.9

 1 松橋 大夢(2) 高校     22.67 Q  1 曽根原 豪士(2) 高校     22.77 Q
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大 ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ 長野日大

 2 田中 悠(2) 高校     23.00 Q  2 市川 凛太朗(2) 高校     23.03 Q
ﾀﾅｶ ﾕｳ 屋代 ｲﾁｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 長野東

 3 萩 亜斗夢(2) 高校     23.13 q  3 藤井 大(2) 高校     23.15 q
ﾊｷﾞ ｱﾄﾑ 市立長野 ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲ 屋代

 4 吉田 開恩(1) 高校     23.49  4 中嶋 多聞(2) 高校     23.25 
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 飯山北･飯山 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ 須坂東

 5 鈴木 達也(1) 高校     23.75  5 山田 大輝(2) 高校     23.30 
ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 長野 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 長野商業

 6 黒崎 秀樹(1) 高校     23.78  6 古岩井 春樹(1) 高校     24.13 
ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ 須坂東 ｺｲﾜｲ ﾊﾙｷ 篠ﾉ井

 7 宮澤 優仁(2) 高校     24.08 塩原 久登(1) 高校
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 長野高専 ｼｵﾊﾞﾗ ﾋｻﾄ 長野高専

 8 原山 開都(2) 高校     24.08 関口 悠也(2) 高校
ﾊﾗﾔﾏ ｶｲﾄ 長野東 ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 松代

[ 3組] 風速 +1.0

 1 峯村 祐貴(2) 高校     22.99 Q
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ 長野日大

 2 内田 光一(2) 高校     23.53 Q
ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 市立長野

 3 澤 拓斗(1) 高校     23.68 
ｻﾜ ﾋﾛﾄ 須坂東

 4 丸山 智輝(2) 高校     23.81 
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 長野東

 5 関 太河(1) 高校     24.12 
ｾｷ ﾀｲｶﾞ 中野立志舘

 6 小林 龍也(2) 高校     24.80 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 更級農業

 7 矢野 颯(2) 高校     25.20 
ﾔﾉ ﾊﾔﾃ 長野吉田
下田 佳輝(2) 高校
ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ 松代

風速 +2.7

 1 松橋 大夢(2) 高校     22.20 
ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ 長野日大

 2 曽根原 豪士(2) 高校     22.73 
ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ 長野日大

 3 峯村 祐貴(2) 高校     22.81 
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ 長野日大

 4 田中 悠(2) 高校     22.91 
ﾀﾅｶ ﾕｳ 屋代

 5 市川 凛太朗(2) 高校     23.01 
ｲﾁｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 長野東

 6 萩 亜斗夢(2) 高校     23.27 
ﾊｷﾞ ｱﾄﾑ 市立長野

 7 内田 光一(2) 高校     23.58 
ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 市立長野

 8 藤井 大(2) 高校     23.60 
ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲ 屋代

9   856

3  1449

8  1218

2   862

4  1272

6  1451

記録／備考
5  1261

7  1251

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

9  1044

8  1427
棄権

3   915

2  2754

5  3092

6  1217

4  1272

7   856

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  1215 8  1429
欠場

3  3507 3  3517
欠場

8  3086 2  1388

9  1119 9  1145

6   832 6   980

5   862 4  1449

7  1451 5  1218

4  1261 7  1251
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

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



予選 9月12日 11:15
準決勝 9月12日 13:10
決勝 9月12日 15:00

大会記録(GR )       48.91

[ 1組] [ 2組]

 1 中嶋 多聞(2) 高校     52.26 Q  1 矢野 颯(2) 高校     52.06 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ 須坂東 ﾔﾉ ﾊﾔﾃ 長野吉田

 2 渡邊 拓実(1) 高校     53.70 Q  2 吉沢 智貴(1) 高校     52.32 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 更級農業 ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 長野日大

 3 高橋 慶(1) 高校     53.72 Q  3 安塚 大輝(2) 高校     52.33 Q
ﾀｶﾊｼ ｹｲ 長野 ﾔｽﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 長野

 4 島﨑 尋睦(1) 高校     54.62 q  4 桑原 太志(1) 高校     55.22 
ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾑ 飯山北･飯山 ｸﾜﾊﾗ ﾌﾄｼ 飯山北･飯山

 5 堤 雄大(1) 高校     54.83 q  5 井上 祐輝(2) 高校     55.86 
ﾂﾂﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 長野南 ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 中野西

 6 塩原 久登(1) 高校     54.93 q 大久保 真弥(1) 高校
ｼｵﾊﾞﾗ ﾋｻﾄ 長野高専 ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾔ 松代

 7 矢嶋 辰也(1) 高校     58.03 宮川 恵向(2) 高校
ﾔｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 松代 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾑ 屋代

[ 3組] [ 4組]

 1 北原 廉(2) 高校     53.01 Q  1 藤澤 将大(2) 高校     53.60 Q
ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ 長野高専 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 須坂東

 2 佐藤 薫(2) 高校     53.80 Q  2 原山 開都(2) 高校     54.45 Q
ｻﾄｳ ｶｵﾙ 長野日大 ﾊﾗﾔﾏ ｶｲﾄ 長野東

 3 山田 貴大(2) 高校     54.27 Q  3 山田 大輝(2) 高校     54.79 Q
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 屋代 ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 長野商業

 4 古岩井 春樹(1) 高校     55.05  4 古畑 央也(2) 高校     54.98 q
ｺｲﾜｲ ﾊﾙｷ 篠ﾉ井 ﾌﾙﾊﾀ ﾅｶﾔ 篠ﾉ井

 5 深沢 友昭(1) 高校     56.19  5 山本 正道(1) 高校     56.80 
ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ 松代 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ 市立長野

 6 宮本 航(2) 高校     57.58 川島 啓斗(1) 高校
ﾐﾔﾓﾄ ﾜﾀﾙ 飯山北･飯山 ｶﾜｼﾏ ｹｲﾄ 更級農業

 7 北風 直起(2) 高校     59.35 荒井 雅也(2) 高校
ｷﾀｶｾﾞ ﾅｵｷ 長野工業 ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 長野工業

[ 5組] [ 6組]

 1 雲崎 凌(2) 高校     52.89 Q  1 渡辺 賢志(1) 高校     52.25 Q
ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ 長野日大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ 長野

 2 市川 凛太朗(2) 高校     53.77 Q  2 黒崎 秀樹(1) 高校     52.50 Q
ｲﾁｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 長野東 ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ 須坂東

 3 大森 晃(1) 高校     54.54 Q  3 内田 光一(2) 高校     53.53 Q
ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ 長野吉田 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 市立長野

 4 仲俣 一樹(2) 高校     55.04  4 岡部 信一郎(1) 高校     54.55 q
ﾅｶﾏﾀ ｶｽﾞｷ 北部 ｵｶﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 長野吉田

 5 丸山 達矢(1) 高校     56.73  5 樋口 達也(2) 高校     54.89 q
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 市立長野 ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 篠ﾉ井

 6 森 正輝(1) 高校     58.32  6 越 陽康(2) 高校     55.75 
ﾓﾘ ﾏｻｷ 屋代 ｺｼ ﾊﾙﾔｽ 須坂商業

 7 佐藤 真裕(1) 高校     58.69 
ｻﾄｳ ﾏﾋﾛ 中野立志舘

[ 1組] [ 2組]

 1 高橋 慶(1) 高校     51.02 Q  1 北原 廉(2) 高校     50.88 Q
ﾀｶﾊｼ ｹｲ 長野 ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ 長野高専

 2 中嶋 多聞(2) 高校     51.40 Q  2 渡辺 賢志(1) 高校     51.06 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ 須坂東 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ 長野

 3 雲崎 凌(2) 高校     51.97 q  3 佐藤 薫(2) 高校     52.45 
ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ 長野日大 ｻﾄｳ ｶｵﾙ 長野日大

 4 市川 凛太朗(2) 高校     51.98 q  4 大森 晃(1) 高校     53.81 
ｲﾁｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 長野東 ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ 長野吉田

 5 山田 貴大(2) 高校     54.04  5 黒崎 秀樹(1) 高校     53.93 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ 屋代 ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ 須坂東

 6 渡邊 拓実(1) 高校     54.29  6 島﨑 尋睦(1) 高校     55.35 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ 更級農業 ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾑ 飯山北･飯山

 7 岡部 信一郎(1) 高校     54.64  7 堤 雄大(1) 高校     55.70 
ｵｶﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 長野吉田 ﾂﾂﾐ ﾕｳﾀﾞｲ 長野南

 8 樋口 達也(2) 高校     55.10 内田 光一(2) 高校
ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 篠ﾉ井 ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ 市立長野

3  1384 9   856
失格

2  1050 3  1232

4  2755 2   805

9  1452 5  3086

5  1218 8  1057

6  1262 6  1252

7   980 4  1112

8  1111 7  3505
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   909

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  1454 6   951

5   868 4  1384

7  1024 2  1050

3  1057 3   856

6  1218 5  3086

8  1262 7  1112
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

5  1164 3  1163
欠場

2   827 2  2756
欠場

7  1424 7   869

8  1388 8  1386

4  1452 4  1145

6  1252 5  1215

3  3505 6   983
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  1413 8  1448
欠場

5  3517 2  1431
欠場

6  1232 6   926

4   805 3   840

8  1111 5  1124

2  2755 4  1264

7   980 7  1044
記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

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 所属名 記録／備考



[ 3組]

 1 矢野 颯(2) 高校     51.60 Q
ﾔﾉ ﾊﾔﾃ 長野吉田

 2 吉沢 智貴(1) 高校     51.80 Q
ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 長野日大

 3 安塚 大輝(2) 高校     52.31 
ﾔｽﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 長野

 4 原山 開都(2) 高校     54.20 
ﾊﾗﾔﾏ ｶｲﾄ 長野東

 5 藤澤 将大(2) 高校     54.61 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 須坂東

 6 塩原 久登(1) 高校     55.43 
ｼｵﾊﾞﾗ ﾋｻﾄ 長野高専

 7 古畑 央也(2) 高校     56.94 
ﾌﾙﾊﾀ ﾅｶﾔ 篠ﾉ井
山田 大輝(2) 高校
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 長野商業

 1 高橋 慶(1) 高校     50.82 
ﾀｶﾊｼ ｹｲ 長野

 2 北原 廉(2) 高校     50.87 
ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ 長野高専

 3 渡辺 賢志(1) 高校     51.03 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ 長野

 4 矢野 颯(2) 高校     51.89 
ﾔﾉ ﾊﾔﾃ 長野吉田

 5 吉沢 智貴(1) 高校     52.32 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 長野日大

 6 中嶋 多聞(2) 高校     52.64 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ 須坂東

 7 雲崎 凌(2) 高校     52.95 
ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ 長野日大

 8 市川 凛太朗(2) 高校     54.27 
ｲﾁｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 長野東

3  1262

2  1218

8  1264

9   980

7  1112

6  1044

記録／備考
5  1111

4  3505

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3  1386

8  1145
欠場

6   983

2  3517

9  1124

5  1215

4  1044

7  1264

男子

400m                
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 9月13日  9:55
準決勝 9月13日 12:45
決勝 9月14日 11:20

大会記録(GR )     1,55.76

[ 1組] [ 2組]

 1 東條 瑞貴(2) 高校   2,11.77 Q  1 中村 祐太(1) 高校   2,06.56 Q
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ 須坂 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 長野日大

 2 坂口 俊太朗(2) 高校   2,11.99 Q  2 前田 諭志(1) 高校   2,07.92 Q
ｻｶｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 中野西 ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 長野

 3 熊井 捷人(1) 高校   2,12.35 Q  3 中村 光希(2) 高校   2,09.64 Q
ｸﾏｲ ﾊﾔﾄ 長野 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 長野商業

 4 宮本 航(2) 高校   2,13.71  4 大久保 英(1) 高校   2,10.98 q
ﾐﾔﾓﾄ ﾜﾀﾙ 飯山北･飯山 ｵｵｸﾎﾞ ｽｸﾞﾙ 更級農業

 5 松澤 一樹(2) 高校   2,24.63  5 山口 空(1) 高校   2,11.95 q
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 長野南 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾗ 須坂

 6 髙野 優貴(1) 高校   2,25.17  6 森 正輝(1) 高校   2,19.02 
ﾀｶﾉ ﾕｳｷ 長野商業 ﾓﾘ ﾏｻｷ 屋代

 7 青木 滉貴(1) 高校   2,30.28  7 飯田 大輝(2) 高校   2,38.01 
ｱｵｷ ｺｳｷ 長野俊英 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛｷ 坂城
村上 領(1) 高校
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ 屋代

[ 3組] [ 4組]

 1 中島 俊介(1) 高校   2,05.45 Q  1 門脇 航(2) 高校   2,04.88 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ 長野日大 ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ 長野吉田

 2 櫻井 兼(1) 高校   2,06.98 Q  2 後藤 大聖(2) 高校   2,07.84 Q
ｻｸﾗｲ ｹﾝ 中野立志舘 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾏｻ 須坂園芸

 3 桑原 太志(1) 高校   2,07.92 Q  3 岩崎 真哉(1) 高校   2,12.07 Q
ｸﾜﾊﾗ ﾌﾄｼ 飯山北･飯山 ｲﾜｻｷ ｼﾝﾔ 長野高専

 4 小平 仁(1) 高校   2,08.87 q  4 北沢 文弥(1) 高校   2,21.86 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾞﾝ 長野吉田 ｷﾀｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ 長野工業

 5 宮川 恵向(2) 高校   2,11.34 q  5 渡邉 崇寛(1) 高校   2,23.53 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾑ 屋代 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 更級農業

 6 関 崇行(2) 高校   2,16.12  6 金 範均(1) 高校   2,23.81 
ｾｷ ﾀｶﾕｷ 中野西 ｷﾑ ﾎﾟﾝｷﾞｭﾝ 中野西

 7 春日 勇輝(1) 高校   2,26.92 塚原 和人(2) 高校
ｶｽｶﾞ ﾕｳｷ 北部 ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 長野東

[ 5組] [ 6組]

 1 石澤 崇紀(2) 高校   1,58.31 Q  1 北原 廉(2) 高校   2,06.80 Q
ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 長野日大 ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ 長野高専

 2 金子 英輝(1) 高校   2,07.41 Q  2 島﨑 尋睦(1) 高校   2,10.68 Q
ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｷ 長野高専 ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾑ 飯山北･飯山

 3 矢嶋 辰也(1) 高校   2,07.84 Q  3 仲條 菜生(1) 高校   2,12.27 Q
ﾔｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 松代 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾅｵ 長野

 4 西澤 浩平(2) 高校   2,11.92 q  4 北風 直起(2) 高校   2,14.27 
ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 長野東 ｷﾀｶｾﾞ ﾅｵｷ 長野工業

 5 吉越 一真(1) 高校   2,12.76 q  5 南澤 裕馬(2) 高校   2,21.67 
ﾖｼｺｼ ｶｽﾞﾏ 長野吉田 ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳﾏ 長野俊英

 6 服部 幸一(2) 高校   2,26.03  6 岡島 武史(1) 高校   2,23.98 
ﾊｯﾄﾘ ｺｳｲﾁ 坂城 ｵｶｼﾞﾏ ﾀｹｼ 須坂

 7 小林 祐斗(2) 高校   2,29.08 白鳥 魁人(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 須坂園芸 ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ 市立長野

[ 1組] [ 2組]

 1 石澤 崇紀(2) 高校   1,55.59 Q  1 門脇 航(2) 高校   2,00.04 Q
ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 長野日大 ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ 長野吉田

 2 北原 廉(2) 高校   1,58.83 Q  2 中島 俊介(1) 高校   2,02.20 Q
ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ 長野高専 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ 長野日大

 3 熊井 捷人(1) 高校   2,06.13  3 金子 英輝(1) 高校   2,04.80 
ｸﾏｲ ﾊﾔﾄ 長野 ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｷ 長野高専

 4 西澤 浩平(2) 高校   2,07.93  4 仲條 菜生(1) 高校   2,09.24 
ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 長野東 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾅｵ 長野

 5 坂口 俊太朗(2) 高校   2,11.36  5 矢嶋 辰也(1) 高校   2,09.26 
ｻｶｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 中野西 ﾔｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 松代

 6 東條 瑞貴(2) 高校   2,11.92  6 大久保 英(1) 高校   2,14.24 
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ 須坂 ｵｵｸﾎﾞ ｽｸﾞﾙ 更級農業
小平 仁(1) 高校  7 山口 空(1) 高校   2,14.35 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾞﾝ 長野吉田 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾗ 須坂
桑原 太志(1) 高校 島﨑 尋睦(1) 高校
ｸﾜﾊﾗ ﾌﾄｼ 飯山北･飯山 ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾑ 飯山北･飯山欠場 欠場

欠場
8   840 6   805

3  1052 2   988

5  1006 3  2757

7   931 8  1413

2  1216 9  1122

9  1127 7  3529

大会新
6  3505 5  1281

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1297 4  1041

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 順

4  3076 3   860
欠場

5  2737 7  1010

8  1056 8  3135

3  1216 4  1164

7  1413 2  1122

2  3529 5   805

6  1297 6  3505
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  1028 2  1213
欠場

6   928 5   934

7  1448 7  2760

8  1052 8  1177

5   840 6  3519

2   910 3  3075

4  1281 4  1041
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  1453
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  3134 5  2739

9  1148 3  1454

7  1227 7   988

6   827 2  2757

3  1127 6  1144

5   931 8  1117

4  1006 4  1288
記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



[ 3組]

 1 中村 祐太(1) 高校   2,02.88 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 長野日大

 2 櫻井 兼(1) 高校   2,03.48 Q
ｻｸﾗｲ ｹﾝ 中野立志舘

 3 岩崎 真哉(1) 高校   2,03.62 q
ｲﾜｻｷ ｼﾝﾔ 長野高専

 4 前田 諭志(1) 高校   2,04.43 q
ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 長野

 5 後藤 大聖(2) 高校   2,11.15 
ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾏｻ 須坂園芸

 6 吉越 一真(1) 高校   2,15.53 
ﾖｼｺｼ ｶｽﾞﾏ 長野吉田

 7 中村 光希(2) 高校   2,17.68 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 長野商業

 8 宮川 恵向(2) 高校   2,18.39 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾑ 屋代

 1 石澤 崇紀(2) 高校   1,54.39 
ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 長野日大

 2 北原 廉(2) 高校   1,56.05 
ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ 長野高専

 3 門脇 航(2) 高校   1,59.60 
ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ 長野吉田

 4 中島 俊介(1) 高校   2,01.74 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ 長野日大

 5 中村 祐太(1) 高校   2,03.67 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 長野日大

 6 岩崎 真哉(1) 高校   2,04.64 
ｲﾜｻｷ ｼﾝﾔ 長野高専

 7 櫻井 兼(1) 高校   2,05.84 
ｻｸﾗｲ ｹﾝ 中野立志舘

 8 前田 諭志(1) 高校   2,06.41 
ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 長野

8   910

2  1117

5  1288

3  3519

7  1041

9  1281

記録／備考
4  1297

大会新
6  3505

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8  1144

2  1448

4  3075

3  1056

9  3519

6  1117

7  1288

5   910

男子

800m                
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 9月12日 10:50
決勝 9月12日 14:40

大会記録(GR )     3,58.63

[ 1組] [ 2組]

 1 石澤 崇紀(2) 高校   4,09.69 Q  1 門脇 航(2) 高校   4,13.31 Q
ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 長野日大 ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ 長野吉田

 2 熊井 捷人(1) 高校   4,22.89 Q  2 中村 祐太(1) 高校   4,18.93 Q
ｸﾏｲ ﾊﾔﾄ 長野 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 長野日大

 3 金子 英輝(1) 高校   4,23.03 Q  3 峯村 開(2) 高校   4,20.51 Q
ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｷ 長野高専 ﾐﾈﾑﾗ ｶｲ 長野

 4 白鳥 魁人(2) 高校   4,24.70  4 佐藤 聖也(1) 高校   4,20.70 q
ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ 市立長野 ｻﾄｳ ｾｲﾔ 飯山北･飯山

 5 中村 光希(2) 高校   4,27.76  5 石澤 由祐(1) 高校   4,21.75 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 長野商業 ｲｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 須坂

 6 中山 大暉(1) 高校   4,29.29  6 岩崎 真哉(1) 高校   4,22.39 
ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 須坂 ｲﾜｻｷ ｼﾝﾔ 長野高専

 7 小ﾏﾂ 郁也(2) 高校   4,34.63  7 武田 裕太(2) 高校   4,29.71 
ｺﾏﾂ ﾌﾐﾔ 長野工業 ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾀ 中野立志舘

 8 神田 時宗(1) 高校   4,37.47  8 後藤 大聖(2) 高校   4,35.09 
ｶﾝﾀﾞ ﾄｷﾑﾈ 中野立志舘 ｺﾞﾄｳ ﾋﾛﾏｻ 須坂園芸

 9 坂口 俊太朗(2) 高校   4,40.67  9 大久保 英(1) 高校   4,40.08 
ｻｶｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ 中野西 ｵｵｸﾎﾞ ｽｸﾞﾙ 更級農業

10 小林 翔(2) 高校   4,42.57 10 南澤 裕馬(2) 高校   4,47.07 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 須坂東 ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳﾏ 長野俊英

11 村上 領(1) 高校   4,47.17 11 西澤 浩平(2) 高校   4,47.42 
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ 屋代 ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 長野東

12 渡邉 崇寛(1) 高校   4,50.12 12 森 正輝(1) 高校   4,48.71 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 更級農業 ﾓﾘ ﾏｻｷ 屋代

13 奥山 聖也(1) 高校   4,51.73 13 髙野 優貴(1) 高校   4,59.01 
ｵｸﾔﾏ ｾｲﾔ 飯山北･飯山 ﾀｶﾉ ﾕｳｷ 長野商業
春日 勇輝(1) 高校 14 太田 嶺(1) 高校   5,03.62 
ｶｽｶﾞ ﾕｳｷ 北部 ｵｵﾀ ﾚｲ 中野西
青木 滉貴(1) 高校
ｱｵｷ ｺｳｷ 長野俊英

[ 3組]

 1 佐藤 拓真(2) 高校   4,18.41 Q
ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 長野日大

 2 野﨑 元貴(2) 高校   4,19.05 Q
ﾉｻﾞｷ ﾓﾄｷ 須坂

 3 小平 仁(1) 高校   4,19.63 Q
ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾞﾝ 長野吉田

 4 寺島 智春(2) 高校   4,20.23 q
ﾃﾗｼﾏ ﾄﾓﾊﾙ 長野

 5 塚原 和人(2) 高校   4,20.35 q
ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 長野東

 6 松本 翼(1) 高校   4,30.00 
ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 中野立志舘

 7 小林 万章(1) 高校   4,36.19 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅｷ 長野高専

 8 杉浦 麗司(2) 高校   4,47.25 
ｽｷﾞｳﾗ ﾚｲｼﾞ 須坂東

 9 池田 直樹(1) 高校   4,56.14 
ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ 中野西

10 北沢 文弥(1) 高校   5,01.80 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾌﾐﾔ 長野工業

11 服部 幸一(2) 高校   5,03.41 
ﾊｯﾄﾘ ｺｳｲﾁ 坂城

12 小林 祐斗(2) 高校   5,04.42 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 須坂園芸

13 宮下 礼人(2) 高校   5,16.83 
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾄ 飯山北･飯山
宮川 恵向(2) 高校
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾒｸﾞﾑ 屋代

8   828

2  1448
欠場

14  2737

9  3076

3   938

5  1177

6  3518

11  3082

7  1213

12   905

10  1052

4  3101

1  1302

13  1007

10  3134
欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  1028 13   939
欠場

13   802 14  1148

8  2760 6  1454

2  1453 12  1216

6   984 10  3135

15   931 5  2757

14   916 8  3075

12  1165 1   893

4   986 4  3519

11  1144 9  1009

5   860 3   835

9  3529 11  3103

1  1127 2  1288

記録／備考
3  1297 7  1041

記録／備考 順 No. 氏  名 所属名

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



 1 石澤 崇紀(2) 高校   4,03.85 
ｲｼｻﾞﾜ ﾀｶﾉﾘ 長野日大

 2 門脇 航(2) 高校   4,06.45 
ｶﾄﾞﾜｷ ﾜﾀﾙ 長野吉田

 3 佐藤 拓真(2) 高校   4,09.13 
ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 長野日大

 4 野﨑 元貴(2) 高校   4,09.65 
ﾉｻﾞｷ ﾓﾄｷ 須坂

 5 中村 祐太(1) 高校   4,13.51 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 長野日大

 6 寺島 智春(2) 高校   4,14.45 
ﾃﾗｼﾏ ﾄﾓﾊﾙ 長野

 7 峯村 開(2) 高校   4,14.64 
ﾐﾈﾑﾗ ｶｲ 長野

 8 熊井 捷人(1) 高校   4,15.05 
ｸﾏｲ ﾊﾔﾄ 長野

 9 佐藤 聖也(1) 高校   4,21.16 
ｻﾄｳ ｾｲﾔ 飯山北･飯山

10 金子 英輝(1) 高校   4,25.91 
ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｷ 長野高専

11 塚原 和人(2) 高校   4,27.17 
ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 長野東

12 小平 仁(1) 高校   4,30.75 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾞﾝ 長野吉田

7  1213

1  1052

4   835

12  3529

3  3103

2  1127

9  1288

6  3101

11  1302

5  1007

8  1297

10  1041

男子

1500m               
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月14日 12:50

大会記録(GR )    15,01.73

 1 木田 元春(1) 高校  15,39.68 
ｷﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ 長野日大

 2 佐藤 拓真(2) 高校  15,43.09 
ｻﾄｳ ﾀｸﾏ 長野日大

 3 松木 之衣(2) 高校  15,43.32 
ﾏﾂｷ ｺﾉｴ 長野日大

 4 野﨑 元貴(2) 高校  15,49.04 
ﾉｻﾞｷ ﾓﾄｷ 須坂

 5 佐藤 聖也(1) 高校  16,07.13 
ｻﾄｳ ｾｲﾔ 飯山北･飯山

 6 小平 仁(1) 高校  16,09.41 
ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾞﾝ 長野吉田

 7 小池 勇飛(2) 高校  16,16.14 
ｺｲｹ ﾕｳﾋ 長野高専

 8 小ﾏﾂ 郁也(2) 高校  16,19.10 
ｺﾏﾂ ﾌﾐﾔ 長野工業

 9 石澤 由祐(1) 高校  16,31.04 
ｲｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 須坂

10 熊井 捷人(1) 高校  16,32.78 
ｸﾏｲ ﾊﾔﾄ 長野

11 峯村 開(2) 高校  16,36.54 
ﾐﾈﾑﾗ ｶｲ 長野

12 小林 知(2) 高校  17,01.31 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 長野西

13 藤木 俊希(1) 高校  17,12.31 
ﾌｼﾞｷ ﾄｼｷ 飯山北･飯山

14 岩下 航(2) 高校  17,22.93 
ｲﾜｼﾀ ﾜﾀﾙ 長野高専

15 今井 雅太(2) 高校  17,24.16 
ｲﾏｲ ﾏｻﾀ 長野西

16 松原 慎也(1) 高校  17,30.18 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝﾔ 長野

17 神田 時宗(1) 高校  17,38.08 
ｶﾝﾀﾞ ﾄｷﾑﾈ 中野立志舘

18 中山 大暉(1) 高校  17,44.61 
ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 須坂

19 澤田 竜人(1) 高校  17,48.26 
ｻﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 飯山北･飯山

20 関 隼希(1) 高校  18,00.02 
ｾｷ ﾄｼｷ 長野高専

21 小林 翔(2) 高校  18,04.24 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 須坂東

22 櫻井 兼(1) 高校  18,20.02 
ｻｸﾗｲ ｹﾝ 中野立志舘

23 中村 光希(2) 高校  18,24.74 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 長野商業

24 杉浦 麗司(2) 高校  18,31.46 
ｽｷﾞｳﾗ ﾚｲｼﾞ 須坂東

25 南澤 裕馬(2) 高校  19,20.97 
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳﾏ 長野俊英

26 渡邉 崇寛(1) 高校  19,27.39 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ 更級農業

27 青木 滉貴(1) 高校  20,23.57 
ｱｵｷ ｺｳｷ 長野俊英
村上 領(1) 高校
ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳ 屋代 欠場

1  3135

4  2760

21  3134

13  1453

19   984

3   910

23  1144

7  3082

9   916

17   986

18   804

24  3524

20   836

2  3510

28  1099

14  1125

27  1009

16  1127

6  3103

22  1098

12   835

26  1052

8  3512

10  1165

25  1285

15  1302

11  1292

5  1007

男子

5000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 9月12日 12:10
決勝 9月12日 13:40

大会記録(GR )       14.78

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +1.0

 1 一山 憲吾(2) 高校     16.19 Q  1 坪井 智哉(2) 高校     16.06 Q
ｲﾁﾔﾏ ｹﾝｺﾞ 北部 ﾂﾎﾞｲ ﾄﾓﾔ 須坂

 2 岡村 宗一郎(1) 高校     17.09 Q  2 倉石 大樹(2) 高校     16.19 Q
ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 長野日大 ｸﾗｲｼ ﾀﾞｲｷ 長野日大

 3 渡邊 倭(1) 高校     17.67 q  3 久保田 五輝(1) 高校     18.82 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾏﾄ 中野西 ｸﾎﾞﾀ  ｲﾂｷ 長野吉田

 4 丸山 宏之(2) 高校     19.28 q  4 高野 誠也(1) 高校     19.27 q
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 松代 ﾀｶﾉ ｾｲﾔ 長野高専
渡辺 素己(1) 高校  5 山﨑 和弥(1) 高校     19.95 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 長野吉田 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ 松代

風速 +1.8

 1 一山 憲吾(2) 高校     15.68 
ｲﾁﾔﾏ ｹﾝｺﾞ 北部

 2 坪井 智哉(2) 高校     15.75 
ﾂﾎﾞｲ ﾄﾓﾔ 須坂

 3 倉石 大樹(2) 高校     15.92 
ｸﾗｲｼ ﾀﾞｲｷ 長野日大

 4 岡村 宗一郎(1) 高校     16.91 
ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 長野日大

 5 渡邊 倭(1) 高校     17.09 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾏﾄ 中野西

 6 久保田 五輝(1) 高校     18.61 
ｸﾎﾞﾀ  ｲﾂｷ 長野吉田

 7 高野 誠也(1) 高校     18.87 
ﾀｶﾉ ｾｲﾔ 長野高専

 8 丸山 宏之(2) 高校     20.00 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ 松代

3  3549

2  1428

9   937

8  1051

5  1263

7  1269

記録／備考
4  1021

6  1008

所属名

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

1  1428 2  3549

3  1059 1  1423
欠場

2  1021 5  1008

5  1269 3  1263

4   937 4  1051

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子

110mH(1.067)        

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 9月13日 10:55
決勝 9月13日 13:15

大会記録(GR )       53.38

[ 1組] [ 2組]

 1 吉沢 智貴(1) 高校     59.33 Q  1 岡村 宗一郎(1) 高校     58.23 Q
ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 長野日大 ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 長野日大

 2 久保田 五輝(1) 高校   1,00.28 q  2 中嶋 多聞(2) 高校     58.81 q
ｸﾎﾞﾀ  ｲﾂｷ 長野吉田 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ 須坂東

 3 黒崎 秀樹(1) 高校   1,01.35  3 渡辺 賢志(1) 高校     59.77 q
ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ 須坂東 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ 長野

 4 坪井 智哉(2) 高校   1,01.69  4 隼田 晃希(2) 高校   1,05.07 
ﾂﾎﾞｲ ﾄﾓﾔ 須坂 ﾊﾔﾀ ｺｳｷ 市立長野

 5 高野 誠也(1) 高校   1,03.01  5 前澤 練(1) 高校   1,08.66 
ﾀｶﾉ ｾｲﾔ 長野高専 ﾏｴｻﾞﾜ ﾚﾝ 飯山北･飯山

 6 山﨑 和弥(1) 高校   1,04.11  6 今井 知樹(1) 高校   1,12.00 
ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ 松代 ｲﾏｲ ﾄﾓｷ 長野高専
安塚 大輝(2) 高校 矢野 颯(2) 高校
ﾔｽﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ 長野 ﾔﾉ ﾊﾔﾃ 長野吉田

[ 3組]

 1 荒井 雅也(2) 高校     57.67 Q
ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 長野工業

 2 小林 恒平(1) 高校     58.89 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ 長野日大

 3 丸山 智輝(2) 高校   1,00.38 q
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 長野東

 4 宮澤 優仁(2) 高校   1,01.66 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 長野高専

 5 小田切 智紀(1) 高校   1,02.23 
ｵﾀｷﾞﾘ ﾄﾓｷ 須坂

 6 西澤 蒼馬(1) 高校   1,08.00 
ﾆｼｻﾞﾜ ｿｳﾏ 市立長野
関口 悠也(2) 高校
ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 松代

 1 渡辺 賢志(1) 高校     56.66 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ 長野

 2 荒井 雅也(2) 高校     56.81 
ｱﾗｲ ﾏｻﾔ 長野工業

 3 中嶋 多聞(2) 高校     57.69 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ 須坂東

 4 吉沢 智貴(1) 高校     59.32 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 長野日大

 5 小林 恒平(1) 高校   1,00.39 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ 長野日大

 6 丸山 智輝(2) 高校   1,01.08 
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 長野東

 7 久保田 五輝(1) 高校   1,02.86 
ｸﾎﾞﾀ  ｲﾂｷ 長野吉田
岡村 宗一郎(1) 高校
ｵｶﾑﾗ ｿｳｲﾁﾛｳ 長野日大

3  1051

7  1269
失格

8  1257

2  1217

4   980

6  1264

9  1112

5  1163

3  1429
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8   989

2   866

4  1217

6  3507

7  1163

5  1257

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  1124 2  1044
欠場 欠場

8  1423 5  3525

7  3549 7   838

6  1008 8   861

4  3086 6  1112

3  1051 3   980

5  1264 4  1269
記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

男子

400mH(0.914)        

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



決勝 9月13日 11:40

大会記録(GR )     9,16.77

 1 野﨑 元貴(2) 高校   9,51.96 
ﾉｻﾞｷ ﾓﾄｷ 須坂

 2 佐藤 聖也(1) 高校   9,58.91 
ｻﾄｳ ｾｲﾔ 飯山北･飯山

 3 松本 郁也(2) 高校  10,09.78 
ﾏﾂﾓﾄ ﾌﾐﾔ 長野日大

 4 小池 勇飛(2) 高校  10,13.72 
ｺｲｹ ﾕｳﾋ 長野高専

 5 峯村 開(2) 高校  10,15.03 
ﾐﾈﾑﾗ ｶｲ 長野

 6 小林 知(2) 高校  10,17.61 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓ 長野西

 7 石澤 由祐(1) 高校  10,21.23 
ｲｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 須坂

 8 松原 慎也(1) 高校  10,27.41 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝﾔ 長野

 9 塚田 亮太(2) 高校  10,32.87 
ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 長野高専

10 玉井 誠(1) 高校  10,34.58 
ﾀﾏｲ ﾏｺﾄ 長野日大

11 塚原 和人(2) 高校  10,40.18 
ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 長野東

12 武田 裕太(2) 高校  10,44.51 
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳﾀ 中野立志舘

13 小ﾏﾂ 郁也(2) 高校  10,48.03 
ｺﾏﾂ ﾌﾐﾔ 長野工業

14 宮田 共也(1) 高校  10,49.53 
ﾐﾔﾀ ﾄﾓﾔ 長野日大

15 関 隼希(1) 高校  10,51.87 
ｾｷ ﾄｼｷ 長野高専

16 今井 雅太(2) 高校  10,53.55 
ｲﾏｲ ﾏｻﾀ 長野西

17 藤木 俊希(1) 高校  10,53.65 
ﾌｼﾞｷ ﾄｼｷ 飯山北･飯山

18 武田 直樹(1) 高校  11,03.91 
ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ 須坂

19 大久保 天地(2) 高校  11,04.11 
ｵｵｸﾎﾞ ﾃﾝﾁ 長野

20 松本 翼(1) 高校  11,17.44 
ﾏﾂﾓﾄ ﾂﾊﾞｻ 中野立志舘

21 小野沢 樹生(2) 高校  11,45.14 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂｷ 市立長野

22 杉浦 麗司(2) 高校  12,05.74 
ｽｷﾞｳﾗ ﾚｲｼﾞ 須坂東

23 小嶋 昂志(1) 高校  12,16.71 
ｺｼﾞﾏ ﾀｶｼ 中野立志舘

24 小林 翔(2) 高校  12,30.03 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳ 須坂東

13   857

17  3082

4   906

9   984

8   836

15   990

21  3102

6   905

18  1165

3  1283

2  3524

20  1099

12  3509

1  1287

16  1213

22   893

7  3103

14  1098

11  1009

19  1125

23  1007

10   835

5  1301

24  3512

男子

3000mSC             

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月14日 11:30

大会記録(GR )    22,54.09

 1 石井 克弥(2) 高校  21,27.01 
ｲｼｲ ｶﾂﾔ 長野日大

 2 竹内 佑介(2) 高校  22,49.24 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｽｹ 長野日大

 3 寺島 智春(2) 高校  25,04.08 
ﾃﾗｼﾏ ﾄﾓﾊﾙ 長野

 4 東條 瑞貴(2) 高校  25,14.37 
ﾄｳｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ 須坂

 5 高野 純輝(2) 高校  25,22.71 
ﾀｶﾉ ｼﾞｭﾝｷ 長野日大

 6 大久保 天地(2) 高校  25,43.23 
ｵｵｸﾎﾞ ﾃﾝﾁ 長野

 7 山岸 忠相(1) 高校  27,04.89 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾀﾞｽｹ 長野

 8 稲田 優介(2) 高校  27,24.62 
ｲﾅﾀﾞ ﾕｳｽｹ 須坂

 9 青木 健志朗(2) 高校  29,21.17 
ｱｵｷ ｹﾝｼﾛｳ 須坂東
丸山 浩成(1) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾅﾘ 長野高専 失格

7  1126

3  1005

11   979

8  3527

10  3101

5  1006

6  1289

12  3102

大会新

男子

5000mW              

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1305

大会新
9  1291



決勝 9月13日 13:30

大会記録(GR )        2.00

1m97
大塚 樹也(2) 高校 - - - - - - O - XO O
ｵｵﾂｶ ﾐｷﾔ 文化学園長野 XXX
想田 賢太朗(2) 高校 - O - O O XO XXX
ｿｳﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 長野日大
倉石 大樹(2) 高校 - O O O XO XO XXX
ｸﾗｲｼ ﾀﾞｲｷ 長野日大
北村 拓弥(1) 高校 - - - O XXX
ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 長野日大
板井 慎太郎(1) 高校 - XO XXO O XXX
ｲﾀｲ ｼﾝﾀﾛｳ 中野西
吉田 開恩(1) 高校 - - O XO XXX
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 飯山北･飯山
清水 隆寛(1) 高校 - - O XXO X- - - - - -
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 長野西 XX
佐藤 太一(1) 高校 XO XXX
ｻﾄｳ ﾀｲﾁ 長野高専
竹節 真人(1) 高校 XXX 記録なし
ﾀｹﾌｼ ﾏｻﾄ 中野立志舘
磯野 隼也(1) 高校 欠場
ｲｿﾉ ｼｭﾝﾔ 長野吉田

4  1061

8 1  3526
 1.55

6   912

6 8   832
 1.70

7 9  1100
 1.70

4 3  1268
 1.70

5 2   936
 1.70

2 7  1258
 1.80

3 5  1263
 1.80

1m91 1m94
記録 備考

1 10  2716
 1.94

1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m88

男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m55 1m60



決勝 9月13日 10:30

大会記録(GR )        4.45

4m40 4m50 4m60
内山 朋也(1) 高校 - - - - - - - - XO O 大会新
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 長野吉田 O O XXX
渡部 卓(2) 高校 - - O O XO XXX
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸ 長野日大
藤澤 将大(2) 高校 XO XO XXX
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 須坂東
山崎 大地(1) 高校 O XXX
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 長野工業

4 2  1185
 2.80

2 3  1304
 3.60

3 1   983
 3.00

4m00 4m20
記録 備考

1 4  1062
 4.50

3m20 3m40 3m60 3m70 3m80 3m90

男子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
2m80 3m00



決勝 9月12日 14:00

大会記録(GR )        6.95

柴本 遼河(1) 高校   6.56   6.64   6.51    X   6.46    X    6.64 
ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 中野立志舘   +3.0   +1.0   +0.2   +1.3    +1.0
内山 裕智(1) 高校   6.41   6.63   6.24   6.34   6.48    X    6.63 
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ 長野日大   +2.2   +2.6   +2.1   +2.7   +2.2    +2.6
内山 朋也(1) 高校    X   6.40   6.42   6.55   6.36   6.39    6.55 
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 長野吉田   +1.7   +1.8   +1.7   +1.7   +0.8    +1.7
渡辺 素己(1) 高校    X    X   6.27   6.46   6.24    X    6.46 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 長野吉田   +1.4   +2.8   +2.1    +2.8
萩 亜斗夢(2) 高校   6.37   5.82   5.63   5.41    X   6.11    6.37 
ﾊｷﾞ ｱﾄﾑ 市立長野   +3.2   +3.0   +2.6   +1.0   +1.2    +3.2
長田 佑麻(2) 高校    X   6.12    X    X   6.29    X    6.29 
ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 長野日大   +1.2   +1.2    +1.2
太目 祐二(1) 高校   5.98   6.23    -   6.14    -    -    6.23 
ｵｵﾒ ﾕｳｼﾞ 長野吉田   +3.6   +2.8   +0.6    +2.8
倉石 大樹(2) 高校   5.97   5.92   5.19    X   6.13   5.79    6.13 
ｸﾗｲｼ ﾀﾞｲｷ 長野日大   +3.2   +1.5   +2.8   +3.1   +1.7    +3.1
丸山 廉人(2) 高校   5.77   5.94   5.94    5.94 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚﾝﾄ 飯山北･飯山   +1.6   +3.9   +1.7    +1.7
庄司 輝男(2) 高校   5.70   5.78   5.53    5.78 
ｼｮｳｼﾞ ﾃﾙｵ 長野東   +3.4   +1.5   +2.2    +1.5
市川 寛之(1) 高校   5.64   5.55   5.01    5.64 
ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾕｷ 松代   -0.5   +1.2   +1.3    -0.5
瀧沢 暢生(2) 高校   5.60   5.40   5.63    5.63 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｵ 長野高専   +2.3   +0.6   +1.6    +1.6
月岡 健斗(1) 高校    X    X   5.63    5.63 
ﾂｷｵｶ ｹﾝﾄ 飯山北･飯山   +2.1    +2.1
羽尾 拓海(1) 高校   5.57   5.48   5.53    5.57 
ﾊｵ ﾀｸﾐ 須坂東   +0.7   +1.1   +0.7    +0.7
阪上 裕爾(2) 高校    X    X   5.49    5.49 
ｻｶｳｴ ﾕｳｼﾞ 長野工業   +1.6    +1.6
森山 瑞輝(1) 高校    X    X   5.45    5.45 
ﾓﾘﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 須坂東   +1.1    +1.1
駒村 亮磨(2) 高校   5.41   5.18   4.86    5.41 
ｺﾏﾑﾗ ﾘｮｳﾏ 長野東   -0.4   +1.2   +0.7    -0.4
北村 友弥(1) 高校    X   5.33    X    5.33 
ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ 長野商業   +2.6    +2.6
上野 朝海(1) 高校   4.69   4.35   5.20    5.20 
ｳｴﾉ ｱｻﾐ 長野工業   -0.6   +1.2   +2.0    +2.0
市ノ瀬 昌志(2) 高校   4.87   4.77   4.65    4.87 
ｲﾁﾉｾ ﾏｻｼ 長野ろう   +1.2   +1.6   +2.3    +1.2
矢澤 凱斗(1) 高校    X    X   4.83    4.83 
ﾔｻﾞﾜ ｶｲﾄ 須坂園芸   +1.7    +1.7
中島 剛(2) 高校   3.94    X   4.80    4.80 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹｼ 長野俊英   +0.9   +2.5    +2.5
鹿野 拓臣(1) 高校   3.78   3.79   4.16    4.16 
ｶﾉ ﾀｸﾐ 篠ﾉ井   +2.4   +2.2   +2.5    +2.5
牛山 勝晴(1) 高校   3.98   3.96   4.08    4.08 
ｳｼﾔﾏ ﾏｻﾊﾙ 長野西   +1.3   +1.9   +3.2    +3.2
横地 彦人(1) 高校    X    X    X 記録なし
ﾖｺﾁ ﾋﾛﾄ 須坂東
田中 佑弥(1) 高校 欠場
ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 市立長野
高野 翔(1) 高校 欠場
ﾀｶﾉ ｼｮｳ 長野西

15  1101

21  3097

13   867

23 8  1387

24 7  1105

21 9  1011

22 11  3136

19 12  1174

20 29  1329

17 14  1220

18 16  1147

15 20  1161

16 19   978

13 22   833

14 17  3093

11 10  1425

12 26  3508

9 27   829

10 18  1210

7 23  1055

8 33  1263

5 24   862

6 31  1265

3 25  1062

4 30  1059

1 32   911

2 28  1266

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



決勝 9月14日 11:00

大会記録(GR )       14.30

長田 佑麻(2) 高校  13.11  13.25  12.98  12.93  12.59  12.52   13.25 
ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 長野日大    0.0   +2.1   +1.4   +2.3   +0.2   +1.6    +2.1
内山 朋也(1) 高校  12.79  12.51  12.75  12.69    -  12.94   12.94 
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 長野吉田   +0.9   +0.6   +1.1   +0.2   +1.0    +1.0
内山 裕智(1) 高校  12.42  12.32  12.69  12.61  12.61  12.78   12.78 
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾛﾄｼ 長野日大   -0.6   +1.2   +1.5   +1.0    0.0   +1.7    +1.7
渡辺 素己(1) 高校  12.76  12.71    X  12.76  12.52    -   12.76 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ 長野吉田   -1.0   +1.2   +0.3   +0.5    -1.0
下田 佳輝(2) 高校    X  12.45  12.02  12.31  12.59  12.48   12.59 
ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ 松代   +0.9   +1.9   +0.4   +0.1   +2.8    +0.1
深沢 友昭(1) 高校  11.89  12.10  12.43  12.01  12.08    -   12.43 
ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ 松代   +1.3   +1.9   +1.6   +2.0   +0.6    +1.6
想田 賢太朗(2) 高校  11.85  11.80  11.84  11.69  12.02    -   12.02 
ｿｳﾀﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 長野日大   +1.6   +0.6   -0.9    0.0   +0.9    +0.9
阪上 裕爾(2) 高校    X    X  11.42    -  11.60  11.67   11.67 
ｻｶｳｴ ﾕｳｼﾞ 長野工業   +0.9   +2.6   +0.9    +0.9
吉田 開恩(1) 高校    X    X    X 記録なし
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 飯山北･飯山
月岡 健斗(1) 高校    X    X    X 記録なし
ﾂｷｵｶ ｹﾝﾄ 飯山北･飯山
小林 龍也(2) 高校 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 更級農業
磯野 隼也(1) 高校 欠場
ｲｿﾉ ｼｭﾝﾔ 長野吉田
市ノ瀬 昌志(2) 高校 欠場
ｲﾁﾉｾ ﾏｻｼ 長野ろう
丸山 廉人(2) 高校 欠場
ﾏﾙﾔﾏ ﾚﾝﾄ 飯山北･飯山
佐藤 太一(1) 高校 欠場
ｻﾄｳ ﾀｲﾁ 長野高専
瀧沢 暢生(2) 高校 欠場
ﾀｷｻﾞﾜ ﾉﾌﾞｵ 長野高専

9  3526

12  3508

5  1329

8   829

2  2754

4  1061

6   832

10   833

7 7  1258

8 3  1161

5 13  1427

6 11  1424

3 15  1266

4 16  1059

1 17  1265

2 14  1062

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



決勝 9月13日  9:30

大会記録(GR )       13.33

米倉 朋輝(2) 高校 大会新
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 長野工業
竹村 地智(1) 高校
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野日大
神田 郁実(2) 高校
ｶﾝﾀﾞ ｲｸﾐ 長野商業
北村 将也(1) 高校
ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾔ 長野吉田
岩﨑 まお(2) 高校
ｲﾜｻｷ ﾏｵ 長野東
篠崎 貴郁(1) 高校
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 市立長野
諏訪戸 駿(2) 高校
ｽﾜﾄﾞ ｼｭﾝ 長野商業
瀧澤 友啓(1) 高校
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 須坂園芸
山﨑 貴博(2) 高校
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 長野高専
藤木 幸太(1) 高校
ﾌｼﾞｷ ｺｳﾀ 飯山北･飯山
上原 一馬(2) 高校
ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 中野立志舘
小島 大亮(2) 高校
ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 中野西
小林 誠典(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 長野工業
武田 優貴(1) 高校
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ 市立長野
塩川 拓(2) 高校
ｼｵｶﾜ ﾀｸ 文化学園長野
丸山 航己(2) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 飯山北･飯山
酒井 陸(1) 高校
ｻｶｲ ﾘｸ 須坂園芸
水島 菖二(1) 高校
ﾐｽﾞｼﾏ ｼｮｳｼﾞ 須坂
山本 大道(1) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾐﾁ 飯山北･飯山
名澤 直樹(1) 高校
ﾅｻﾞﾜ ﾅｵｷ 更級農業
笠原 榛太(1) 高校
ｶｻﾊﾗ ｼﾝﾀ 屋代
小林 昇市(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁ 長野高専
栗田 聡(1) 高校
ｸﾘﾀ ｻﾄｼ 篠ﾉ井
清水 裕太(2) 高校
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 市立長野
原田 凌眞(1) 高校
ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 更級農業

  7.51 

24 15   859
 6.78  7.01  6.37

  5.74 

  7.01 

25 2  2767
 5.74  5.37  5.70

23 4  1389
 7.51   X  6.91

  8.01 

22 6  3528
 7.51  6.81  7.10   7.51 

21 9  1455
 7.23  7.65  8.01

  8.10 

20 8  2759
 8.08  7.80  7.98   8.08 

19 5   839
 7.57  8.10  8.01

  8.41 

18 12   987
 8.06  8.22  8.40   8.40 

17 10  1012
 8.15  8.41  8.21

  9.13 

16 11   830
 9.00  8.73  8.38   9.00 

15 16  2718
 9.02  9.13  9.04

  9.21 

14 17   864
 9.08  9.19  8.94   9.19 

13 7  1187
 8.81  8.58  9.21

  9.42 

12 3   927
 8.75  9.12  9.25   9.25 

11 14   891
 9.03  9.00  9.42

  9.74 

10 13   837
 8.84  9.53  9.48   9.53 

9 18  3511
 9.64  9.64  9.74

 10.98 

8 19  1015
10.33 10.38  9.60  9.96 10.21 10.02  10.38 

7 23  1143
10.98 10.63 10.33 10.53   X 10.92

 11.56 

6 20   863
10.54 10.48   X 11.39   X   X  11.39 

5 22  1214
10.59 11.39 11.56 10.91   X 11.54

 12.27 

4 26  1060
10.38 11.88 11.31 10.85 10.84 10.32  11.88 

3 21  1142
11.47 11.60 10.50 11.74 12.27 11.57

13.90 13.74   X  14.17 

2 24  1260
  - 11.07 12.22

1 25  1160
12.60 13.82 14.17

12.37 12.17 12.11  12.37 

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 9月14日  9:30

大会記録(GR )       38.48

米倉 朋輝(2) 高校
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 長野工業
神田 郁実(2) 高校
ｶﾝﾀﾞ ｲｸﾐ 長野商業
岩﨑 まお(2) 高校
ｲﾜｻｷ ﾏｵ 長野東
北村 将也(1) 高校
ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾔ 長野吉田
諏訪戸 駿(2) 高校
ｽﾜﾄﾞ ｼｭﾝ 長野商業
塩川 拓(2) 高校
ｼｵｶﾜ ﾀｸ 文化学園長野
名澤 直樹(1) 高校
ﾅｻﾞﾜ ﾅｵｷ 更級農業
武田 優貴(1) 高校
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ 市立長野
酒井 陸(1) 高校
ｻｶｲ ﾘｸ 須坂園芸
山﨑 貴博(2) 高校
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 長野高専
久保田 隼斗(1) 高校
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 松代
栗田 聡(1) 高校
ｸﾘﾀ ｻﾄｼ 篠ﾉ井
篠崎 貴郁(1) 高校
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 市立長野
藤木 幸太(1) 高校
ﾌｼﾞｷ ｺｳﾀ 飯山北･飯山
小森 啓裕(2) 高校
ｺﾓﾘ ｱｷﾋﾛ 長野高専
水島 菖二(1) 高校
ﾐｽﾞｼﾏ ｼｮｳｼﾞ 須坂
大久保 真弥(1) 高校
ｵｵｸﾎﾞ ﾏｻﾔ 松代
黒岩 雅弘(2) 高校
ｸﾛｲﾜ ﾏｻﾋﾛ 須坂園芸
上原 一馬(2) 高校
ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 中野立志舘
小林 誠典(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 長野工業
渡邉 亮太(1) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 長野西
石坂 大地(1) 高校
ｲｼｻﾞｶ ﾀﾞｲﾁ 更級農業
小林 昇市(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁ 長野高専
原田 凌眞(1) 高校
ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 更級農業
笠原 榛太(1) 高校
ｶｻﾊﾗ ｼﾝﾀ 屋代
小林 将人(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 長野工業
竹村 地智(1) 高校 欠場
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野日大

 15.98 

26 4  1168
  O 15.09   O  15.09 

18  1260

25 3  1455
  X   X 15.98

 18.77 

24 8  2767
17.77   X   X  17.77 

23 7  3528
  O   O 18.77

 18.98 

22 6  2758
  X 18.79   O  18.79 

21 2  1102
  X   O 18.98

 19.55 

20 10  1187
  X   O 19.05  19.05 

19 5   891
19.55   O   O

 20.58 

18 16  3073
  O 20.43   O  20.43 

17 13  1431
  X 20.58   O

 21.91 

16 19   987
  X 21.90   X  21.90 

15 9  3514
  O   O 21.91

 24.73 

14 23   837
  X   X 24.20  24.20 

13 14   863
24.73   X   X

 25.18 

12 12  1389
  O 24.74   X  24.74 

11 24  1432
25.18   O   X

 26.29 

10 11  3511
  O 25.30   X  25.30 

9 1  1012
26.29   X   O

 27.97 

8 20   864
  X 26.62   O   X   X   X  26.62 

7 15  2759
  O 27.42   O   O 27.97   O

 29.15 

6 21  2718
  O   O 28.90   O 29.14   O  29.14 

5 22  1143
  X   O 27.23   X   X 29.15

 34.99 

4 25  1060
27.15   O   O 29.49   O   O  29.49 

3 27  1214
  O 34.01   O   X   O 34.99

  O   X 37.33  37.33 

2 17  1142
35.66   X   O

1 26  1160
  O 35.62   X

36.92   X   O  36.92 

-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12日 10:20

大会記録(GR )       48.58

神田 郁実(2) 高校
ｶﾝﾀﾞ ｲｸﾐ 長野商業
小林 大貴(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｷ 中野西
黒岩 雅弘(2) 高校
ｸﾛｲﾜ ﾏｻﾋﾛ 須坂園芸
塩川 拓(2) 高校
ｼｵｶﾜ ﾀｸ 文化学園長野
名澤 直樹(1) 高校
ﾅｻﾞﾜ ﾅｵｷ 更級農業
石坂 大地(1) 高校
ｲｼｻﾞｶ ﾀﾞｲﾁ 更級農業
山﨑 貴博(2) 高校
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 長野高専
水島 菖二(1) 高校
ﾐｽﾞｼﾏ ｼｮｳｼﾞ 須坂
上原 一馬(2) 高校
ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 中野立志舘
山本 大道(1) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｶﾐﾁ 飯山北･飯山
湯本 與弘(2) 高校
ﾕﾓﾄ ﾖｼﾋﾛ 飯山北･飯山
瀧澤 友啓(1) 高校
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 須坂園芸
武田 優貴(1) 高校
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｷ 市立長野
原田 凌眞(1) 高校
ﾊﾗﾀﾞ ﾘｮｳﾏ 更級農業
小林 将人(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 長野工業
朝日 亮雅(2) 高校
ｱｻﾋ ﾘｮｳｶﾞ 長野工業
藤木 幸太(1) 高校
ﾌｼﾞｷ ｺｳﾀ 飯山北･飯山
小林 誠典(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾉﾘ 長野工業
清水 裕太(2) 高校
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾀ 市立長野

17 6  1187
  X   X   X

17 12   859
  X   X   X

17 5   837
  X   X   X

 16.00 

16 8  1167
  X   X 14.83  14.83 

15 4  1168
  O   X 16.00

 19.46 

14 1  2767
  O 16.32   O  16.32 

13 3   864
  O   X 19.46

 22.15 

12 2  1015
20.39   X   O  20.39 

11 13   831
  X 22.15   X

 25.59 

10 11   839
  X 24.37   X  24.37 

9 10   891
  X   O 25.59

 31.37 

8 14   987
28.50   O   X   X   O   O  28.50 

7 15  3511
31.37   O   O   X   O   O

 32.09 

6 9  2758
28.10   O   O   O   O 31.95  31.95 

5 7  2759
  X   O 32.09   X   X   X

 36.23 

4 18  2718
36.07   X   O   X   O   X  36.07 

3 17  3073
  X   X 35.26   X   O 36.23

  O   O 39.54  39.54 

2 19   930
  X   X 36.78

1 16  1142
  - 38.07   O

  X   X   X  36.78 

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 9月12日 12:20

大会記録(GR )       55.10

岩﨑 まお(2) 高校
ｲﾜｻｷ ﾏｵ 長野東
小林 竜也(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ 中野立志舘
小森 啓裕(2) 高校
ｺﾓﾘ ｱｷﾋﾛ 長野高専
篠崎 貴郁(1) 高校
ｼﾉｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 市立長野
諏訪戸 駿(2) 高校
ｽﾜﾄﾞ ｼｭﾝ 長野商業
北村 将也(1) 高校
ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾔ 長野吉田
米倉 朋輝(2) 高校
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 長野工業
小林 昇市(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁ 長野高専
小島 大亮(2) 高校
ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｽｹ 中野西
雲崎 凌(2) 高校
ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ 長野日大
久保田 隼斗(1) 高校
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 松代
石坂 大地(1) 高校
ｲｼｻﾞｶ ﾀﾞｲﾁ 更級農業
深沢 友昭(1) 高校
ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ 松代
渡邉 亮太(1) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳﾀ 長野西
松永 春樹(1) 高校
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙｷ 飯山北･飯山
若林 健祐(1) 高校
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝｽｹ 須坂東
木ノ内 敦也(1) 高校
ｷﾉｳﾁ ｱﾂﾔ 須坂東
森山 瑞輝(1) 高校
ﾓﾘﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 須坂東
朝日 亮雅(2) 高校
ｱｻﾋ ﾘｮｳｶﾞ 長野工業
山口 航平(1) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁｺｳﾍｲ 下高井農林
大久保 英(1) 高校
ｵｵｸﾎﾞ ｽｸﾞﾙ 更級農業
小林 将人(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 長野工業
栗田 聡(1) 高校
ｸﾘﾀ ｻﾄｼ 篠ﾉ井
丸山 航己(2) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 飯山北･飯山

 24.92 

 26.95 

24 12   830
  O 24.92   O

23 4  1389
  O 26.95   O

 31.06 

22 11  1168
  X 27.11   O  27.11 

21 3  2757
  O 31.06   O

 31.82 

20 10   777
  O   O 31.11  31.11 

19 19  1167
31.82   X   O

 32.61 

18 5   978
  X   O 32.34  32.34 

17 7  3089
  O 32.61   O

 35.07 

16 9   982
33.51   X   O  33.51 

15 15   834
35.07   O   O

 38.32 

14 8  1102
  O   O 37.09  37.09 

13 6  1424
  X   O 38.32

 38.67 

12 1  2758
38.55   X   O  38.55 

11 2  1432
38.67   X   X

 40.47 

10 20  1262
  O 39.92   O  39.92 

9 21   927
  O 40.47   O

 42.88 

8 14  3528
41.36   O   O   O 41.84   O  41.84 

7 17  1160
42.88   X   -   O   O   X

 43.79 

6 13  1060
  O   O 43.45   O   O   O  43.45 

5 18  1143
  X 41.77 41.81   O 43.79   O

 45.84 

4 22   863
  O   X 44.16   X   X 45.13  45.13 

3 23  3514
44.50   X   O   O 45.84   O

  X   X   X  52.34 

2 16   907
  O   O 46.39

1 24  1214
  O 52.34   O

  O 48.31   X  48.31 

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

やり投(800g)        

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



予選 9月12日 10:20
決勝 9月13日 13:50

大会記録(GR )       41.99

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 須坂東  3092 澤 拓斗(1)     44.46 Q  1   4 長野吉田  1055 太目 祐二(1)     44.66 Q

ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼ ｻﾜ ﾋﾛﾄ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ｵｵﾒ ﾕｳｼﾞ
 3086 黒崎 秀樹(1)  1054 北村 昌弘(1)

ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ
 3093 羽尾 拓海(1)  1063 松尾 匠(1)

ﾊｵ ﾀｸﾐ ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ
  980 中嶋 多聞(2)  1044 矢野 颯(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ ﾔﾉ ﾊﾔﾃ
 2   5 長野高専  3511 山﨑 貴博(2)     45.72 q  2   3 中野立志舘   912 竹節 真人(1)     45.33 q

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝ ﾀｹﾌｼ ﾏｻﾄ
 3517 塩原 久登(1)   908 坂庭 諒(1)

ｼｵﾊﾞﾗ ﾋｻﾄ ｻｶﾆﾜ ﾘｮｳ
 3549 高野 誠也(1)   911 柴本 遼河(1)

ﾀｶﾉ ｾｲﾔ ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ
 3507 宮澤 優仁(2)   915 関 太河(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ｾｷ ﾀｲｶﾞ
 3   6 篠ﾉ井  1386 古畑 央也(2)     45.88  3   5 松代  1427 下田 佳輝(2)     45.54 q

ｼﾉﾉｲ ﾌﾙﾊﾀ ﾅｶﾔ ﾏﾂｼﾛ ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ
 1388 古岩井 春樹(1)  1429 関口 悠也(2)

ｺｲﾜｲ ﾊﾙｷ ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ
 1384 樋口 達也(2)  1424 深沢 友昭(1)

ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ
 1387 鹿野 拓臣(1)  1428 丸山 宏之(2)

ｶﾉ ﾀｸﾐ ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ
 4   4 中野西   937 渡邊 倭(1)     46.50  4   2 須坂園芸  3074 仲俣 宏章(2)     46.79 

ﾅｶﾉﾆｼ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾔﾏﾄ ｽｻﾞｶｴﾝｹﾞｲｺｳ ﾅｶﾏﾀ ﾋﾛｱｷ
  935 永池 優斗(1)  1013 三井 絢斗(1)

ﾅｶﾞｲｹ ﾕｳﾄ ﾐﾂｲ ｹﾝﾄ
  932 田中 翔平(2)  1017 米山 恵樹(1)

ﾀﾅｶ ｼｮｳﾍｲ ﾖﾈﾔﾏ ｹｲｼﾞｭ
  933 成田 和真(2)  1014 犬飼 裕貴(1)

ﾅﾘﾀ ｶｽﾞﾏ ｲﾇｶｲ ﾕｳｷ
 5   7 更級農業  2755 渡邊 拓実(1)     49.27  5   7 長野南  1226 徳永 江紀(2)     47.78 

ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ ﾅｶﾞﾉﾐﾅﾐ ﾄｸﾅｶﾞ ｺｳｷ
 2754 小林 龍也(2)  1232 堤 雄大(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ ﾂﾂﾐ ﾕｳﾀﾞｲ
 2758 石坂 大地(1)  1223 関川 翔太(2)

ｲｼｻﾞｶ ﾀﾞｲﾁ ｾｷｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ
 2757 大久保 英(1)  1229 北澤 仁(1)

ｵｵｸﾎﾞ ｽｸﾞﾙ ｷﾀｻﾞﾜ ｼﾞﾝ
  2 長野西   6 市立長野   865 水出 一也(1)

ﾅｶﾞﾉﾆｼ 欠場 ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ 失格
  861 隼田 晃希(2)

ﾊﾔﾀ ｺｳｷ
  862 萩 亜斗夢(2)

ﾊｷﾞ ｱﾄﾑ
  856 内田 光一(2)

ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ

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   2 長野日大  1261 松橋 大夢(2)     42.92 Q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ
 1251 曽根原 豪士(2)

ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ
 1272 峯村 祐貴(2)

ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ
 1252 佐藤 薫(2)

ｻﾄｳ ｶｵﾙ
 2   3 長野  1112 渡辺 賢志(1)     44.72 q

ﾅｶﾞﾉ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ
 1111 高橋 慶(1)

ﾀｶﾊｼ ｹｲ
 1124 安塚 大輝(2)

ﾔｽﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ
 1119 鈴木 達也(1)

ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ
 3   6 長野東  1210 庄司 輝男(2)     44.89 q

ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ ｼｮｳｼﾞ ﾃﾙｵ
 1217 丸山 智輝(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ
 1218 市川 凛太朗(2)

ｲﾁｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ
 1215 原山 開都(2)

ﾊﾗﾔﾏ ｶｲﾄ
 4   5 飯山北･飯山   838 前澤 練(1)     46.37 

ｲｲﾔﾏｷﾀ･ｲｲﾔﾏ ﾏｴｻﾞﾜ ﾚﾝ
  801 芳川 亮(1)

ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ
  829 丸山 廉人(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾚﾝﾄ
  832 吉田 開恩(1)

ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ
 5   4 長野商業  1146 松永 拓実(1)     46.96 

ﾅｶﾞﾉｼｮｳ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｸﾐ
 1145 山田 大輝(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ
 1142 神田 郁実(2)

ｶﾝﾀﾞ ｲｸﾐ
 1147 北村 友弥(1)

ｷﾀﾑﾗ ﾄﾓﾔ

4×100mR            
男子



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(2)     42.69 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ﾏﾂﾊｼ ﾋﾛﾑ
 1251 曽根原 豪士(2)

ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ
 1272 峯村 祐貴(2)

ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳｷ
 1252 佐藤 薫(2)

ｻﾄｳ ｶｵﾙ
 2   6 須坂東  3092 澤 拓斗(1)     44.53 

ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼ ｻﾜ ﾋﾛﾄ
 3086 黒崎 秀樹(1)

ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ
 3093 羽尾 拓海(1)

ﾊｵ ﾀｸﾐ
  980 中嶋 多聞(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ
 3   8 長野東  1210 庄司 輝男(2)     44.61 

ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ ｼｮｳｼﾞ ﾃﾙｵ
 1217 丸山 智輝(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ
 1218 市川 凛太朗(2)

ｲﾁｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ
 1215 原山 開都(2)

ﾊﾗﾔﾏ ｶｲﾄ
 4   5 長野  1112 渡辺 賢志(1)     44.64 

ﾅｶﾞﾉ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ
 1111 高橋 慶(1)

ﾀｶﾊｼ ｹｲ
 1124 安塚 大輝(2)

ﾔｽﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ
 1119 鈴木 達也(1)

ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ
 5   4 長野吉田  1062 内山 朋也(1)     44.92 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ
 1054 北村 昌弘(1)

ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ
 1063 松尾 匠(1)

ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ
 1044 矢野 颯(2)

ﾔﾉ ﾊﾔﾃ
 6   3 松代  1427 下田 佳輝(2)     45.70 

ﾏﾂｼﾛ ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ
 1429 関口 悠也(2)

ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ
 1424 深沢 友昭(1)

ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ
 1428 丸山 宏之(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ
 7   2 長野高専  3511 山﨑 貴博(2)     45.90 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ
 3517 塩原 久登(1)

ｼｵﾊﾞﾗ ﾋｻﾄ
 3549 高野 誠也(1)

ﾀｶﾉ ｾｲﾔ
 3507 宮澤 優仁(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
 8   9 中野立志舘   909 佐藤 真裕(1)     46.25 

ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝ ｻﾄｳ ﾏﾋﾛ
  908 坂庭 諒(1)

ｻｶﾆﾜ ﾘｮｳ
  911 柴本 遼河(1)

ｼﾊﾞﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ
  915 関 太河(1)

ｾｷ ﾀｲｶﾞ

男子

4×100mR            
決勝



予選 9月13日 14:40
決勝 9月14日 13:50

大会記録(GR )     3,23.40

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 長野吉田  1050 岡部 信一郎(1)   3,30.56 Q  1   5 長野  1117 前田 諭志(1)   3,28.75 Q

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ｵｶﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ ﾅｶﾞﾉ ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ
 1062 内山 朋也(1)  1112 渡辺 賢志(1)

ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ
 1057 大森 晃(1)  1124 安塚 大輝(2)

ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ ﾔｽﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ
 1044 矢野 颯(2)  1111 高橋 慶(1)

ﾔﾉ ﾊﾔﾃ ﾀｶﾊｼ ｹｲ
 2   6 長野日大  1270 長谷川 遼亮(1)   3,31.42 Q  2   6 市立長野   862 萩 亜斗夢(2)   3,32.24 Q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ﾊｷﾞ ｱﾄﾑ
 1252 佐藤 薫(2)   860 白鳥 魁人(2)

ｻﾄｳ ｶｵﾙ ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ
 1257 小林 恒平(1)   869 山本 正道(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ
 1262 雲崎 凌(2)   856 内田 光一(2)

ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ
 3   8 須坂東   983 藤澤 将大(2)   3,33.55 q  3   3 長野東  1218 市川 凛太朗(2)   3,34.45 q

ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼ ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ ｲﾁｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ
 3093 羽尾 拓海(1)  1217 丸山 智輝(2)

ﾊｵ ﾀｸﾐ ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ
 3086 黒崎 秀樹(1)  1216 西澤 浩平(2)

ｸﾛｻｷ ﾋﾃﾞｷ ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ
  980 中嶋 多聞(2)  1215 原山 開都(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ ﾊﾗﾔﾏ ｶｲﾄ
 4   9 長野高専  3507 宮澤 優仁(2)   3,34.16 q  4   8 屋代  1454 森 正輝(1)   3,35.58 q

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ﾔｼﾛ ﾓﾘ ﾏｻｷ
 3517 塩原 久登(1)  1449 藤井 大(2)

ｼｵﾊﾞﾗ ﾋｻﾄ ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲ
 3549 高野 誠也(1)  1451 田中 悠(2)

ﾀｶﾉ ｾｲﾔ ﾀﾅｶ ﾕｳ
 3505 北原 廉(2)  1452 山田 貴大(2)

ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ
 5   4 飯山北･飯山   801 芳川 亮(1)   3,37.11  5   2 篠ﾉ井  1386 古畑 央也(2)   3,39.08 

ｲｲﾔﾏｷﾀ･ｲｲﾔﾏ ﾖｼｶﾜ ﾘｮｳ ｼﾉﾉｲ ﾌﾙﾊﾀ ﾅｶﾔ
  805 島﨑 尋睦(1)  1388 古岩井 春樹(1)

ｼﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾑ ｺｲﾜｲ ﾊﾙｷ
  832 吉田 開恩(1)  1387 鹿野 拓臣(1)

ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ ｶﾉ ﾀｸﾐ
  840 桑原 太志(1)  1384 樋口 達也(2)

ｸﾜﾊﾗ ﾌﾄｼ ﾋｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ
 6   2 更級農業  2754 小林 龍也(2)   3,44.84  6   4 長野商業  1146 松永 拓実(1)   3,42.47 

ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ ﾅｶﾞﾉｼｮｳ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾀｸﾐ
 2757 大久保 英(1)  1145 山田 大輝(2)

ｵｵｸﾎﾞ ｽｸﾞﾙ ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ
 2760 渡邉 崇寛(1)  1144 中村 光希(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾋﾛ ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ
 2755 渡邊 拓実(1)  1142 神田 郁実(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾐ ｶﾝﾀﾞ ｲｸﾐ
 7   7 松代  1429 関口 悠也(2)   3,46.65  7   7 中野西   926 井上 祐輝(2)   3,49.56 

ﾏﾂｼﾛ ｾｷｸﾞﾁ ﾕｳﾔ ﾅｶﾉﾆｼ ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ
 1427 下田 佳輝(2)   939 太田 嶺(1)

ｼﾓﾀﾞ ﾖｼﾃﾙ ｵｵﾀ ﾚｲ
 1424 深沢 友昭(1)   931 坂口 俊太朗(2)

ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ ｻｶｸﾞﾁ ｼｭﾝﾀﾛｳ
 1428 丸山 宏之(2)   928 関 崇行(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾕｷ ｾｷ ﾀｶﾕｷ
  5 長野西  1270 長谷川 遼亮(1)

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 欠場
 1252 佐藤 薫(2)

ｻﾄｳ ｶｵﾙ
 1257 小林 恒平(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ
 1262 雲崎 凌(2)

ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ

男子

4×400mR            

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



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 長野  1123 畑 圭一(2)   3,25.79 

ﾅｶﾞﾉ ﾊﾀ ｹｲｲﾁ
 1112 渡辺 賢志(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝｼ
 1124 安塚 大輝(2)

ﾔｽﾂﾞｶ ﾀﾞｲｷ
 1111 高橋 慶(1)

ﾀｶﾊｼ ｹｲ
 2   4 長野日大  1264 吉沢 智貴(1)   3,26.71 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ
 1252 佐藤 薫(2)

ｻﾄｳ ｶｵﾙ
 1262 雲崎 凌(2)

ｸﾓｻﾞｷ ﾘｮｳ
 1265 長田 佑麻(2)

ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ
 3   9 長野高専  3507 宮澤 優仁(2)   3,31.54 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
 3549 高野 誠也(1)

ﾀｶﾉ ｾｲﾔ
 3511 山﨑 貴博(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ
 3505 北原 廉(2)

ｷﾀﾊﾗ ﾚﾝ
 4   8 須坂東   980 中嶋 多聞(2)   3,31.78 

ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼ ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾓﾝ
  983 藤澤 将大(2)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ
 3093 羽尾 拓海(1)

ﾊｵ ﾀｸﾐ
 3092 澤 拓斗(1)

ｻﾜ ﾋﾛﾄ
 5   5 市立長野   862 萩 亜斗夢(2)   3,32.09 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ﾊｷﾞ ｱﾄﾑ
  860 白鳥 魁人(2)

ｼﾗﾄﾘ ｶｲﾄ
  869 山本 正道(1)

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ
  856 内田 光一(2)

ｳﾁﾀﾞ ｺｳｲﾁ
 6   7 長野吉田  1057 大森 晃(1)   3,33.05 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ｵｵﾓﾘ ｱｷﾗ
 1062 内山 朋也(1)

ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ
 1050 岡部 信一郎(1)

ｵｶﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ
 1059 渡辺 素己(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾄｷ
 7   2 屋代  1454 森 正輝(1)   3,37.08 

ﾔｼﾛ ﾓﾘ ﾏｻｷ
 1449 藤井 大(2)

ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲ
 1451 田中 悠(2)

ﾀﾅｶ ﾕｳ
 1452 山田 貴大(2)

ﾔﾏﾀﾞ ﾀｶﾋﾛ
 8   3 長野東  1217 丸山 智輝(2)   3,39.33 

ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ
 1216 西澤 浩平(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ
 1213 塚原 和人(2)

ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾄ
 1215 原山 開都(2)

ﾊﾗﾔﾏ ｶｲﾄ

4×400mR            
決勝

男子



P

月 ～ 日 開始時刻

2 0

2 1 0 0 0 2

2 1 0 0 7 3

2 1 0 0 8 2

2 1 0 0 0 5

2 1 0 0 3 4

2 1 0 0 9 2

2 1 0 0 7 1

2 1 0 0 0 8

備考　　左の欄は記録、右の欄の上は得点、下は合計得点、風向・風速を必要とする種目には必ず追・向の別と風速を記録欄に記入のこと。氏名の下には選手コード番号を入れる。

陸協名 長野陸上競技協会 コード 競技会名 第133回北信高等学校陸上競技対校選手権大会 コード 1 4

種 種目コード 2 1 0

24

9 12 13 終了時刻 混成競技　記録　得点表（ 男 ・ 女 ） 混　成 8

戸谷　直喜

番号 1260 1255 1043 1100 3544 912 861 3530

0 1 0 1 0
記録員

審判長 大竹　義雄

記録主任 岡村　哲郎
主催団体 北信高等学校体育連盟 競技場名 長野市営陸上競技場 コード 2

2 0 2 0 0 7

隼田　晃希 勝山　大地 高野　翔

種 目 長野日大1 長野日大2 長野吉田2

1101

氏 名 竹村　地智 徳竹　悠馬 小池　智貴 清水　隆寛 渡辺　瑞生 竹節　真人

13.01 46612.75 511 12.76 509 12.21 610１００ｍ 12.09 633 11.89 673 12.04 643 11.93 665

長野西1 長野高専1 中野立志館1 市立長野2 長野高専1 長野西1

走幅跳 6.06 600 5.83 550 5.66 514 5.56

-0.4 610 -0.4 466-0.4 665 -0.4 511 -0.4 509-0.4 633 -0.4 673 -0.4 643

+1.4 1233 +2.0 1223 +0.4 1157 +0.6 1159 +1.5

402 5.25 431494 5.59 500 5.30 441 5.10

6.73
291

897

砲丸投
12.76

653
9.03

428

1011 +1.6 950 +0.8 1012 -0.3

４００ｍ
56.03

558
53.88

645
55.17

592
55.00

1886 1651 1504 1532 1302 1369
8.89

419
5.26

206
6.02

250

1218 1147
7.68

347
8.11

373

2444 2296 2096 2131 1800 1774 1773 1546

555
60.42

399599
57.62

498
60.24

405
56.10

１１０ｍH 16.80 645 17.86 538 17.05

5 6 7 8

1774 1773 1546

順位 1 2 4 3

第一日得点計 2444 2296 2096 2131 1800

-0.5-0.5 3089 -0.5 2834 -0.5 2715 -0.5

352 19.42 396 20.81 288619 20.43 316 19.64 378 19.97

2098
28.02

271
21.00

175
24.18

218

2387

やり投
43.00

486
33.24

345
33.07

343
29.15

287

2169 -0.5 18342447 -0.5 2178 -0.5 2126

走高跳
1.75

585
1.55

426
1.60

3575 3179 3058 2734 2449 2301
27.50

264

4160 3605 3522 3319 2801 2805 2637

504
1.30

250
1.45

352

2450

464
1.75

585
1.45

352
1.65

499
4.

3304
03.89

538
5. 06.43

523
4.

１５００ｍ
4. 53.48

598
4. 35.01

712
5.

4758 4317 4060 3842 3376
57.21

576
5. 10.10

503

3213 2953
57.44

575
5. 10.76

総得点 4758 4317 4060 3842 3376 3304 3213

第二日得点計 2314 2021 1964 1711 1576 1530 1440 1407

+0.2 +0.0 -0.4
7 8 DNS

平均風速 +0.2 +0.4 -0.2 -0.1 +0.2

2953

順位 1 2 3 4 5 6

所 
属 

大会新 



決勝 9月12日 10:40

県高記録            10.50

風速 -0.4

 1 徳竹 悠馬(2) 高校 11.89(673)
ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ 長野日大

 2 清水 隆寛(1) 高校 11.93(665)
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 長野西

 3 小池 智貴(2) 高校 12.04(643)
ｺｲｹ ﾄﾓｷ 長野吉田

 4 竹村 地智(1) 高校 12.09(633)
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野日大

 5 隼田 晃希(2) 高校 12.21(610)
ﾊﾔﾀ ｺｳｷ 市立長野

 6 渡辺 瑞生(1) 高校 12.75(511)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 長野高専

 7 竹節 真人(1) 高校 12.76(509)
ﾀｹﾌｼ ﾏｻﾄ 中野立志舘

 8 勝山 大地(1) 高校 13.01(466)
ｶﾂﾔﾏ ﾀｲﾁ 長野高専
高野 翔(1) 高校
ﾀｶﾉ ｼｮｳ 長野西

八種

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1255

3  1100

9  1043

6  1260

7   861

5  3544

1  1101
欠場

4   912

2  3530



決勝 9月12日 12:30

県高記録             7.51

竹村 地智(1) 高校   6.06   5.84    X    6.06 
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野日大   +1.4   +2.6    +1.4 (600)
徳竹 悠馬(2) 高校   5.63   5.83   5.60    5.83 
ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ 長野日大   +0.6   +2.0   +1.4    +2.0 (550)
小池 智貴(2) 高校   5.42   5.37   5.66    5.66 
ｺｲｹ ﾄﾓｷ 長野吉田   +1.6   +0.2   +0.4    +0.4 (514)
渡辺 瑞生(1) 高校    X   5.59    X    5.59 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 長野高専   +1.5    +1.5 (500)
清水 隆寛(1) 高校   5.22   5.56   5.51    5.56 
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 長野西   +1.1   +0.6   +0.6    +0.6 (494)
竹節 真人(1) 高校    X   5.30   5.15    5.30 
ﾀｹﾌｼ ﾏｻﾄ 中野立志舘   +1.6   -0.7    +1.6 (441)
勝山 大地(1) 高校    X   5.25   5.07    5.25 
ｶﾂﾔﾏ ﾀｲﾁ 長野高専   -0.3   +0.1    -0.3 (431)
隼田 晃希(2) 高校    X    X   5.10    5.10 
ﾊﾔﾀ ｺｳｷ 市立長野   +0.8    +0.8 (402)
高野 翔(1) 高校 欠場
ﾀｶﾉ ｼｮｳ 長野西

備考

八種

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 6  1260

2 8  1255

3 9  1043

4 5  3544

5 3  1100

6 4   912

1  1101

7 2  3530

8 7   861



決勝 9月12日 14:00

県高記録            15.82

竹村 地智(1) 高校
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野日大 (653)
徳竹 悠馬(2) 高校
ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ 長野日大 (428)
竹節 真人(1) 高校
ﾀｹﾌｼ ﾏｻﾄ 中野立志舘 (419)
清水 隆寛(1) 高校
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 長野西 (373)
小池 智貴(2) 高校
ｺｲｹ ﾄﾓｷ 長野吉田 (347)
渡辺 瑞生(1) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 長野高専 (291)
勝山 大地(1) 高校
ｶﾂﾔﾏ ﾀｲﾁ 長野高専 (250)
隼田 晃希(2) 高校
ﾊﾔﾀ ｺｳｷ 市立長野 (206)
高野 翔(1) 高校 欠場
ﾀｶﾉ ｼｮｳ 長野西

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

八種

砲丸投(6.0kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

 12.76 

2 5  1255
 8.36  8.76  9.03

1 7  1260
12.33 12.76 12.21

  9.03 

3 9   912
 6.78  8.89  8.84   8.89 

4 1  1100
 6.72  7.85  8.11   8.11 

5 4  1043
 7.31  7.15  7.68   7.68 

6 8  3544
 6.73  6.09  5.85   6.73 

7 2  3530
  X  5.72  6.02   6.02 

8 6   861
 5.05  5.26  4.84   5.26 

3  1101



決勝 9月12日 15:10

県高記録            46.98

 1 徳竹 悠馬(2) 高校 53.88(645)
ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ 長野日大

 2 清水 隆寛(1) 高校 55.00(599)
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 長野西

 3 小池 智貴(2) 高校 55.17(592)
ｺｲｹ ﾄﾓｷ 長野吉田

 4 竹村 地智(1) 高校 56.03(558)
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野日大

 5 隼田 晃希(2) 高校 56.10(555)
ﾊﾔﾀ ｺｳｷ 市立長野

 6 渡辺 瑞生(1) 高校 57.62(498)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 長野高専

 7 竹節 真人(1) 高校 1,00.24(405)
ﾀｹﾌｼ ﾏｻﾄ 中野立志舘

 8 勝山 大地(1) 高校 1,00.42(399)
ｶﾂﾔﾏ ﾀｲﾁ 長野高専
高野 翔(1) 高校
ﾀｶﾉ ｼｮｳ 長野西

八種

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1255

7  1100

1  1043

4  1260

3   861

5  3544

9  1101
欠場

6   912

8  3530



決勝 9月13日  9:40

県高記録            14.72

風速 -0.5

 1 竹村 地智(1) 高校 16.80(645)
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野日大

 2 小池 智貴(2) 高校 17.05(619)
ｺｲｹ ﾄﾓｷ 長野吉田

 3 徳竹 悠馬(2) 高校 17.86(538)
ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ 長野日大

 4 隼田 晃希(2) 高校 19.42(396)
ﾊﾔﾀ ｺｳｷ 市立長野

 5 渡辺 瑞生(1) 高校 19.64(378)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 長野高専

 6 竹節 真人(1) 高校 19.97(352)
ﾀｹﾌｼ ﾏｻﾄ 中野立志舘

 7 清水 隆寛(1) 高校 20.43(316)
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 長野西

 8 勝山 大地(1) 高校 20.81(288)
ｶﾂﾔﾏ ﾀｲﾁ 長野高専
高野 翔(1) 高校
ﾀｶﾉ ｼｮｳ 長野西

八種

110mH(1.067)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1260

9  1043

7  1255

5   861

1  3544

8   912

2  1101
欠場

6  1100

4  3530



決勝 9月13日 10:30

県高記録            62.58

竹村 地智(1) 高校
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野日大 (486)
徳竹 悠馬(2) 高校
ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ 長野日大 (345)
小池 智貴(2) 高校
ｺｲｹ ﾄﾓｷ 長野吉田 (343)
清水 隆寛(1) 高校
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 長野西 (287)
渡辺 瑞生(1) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 長野高専 (271)
勝山 大地(1) 高校
ｶﾂﾔﾏ ﾀｲﾁ 長野高専 (264)
隼田 晃希(2) 高校
ﾊﾔﾀ ｺｳｷ 市立長野 (218)
竹節 真人(1) 高校
ﾀｹﾌｼ ﾏｻﾄ 中野立志舘 (175)
高野 翔(1) 高校 欠場
ﾀｶﾉ ｼｮｳ 長野西

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

八種

やり投(800g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

 43.00 

2 3  1255
  O   O 33.24

1 1  1260
  X   O 43.00

 33.24 

3 4  1043
  O   O 33.07  33.07 

4 7  1100
  O   O 29.15  29.15 

5 9  3544
28.02   O   O  28.02 

6 6  3530
  O 27.50   O  27.50 

7 2   861
  O   O 24.18  24.18 

8 8   912
21.00   X   X  21.00 

5  1101



決勝 9月13日 11:40

県高記録             2.17

1m80
竹村 地智(1) 高校 - - - - - O O O O O
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野日大 XXX (585)
清水 隆寛(1) 高校 - - - - - - - - XXO XO
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 長野西 XXX (585)
竹節 真人(1) 高校 - - - - - XO XO XXO XXX
ﾀｹﾌｼ ﾏｻﾄ 中野立志舘 (504)
小池 智貴(2) 高校 - - - - O O O XXX
ｺｲｹ ﾄﾓｷ 長野吉田 (464)
徳竹 悠馬(2) 高校 - - - XO O XXO XXX
ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ 長野日大 (426)
勝山 大地(1) 高校 O O O XO XXX
ｶﾂﾔﾏ ﾀｲﾁ 長野高専 (352)
渡辺 瑞生(1) 高校 O XO XO XO XXX
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 長野高専 (352)
隼田 晃希(2) 高校 XO XXX
ﾊﾔﾀ ｺｳｷ 市立長野 (250)
高野 翔(1) 高校 欠場
ﾀｶﾉ ｼｮｳ 長野西

八種

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m30 1m35 1m70 1m75

記録 備考

1 2  1260
 1.75

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

2 5  1100
 1.75

3 4   912
 1.65

4 8  1043
 1.60

5 9  1255
 1.55

6 6  3530
 1.45

7 3  3544
 1.45

8 1   861
 1.30

7  1101



決勝 9月13日 14:00

県高記録          3,48.92

 1 徳竹 悠馬(2) 高校 4,35.01(712)
ﾄｸﾀｹ ﾕｳﾏ 長野日大

 2 竹村 地智(1) 高校 4,53.48(598)
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 長野日大

 3 隼田 晃希(2) 高校 4,57.21(576)
ﾊﾔﾀ ｺｳｷ 市立長野

 4 渡辺 瑞生(1) 高校 4,57.44(575)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 長野高専

 5 小池 智貴(2) 高校 5,03.89(538)
ｺｲｹ ﾄﾓｷ 長野吉田

 6 清水 隆寛(1) 高校 5,06.43(523)
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 長野西

 7 勝山 大地(1) 高校 5,10.10(503)
ｶﾂﾔﾏ ﾀｲﾁ 長野高専

 8 竹節 真人(1) 高校 5,10.76(499)
ﾀｹﾌｼ ﾏｻﾄ 中野立志舘

八種

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1255

6  1260

3   861

5  3544

4  1043

2  1100

7  3530

1   912



決勝 9月12日 15:35

[ 1組] 風速 +2.7 [ 2組] 風速 +0.8

 1 長谷川 遼亮(1) 高校     11.80  1 宮武 雅弘(2) 高校     12.07 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 長野日大 ﾐﾔﾀｹ ﾏｻﾋﾛ 長野日大

 2 会津 淳之介(2) 高校     11.82  2 丸山 拓真(1) 高校     12.12 
ｱｲﾂﾞ ｼﾞｭﾝﾉｽｹ 長野吉田 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ 長野吉田

 3 横地 彦人(1) 高校     11.87  3 米山 恵樹(1) 高校     12.53 
ﾖｺﾁ ﾋﾛﾄ 須坂東 ﾖﾈﾔﾏ ｹｲｼﾞｭ 須坂園芸

 4 田中 佑弥(1) 高校     12.27  4 丸山 凌央(1) 高校     12.64 
ﾀﾅｶ ﾕｳﾔ 市立長野 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳ 長野日大

 5 鈴木 聡(1) 高校     12.31  5 山本 正道(1) 高校     12.93 
ｽｽﾞｷ ｿｳ 須坂東 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ 市立長野

 6 関川 翔太(2) 高校     12.73  6 小山 育友(1) 高校     12.97 
ｾｷｶﾞﾜ ｼｮｳﾀ 長野南 ｺﾔﾏ ｲｸﾄﾓ 須坂園芸

 7 山本 知幸(1) 高校     12.75  7 山﨑 和弥(1) 高校     12.99 
ﾔﾏﾓﾄ ﾄﾓﾕｷ 飯山北･飯山 ﾔﾏｻﾞｷ ｶｽﾞﾔ 松代
月岡 健斗(1) 高校  8 木ノ内 敦也(1) 高校     13.70 
ﾂｷｵｶ ｹﾝﾄ 飯山北･飯山 ｷﾉｳﾁ ｱﾂﾔ 須坂東

[ 3組] 風速 +1.0

 1 金井 敦紀(1) 高校     11.92 
ｶﾅｲ ｱﾂｷ 長野日大

 2 小島 美佐斗(1) 高校     12.13 
ｺｼﾞﾏ ﾐｻﾄ 須坂東

 3 加藤 大海(1) 高校     12.23 
ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 長野日大

 4 若林 健祐(1) 高校     12.31 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝｽｹ 須坂東

 5 藤澤 将大(2) 高校     12.49 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 須坂東

 6 森 佑太(1) 高校     12.54 
ﾓﾘ ﾕｳﾀ 長野日大

 7 今井 知樹(1) 高校     12.97 
ｲﾏｲ ﾄﾓｷ 長野高専

 8 生形 圭(1) 高校     13.17 
ｳﾌﾞｶﾀ ｹｲ 長野日大

7  3525

4  1298

9   983

2  1256

8  1267

3   982

6  1253

5  3090

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2   833 4  3089

6   803 5  1423

4  1223 8  1016

5  3084 7   869

3   867 3  1300

9  3097 2  1017

8  1046 6  1064

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  1270 9  1274

オープン男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 長谷川 遼亮(1) 高校 長野日大     11.80 (+2.7)   1   1
   2 会津 淳之介(2) 高校 長野吉田     11.82 (+2.7)   1   2
   3 横地 彦人(1) 高校 須坂東     11.87 (+2.7)   1   3
   4 金井 敦紀(1) 高校 長野日大     11.92 (+1.0)   3   1
   5 宮武 雅弘(2) 高校 長野日大     12.07 (+0.8)   2   1
   6 丸山 拓真(1) 高校 長野吉田     12.12 (+0.8)   2   2
   7 小島 美佐斗(1) 高校 須坂東     12.13 (+1.0)   3   2
   8 加藤 大海(1) 高校 長野日大     12.23 (+1.0)   3   3
   9 田中 佑弥(1) 高校 市立長野     12.27 (+2.7)   1   4
  10 若林 健祐(1) 高校 須坂東     12.31 (+1.0)   3   4
  10 鈴木 聡(1) 高校 須坂東     12.31 (+2.7)   1   5
  12 藤澤 将大(2) 高校 須坂東     12.49 (+1.0)   3   5
  13 米山 恵樹(1) 高校 須坂園芸     12.53 (+0.8)   2   3
  14 森 佑太(1) 高校 長野日大     12.54 (+1.0)   3   6
  15 丸山 凌央(1) 高校 長野日大     12.64 (+0.8)   2   4
  16 関川 翔太(2) 高校 長野南     12.73 (+2.7)   1   6
  17 山本 知幸(1) 高校 飯山北･飯山     12.75 (+2.7)   1   7
  18 山本 正道(1) 高校 市立長野     12.93 (+0.8)   2   5
  19 小山 育友(1) 高校 須坂園芸     12.97 (+0.8)   2   6
  19 今井 知樹(1) 高校 長野高専     12.97 (+1.0)   3   7
  21 山﨑 和弥(1) 高校 松代     12.99 (+0.8)   2   7
  22 生形 圭(1) 高校 長野日大     13.17 (+1.0)   3   8
  23 木ノ内 敦也(1) 高校 須坂東     13.70 (+0.8)   2   8 3089
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順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考



決勝 9月14日 10:05

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 +0.8

 1 金井 敦紀(1) 高校     23.84  1 佐藤 薫(2) 高校     23.46 
ｶﾅｲ ｱﾂｷ 長野日大 ｻﾄｳ ｶｵﾙ 長野日大

 2 松尾 匠(1) 高校     23.94  2 青木 雅春(1) 高校     24.18 
ﾏﾂｵ ﾀｸﾐ 長野吉田 ｱｵｷ ﾏｻﾊﾙ 須坂東

 3 宮武 雅弘(2) 高校     24.23  3 横地 彦人(1) 高校     24.28 
ﾐﾔﾀｹ ﾏｻﾋﾛ 長野日大 ﾖｺﾁ ﾋﾛﾄ 須坂東

 4 加藤 大海(1) 高校     24.41  4 丸山 拓真(1) 高校     24.57 
ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 長野日大 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ 長野吉田

 5 鈴木 聡(1) 高校     24.83  5 小島 美佐斗(1) 高校     24.77 
ｽｽﾞｷ ｿｳ 須坂東 ｺｼﾞﾏ ﾐｻﾄ 須坂東

 6 水出 一也(1) 高校     25.21  6 山本 正道(1) 高校     26.07 
ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ 市立長野 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾐﾁ 市立長野

 7 丸山 達矢(1) 高校     25.36  7 森山 瑞輝(1) 高校     26.72 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 市立長野 ﾓﾘﾔﾏ ﾐｽﾞｷ 須坂東

[ 3組] 風速 +0.2

 1 羽尾 拓海(1) 高校     23.55 
ﾊｵ ﾀｸﾐ 須坂東

 2 北村 昌弘(1) 高校     24.64 
ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾋﾛ 長野吉田

 3 岡部 信一郎(1) 高校     25.00 
ｵｶﾍﾞ ｼﾝｲﾁﾛｳ 長野吉田

 4 鹿野 拓臣(1) 高校     25.42 
ｶﾉ ﾀｸﾐ 篠ﾉ井

 5 今井 知樹(1) 高校     26.51 
ｲﾏｲ ﾄﾓｷ 長野高専
竹村 圭弘(1) 高校
ﾀｹﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 長野吉田

4  3525

7  1053
欠場

5  1050

6  1387

2  3093

3  1054

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1253 3  1252

オープン男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 佐藤 薫(2) 高校 長野日大     23.46 (+0.8)   2   1
   2 羽尾 拓海(1) 高校 須坂東     23.55 (+0.2)   3   1
   3 金井 敦紀(1) 高校 長野日大     23.84 (-0.1)   1   1
   4 松尾 匠(1) 高校 長野吉田     23.94 (-0.1)   1   2
   5 青木 雅春(1) 高校 須坂東     24.18 (+0.8)   2   2
   6 宮武 雅弘(2) 高校 長野日大     24.23 (-0.1)   1   3
   7 横地 彦人(1) 高校 須坂東     24.28 (+0.8)   2   3
   8 加藤 大海(1) 高校 長野日大     24.41 (-0.1)   1   4
   9 丸山 拓真(1) 高校 長野吉田     24.57 (+0.8)   2   4
  10 北村 昌弘(1) 高校 長野吉田     24.64 (+0.2)   3   2
  11 小島 美佐斗(1) 高校 須坂東     24.77 (+0.8)   2   5
  12 鈴木 聡(1) 高校 須坂東     24.83 (-0.1)   1   5
  13 岡部 信一郎(1) 高校 長野吉田     25.00 (+0.2)   3   3
  14 水出 一也(1) 高校 市立長野     25.21 (-0.1)   1   6
  15 丸山 達矢(1) 高校 市立長野     25.36 (-0.1)   1   7
  16 鹿野 拓臣(1) 高校 篠ﾉ井     25.42 (+0.2)   3   4
  17 山本 正道(1) 高校 市立長野     26.07 (+0.8)   2   6
  18 今井 知樹(1) 高校 長野高専     26.51 (+0.2)   3   5
  19 森山 瑞輝(1) 高校 須坂東     26.72 (+0.8)   2   7
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順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考



決勝 9月12日 11:40

 1 長谷川 遼亮(1) 高校     52.86 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 長野日大

 2 小林 恒平(1) 高校     52.98 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ 長野日大

 3 宮武 雅弘(2) 高校     53.74 
ﾐﾔﾀｹ ﾏｻﾋﾛ 長野日大

 4 前田 諭志(1) 高校     54.17 
ﾏｴﾀﾞ ｻﾄｼ 長野

 5 青木 雅春(1) 高校     55.27 
ｱｵｷ ﾏｻﾊﾙ 須坂東

 6 小島 美佐斗(1) 高校     55.56 
ｺｼﾞﾏ ﾐｻﾄ 須坂東

 7 鈴木 聡(1) 高校     55.61 
ｽｽﾞｷ ｿｳ 須坂東

 8 吉越 一真(1) 高校     57.63 
ﾖｼｺｼ ｶｽﾞﾏ 長野吉田

 9 西澤 蒼馬(1) 高校     58.90 
ﾆｼｻﾞﾜ ｿｳﾏ 市立長野

4   866

7  3084

1  1056

5   977

6  3090

9  1274

2  1117

8  1270

3  1257

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13日 10:20

 1 橋詰 周一(1) 高校   2,05.75 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｭｳｲﾁ 長野日大

 2 池田 正汰(2) 高校   2,15.27 
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ 長野日大

 3 奥山 聖也(1) 高校   2,15.95 
ｵｸﾔﾏ ｾｲﾔ 飯山北･飯山

3   802

2  1276

4  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12日 14:20

[ 1組] [ 2組]

 1 中島 俊介(1) 高校   4,12.20  1 玉井 誠(1) 高校   4,22.62 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭﾝｽｹ 長野日大 ﾀﾏｲ ﾏｺﾄ 長野日大

 2 松木 之衣(2) 高校   4,16.54  2 小池 勇飛(2) 高校   4,23.14 
ﾏﾂｷ ｺﾉｴ 長野日大 ｺｲｹ ﾕｳﾋ 長野高専

 3 木田 元春(1) 高校   4,20.71  3 髙野 拡美(2) 高校   4,25.84 
ｷﾀﾞ ﾓﾄﾊﾙ 長野日大 ﾀｶﾉ ﾋﾛﾐ 長野日大

 4 松原 慎也(1) 高校   4,22.20  4 山口 空(1) 高校   4,32.09 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｼﾝﾔ 長野 ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾗ 須坂

 5 岩下 航(2) 高校   4,31.08  5 池田 正汰(2) 高校   4,35.76 
ｲﾜｼﾀ ﾜﾀﾙ 長野高専 ｲｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ 長野日大

 6 橋詰 周一(1) 高校   4,35.82  6 竹倉 龍之介(1) 高校   4,37.66 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｼｭｳｲﾁ 長野日大 ﾀｹｸﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 長野日大

 7 山口 智也(1) 高校   4,37.01  7 武田 直樹(1) 高校   4,39.79 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 長野日大 ﾀｹﾀﾞ ﾅｵｷ 須坂

 8 仲條 菜生(1) 高校   4,38.49  8 稲田 優介(2) 高校   4,44.68 
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾅｵ 長野 ｲﾅﾀﾞ ﾕｳｽｹ 須坂

 9 澤田 竜人(1) 高校   4,40.74  9 山岸 忠相(1) 高校   4,45.50 
ｻﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 飯山北･飯山 ﾔﾏｷﾞｼ ﾀﾀﾞｽｹ 長野

10 高橋 光彦(2) 高校   4,42.30 10 小嶋 昂志(1) 高校   4,56.78 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾋｺ 長野高専 ｺｼﾞﾏ ﾀｶｼ 中野立志舘

11 丸山 浩成(1) 高校   4,51.30 11 岡島 武史(1) 高校   4,58.66 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾅﾘ 長野高専 ｵｶｼﾞﾏ ﾀｹｼ 須坂
松永 海(1) 高校 12 待井 祐人(1) 高校   5,58.04 
ﾏﾂﾅｶﾞ ｶｲ 長野 ﾏﾁｲ ﾕｳﾄ 長野南欠場
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No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  1281 3  1287

オープン男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 中島 俊介(1) 高校 長野日大     4,12.20   1   1
   2 松木 之衣(2) 高校 長野日大     4,16.54   1   2
   3 木田 元春(1) 高校 長野日大     4,20.71   1   3
   4 松原 慎也(1) 高校 長野     4,22.20   1   4
   5 玉井 誠(1) 高校 長野日大     4,22.62   2   1
   6 小池 勇飛(2) 高校 長野高専     4,23.14   2   2
   7 髙野 拡美(2) 高校 長野日大     4,25.84   2   3
   8 岩下 航(2) 高校 長野高専     4,31.08   1   5
   9 山口 空(1) 高校 須坂     4,32.09   2   4
  10 池田 正汰(2) 高校 長野日大     4,35.76   2   5
  11 橋詰 周一(1) 高校 長野日大     4,35.82   1   6
  12 山口 智也(1) 高校 長野日大     4,37.01   1   7
  13 竹倉 龍之介(1) 高校 長野日大     4,37.66   2   6
  14 仲條 菜生(1) 高校 長野     4,38.49   1   8
  15 武田 直樹(1) 高校 須坂     4,39.79   2   7
  16 澤田 竜人(1) 高校 飯山北･飯山     4,40.74   1   9
  17 高橋 光彦(2) 高校 長野高専     4,42.30   1  10
  18 稲田 優介(2) 高校 須坂     4,44.68   2   8
  19 山岸 忠相(1) 高校 長野     4,45.50   2   9
  20 丸山 浩成(1) 高校 長野高専     4,51.30   1  11
  21 小嶋 昂志(1) 高校 中野立志舘     4,56.78   2  10
  22 岡島 武史(1) 高校 須坂     4,58.66   2  11
  23 待井 祐人(1) 高校 長野南     5,58.04   2  12
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順位 No. 氏  名 都道府県 所属名



決勝 9月14日 12:30

 1 高橋 光彦(2) 高校  17,10.82 
ﾀｶﾊｼ ﾐﾂﾋｺ 長野高専

 2 塚田 亮太(2) 高校  17,40.12 
ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 長野高専

 3 竹倉 龍之介(1) 高校  18,24.82 
ﾀｹｸﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 長野日大

 4 小林 万章(1) 高校  18,29.02 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅｷ 長野高専
宮下 礼人(2) 高校
ﾐﾔｼﾀ ｱﾔﾄ 飯山北･飯山

1   828
欠場

3  1294

5  3518

4  3513

2  3509

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 11:30

 1 山口 智也(1) 高校  28,52.07 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 長野日大
西﨑 啓太朗(2) 高校
ﾆｼｻﾞｷ ｹｲﾀﾛｳ 長野

1  1299

2  1130
失格

オープン男子

5000mW              

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月12日 14:00

北村 拓弥(1) 高校   5.95   5.81   5.96    5.96 
ｷﾀﾑﾗ ﾀｸﾔ 長野日大   +4.3   +2.4   +2.9    +2.9
牛山 勝大(1) 高校   5.50   5.15   5.52    5.52 
ｳｼﾔﾏ ｼｮｳﾀ 長野吉田   +0.1   +1.1   +1.8    +1.8
木ノ内 敦也(1) 高校    X   4.57    X    4.57 
ｷﾉｳﾁ ｱﾂﾔ 須坂東   +1.7    +1.7
若林 健祐(1) 高校   4.46   3.58    /    4.46 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹﾝｽｹ 須坂東   +1.9   +2.3    +1.9
磯野 隼也(1) 高校 欠場
ｲｿﾉ ｼｭﾝﾔ 長野吉田
竹村 圭弘(1) 高校 欠場
ﾀｹﾑﾗ ﾖｼﾋﾛ 長野吉田

2  1061

4  1053

3 1  3089

4 5   982

1 3  1268

2 6  1058

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

オープン男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月14日 11:00

牛山 勝大(1) 高校    X    X  11.29
ｳｼﾔﾏ ｼｮｳﾀ 長野吉田   +1.0    +1.0

1  1058
-3- -4- -5- -6- 記録 備考

オープン男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月13日  9:30

望月 翔太(2) 高校 欠場
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ 長野南

1  1225
-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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