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グランドコンディション  
    

日付  時刻  天候  
気温

(℃ )  

湿度

(％ )  
気圧  風向  

風速

(m/s) 

2015/6/21  9 :00 曇り    18 80       西      2.0 

2015/6/21 10:00 雨      17 87       北西    1.5 

2015/6/21 11:00 雨      17 89       西      0.5 

2015/6/21 12:00 雨      17 91       北西    0.8 

2015/6/21 13:00 曇り    18.9 84       西      2.3 

2015/6/21 14:00 雨      18.8 84       西      1.8 

 
本日樹立された記録  
種  目  氏   名  都道府県  所属名  記録  備考  

高校･一般男子 800m 白川  友一  一般  須坂陸協      1,58.18 大会新  

高校･一般男子 800m 小林  達哉 (3) 高校生  佐久平総合高      1,59.47 大会新  

      
 



第２０回菅平高原スポーツランド陸上競技記録会                                    
平成27年6月21日（日）                                                           
主催：上田陸上競技協会                                                          
　　　記録会実行委員会                                                          

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】203080  菅平スポーツランド陸上競技場

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
06/21 男子 都築 和正(3) 11.09 藤澤 玄(3) 11.60 伊藤 良多 11.66 科野 信人(4) 11.73 丸山 健一 11.77 伊藤 司能(1) 高校生･小諸 11.78 水出 一也(2) 11.79

100m 一般･信州大 高校生･上田西高 一般･信大病院 一般･信州大 一般･長野市陸協 清水 隆哉(1) 高校生･小諸 高校生･市立長野高
06/21 伊藤 良多 51.71 龍野 准(2) 52.54 河合 駿弥(2) 52.81 白川 友一 53.40 吉田 開恩(2) 53.53 高野 誠也(2) 53.59 笹沢 広夢(2) 54.10 坂巻 太一(2) 54.14

400m 一般･信大病院 高校生･上田千曲高 一般･信州大 一般･須坂陸協 高校生･飯山北･飯山 一般･長野高専 高校生･小諸 一般･信州大
06/21 白川 友一 1,58.18 小林 達哉(3) 1,59.47 長谷川 潤(1) 2,04.24 笠原 渓介(2) 2,04.65 小池 勇飛(3) 2,04.67 石澤 由祐(2) 2,06.20 大西 宏樹(2) 2,07.10 佐藤 大裕 2,07.61

800m 一般･須坂陸協 大会新 高校生･佐久平総 大会新 高校生･上田西高 高校生･上田高 一般･長野高専 高校生･須坂高 高校生･上田千曲高 一般･吉田AC
06/21 奥村 剛志 1.85 吉田 開恩(2) 1.65 内村 海斗(1) 1.60 赤澤 虎太郎(1) 1.60 須崎 修二(1) 1.50 加藤 駿輝(1) 1.50 成田 充(1) 1.45 坂口 友輝人(2) 1.35

走高跳 一般･東御市陸協 高校生･飯山北･飯山 高校生･上田西高 一般･長野高専 高校生･上田高 一般･長野高専 高校生･上田高 高校生･上田千曲高
06/21 清水 陽(2) 5.70(+1.4)  倉崎 大城(3) 5.64(+0.7) 平田 宗一郎(2)5.53(+1.5) 中村 玲於奈(1)5.45(+2.6) 徳永 淳志(4) 5.33(+1.3) 渡辺 瑞生(2) 5.33(+1.4) 松本 光平(2) 5.23(+1.6) 吉村 郁哉(1) 5.20(+1.8)

走幅跳 高校生･上田高 一般･信州大 高校生･上田高 一般･長野高専 一般･長野高専 一般･長野高専 高校生･上田西高 一般･長野高専
06/21 山﨑 貴博(3) 9.59

砲丸投 一般･長野高専
06/21 小森 啓裕(3) 46.77 須崎 一弘 45.77 岡村 也寸志(5) 42.66 小林 昇市(2) 41.95 丸山 佑太(3) 41.01 須崎 修二(1) 40.58 森 望(1) 38.83 森 憲之 38.81

やり投 一般･長野高専 一般･上田市陸協 一般･長野高専 一般･長野高専 高校生･上田西高 高校生･上田高 高校生･小諸 一般･佐久平ﾏｽﾀｰｽﾞ
06/21 長野高専(A)       45.73 信州大(B)       45.77 小諸       46.03 上田高(A)       46.33 信州大(A)       46.58 上田千曲高       47.21 長野高専(D)       47.79 長野高専(B)       47.99

4x100mR 依田 泰輝(4) 小北 大志(4) 笹沢 広夢(2) 町田 郁惟(2) 松下 明広(4) 北村 悠和(2) 山﨑 貴博(3) 内田 祐介(1)
田中 哉太(4) 科野 信人(4) 伊藤 司能(1) 須藤 謙太(1) 東 征宏(4) 龍野 准(2) 小森 啓裕(3) 渡辺 瑞生(2)
高野 誠也(2) 富田 勇大(4) 清水 隆哉(1) 平田 宗一郎(2) 藤本 峻平(4) 坂口 友輝人(2) 赤澤 虎太郎(1) 赤津 裕文(1)
宮澤 優仁(3) 佐野 道造(4) 中田 凌平(2) 野原 尚貴(2) 黒野 憲亮(4) 丸山 竜輝(2) 小林 昇市(2) 今井 知樹(2)

06/21 中学男子 宮下 翼(3) 11.33 室賀 駿一(3) 11.58 柳澤 啓斗(3) 11.70 山下 幹生(3) 11.72 児玉 悠作(3) 11.74 松岡 龍哉(2) 11.93 池田 隼(3) 11.96 中山 勇輝(2) 12.10
100m 中学生･三陽中 中学生･木島平中 中学生･信濃中 中学生･上田第四中 中学生･山ﾉ内中 中学生･長野北部 中学生･長野北部 中学生･須坂東

06/21 児玉 悠作(3) 52.45 松岡 龍哉(2) 53.44 山嵜 真和(3) 55.45 柏木 優(2) 55.84 久保田 翔(3) 56.47 齋藤 翼(3) 56.63 本山 翔大(3) 58.18 菅沼 三南斗(3) 58.83
400m 中学生･山ﾉ内中 中学生･長野北部 中学生･木島平中 中学生･小諸東中 中学生･長野北部 中学生･柳町中 中学生･木島平中 中学生･長野東部中

06/21 中曽根 朋弥(3) 2,09.87 佐籐 直樹(3) 2,12.69 丸山 竜矢(3) 2,13.17 石川 晃大(2) 2,15.85 片桐 悠人(1) 2,16.77 田中 亮丞(2) 2,17.01 佐藤 公一郎(2) 2,17.81 木内 友士(1) 2,18.11
800m 中学生･長野東部中 中学生･三陽中 中学生･長野東部中 中学生･墨坂 中学生･長野東部中 中学生･長野東部中 中学生･御代田中 中学生･長野東部中

06/21 上野 輝大(3) 1.55 渡辺 和基(3) 中学生･長野東部中 1.40 下村 翔(3) 1.40 山﨑 葵偉(2) 1.35
走高跳 中学生･南宮 吉澤 洸心(3) 中学生･南宮 中学生･柳町中 中学生･川中島

06/21 池田 凌(3) 5.83(+2.0) 礒野 巧巳(2) 5.81(+0.8) 小林 哲士(3) 5.67(+1.1) 竹田 昌史(3) 5.61(+1.0) 黒岩 拓人(3) 5.43(+1.3) 齋藤 翼(3) 5.40(+1.5) 矢野 眞嵩(3) 5.26(+1.4) 常田 勘太(3) 5.19(+1.6)
走幅跳 中学生･長野北部 中学生･長野北部 中学生･長野北部 中学生･信濃中 中学生･三陽中 中学生･柳町中 中学生･柳町中 中学生･三陽中

06/21 内田 圭哉(3) 9.13 吉原 瑛人(2) 8.41 髙橋 理人(2) 7.96 峯村 悠(3) 7.39 滝沢 歩夢(3) 6.08 久保川 優士(1) 6.00 茂手木 宏至(1) 4.96 海口 幸生(1) 4.73
砲丸投 中学生･南宮 中学生･長野東部中 中学生･須坂東 中学生･南宮 中学生･丸子中 中学生･丸子北中 中学生･南宮 中学生･信濃中

06/21 茂木 達哉(3) 58.57 吉澤 佑(3) 55.99 藤沢  亮輔(3) 46.86 石山 丈(2) 46.67 柳澤 啓斗(3) 46.66 倉澤 翔寿樹(3) 45.85 峯村 悠(3) 44.26 山崎 叶夢(2) 41.90
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学生･小諸東中 中学生･筑摩野 中学生･信大附属長野 中学生･川中島 中学生･信濃中 中学生･長野東部中 中学生･南宮 中学生･川中島

06/21 柳町中(A)       47.46 木島平中       47.74 南宮       48.01 信濃中       48.24 川中島(A)       48.62 小諸東中(A)       48.70 須坂東       50.19 長野東部中(C)      51.44
4x100mR 小澤 奏太(3) 山嵜 真和(3) 村越 友哉(2) 原山 泰成(2) 山﨑 叶夢(2) 柏木 佑太(3) 髙橋  翔(2) 小池 亜留斗(1)

齋藤 翼(3) 室賀 駿一(3) 小﨑 隆史(3) 竹田 昌史(3) 渡邊 翔太(2) 茂木 達哉(3) 髙橋 理人(2) 髙山 知宏(1)
田中 皐裕(3) 本山 翔大(3) 蟻川 喬生(3) 佐藤 光(3) 徳竹 諒真(2) 柏木 優(2) 川浦 涼賀(2) 丸山 静也(2)
矢野 眞嵩(3) 池田 拓矢(3) 富井 俊介(3) 柳澤 啓斗(3) 石山 丈(2) 岩崎 凌大(2) 中山 勇輝(2) 吉原 瑛人(2)

06/21 小学男子  +1.9 高橋 貫太(6) 14.30 唐澤 和喜(6) 14.82
100m 小学生･東御市陸上教室 小学生･東御市陸上教室

06/21 高橋 貫太(6) 3,38.68 細井 玖隼(5) 4,17.11
1000m 小学生･東御市陸上教室 小学生･さなだSC

06/21 高校男子 赤澤 虎太郎(1) 8.96 北村 悠和(2) 7.97 中田 凌平(2) 7.94 伯耆原 志一(1) 6.44 内海 常規(3) 6.08
砲丸投 一般･長野高専 高校生･上田千曲高 高校生･小諸 高校生･岡谷東高 高校生･上田西高



決勝 6月21日  9:45

大会新              12.71

風速 +1.9

 1 高橋 貫太(6) 小学生     14.30 
ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾀ 東御市陸上教室

 2 唐澤 和喜(6) 小学生     14.82 
ｶﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ 東御市陸上教室

3   393

2   394

小学男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月21日  9:50

大会新              11.06

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +0.4

 1 小橋 怜央(1) 中学生     15.31  1 相沢 陸人(2) 中学生     15.32 
ｺﾊｼ ﾚｵ 南宮 ｱｲｻﾞﾜ ﾘｸﾄ 山ﾉ内中

 2 角田 悠(1) 中学生     15.74  2 滝沢 駿介(1) 中学生     15.82 
ｶｸﾀﾞ ﾋﾛｼ 中野平中 ﾀｷｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 相森

 3 返町  練(1) 中学生     16.18  3 宇治野 優斗(2) 中学生     15.90 
ｿﾘﾏﾁ ﾚﾝ 相森 ｳｼﾞﾉ ﾕｳﾄ 丸子北中

 4 北野 大我(1) 中学生     16.73  4 西 巧登(2) 中学生     15.92 
ｷﾀﾉ ﾀｲｶﾞ 柳町中 ﾆｼ ﾀｸﾄ 中野平中

 5 小山 翔太郎(1) 中学生     16.94  5 石渡 颯矢(1) 中学生     16.14 
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ 長野東部中 ｲｼﾜﾀ ｿｳﾔ 南宮
佐藤 祐輝(1) 中学生  6 小林 凪渡(1) 中学生     17.07 
ｻﾄｳ ﾕｳｷ 長野東部中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｷﾞﾄ 飯山城北中
出澤 尚大(2) 中学生  7 笹沢 竜叶(1) 中学生     17.18 
ﾃﾞｻﾞﾜ ﾅｵﾋﾛ 飯山城北中 ｻｻｻﾞﾜ ﾀﾂﾄ 丸子中
葛西 優輝(1) 中学生 下村 迅人(3) 中学生
ｶｻｲ ﾕｳｷ 相森 ｼﾓﾑﾗ ﾊﾔﾄ 丸子中

[ 3組] 風速 +0.8 [ 4組] 風速 +0.5

 1 小林 侑斗(1) 中学生     14.98  1 春日 伊吹(1) 中学生     14.34 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 相森 ｶｽｶﾞ ｲﾌﾞｷ 飯山城北中

 2 木鋪 颯馬(1) 中学生     15.14  2 武田 柚紀(1) 中学生     14.46 
ｷｼｸ ｿｳﾏ 長野東部中 ﾀｹﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 飯山城北中

 3 宮嶋 祐生(1) 中学生     15.41  3 丸山 達己(1) 中学生     14.99 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 丸子北中 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｷ 長野東部中

 4 和田 達智(1) 中学生     15.69  4 上野  心(1) 中学生     15.06 
ﾜﾀﾞ ﾀﾂﾉﾘ 柳町中 ｳｴﾉ ｼﾝ 相森

 5 伝田 爽馬(1) 中学生     15.71  5 堀内 駿輔(1) 中学生     15.31 
ﾃﾞﾝﾀﾞ ｿｳﾏ 長野東部中 ﾎﾘｳﾁ ｼｭﾝｽｹ 丸子北中

 6 德竹 慶紀(3) 中学生     15.91  6 竹内 悠人(1) 中学生     15.85 
ﾄｸﾀｹ ﾖｼｷ 南宮 ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 南宮

 7 久住 汰成(1) 中学生     15.92  7 関 舜太(1) 中学生     16.36 
ｸｽﾐ ﾀｲｾｲ 長野東部中 ｾｷ ｼｭﾝﾀ 丸子中

 8 田村 幸太(1) 中学生     16.12  8 清水 優馬(1) 中学生     16.61 
ﾀﾑﾗ ｺｳﾀ 長野東部中 ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾏ 丸子北中

[ 5組] 風速 +1.9 [ 6組] 風速 +1.6

 1 小林 祐也(2) 中学生     14.18  1 松木 和也(1) 中学生     12.53 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 飯山城北中 ﾏﾂｷ ｶｽﾞﾔ 信濃中

 2 田中 雅也(1) 中学生     14.72  2 小山 敦司(1) 中学生     13.47 
ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ 丸子北中 ｺﾔﾏ ｱﾂｼ 相森

 3 高橋 岬(2) 中学生     14.79  3 小平 涼雅(2) 中学生     14.05 
ﾀｶﾊｼ ﾐｻｷ 柳町中 ｺﾀﾞｲﾗ ﾘｮｳｶﾞ 佐久東

 4 和田 佳大(1) 中学生     14.88  4 早坂 晃太(2) 中学生     14.43 
ﾜﾀﾞ ｹｲﾀ 柳町中 ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ 佐久東

 5 土屋 蒼平(2) 中学生     14.88  5 酒井 力(1) 中学生     14.53 
ﾂﾁﾔ ｿｳﾍｲ 相森 ｻｶｲ ﾁｶﾗ 小諸東中

 6 塚田 響(1) 中学生     14.96  6 上原 朋也(1) 中学生     14.78 
ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 小諸東中 ｳｴﾊﾗ ﾄﾓﾔ 小諸東中

 7 工藤 未来翔(1) 中学生     15.51  7 野澤 一揮(1) 中学生     15.01 
ｸﾄﾞｳ ﾐｸﾄ 丸子北中 ﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 小諸東中

 8 滝沢 健太(1) 中学生     16.56 別府 亮士郎直泰(中学生
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 丸子北中 ﾍﾞｯﾌﾟ ﾘｮｳｼﾞﾛｳﾉﾌﾞ小諸東中

[ 7組] 風速 +1.2 [ 8組] 風速 +0.9

 1 相馬 舜也(3) 中学生     13.34  1 中村 勇海(1) 中学生     13.92 
ｿｳﾏ ｼｭﾝﾔ 南宮 ﾅｶﾑﾗ ｲｻﾐ 常盤中

 2 髙野 大地(3) 中学生     13.75  2 横山 弥晏(1) 中学生     13.94 
ｺｳﾉ ﾀﾞｲﾁ 南宮 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾊﾙ 裾花中

 3 山岸 俐雄(2) 中学生     13.88  3 髙山 知宏(1) 中学生     13.97 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｵ 柳町中 ﾀｶﾔﾏ ﾁﾋﾛ 長野東部中

 4 小林 大源(1) 中学生     13.90  4 大森 雄貴(1) 中学生     14.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｹﾞﾝ 飯山城北中 ｵｵﾓﾘ ﾕｳｷ 長野東部中

 5 宮入 悠緋(3) 中学生     13.98  5 神田 愛夢(1) 中学生     14.23 
ﾐﾔｲﾘ  ﾕｳﾋ 篠ﾉ井東中 ｶﾝﾀﾞ ﾏﾅﾑ 中野平中

 6 小田切 佑太(2) 中学生     14.47  6 戸谷 海斗(1) 中学生     14.68 
ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾀ 相森 ﾄﾔ ｶｲﾄ 川中島

 7 大原 翼(1) 中学生     14.58 高森 海音(1) 中学生
ｵｵﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 柳町中 ﾀｶﾓﾘ ｶｲﾄ 川中島

 8 山本 拳心(2) 中学生     14.72 
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 佐久東

中学男子

100m                

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
5   399 7   153

2   304 4   295

6   299 8   116

4   454 2   309

1   364 6   404

7   358 5   426
失格

3   422 1   112
欠場

8   286 3   108
欠場 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
2   293 1   423

7   383 7   428

6   119 5   350

8   457 4   294

1   375 6   125

4   416 8   407

3   355 3   109

5   376 2   121

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   427 4   250

2   124 6   290

1   443 2   133

3   456 8   134

5   297 5   172

7   175 7   174

8   120 1   181

6   123 3   178
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
7   405 7   224

1   417 6   270

4   444 5   385

3   425 3   372

2   157 4   308

6   291 8   275

8   448 2   276
欠場

5   132



[ 9組] 風速 +1.4 [ 10組] 風速 +1.7

 1 中島 孝介(2) 中学生     13.22  1 勝山 誠也(2) 中学生     13.28 
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 佐久東 ｶﾂﾔﾏ ﾏｻﾔ 相森

 2 下村 翔(3) 中学生     14.03  2 小泉 陸人(2) 中学生     13.31 
ｼﾓﾑﾗ ｶｹﾙ 柳町中 ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 小諸東中

 3 小渕 拓海(2) 中学生     14.07  3 伝田 悠哉(3) 中学生     13.50 
ｵﾌﾞﾁ ﾀｸﾐ 山ﾉ内中 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ 柳町中

 4 黒崎 嘉人(1) 中学生     14.53  4 塚田 奏(1) 中学生     13.81 
ｸﾛｻｷ ﾖｼﾄ 南宮 ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾀ 柳町中

 5 笠井 潤繭(1) 中学生     14.70  5 渡辺 和基(3) 中学生     13.88 
ｶｻｲ ｼﾞｭﾝｹｲ 櫻ヶ岡 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 長野東部中

 6 鈴木 雄豪(1) 中学生     15.41  6 高津 直紀(2) 中学生     13.98 
ｽｽﾞｷ ﾕｳｺﾞｳ 南宮 ﾀｶﾂ ﾅｵｷ 長野東部中
佐々木 梓馬(1) 中学生  7 吉田 純(1) 中学生     14.46 
ｻｻｷ ｱｽﾞﾏ 川中島 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 長野東部中

[ 11組] 風速 +0.5 [ 12組] 風速 +0.5

 1 青木 誠(3) 中学生     13.12  1 清水 翔太(3) 中学生     12.95 
ｱｵｷ ｾｲ 山ﾉ内中 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 長野東部中

 2 丸山 静也(2) 中学生     13.59  2 西澤 悠生(2) 中学生     13.05 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｽﾞﾔ 長野東部中 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｷ 南宮

 3 岩瀬 巧巳(2) 中学生     13.75  3 徳竹 諒真(2) 中学生     13.07 
ｲﾜｾ ﾀｸﾐ 長野東部中 ﾄｸﾀｹ ﾘｮｳﾏ 川中島

 4 池田 拓矢(3) 中学生     13.99  4 奥村 駿樹(1) 中学生     13.29 
ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ 木島平中 ｵｸﾑﾗ ｼｭﾝｷ 相森

 5 宮下 翔(1) 中学生     14.03  5 蜂須 翔太(1) 中学生     13.51 
ﾐﾔｼﾀ ｼｮｳ 中野平中 ﾊﾁｽ ｼｮｳﾀ 小諸東中

 6 小池 亜留斗(1) 中学生     14.03  6 芋川 泰人(3) 中学生     14.31 
ｺｲｹ ｱﾙﾄ 長野東部中 ｲﾓｶﾜ ﾀｲﾄ 柳町中
吉澤 洸心(3) 中学生 上野 輝大(3) 中学生
ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳｼﾝ 南宮 ｳｴﾉ ｺｳﾀ 南宮

[ 13組] 風速 +0.8 [ 14組] 風速 +0.5

 1 蟻川 喬生(3) 中学生     12.85  1 堀米 優兵(3) 中学生     12.74 
ｱﾘｶﾜ ﾀｶｷ 南宮 ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳﾍｲ 山ﾉ内中

 2 黒岩 拓人(3) 中学生     12.96  2 中澤 優太(3) 中学生     12.77 
ｸﾛｲﾜﾀｸﾄ 三陽中 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 相森

 3 永井 颯太(1) 中学生     13.35  3 倉澤 翔寿樹(3) 中学生     13.07 
ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 小諸東中 ｸﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ 長野東部中

 4 中曽根 朋弥(3) 中学生     13.47  4 原山 翔(1) 中学生     13.10 
ﾅｶｿﾈ ﾄﾓﾔ 長野東部中 ﾊﾗﾔﾏ ｼｮｳ 信濃中

 5 市川 大智(2) 中学生     13.62  5 春原 冴紀(3) 中学生     13.27 
ｲﾁｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 相森 ｽﾉﾊﾗ ｻｴｷ 丸子中

 6 中村 匠(2) 中学生     13.76  6 髙橋  翔(2) 中学生     13.36 
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 南宮 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ 須坂東
金子 翔太(3) 中学生  7 藤森 健(3) 中学生     13.42 
ｶﾈｺ  ｼｮｳﾀ さなだSC ﾌｼﾞﾓﾘ ｹﾝ 長野東部中

[ 15組] 風速 +0.5 [ 16組] 風速  0.0

 1 橋本 直弥(2) 中学生     12.52  1 山崎  友郎(3) 中学生     12.18 
ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾔ 信大附属長野 ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾓﾛｳ 信大附属長野

 2 小澤 奏太(3) 中学生     12.82  2 田中 皐裕(3) 中学生     12.29 
ｵｻﾞﾜ ｿｳﾀ 柳町中 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 柳町中

 3 鈴木 友也(3) 中学生     13.01  3 山岸 駿莉(3) 中学生     12.65 
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 長野東部中 ﾔﾏｷﾞｼ ｼｭﾘ 須坂東

 4 戸谷 諒(3) 中学生     13.24  4 原山 泰成(2) 中学生     12.80 
ﾄﾔ ﾘｮｳ 相森 ﾊﾗﾔﾏ ﾀｲｾｲ 信濃中

 5 桜井 駿(3) 中学生     13.76  5 長島 匠(3) 中学生     12.88 
ｻｸﾗｲ ｼｭﾝ 長野東部中 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｸﾐ 中野平中

 6 清宮 成斗(2) 中学生     14.29  6 八田 朋樹(3) 中学生     12.90 
ｷﾖﾐﾔ ﾏｻﾄ 南宮 ﾊｯﾀ ﾄﾓｷ 相森
林 和樹(3) 中学生  7 岩崎 凌大(2) 中学生     12.92 
ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ 相森 ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ 小諸東中

中学男子

100m                
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   135 7   289

3   442 2   173

5   151 3   450

2   398 5   449

6   465 6   378

8   415 8   356

4   277 4   354
失格

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   152 5   369

2   349 6   403

8   352 8   284

3   437 7   285

5   305 3   179

6   365 4   441

7   396 2   401
欠場 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
4   395 5   154

3   142 7   296

6   170 6   370

7   374 2   246

5   288 4   113

8   408 3   268

2   102 8   379
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
6   240 4   241

8   446 7   452

2   384 6   262

3   287 3   245

4   359 2   312

5   402 8   298

7   300 5   171
欠場



[ 17組] 風速 -0.5 [ 18組] 風速  0.0

 1 村越 友哉(2) 中学生     12.36  1 松岡 龍哉(2) 中学生     11.93 
ﾑﾗｺｼ ﾄﾓﾔ 南宮 ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾔ 長野北部

 2 菅沼 三南斗(3) 中学生     12.57  2 山岸 龍羽(3) 中学生     12.28 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾅﾄ 長野東部中 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾊ 長野東部中

 3 伊藤 寛(3) 中学生     12.71  3 中島 竜輝(3) 中学生     12.33 
ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 長野東部中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾂｷ 長野北部

 4 小﨑 隆史(3) 中学生     12.97  4 矢野 眞嵩(3) 中学生     12.41 
ｵｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 南宮 ﾔﾉ ﾏｻﾀｶ 柳町中

 5 新井 翔壱(2) 中学生     13.37  5 茂木 達哉(3) 中学生     12.49 
ｱﾗｲ ｶｲﾁ 櫻ヶ岡 ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ 小諸東中

 6 小根山慶汰(1) 中学生     13.58  6 富井 俊介(3) 中学生     12.67 
ｵﾈﾔﾏｹｲﾀ 三陽中 ﾄﾐｲ ｼｭﾝｽｹ 南宮
渡辺諒征(1) 中学生  7 髙島 蒼太(1) 中学生     12.95 
ﾜﾀﾅﾍﾞﾘｮｳｾｲ 三陽中 ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ 裾花中

[ 19組] 風速 +1.2

 1 宮下 翼(3) 中学生     11.33 
ﾐﾔｼﾀﾂﾊﾞｻ 三陽中

 2 室賀 駿一(3) 中学生     11.58 
ﾑﾛｶﾞ ｼｭﾝｲﾁ 木島平中

 3 柳澤 啓斗(3) 中学生     11.70 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾄ 信濃中

 4 山下 幹生(3) 中学生     11.72 
ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ 上田第四中

 5 児玉 悠作(3) 中学生     11.74 
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 山ﾉ内中

 6 池田 隼(3) 中学生     11.96 
ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝ 長野北部

 7 中山 勇輝(2) 中学生     12.10 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 須坂東
増沢 将弥(3) 中学生
ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｷﾔ 丸子北中

中学男子

100m                
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

2   406 4   388

3   368 6   360

5   348 2   391

4   400 5   455

7   470 7   180

6   144 8   412

8   147 3   274
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   141

8   436

5   254

1   471

3   150

6   389

2   265

4   122
欠場



   1 宮下 翼(3) 中学生 三陽中     11.33 (+1.2)  19   1
   2 室賀 駿一(3) 中学生 木島平中     11.58 (+1.2)  19   2
   3 柳澤 啓斗(3) 中学生 信濃中     11.70 (+1.2)  19   3
   4 山下 幹生(3) 中学生 上田第四中     11.72 (+1.2)  19   4
   5 児玉 悠作(3) 中学生 山ﾉ内中     11.74 (+1.2)  19   5
   6 松岡 龍哉(2) 中学生 長野北部     11.93 (0.0)  18   1
   7 池田 隼(3) 中学生 長野北部     11.96 (+1.2)  19   6
   8 中山 勇輝(2) 中学生 須坂東     12.10 (+1.2)  19   7
   9 山崎  友郎(3) 中学生 信大附属長野     12.18 (0.0)  16   1
  10 山岸 龍羽(3) 中学生 長野東部中     12.28 (0.0)  18   2
  11 田中 皐裕(3) 中学生 柳町中     12.29 (0.0)  16   2
  12 中島 竜輝(3) 中学生 長野北部     12.33 (0.0)  18   3
  13 村越 友哉(2) 中学生 南宮     12.36 (-0.5)  17   1
  14 矢野 眞嵩(3) 中学生 柳町中     12.41 (0.0)  18   4
  15 茂木 達哉(3) 中学生 小諸東中     12.49 (0.0)  18   5
  16 橋本 直弥(2) 中学生 信大附属長野     12.52 (+0.5)  15   1
  17 松木 和也(1) 中学生 信濃中     12.53 (+1.6)   6   1
  18 菅沼 三南斗(3) 中学生 長野東部中     12.57 (-0.5)  17   2
  19 山岸 駿莉(3) 中学生 須坂東     12.65 (0.0)  16   3
  20 富井 俊介(3) 中学生 南宮     12.67 (0.0)  18   6
  21 伊藤 寛(3) 中学生 長野東部中     12.71 (-0.5)  17   3
  22 堀米 優兵(3) 中学生 山ﾉ内中     12.74 (+0.5)  14   1
  23 中澤 優太(3) 中学生 相森     12.77 (+0.5)  14   2
  24 原山 泰成(2) 中学生 信濃中     12.80 (0.0)  16   4
  25 小澤 奏太(3) 中学生 柳町中     12.82 (+0.5)  15   2
  26 蟻川 喬生(3) 中学生 南宮     12.85 (+0.8)  13   1
  27 長島 匠(3) 中学生 中野平中     12.88 (0.0)  16   5
  28 八田 朋樹(3) 中学生 相森     12.90 (0.0)  16   6
  29 岩崎 凌大(2) 中学生 小諸東中     12.92 (0.0)  16   7
  30 清水 翔太(3) 中学生 長野東部中     12.95 (+0.5)  12   1
  30 髙島 蒼太(1) 中学生 裾花中     12.95 (0.0)  18   7
  32 黒岩 拓人(3) 中学生 三陽中     12.96 (+0.8)  13   2
  33 小﨑 隆史(3) 中学生 南宮     12.97 (-0.5)  17   4
  34 鈴木 友也(3) 中学生 長野東部中     13.01 (+0.5)  15   3
  35 西澤 悠生(2) 中学生 南宮     13.05 (+0.5)  12   2
  36 徳竹 諒真(2) 中学生 川中島     13.07 (+0.5)  12   3
  36 倉澤 翔寿樹(3) 中学生 長野東部中     13.07 (+0.5)  14   3
  38 原山 翔(1) 中学生 信濃中     13.10 (+0.5)  14   4
  39 青木 誠(3) 中学生 山ﾉ内中     13.12 (+0.5)  11   1
  40 中島 孝介(2) 中学生 佐久東     13.22 (+1.4)   9   1
  41 戸谷 諒(3) 中学生 相森     13.24 (+0.5)  15   4
  42 春原 冴紀(3) 中学生 丸子中     13.27 (+0.5)  14   5
  43 勝山 誠也(2) 中学生 相森     13.28 (+1.7)  10   1
  44 奥村 駿樹(1) 中学生 相森     13.29 (+0.5)  12   4
  45 小泉 陸人(2) 中学生 小諸東中     13.31 (+1.7)  10   2
  46 相馬 舜也(3) 中学生 南宮     13.34 (+1.2)   7   1
  47 永井 颯太(1) 中学生 小諸東中     13.35 (+0.8)  13   3
  48 髙橋  翔(2) 中学生 須坂東     13.36 (+0.5)  14   6
  49 新井 翔壱(2) 中学生 櫻ヶ岡     13.37 (-0.5)  17   5
  50 藤森 健(3) 中学生 長野東部中     13.42 (+0.5)  14   7
  51 小山 敦司(1) 中学生 相森     13.47 (+1.6)   6   2
  51 中曽根 朋弥(3) 中学生 長野東部中     13.47 (+0.8)  13   4
  53 伝田 悠哉(3) 中学生 柳町中     13.50 (+1.7)  10   3
  54 蜂須 翔太(1) 中学生 小諸東中     13.51 (+0.5)  12   5
  55 小根山慶汰(1) 中学生 三陽中     13.58 (-0.5)  17   6
  56 丸山 静也(2) 中学生 長野東部中     13.59 (+0.5)  11   2
  57 市川 大智(2) 中学生 相森     13.62 (+0.8)  13   5
  58 髙野 大地(3) 中学生 南宮     13.75 (+1.2)   7   2
  58 岩瀬 巧巳(2) 中学生 長野東部中     13.75 (+0.5)  11   3
  60 桜井 駿(3) 中学生 長野東部中     13.76 (+0.5)  15   5
  60 中村 匠(2) 中学生 南宮     13.76 (+0.8)  13   6
  62 塚田 奏(1) 中学生 柳町中     13.81 (+1.7)  10   4
  63 山岸 俐雄(2) 中学生 柳町中     13.88 (+1.2)   7   3
  63 渡辺 和基(3) 中学生 長野東部中     13.88 (+1.7)  10   5
  65 小林 大源(1) 中学生 飯山城北中     13.90 (+1.2)   7   4
  66 中村 勇海(1) 中学生 常盤中     13.92 (+0.9)   8   1
  67 横山 弥晏(1) 中学生 裾花中     13.94 (+0.9)   8   2
  68 髙山 知宏(1) 中学生 長野東部中     13.97 (+0.9)   8   3
  69 宮入 悠緋(3) 中学生 篠ﾉ井東中     13.98 (+1.2)   7   5
  69 高津 直紀(2) 中学生 長野東部中     13.98 (+1.7)  10   6
  71 池田 拓矢(3) 中学生 木島平中     13.99 (+0.5)  11   4
  72 下村 翔(3) 中学生 柳町中     14.03 (+1.4)   9   2
  72 宮下 翔(1) 中学生 中野平中     14.03 (+0.5)  11   5
  72 小池 亜留斗(1) 中学生 長野東部中     14.03 (+0.5)  11   6
  75 大森 雄貴(1) 中学生 長野東部中     14.04 (+0.9)   8   4
  76 小平 涼雅(2) 中学生 佐久東     14.05 (+1.6)   6   3
  77 小渕 拓海(2) 中学生 山ﾉ内中     14.07 (+1.4)   9   3

中学男子

100m                
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  78 小林 祐也(2) 中学生 飯山城北中     14.18 (+1.9)   5   1
  79 神田 愛夢(1) 中学生 中野平中     14.23 (+0.9)   8   5
  80 清宮 成斗(2) 中学生 南宮     14.29 (+0.5)  15   6
  81 芋川 泰人(3) 中学生 柳町中     14.31 (+0.5)  12   6
  82 春日 伊吹(1) 中学生 飯山城北中     14.34 (+0.5)   4   1
  83 早坂 晃太(2) 中学生 佐久東     14.43 (+1.6)   6   4
  84 武田 柚紀(1) 中学生 飯山城北中     14.46 (+0.5)   4   2
  84 吉田 純(1) 中学生 長野東部中     14.46 (+1.7)  10   7
  86 小田切 佑太(2) 中学生 相森     14.47 (+1.2)   7   6
  87 黒崎 嘉人(1) 中学生 南宮     14.53 (+1.4)   9   4
  87 酒井 力(1) 中学生 小諸東中     14.53 (+1.6)   6   5
  89 大原 翼(1) 中学生 柳町中     14.58 (+1.2)   7   7
  90 戸谷 海斗(1) 中学生 川中島     14.68 (+0.9)   8   6
  91 笠井 潤繭(1) 中学生 櫻ヶ岡     14.70 (+1.4)   9   5
  92 田中 雅也(1) 中学生 丸子北中     14.72 (+1.9)   5   2
  92 山本 拳心(2) 中学生 佐久東     14.72 (+1.2)   7   8
  94 上原 朋也(1) 中学生 小諸東中     14.78 (+1.6)   6   6
  95 高橋 岬(2) 中学生 柳町中     14.79 (+1.9)   5   3
  96 和田 佳大(1) 中学生 柳町中     14.88 (+1.9)   5   4
  96 土屋 蒼平(2) 中学生 相森     14.88 (+1.9)   5   5
  98 塚田 響(1) 中学生 小諸東中     14.96 (+1.9)   5   6
  99 小林 侑斗(1) 中学生 相森     14.98 (+0.8)   3   1
 100 丸山 達己(1) 中学生 長野東部中     14.99 (+0.5)   4   3
 101 野澤 一揮(1) 中学生 小諸東中     15.01 (+1.6)   6   7
 102 上野  心(1) 中学生 相森     15.06 (+0.5)   4   4
 103 木鋪 颯馬(1) 中学生 長野東部中     15.14 (+0.8)   3   2
 104 小橋 怜央(1) 中学生 南宮     15.31 (+1.7)   1   1
 104 堀内 駿輔(1) 中学生 丸子北中     15.31 (+0.5)   4   5
 106 相沢 陸人(2) 中学生 山ﾉ内中     15.32 (+0.4)   2   1
 107 宮嶋 祐生(1) 中学生 丸子北中     15.41 (+0.8)   3   3
 107 鈴木 雄豪(1) 中学生 南宮     15.41 (+1.4)   9   6
 109 工藤 未来翔(1) 中学生 丸子北中     15.51 (+1.9)   5   7
 110 和田 達智(1) 中学生 柳町中     15.69 (+0.8)   3   4
 111 伝田 爽馬(1) 中学生 長野東部中     15.71 (+0.8)   3   5
 112 角田 悠(1) 中学生 中野平中     15.74 (+1.7)   1   2
 113 滝沢 駿介(1) 中学生 相森     15.82 (+0.4)   2   2
 114 竹内 悠人(1) 中学生 南宮     15.85 (+0.5)   4   6
 115 宇治野 優斗(2) 中学生 丸子北中     15.90 (+0.4)   2   3
 116 德竹 慶紀(3) 中学生 南宮     15.91 (+0.8)   3   6
 117 西 巧登(2) 中学生 中野平中     15.92 (+0.4)   2   4
 117 久住 汰成(1) 中学生 長野東部中     15.92 (+0.8)   3   7
 119 田村 幸太(1) 中学生 長野東部中     16.12 (+0.8)   3   8
 120 石渡 颯矢(1) 中学生 南宮     16.14 (+0.4)   2   5
 121 返町  練(1) 中学生 相森     16.18 (+1.7)   1   3
 122 関 舜太(1) 中学生 丸子中     16.36 (+0.5)   4   7
 123 滝沢 健太(1) 中学生 丸子北中     16.56 (+1.9)   5   8
 124 清水 優馬(1) 中学生 丸子北中     16.61 (+0.5)   4   8
 125 北野 大我(1) 中学生 柳町中     16.73 (+1.7)   1   4
 126 小山 翔太郎(1) 中学生 長野東部中     16.94 (+1.7)   1   5
 127 小林 凪渡(1) 中学生 飯山城北中     17.07 (+0.4)   2   6
 128 笹沢 竜叶(1) 中学生 丸子中     17.18 (+0.4)   2   7
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決勝 6月21日 13:25

大会新              52.81

[ 1組] [ 2組]

 1 徳竹 諒真(2) 中学生   1,00.70  1 山嵜 真和(3) 中学生     55.45 
ﾄｸﾀｹ ﾘｮｳﾏ 川中島 ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ 木島平中

 2 中島 孝介(2) 中学生   1,01.67  2 久保田 翔(3) 中学生     56.47 
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 佐久東 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳ 長野北部

 3 加藤 佑弥(1) 中学生   1,04.69  3 齋藤 翼(3) 中学生     56.63 
ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 櫻ヶ岡 ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 柳町中

 4 早坂 晃太(2) 中学生   1,05.93  4 本山 翔大(3) 中学生     58.18 
ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ 佐久東 ﾓﾄﾔﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ 木島平中

 5 井上 広章(1) 中学生   1,07.69  5 秋山 航(3) 中学生   1,00.05 
ｲﾉｳｴ ｱｷﾋﾛ 櫻ヶ岡 ｱｷﾔﾏ ﾜﾀﾙ 櫻ヶ岡
金木 亜久亜(1) 中学生  6 小田切 翔吾(2) 中学生   1,01.39 
ｶﾈｷ ｱｸｱ 櫻ヶ岡 ｵﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ 相森
山口 倖一郎(3) 中学生  7 北島 滉輝(3) 中学生   1,02.00 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｲﾁﾛｳ 長野東部中 ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｷ 柳町中

[ 3組]

 1 児玉 悠作(3) 中学生     52.45 
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 山ﾉ内中

 2 松岡 龍哉(2) 中学生     53.44 
ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾔ 長野北部

 3 柏木 優(2) 中学生     55.84 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 小諸東中

 4 菅沼 三南斗(3) 中学生     58.83 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾅﾄ 長野東部中

 5 渡辺諒征(1) 中学生   1,06.58 
ﾜﾀﾅﾍﾞﾘｮｳｾｲ 三陽中
井田 幸稀(3) 中学生
ｲﾀﾞ ｺｳｷ 丸子中
金子 翔太(3) 中学生
ｶﾈｺ  ｼｮｳﾀ さなだSC
山岸 龍羽(3) 中学生
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾊ 長野東部中

3   102
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8   360
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1   147

2   107
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7   150

4   388
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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6   464 4   458

3   135 5   386

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   284 7   435

中学男子

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



   1 児玉 悠作(3) 中学生 山ﾉ内中       52.45   3   1
   2 松岡 龍哉(2) 中学生 長野北部       53.44   3   2
   3 山嵜 真和(3) 中学生 木島平中       55.45   2   1
   4 柏木 優(2) 中学生 小諸東中       55.84   3   3
   5 久保田 翔(3) 中学生 長野北部       56.47   2   2
   6 齋藤 翼(3) 中学生 柳町中       56.63   2   3
   7 本山 翔大(3) 中学生 木島平中       58.18   2   4
   8 菅沼 三南斗(3) 中学生 長野東部中       58.83   3   4
   9 秋山 航(3) 中学生 櫻ヶ岡     1,00.05   2   5
  10 徳竹 諒真(2) 中学生 川中島     1,00.70   1   1
  11 小田切 翔吾(2) 中学生 相森     1,01.39   2   6
  12 中島 孝介(2) 中学生 佐久東     1,01.67   1   2
  13 北島 滉輝(3) 中学生 柳町中     1,02.00   2   7
  14 加藤 佑弥(1) 中学生 櫻ヶ岡     1,04.69   1   3
  15 早坂 晃太(2) 中学生 佐久東     1,05.93   1   4
  16 渡辺諒征(1) 中学生 三陽中     1,06.58   3   5
  17 井上 広章(1) 中学生 櫻ヶ岡     1,07.69   1   5  463
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決勝 6月21日 12:00

大会新            2,06.97

[ 1組] [ 2組]

 1 一之瀬 凱(2) 中学生   2,33.38  1 小林 智輝(1) 中学生   2,36.06 
ｲﾁﾉｾ  ｶﾞｲ さなだSC ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 長野東部中

 2 丸山 直登(2) 中学生   2,41.97  2 佐藤 晃太(1) 中学生   2,38.86 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵﾄ 飯山城北中 ｻﾄｳ ｺｳﾀ 長野東部中

 3 若林 俊汰(1) 中学生   2,43.33  3 松本 俊介(1) 中学生   2,40.09 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾀ 柳町中 ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 裾花中

 4 市村 律貴(2) 中学生   2,43.63  4 本山 雄大(1) 中学生   2,42.60 
ｲﾁﾑﾗ ﾘﾂｷ 飯山城北中 ﾓﾄﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 木島平中

 5 小柳 凛哉(2) 中学生   2,44.52  5 若林 千真(1) 中学生   2,42.67 
ｺﾔﾅｷﾞ ﾘﾝﾔ 墨坂 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 長野東部中

 6 小渕 拓海(2) 中学生   2,44.61  6 狩野 竜(1) 中学生   2,46.78 
ｵﾌﾞﾁ ﾀｸﾐ 山ﾉ内中 ｶﾉｳ ﾘｮｳ 信濃中

 7 川浦 楓(1) 中学生   2,49.24  7 高橋 知大(1) 中学生   2,50.04 
ｶﾜｳﾗ ｶｴﾃﾞ 柳町中 ﾀｶﾊｼ ﾁﾋﾛ 信濃中

 8 高橋 侑生(2) 中学生   2,57.18  8 大山 星(1) 中学生   3,05.18 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 飯山城北中 ｵｵﾔﾏ ｼｮｳ 長野東部中

 9 瀬切 悠気(1) 中学生   3,00.90 丸田 遼平(2) 中学生
ｾｷﾞﾘ ﾕｳｷ 丸子中 ﾏﾙﾀ ﾘｮｳﾍｲ 信大附属長野

10 櫻井 優斗(1) 中学生   3,03.07 竹内 啓将(1) 中学生
ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ 丸子北中 ﾀｹｳﾁ ｹｲｽｹ 信濃中

11 大嶋 聡一(1) 中学生   3,03.20 竹内 柊也(2) 中学生
ｵｵｼﾏ ｿｳｲﾁ 須坂東 ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾔ 長野東部中
高山 皓也(1) 中学生 鈴木 玲慈(2) 中学生
ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛﾔ 飯山城北中 ｽｽﾞｷ ﾚｲｼﾞ 木島平中

[ 3組] [ 4組]

 1 佐藤 公一郎(2) 中学生   2,17.81  1 中曽根 朋弥(3) 中学生   2,09.87 
ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 御代田中 ﾅｶｿﾈ ﾄﾓﾔ 長野東部中

 2 小林 寛太(2) 中学生   2,20.27  2 佐籐 直樹(3) 中学生   2,12.69 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ 長野東部中 ｻﾄｳﾅｵｷ 三陽中

 3 吉原 瑛人(2) 中学生   2,22.01  3 丸山 竜矢(3) 中学生   2,13.17 
ﾖｼﾊﾗ ｴｲﾄ 長野東部中 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 長野東部中

 4 清水 翔太(3) 中学生   2,22.48  4 石川 晃大(2) 中学生   2,15.85 
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 長野東部中 ｲｼｶﾜ ｺｳﾀ 墨坂

 5 小平 涼雅(2) 中学生   2,24.69  5 片桐 悠人(1) 中学生   2,16.77 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾘｮｳｶﾞ 佐久東 ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾄ 長野東部中

 6 吉村 龍成(3) 中学生   2,26.78  6 田中 亮丞(2) 中学生   2,17.01 
ﾖｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 丸子中 ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 長野東部中

 7 櫻井 祐馬(3) 中学生   2,28.19  7 木内 友士(1) 中学生   2,18.11 
ｻｸﾗｲ ﾕｳﾏ 山ﾉ内中 ｷｳﾁ ﾕｳﾄ 長野東部中

 8 相馬 舜也(3) 中学生   2,33.31  8 山田 嵩大(3) 中学生   2,18.91 
ｿｳﾏ ｼｭﾝﾔ 南宮 ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 櫻ヶ岡

 9 加藤 佑弥(1) 中学生   2,35.44  9 水田 遼太郎(2) 中学生   2,43.12 
ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 櫻ヶ岡 ﾐｽﾞﾀﾘｮｳﾀﾛｳ 三陽中

10 井上 広章(1) 中学生   2,41.65 村瀬 鉄馬(2) 中学生
ｲﾉｳｴ ｱｷﾋﾛ 櫻ヶ岡 ﾑﾗｾ ﾃﾂﾏ 中野平中

11 細井 皓輔(2) 中学生   2,47.90 石川 智也(3) 中学生
ﾎｿｲ ｺｳｽｹ 櫻ヶ岡 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾔ 中野平中

12 関 隆彰(1) 中学生   2,50.64 
ｾｷ ﾀｶｱｷ 丸子北中

欠場
8   117

欠場
10   467 8   310

12   463 2   311

4   464 6   146

6   405 10   468

9   155 1   382

2   110 11   377

7   133 7   381

11   369 9   433

5   353 3   351

3   366 4   143

No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   129 5   374

欠場 欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

欠場
2   420 10   440

欠場
5   264 7   373

欠場
9   126 6   252

7   114 2   239

12   419 3   371

1   447 12   247

4   151 4   249

10   432 5   362

8   421 8   438

11   445 11   272

6   418 9   357

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   101 1   367

中学男子

800m                

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 中曽根 朋弥(3) 中学生 長野東部中     2,09.87   4   1
   2 佐籐 直樹(3) 中学生 三陽中     2,12.69   4   2
   3 丸山 竜矢(3) 中学生 長野東部中     2,13.17   4   3
   4 石川 晃大(2) 中学生 墨坂     2,15.85   4   4
   5 片桐 悠人(1) 中学生 長野東部中     2,16.77   4   5
   6 田中 亮丞(2) 中学生 長野東部中     2,17.01   4   6
   7 佐藤 公一郎(2) 中学生 御代田中     2,17.81   3   1
   8 木内 友士(1) 中学生 長野東部中     2,18.11   4   7
   9 山田 嵩大(3) 中学生 櫻ヶ岡     2,18.91   4   8
  10 小林 寛太(2) 中学生 長野東部中     2,20.27   3   2
  11 吉原 瑛人(2) 中学生 長野東部中     2,22.01   3   3
  12 清水 翔太(3) 中学生 長野東部中     2,22.48   3   4
  13 小平 涼雅(2) 中学生 佐久東     2,24.69   3   5
  14 吉村 龍成(3) 中学生 丸子中     2,26.78   3   6
  15 櫻井 祐馬(3) 中学生 山ﾉ内中     2,28.19   3   7
  16 相馬 舜也(3) 中学生 南宮     2,33.31   3   8
  17 一之瀬 凱(2) 中学生 さなだSC     2,33.38   1   1
  18 加藤 佑弥(1) 中学生 櫻ヶ岡     2,35.44   3   9
  19 小林 智輝(1) 中学生 長野東部中     2,36.06   2   1
  20 佐藤 晃太(1) 中学生 長野東部中     2,38.86   2   2
  21 松本 俊介(1) 中学生 裾花中     2,40.09   2   3
  22 井上 広章(1) 中学生 櫻ヶ岡     2,41.65   3  10
  23 丸山 直登(2) 中学生 飯山城北中     2,41.97   1   2
  24 本山 雄大(1) 中学生 木島平中     2,42.60   2   4
  25 若林 千真(1) 中学生 長野東部中     2,42.67   2   5
  26 水田 遼太郎(2) 中学生 三陽中     2,43.12   4   9
  27 若林 俊汰(1) 中学生 柳町中     2,43.33   1   3
  28 市村 律貴(2) 中学生 飯山城北中     2,43.63   1   4
  29 小柳 凛哉(2) 中学生 墨坂     2,44.52   1   5
  30 小渕 拓海(2) 中学生 山ﾉ内中     2,44.61   1   6
  31 狩野 竜(1) 中学生 信濃中     2,46.78   2   6
  32 細井 皓輔(2) 中学生 櫻ヶ岡     2,47.90   3  11
  33 川浦 楓(1) 中学生 柳町中     2,49.24   1   7
  34 高橋 知大(1) 中学生 信濃中     2,50.04   2   7
  35 関 隆彰(1) 中学生 丸子北中     2,50.64   3  12
  36 高橋 侑生(2) 中学生 飯山城北中     2,57.18   1   8
  37 瀬切 悠気(1) 中学生 丸子中     3,00.90   1   9
  38 櫻井 優斗(1) 中学生 丸子北中     3,03.07   1  10
  39 大嶋 聡一(1) 中学生 須坂東     3,03.20   1  11
  40 大山 星(1) 中学生 長野東部中     3,05.18   2   8

  117
  419
  114
  126
  264
  371

  432
  151
  249
  467
  447
  247

  418
  438
  362
  146
  445
  421

  101
  464
  367
  357
  272
  463

  353
  369
  133
  110
  155
  405

  381
  377
  129
  382
  468
  366

組 順位
  374
  143
  351
  433

800m                
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

中学男子



決勝 6月21日 14:25

大会新              42.28

[ 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   2 長野東部中(D)   354 吉田 純(1)     52.10  1   6 川中島(A)   280 山﨑 叶夢(2)     48.62 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳD ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ｶﾜﾅｶｼﾞﾏA ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾑ
  352 岩瀬 巧巳(2)   283 渡邊 翔太(2)

ｲﾜｾ ﾀｸﾐ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ
  356 高津 直紀(2)   284 徳竹 諒真(2)

ﾀｶﾂ ﾅｵｷ ﾄｸﾀｹ ﾘｮｳﾏ
  377 田中 亮丞(2)   282 石山 丈(2)

ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ ｲｼﾔﾏ ｼﾞｮｳ
 2   3 佐久東   134 早坂 晃太(2)     54.74  2   3 須坂東   268 髙橋  翔(2)     50.19 

ｻｸﾋｶﾞｼ ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ ｽｻﾞｶｱｽﾞﾏ ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ
  135 中島 孝介(2)   267 髙橋 理人(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｽｹ ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ
  132 山本 拳心(2)   263 川浦 涼賀(2)

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ ｶﾜｳﾗ ﾘｮｳｶﾞ
  133 小平 涼雅(2)   265 中山 勇輝(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾘｮｳｶﾞ ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ
 3   7 柳町中(C)   456 和田 佳大(1)     55.16  3   2 長野東部中(C)   365 小池 亜留斗(1)     51.44 

ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳC ﾜﾀﾞ ｹｲﾀ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳC ｺｲｹ ｱﾙﾄ
  444 山岸 俐雄(2)   385 髙山 知宏(1)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｵ ﾀｶﾔﾏ ﾁﾋﾛ
  443 高橋 岬(2)   349 丸山 静也(2)

ﾀｶﾊｼ ﾐｻｷ ﾏﾙﾔﾏ ｼｽﾞﾔ
  448 大原 翼(1)   353 吉原 瑛人(2)

ｵｵﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ ﾖｼﾊﾗ ｴｲﾄ
 4   4 相森(B)   289 勝山 誠也(2)     55.32  4   4 長野東部中(B)   379 藤森 健(3)     51.61 

ｵｵﾓﾘB ｶﾂﾔﾏ ﾏｻﾔ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ﾌｼﾞﾓﾘ ｹﾝ
  285 奥村 駿樹(1)   369 清水 翔太(3)

ｵｸﾑﾗ ｼｭﾝｷ ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ
  292 小田切 翔吾(2)   378 渡辺 和基(3)

ｵﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ
  288 市川 大智(2)   370 倉澤 翔寿樹(3)

ｲﾁｶﾜ ﾀﾞｲﾁ ｸﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ
 5   8 相森(C)   291 小田切 佑太(2)     55.82  5   8 柳町中(B)   453 北島 滉輝(3)     52.51 

ｵｵﾓﾘC ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾀ ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳB ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｷ
  290 小山 敦司(1)   450 伝田 悠哉(3)

ｺﾔﾏ ｱﾂｼ ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ
  294 上野  心(1)   441 芋川 泰人(3)

ｳｴﾉ ｼﾝ ｲﾓｶﾜ ﾀｲﾄ
  297 土屋 蒼平(2)   442 下村 翔(3)

ﾂﾁﾔ ｿｳﾍｲ ｼﾓﾑﾗ ｶｹﾙ
 6   1 飯山城北中(B)   423 春日 伊吹(1)     57.86  6   7 小諸東中(B)   173 小泉 陸人(2)     52.65 

ｼﾞｮｳﾎｸB ｶｽｶﾞ ｲﾌﾞｷ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳB ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ
  428 武田 柚紀(1)   170 永井 颯太(1)

ﾀｹﾀﾞ ﾕｽﾞｷ ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ
  426 小林 凪渡(1)   179 蜂須 翔太(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｷﾞﾄ ﾊﾁｽ ｼｮｳﾀ
  425 小林 大源(1)   174 上原 朋也(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｹﾞﾝ ｳｴﾊﾗ ﾄﾓﾔ
  5 飯山城北中(A)   427 小林 祐也(2)  7   5 丸子中   115 滝沢 歩夢(3)     53.38 

ｼﾞｮｳﾎｸA ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 欠場 ﾏﾙｺﾁｭｳ ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾕﾑ
  421 市村 律貴(2)   111 戸松 悠斗(3)

ｲﾁﾑﾗ ﾘﾂｷ ﾄﾏﾂ ﾕｳﾄ
  418 丸山 直登(2)   110 吉村 龍成(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵﾄ ﾖｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ
  424 小出 優翔(2)   113 春原 冴紀(3)

ｺｲﾃﾞ ﾕｳﾄ ｽﾉﾊﾗ ｻｴｷ
  6 相森(D)

ｵｵﾓﾘD 欠場

中学男子

4x100mR             

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 柳町中(A)   446 小澤 奏太(3)     47.46 

ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳA ｵｻﾞﾜ ｿｳﾀ
  458 齋藤 翼(3)

ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ
  452 田中 皐裕(3)

ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ
  455 矢野 眞嵩(3)

ﾔﾉ ﾏｻﾀｶ
 2   6 木島平中   435 山嵜 真和(3)     47.74 

ｷｼﾞﾏﾀﾞｲﾗ ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ
  436 室賀 駿一(3)

ﾑﾛｶﾞ ｼｭﾝｲﾁ
  439 本山 翔大(3)

ﾓﾄﾔﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ
  437 池田 拓矢(3)

ｲｹﾀﾞ ﾀｸﾔ
 3   3 南宮   406 村越 友哉(2)     48.01 

ﾅﾝｸﾞｳ ﾑﾗｺｼ ﾄﾓﾔ
  400 小﨑 隆史(3)

ｵｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ
  395 蟻川 喬生(3)

ｱﾘｶﾜ ﾀｶｷ
  412 富井 俊介(3)

ﾄﾐｲ ｼｭﾝｽｹ
 4   4 信濃中   245 原山 泰成(2)     48.24 

ｼﾅﾉﾁｭｳ ﾊﾗﾔﾏ ﾀｲｾｲ
  251 竹田 昌史(3)

ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｼ
  248 佐藤 光(3)

ｻﾄｳ ﾋｶﾙ
  254 柳澤 啓斗(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾄ
 5   8 小諸東中(A)   176 柏木 佑太(3)     48.70 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳA ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ
  180 茂木 達哉(3)

ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ
  177 柏木 優(2)

ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ
  171 岩崎 凌大(2)

ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ
  2 長野東部中(A)   348 伊藤 寛(3)

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 欠場
  368 菅沼 三南斗(3)

ｽｶﾞﾇﾏ ﾐﾅﾄ
  364 小山 翔太郎(1)

ｺﾔﾏ ｼｮｳﾀﾛｳ
  360 山岸 龍羽(3)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾊ
  5 相森(A)

ｵｵﾓﾘA 欠場

中学男子

4x100mR             



   1 柳町中(A)     47.46 小澤 奏太(3) 齋藤 翼(3) 田中 皐裕(3) 矢野 眞嵩(3)   3   1
   2 木島平中     47.74 山嵜 真和(3) 室賀 駿一(3) 本山 翔大(3) 池田 拓矢(3)   3   2
   3 南宮     48.01 村越 友哉(2) 小﨑 隆史(3) 蟻川 喬生(3) 富井 俊介(3)   3   3
   4 信濃中     48.24 原山 泰成(2) 竹田 昌史(3) 佐藤 光(3) 柳澤 啓斗(3)   3   4
   5 川中島(A)     48.62 山﨑 叶夢(2) 渡邊 翔太(2) 徳竹 諒真(2) 石山 丈(2)   2   1
   6 小諸東中(A)     48.70 柏木 佑太(3) 茂木 達哉(3) 柏木 優(2) 岩崎 凌大(2)   3   5
   7 須坂東     50.19 髙橋  翔(2) 髙橋 理人(2) 川浦 涼賀(2) 中山 勇輝(2)   2   2
   8 長野東部中(C)     51.44 小池 亜留斗(1) 髙山 知宏(1) 丸山 静也(2) 吉原 瑛人(2)   2   3
   9 長野東部中(B)     51.61 藤森 健(3) 清水 翔太(3) 渡辺 和基(3) 倉澤 翔寿樹(3)   2   4
  10 長野東部中(D)     52.10 吉田 純(1) 岩瀬 巧巳(2) 高津 直紀(2) 田中 亮丞(2)   1   1
  11 柳町中(B)     52.51 北島 滉輝(3) 伝田 悠哉(3) 芋川 泰人(3) 下村 翔(3)   2   5
  12 小諸東中(B)     52.65 小泉 陸人(2) 永井 颯太(1) 蜂須 翔太(1) 上原 朋也(1)   2   6
  13 丸子中     53.38 滝沢 歩夢(3) 戸松 悠斗(3) 吉村 龍成(3) 春原 冴紀(3)   2   7
  14 佐久東     54.74 早坂 晃太(2) 中島 孝介(2) 山本 拳心(2) 小平 涼雅(2)   1   2
  15 柳町中(C)     55.16 和田 佳大(1) 山岸 俐雄(2) 高橋 岬(2) 大原 翼(1)   1   3
  16 相森(B)     55.32 勝山 誠也(2) 奥村 駿樹(1) 小田切 翔吾(2) 市川 大智(2)   1   4
  17 相森(C)     55.82 小田切 佑太(2) 小山 敦司(1) 上野  心(1) 土屋 蒼平(2)   1   5
  18 飯山城北中(B)     57.86 春日 伊吹(1) 武田 柚紀(1) 小林 凪渡(1) 小林 大源(1)   1   6

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

4x100mR             
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2

中学男子



決勝 6月21日 11:30

大会新            2,57.62

 1 高橋 貫太(6) 小学生   3,38.68 
ﾀｶﾊｼ ｶﾝﾀ 東御市陸上教室

 2 細井 玖隼(5) 小学生   4,17.11 
ﾎｿｲ  ｸｼﾞｭﾝ さなだSC

1   393

2   103

小学男子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月21日  9:30

大会新               1.80

上野 輝大(3) 中学生
ｳｴﾉ ｺｳﾀ 南宮
渡辺 和基(3) 中学生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞｷ 長野東部中
吉澤 洸心(3) 中学生
ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳｼﾝ 南宮
下村 翔(3) 中学生
ｼﾓﾑﾗ ｶｹﾙ 柳町中
山﨑 葵偉(2) 中学生
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｵｲ 川中島
畔上 亮哉(2) 中学生 記録なし
ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾘｮｳﾔ 長野東部中
羽生田 倫世(2) 中学生 記録なし
ﾊﾆｳﾀﾞ ﾘﾝｾﾞ 須坂東
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順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m35 1m40



決勝 6月21日 12:30

大会新               6.57

池田 凌(3) 中学生   5.80   5.83   5.54    5.83 
ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳ 長野北部   +0.8   +2.0   +1.9    +2.0
礒野 巧巳(2) 中学生   5.81    X   5.45    5.81 
ｲｿﾉ ﾀｸﾐ 長野北部   +0.8   +1.1    +0.8
小林 哲士(3) 中学生   5.49   5.57   5.67    5.67 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂｼﾞ 長野北部   +1.3   +1.4   +1.1    +1.1
竹田 昌史(3) 中学生   5.61   5.61    -    5.61 
ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｼ 信濃中   +1.0   +1.5    +1.0
黒岩 拓人(3) 中学生   5.43    X   4.72    5.43 
ｸﾛｲﾜﾀｸﾄ 三陽中   +1.3   +0.9    +1.3
齋藤 翼(3) 中学生   5.40   4.82   4.89    5.40 
ｻｲﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 柳町中   +1.5   +1.3   +1.7    +1.5
矢野 眞嵩(3) 中学生   5.26   5.15   4.96    5.26 
ﾔﾉ ﾏｻﾀｶ 柳町中   +1.4   +1.4   +1.1    +1.4
常田 勘太(3) 中学生   5.18   5.10   5.19    5.19 
ﾄｷﾀｶﾝﾀ 三陽中   +1.4   +1.5   +1.6    +1.6
傳田 聖弥(3) 中学生   4.86   5.18   4.99    5.18 
ﾃﾞﾝﾀﾞｾｲﾔ 三陽中   +1.8   +1.0   +2.2    +1.0
戸谷 諒(3) 中学生   5.16    X   3.98    5.16 
ﾄﾔ ﾘｮｳ 相森   +2.7   +1.6    +2.7
堀米 優兵(3) 中学生   5.02   5.15   4.86    5.15 
ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳﾍｲ 山ﾉ内中   +1.0   +2.0   +1.0    +2.0
伝田 悠哉(3) 中学生    X   4.77   5.13    5.13 
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｳﾔ 柳町中   +0.8   +1.9    +1.9
山岸 駿莉(3) 中学生   4.70   4.07   5.11    5.11 
ﾔﾏｷﾞｼ ｼｭﾘ 須坂東   +0.8   +0.9   +1.7    +1.7
古幡 大幹(3) 中学生    X   5.06   4.98    5.06 
ﾌﾙﾊﾀ ﾀｲｷ 中野平中   +1.3   +0.4    +1.3
小澤 奏太(3) 中学生   4.99    X   4.76    4.99 
ｵｻﾞﾜ ｿｳﾀ 柳町中   +1.1   +1.1    +1.1
森田 捷斗(2) 中学生    X    X   4.89    4.89 
ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾄ 坂城   +1.1    +1.1
小出 優翔(2) 中学生   4.85   4.41   4.42    4.85 
ｺｲﾃﾞ ﾕｳﾄ 飯山城北中   +0.3   +1.8   +1.6    +0.3
渡邊 翔太(2) 中学生   4.82   4.83   4.74    4.83 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 川中島   +1.0   +1.3   +1.0    +1.3
奥村 駿樹(1) 中学生   4.68   4.81    X    4.81 
ｵｸﾑﾗ ｼｭﾝｷ 相森    0.0   +2.4    +2.4
三井 奎人(2) 中学生   4.80   4.35   4.66    4.80 
ﾐﾂｲ ｹｲﾄ 中野平中    0.0   +1.4   +1.0     0.0
別府 竜之介(3) 中学生   4.77    X   4.75    4.77 
ﾍﾞｯﾌﾟﾘｭｳﾉｽｹ 三陽中   +2.2   +0.9    +2.2
勝山 誠也(2) 中学生   4.67    X    X    4.67 
ｶﾂﾔﾏ ﾏｻﾔ 相森   +1.2    +1.2
芋川 泰人(3) 中学生   4.65   4.57   4.54    4.65 
ｲﾓｶﾜ ﾀｲﾄ 柳町中   +0.8   +0.6   +1.0    +0.8
戸松 悠斗(3) 中学生    X   4.65   4.47    4.65 
ﾄﾏﾂ ﾕｳﾄ 丸子中   +1.6   +1.3    +1.6
渡辺 聡史(3) 中学生   4.59   4.64    X    4.64 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 南宮   +2.0   +1.2    +1.2
中村 匠(2) 中学生   4.57   4.39    X    4.57 
ﾅｶﾑﾗ ﾀｸﾐ 南宮   +1.0   +1.2    +1.0
渡邉 滉紀(3) 中学生    X   4.56    X    4.56 
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｺｳｷ 篠ﾉ井東中   +1.1    +1.1
大森 雄貴(1) 中学生    X   4.53   4.40    4.53 
ｵｵﾓﾘ ﾕｳｷ 長野東部中   +1.7   +1.5    +1.7
篠﨑 健矢(2) 中学生   4.49   4.29   4.41    4.49 
ｼﾉｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 川中島   +1.1   +1.5   +1.3    +1.1
柏木 佑太(3) 中学生   4.40   4.10   4.08    4.40 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ 小諸東中   +1.5   +0.9   +1.5    +1.5
小山 敦司(1) 中学生   4.18   4.34   4.35    4.35 
ｺﾔﾏ ｱﾂｼ 相森   +0.6   +1.2   +1.8    +1.8
清宮 成斗(2) 中学生   4.34    X   4.10    4.34 
ｷﾖﾐﾔ ﾏｻﾄ 南宮    0.0   +1.3     0.0
市川 大智(2) 中学生   3.40   4.09   4.29    4.29 
ｲﾁｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 相森   +0.1   +0.8   +1.7    +1.7
田尻 将人(3) 中学生    X   4.26    X    4.26 
ﾀｼﾞﾘ ﾏｻﾄ 柳町中   +2.1    +2.1
山本 拳心(2) 中学生   4.06   4.07   3.90    4.07 
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 佐久東   +1.2   +2.5   +0.9    +2.5
土屋 蒼平(2) 中学生   4.04   3.85   3.83    4.04 
ﾂﾁﾔ ｿｳﾍｲ 相森   +1.2   +0.8   +1.5    +1.2
宮下 晴海(1) 中学生   2.92   3.91    X    3.91 
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙﾐ 常盤中   +1.6   +1.9    +1.9
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鈴木 雄豪(1) 中学生    X   3.90   3.75    3.90 
ｽｽﾞｷ ﾕｳｺﾞｳ 南宮   +1.4   +1.0    +1.4
小田切 佑太(2) 中学生   3.87    X   2.87    3.87 
ｵﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾀ 相森    0.0   +1.9     0.0
木鋪 颯馬(1) 中学生   3.80   3.37   3.74    3.80 
ｷｼｸ ｿｳﾏ 長野東部中   +0.5   +1.5   +2.3    +0.5
渡邉 桃大(1) 中学生   3.77   3.31    X    3.77 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓﾀ 南宮   +0.6   +2.0    +0.6
渡辺諒征(1) 中学生   3.37   3.66   3.74    3.74 
ﾜﾀﾅﾍﾞﾘｮｳｾｲ 三陽中   +1.2   +1.6   +2.3    +2.3
小林 侑斗(1) 中学生   3.56   3.68    X    3.68 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 相森   +0.3   +0.7    +0.7
中尾 陸人(2) 中学生   3.66   3.50   3.55    3.66 
ﾅｶｵ ﾘｸﾄ 裾花中   +1.7   +1.5   +1.5    +1.7
上野  心(1) 中学生   3.15   3.54   3.65    3.65 
ｳｴﾉ ｼﾝ 相森   +0.5   +1.0   +1.5    +1.5
中村 勇海(1) 中学生   3.49    X   2.63    3.49 
ﾅｶﾑﾗ ｲｻﾐ 常盤中   +1.5   +1.4    +1.5
橋本 志音(1) 中学生   3.02   3.31    X    3.31 
ﾊｼﾓﾄ ｼｵﾝ 常盤中   +1.0   +0.8    +0.8
小山 洸(1) 中学生   3.29    X   3.01    3.29 
ｺﾔﾏ ﾋｶﾙ 裾花中   +1.2   +1.9    +1.2
滝沢 駿介(1) 中学生   2.87   2.61   2.74    2.87 
ﾀｷｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 相森   +0.5   +1.2   +0.6    +0.5
返町  練(1) 中学生   2.34    X    X    2.34 
ｿﾘﾏﾁ ﾚﾝ 相森   +0.2    +0.2
葛西 優輝(1) 中学生 欠場
ｶｻｲ ﾕｳｷ 相森
八田 朋樹(3) 中学生 欠場
ﾊｯﾀ ﾄﾓｷ 相森
中澤 優太(3) 中学生 欠場
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 相森
宮本 和真(2) 中学生 欠場
ﾐﾔﾓﾄ ｶｽﾞﾏ 南宮
井出 紋次郎(1) 中学生 欠場
ｲﾃﾞ ﾓﾝｼﾞﾛｳ 小諸東中
林 和樹(3) 中学生 欠場
ﾊﾔｼ ｶｽﾞｷ 相森
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決勝 6月21日 12:30

大会新              11.27

内田 圭哉(3) 中学生
ｳﾁﾀﾞ ｹｲﾔ 南宮
吉原 瑛人(2) 中学生
ﾖｼﾊﾗ ｴｲﾄ 長野東部中
髙橋 理人(2) 中学生
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 須坂東
峯村 悠(3) 中学生
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳ 南宮
滝沢 歩夢(3) 中学生
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 丸子中
久保川 優士(1) 中学生
ｸﾎﾞｶﾜ ﾕｳﾄ 丸子北中
茂手木 宏至(1) 中学生
ﾓﾃｷﾞ ｺｳｼﾞ 南宮
海口 幸生(1) 中学生
ｳﾐｸﾞﾁ ｺｳｾｲ 信濃中
海口 優人(1) 中学生
ｳﾐｸﾞﾁ ﾕｳﾄ 信濃中
小宮山 立樹(3) 中学生 欠場
ｺﾐﾔﾏ ﾘﾂｷ 長野東部中
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決勝 6月21日 12:30

大会新              60.14

茂木 達哉(3) 中学生
ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ 小諸東中
吉澤 佑(3) 中学生
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｽｸ 筑摩野
藤沢  亮輔(3) 中学生
ﾌｼﾞｻﾜ ﾘｮｳｽｹ 信大附属長野
石山 丈(2) 中学生
ｲｼﾔﾏ ｼﾞｮｳ 川中島
柳澤 啓斗(3) 中学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾄ 信濃中
倉澤 翔寿樹(3) 中学生
ｸﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ 長野東部中
峯村 悠(3) 中学生
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳ 南宮
山崎 叶夢(2) 中学生
ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾑ 川中島
山田 嵩大(3) 中学生
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 櫻ヶ岡
髙野 大地(3) 中学生
ｺｳﾉ ﾀﾞｲﾁ 南宮
小泉 陸人(2) 中学生
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 小諸東中
内田 圭哉(3) 中学生
ｳﾁﾀﾞ ｹｲﾔ 南宮
田中 皐裕(3) 中学生
ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 柳町中
宮入 悠緋(3) 中学生
ﾐﾔｲﾘ  ﾕｳﾋ 篠ﾉ井東中
別府 竜之介(3) 中学生
ﾍﾞｯﾌﾟﾘｭｳﾉｽｹ 三陽中
傳田 聖弥(3) 中学生
ﾃﾞﾝﾀﾞｾｲﾔ 三陽中
渡邉 滉紀(3) 中学生
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ｺｳｷ 篠ﾉ井東中
渡辺 聡史(3) 中学生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｻﾄｼ 南宮
小田切 翔吾(2) 中学生
ｵﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ 相森
佐藤 公一郎(2) 中学生
ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 御代田中
滝沢 歩夢(3) 中学生
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 丸子中
山本 尚(3) 中学生
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ 御代田中
佐藤 海里(3) 中学生
ｻﾄｳ  ｶｲﾘ 御代田中
宮下 晴海(1) 中学生
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙﾐ 常盤中
橋本 志音(1) 中学生
ﾊｼﾓﾄ ｼｵﾝ 常盤中
小橋 怜央(1) 中学生
ｺﾊｼ ﾚｵ 南宮
細井 皓輔(2) 中学生
ﾎｿｲ ｺｳｽｹ 櫻ヶ岡
藤森 健(3) 中学生
ﾌｼﾞﾓﾘ ｹﾝ 長野東部中
竹内 悠人(1) 中学生
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 南宮
茂手木 宏至(1) 中学生
ﾓﾃｷﾞ ｺｳｼﾞ 南宮
渡邉 桃大(1) 中学生
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾓﾓﾀ 南宮

 16.60 

 19.17 

31 11   410
  O 16.60   O

 19.30 

30 18   414
  O   X 19.17

 20.23 

29 5   407
  O   O 19.30

 21.09 

28 6   379
  X   O 20.23

 21.19 

27 8   467
  O   O 21.09

 22.17 

26 13   399
  X   O 21.19

 23.11 

25 4   223
22.17   O   O

 24.22 

24 9   222
  O 23.11   O

 24.48 

23 21   128
  O 24.22   O

 26.44 

22 17   130
  X 24.48   O

 27.40 

21 7   115
  O 26.44   O

 28.26 

20 25   129
27.40   X   X

 29.50 

19 2   292
  O   O 28.26

 29.93 

18 16   409
  O 29.50   X

 34.05 

17 12   158
  O 29.93   O

 34.46 

16 3   149
34.05   O   O

 35.79 

15 1   148
  O 34.46   O

 37.83 

14 20   157
35.79   O   O

 38.75 

13 24   452
  O   O 37.83

 40.43 

12 26   411
  X 38.75   O

 40.68 

11 14   173
  O   O 40.43

 41.23 

10 29   417
  O 40.68   O

 41.90 

9 15   468
41.23   O   O

 44.26 

8 19   278
  O 41.90   O

 45.85 

7 23   413
44.26   O   O

 46.66 

6 27   370
  O 45.85   O

 46.67 

5 10   254
  O   O 46.66

 46.86 

4 22   282
  O 46.67   O

 55.99 

3 30   242
  O 46.86   O

 58.57 

2 31   303
55.99   O   O

1 28   180
58.57   X   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子

ジャベリックスロー

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 6月21日 10:45

大会新              10.87

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +1.2

 1 佐野 道造(4) 一般     12.25  1 高野 誠也(2) 一般     12.06 
ｻﾉ ﾐﾁｿﾞｳ 信州大 ﾀｶﾉ ｾｲﾔ 長野高専

 2 清水 陽(2) 高校生     12.52  2 平田 宗一郎(2) 高校生     12.12 
ｼﾐｽﾞ ﾖｳ 上田高 ﾋﾗﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 上田高

 3 吉永 雄大(2) 高校生     12.56  3 野原 尚貴(2) 高校生     12.42 
ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 上田高 ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 上田高

 4 小森 啓裕(3) 一般     12.59  4 中田 凌平(2) 高校生     12.43 
ｺﾓﾘ ｱｷﾋﾛ 長野高専 ﾅｶﾀ ﾘｮｳﾍｲ 小諸

 5 後藤 開(1) 高校生     13.26  5 渡辺 瑞生(2) 一般     12.50 
ｺﾞﾄｳ ｶｲ 上田高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 長野高専

 6 内海 常規(3) 高校生     13.60  6 内田 祐介(1) 一般     12.81 
ｳﾂﾐ ﾂﾈﾉﾘ 上田西高 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ 長野高専

 7 後藤 友帆(1) 一般     14.09  7 角田 誠斗(1) 一般     12.93 
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾄ 長野高専 ｶｸﾀ ﾏｻﾄ 長野高専
東 征宏(4) 一般  8 小林 嶺(1) 一般     13.43 
ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾋﾛ 信州大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 長野高専

[ 3組] 風速 +1.8 [ 4組] 風速 +1.2

 1 科野 信人(4) 一般     11.73  1 鳴海 裕斗(1) 高校生     11.83 
ｼﾅﾉ ﾉﾌﾞﾄ 信州大 ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東高

 2 水出 一也(2) 高校生     11.79  2 天野 夏樹(4) 一般     12.08 
ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ 市立長野高 ｱﾏﾉ ﾅﾂｷ 長野高専

 3 笹沢 広夢(2) 高校生     12.10  3 神林 啓人 一般     12.12 
ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 小諸 ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 長野市陸協

 4 土屋 侃汰(2) 高校生     12.14  4 松下 明広(4) 一般     12.23 
ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 小諸 ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾋﾛ 信州大

 5 寺島 僚(2) 高校生     12.22  5 赤津 裕文(1) 一般     12.27 
ﾃﾗｼﾏ ﾘｮｳ 上田高 ｱｶﾂ ﾋﾛﾌﾐ 長野高専

 6 山﨑 貴博(3) 一般     12.22  6 須藤 謙太(1) 高校生     12.38 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 長野高専 ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 上田高

 7  倉崎 大城(3) 一般     12.27  7 藤本 峻平(4) 一般     13.36 
ｸﾗｻｷ ﾀﾞｲｷ 信州大 ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝﾍﾟｲ 信州大

 8 荻原 悠輔(2) 高校生     12.30 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸

[ 5組] 風速 +0.7 [ 6組] 風速 +0.8

 1 宮澤 優仁(3) 一般     11.88  1 伊藤 良多 一般     11.66 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 長野高専 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 信大病院

 2 田中 哉太(4) 一般     11.89  2 伊藤 司能(1) 高校生     11.78 
ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ 長野高専 ｲﾄｳ ｼﾉ 小諸

 3 安藤 遼汰(2) 一般     12.12  3 清水 隆哉(1) 高校生     11.78 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 信州大 ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ 小諸

 4 依田 泰輝(4) 一般     12.39  4 松本 光平(2) 高校生     11.80 
ﾖﾀﾞ ﾀｲｷ 長野高専 ﾏﾂﾓﾄ  ｺｳﾍｲ 上田西高
常泉 竜太 一般  5 鶴田 優斗(1) 高校生     11.85 
ﾂﾈｲｽﾞﾐ ﾘｭｳﾀ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾂﾙﾀ ﾕｳﾄ 須坂高
富田 勇大(4) 一般  6 山木 涼介 一般     12.12 
ﾄﾐﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 信州大 ﾔﾏｷ ﾘｮｳｽｹ 駿河大
町田 郁惟(2) 高校生 中澤 晴起(1) 高校生
ﾏﾁﾀﾞ ｲｸﾀﾀﾞ 上田高 ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 小諸

[ 7組] 風速 +0.7

 1 都築 和正(3) 一般     11.09 
ﾂﾂﾞｷ ｶｽﾞﾏｻ 信州大

 2 藤澤 玄(3) 高校生     11.60 
ﾌｼﾞｻﾜ  ｹﾞﾝ 上田西高

 3 丸山 健一 一般     11.77 
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 長野市陸協

 4 増田 凌(2) 高校生     11.85 
ﾏｽﾀﾞ   ﾘｮｳ 上田西高

 5 小北 大志(4) 一般     11.89 
ｺｷﾀ ﾀｲｼ 信州大

 6 阿部 響貴(1) 高校生     11.94 
ｱﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ 望月高
名取 和彦 一般
ﾅﾄﾘ ｶｽﾞﾋｺ 佐久陸協
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   1 都築 和正(3) 一般 信州大     11.09 (+0.7)   7   1
   2 藤澤 玄(3) 高校生 上田西高     11.60 (+0.7)   7   2
   3 伊藤 良多 一般 信大病院     11.66 (+0.8)   6   1
   4 科野 信人(4) 一般 信州大     11.73 (+1.8)   3   1
   5 丸山 健一 一般 長野市陸協     11.77 (+0.7)   7   3
   6 伊藤 司能(1) 高校生 小諸     11.78 (+0.8)   6   2
   6 清水 隆哉(1) 高校生 小諸     11.78 (+0.8)   6   3
   8 水出 一也(2) 高校生 市立長野高     11.79 (+1.8)   3   2
   9 松本 光平(2) 高校生 上田西高     11.80 (+0.8)   6   4
  10 鳴海 裕斗(1) 高校生 岡谷東高     11.83 (+1.2)   4   1
  11 増田 凌(2) 高校生 上田西高     11.85 (+0.7)   7   4
  11 鶴田 優斗(1) 高校生 須坂高     11.85 (+0.8)   6   5
  13 宮澤 優仁(3) 一般 長野高専     11.88 (+0.7)   5   1
  14 田中 哉太(4) 一般 長野高専     11.89 (+0.7)   5   2
  14 小北 大志(4) 一般 信州大     11.89 (+0.7)   7   5
  16 阿部 響貴(1) 高校生 望月高     11.94 (+0.7)   7   6
  17 高野 誠也(2) 一般 長野高専     12.06 (+1.2)   2   1
  18 天野 夏樹(4) 一般 長野高専     12.08 (+1.2)   4   2
  19 笹沢 広夢(2) 高校生 小諸     12.10 (+1.8)   3   3
  20 平田 宗一郎(2) 高校生 上田高     12.12 (+1.2)   2   2
  20 神林 啓人 一般 長野市陸協     12.12 (+1.2)   4   3
  20 安藤 遼汰(2) 一般 信州大     12.12 (+0.7)   5   3
  20 山木 涼介 一般 駿河大     12.12 (+0.8)   6   6
  24 土屋 侃汰(2) 高校生 小諸     12.14 (+1.8)   3   4
  25 寺島 僚(2) 高校生 上田高     12.22 (+1.8)   3   5
  25 山﨑 貴博(3) 一般 長野高専     12.22 (+1.8)   3   6
  27 松下 明広(4) 一般 信州大     12.23 (+1.2)   4   4
  28 佐野 道造(4) 一般 信州大     12.25 (+0.6)   1   1
  29 赤津 裕文(1) 一般 長野高専     12.27 (+1.2)   4   5
  29  倉崎 大城(3) 一般 信州大     12.27 (+1.8)   3   7
  31 荻原 悠輔(2) 高校生 小諸     12.30 (+1.8)   3   8
  32 須藤 謙太(1) 高校生 上田高     12.38 (+1.2)   4   6
  33 依田 泰輝(4) 一般 長野高専     12.39 (+0.7)   5   4
  34 野原 尚貴(2) 高校生 上田高     12.42 (+1.2)   2   3
  35 中田 凌平(2) 高校生 小諸     12.43 (+1.2)   2   4
  36 渡辺 瑞生(2) 一般 長野高専     12.50 (+1.2)   2   5
  37 清水 陽(2) 高校生 上田高     12.52 (+0.6)   1   2
  38 吉永 雄大(2) 高校生 上田高     12.56 (+0.6)   1   3
  39 小森 啓裕(3) 一般 長野高専     12.59 (+0.6)   1   4
  40 内田 祐介(1) 一般 長野高専     12.81 (+1.2)   2   6
  41 角田 誠斗(1) 一般 長野高専     12.93 (+1.2)   2   7
  42 後藤 開(1) 高校生 上田高     13.26 (+0.6)   1   5
  43 藤本 峻平(4) 一般 信州大     13.36 (+1.2)   4   7
  44 小林 嶺(1) 一般 長野高専     13.43 (+1.2)   2   8
  45 内海 常規(3) 高校生 上田西高     13.60 (+0.6)   1   6
  46 後藤 友帆(1) 一般 長野高専     14.09 (+0.6)   1   7  323
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決勝 6月21日 13:50

大会新              49.69

[ 1組] [ 2組]

 1 今井 知樹(2) 一般     56.67  1 笹沢 広夢(2) 高校生     54.10 
ｲﾏｲ ﾄﾓｷ 長野高専 ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 小諸

 2 真島 雅季(2) 高校生     58.70  2 土屋 侃汰(2) 高校生     54.97 
ﾏｼﾏ ﾏｻｷ 大町高 ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 小諸

 3 後藤 開(1) 高校生     59.20  3 北原 悠(5) 一般     55.40 
ｺﾞﾄｳ ｶｲ 上田高 ｷﾀﾊﾗ ﾕｳ 長野高専

 4 竹鼻 将生(2) 高校生   1,00.01  4 佐藤 真裕(2) 高校生     55.44 
ﾀｹﾊﾅ ﾏｻｷ 上田高 ｻﾄｳ ﾏﾋﾛ 立志館

 5 栁澤 陸(2) 高校生   1,00.42  5 赤津 裕文(1) 一般     56.26 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｸ 小諸 ｱｶﾂ ﾋﾛﾌﾐ 長野高専
町田 郁惟(2) 高校生  6 黒野 憲亮(4) 一般     56.48 
ﾏﾁﾀﾞ ｲｸﾀﾀﾞ 上田高 ｸﾛﾉ ｹﾝｽｹ 信州大
神林 啓人 一般  7 宮澤 俊太(1) 高校生     56.83 
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 長野市陸協 ﾐﾔｻﾞﾜ  ｼｭﾝﾀ 上田西高

[ 3組] [ 4組]

 1 高野 誠也(2) 一般     53.59  1 伊藤 良多 一般     51.71 
ﾀｶﾉ ｾｲﾔ 長野高専 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 信大病院

 2 笠原 渓介(2) 高校生     54.59  2 龍野 准(2) 高校生     52.54 
ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ 上田高 ﾀﾂﾉ  ｶｲ 上田千曲高

 3 須藤 謙太(1) 高校生     57.73  3 河合 駿弥(2) 一般     52.81 
ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 上田高 ｶﾜｲ ｼｭﾝﾔ 信州大

 4 佐野 道造(4) 一般     58.58  4 白川 友一 一般     53.40 
ｻﾉ ﾐﾁｿﾞｳ 信州大 ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 須坂陸協
小田切 智紀(2) 高校生  5 吉田 開恩(2) 高校生     53.53 
ｵﾀﾞｷﾞﾘ ﾄﾓｷ 須坂高 ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 飯山北･飯山
依田 泰輝(4) 一般  6 坂巻 太一(2) 一般     54.14 
ﾖﾀﾞ ﾀｲｷ 長野高専 ｻｶﾏｷ ﾀｲﾁ 信州大
田中 哉太(4) 一般 中澤 晴起(1) 高校生
ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ 長野高専 ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 小諸欠場 欠場
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   1 伊藤 良多 一般 信大病院       51.71   4   1
   2 龍野 准(2) 高校生 上田千曲高       52.54   4   2
   3 河合 駿弥(2) 一般 信州大       52.81   4   3
   4 白川 友一 一般 須坂陸協       53.40   4   4
   5 吉田 開恩(2) 高校生 飯山北･飯山       53.53   4   5
   6 高野 誠也(2) 一般 長野高専       53.59   3   1
   7 笹沢 広夢(2) 高校生 小諸       54.10   2   1
   8 坂巻 太一(2) 一般 信州大       54.14   4   6
   9 笠原 渓介(2) 高校生 上田高       54.59   3   2
  10 土屋 侃汰(2) 高校生 小諸       54.97   2   2
  11 北原 悠(5) 一般 長野高専       55.40   2   3
  12 佐藤 真裕(2) 高校生 立志館       55.44   2   4
  13 赤津 裕文(1) 一般 長野高専       56.26   2   5
  14 黒野 憲亮(4) 一般 信州大       56.48   2   6
  15 今井 知樹(2) 一般 長野高専       56.67   1   1
  16 宮澤 俊太(1) 高校生 上田西高       56.83   2   7
  17 須藤 謙太(1) 高校生 上田高       57.73   3   3
  18 佐野 道造(4) 一般 信州大       58.58   3   4
  19 真島 雅季(2) 高校生 大町高       58.70   1   2
  20 後藤 開(1) 高校生 上田高       59.20   1   3
  21 竹鼻 将生(2) 高校生 上田高     1,00.01   1   4
  22 栁澤 陸(2) 高校生 小諸     1,00.42   1   5
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決勝 6月21日 12:25

大会新  (GR )     2,00.16

[ 1組] [ 2組]

 1 小池 勇飛(3) 一般   2,04.67  1 石澤 由祐(2) 高校生   2,06.20 
ｺｲｹ ﾕｳﾋ 長野高専 ｲｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 須坂高

 2 小林 万章(2) 一般   2,09.15  2 大西 宏樹(2) 高校生   2,07.10 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾅｷ 長野高専 ｵｵﾆｼ  ﾋﾛｷ 上田千曲高

 3 北島 翔吾(2) 高校生   2,11.38  3 佐藤 大裕 一般   2,07.61 
ｷﾀｼﾞﾏ  ｼｮｳｺﾞ 上田西高 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 吉田AC

 4 油井 宏喜(1) 高校生   2,11.42  4 竹鼻 将生(2) 高校生   2,08.31 
ﾕｲ  ﾋﾛｷ 上田西高 ﾀｹﾊﾅ ﾏｻｷ 上田高

 5 丸山 浩成(2) 一般   2,13.85  5 佃 圭祐(1) 一般   2,08.78 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾅﾘ 長野高専 ﾂｸﾀﾞ ｹｲｽｹ 長野高専

 6 青木 優斗(1) 高校生   2,14.23  6 廣瀬 洸(1) 一般   2,09.20 
ｱｵｷ  ﾕｳﾄ 上田千曲高 ﾋﾛｾ ｺｳ 長野高専

 7 小平 悟志(2) 高校生   2,16.45  7 内田 知樹(2) 高校生   2,09.37 
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄｼ 上田高 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ 上田高

 8 小嶋 昂志(2) 高校生   2,20.63  8 池上 優斗(2) 高校生   2,10.23 
ｺｼﾞﾏ ﾀｶｼ 立志館   ﾕｳﾄ 高遠高

 9 栁澤 陸(2) 高校生   2,21.07  9 関 隼希(2) 一般   2,10.87 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｸ 小諸 ｾｷ ﾄｼｷ 長野高専

10 高野 翔吾(1) 高校生   2,22.26 10 笹澤 健司(1) 高校生   2,11.89 
ﾀｶﾉ ｼｮｳｺﾞ 須坂高 ｻｻｻﾞﾜ  ｹﾝｼﾞ 上田西高

11 青木 悠祐(1) 一般   2,22.60 11 田中 永遠(1) 高校生   2,14.50 
ｱｵｷ ﾕｳｽｹ 長野高専 ﾀﾅｶ ﾄﾜ 立志館

12 宮島 侑希(2) 高校生   2,23.52 柳澤 充保(3) 高校生
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 上田高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾐﾂﾔｽ 上田西高
松村 優作(1) 高校生 常泉 竜太 一般
ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｻｸ 上田高 ﾂﾈｲｽﾞﾐ ﾘｭｳﾀ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

[ 3組]

 1 白川 友一 一般   1,58.18 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 須坂陸協

 2 小林 達哉(3) 高校生   1,59.47 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 佐久平総合

 3 長谷川 潤(1) 高校生   2,04.24 
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 上田西高

 4 笠原 渓介(2) 高校生   2,04.65 
ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ 上田高

 5 金子 英輝(2) 一般   2,08.32 
ｶﾈｺ ﾋﾃﾞｷ 長野高専

 6 甘利 大祐(1) 高校生   2,09.81 
ｱﾏﾘ  ﾀﾞｲｽｹ 上田西高

 7 中山 大暉(2) 高校生   2,10.46 
ﾅｶﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 須坂高

 8 掛川 萌也(2) 高校生   2,12.13 
ｶｹｶﾞﾜ  ﾄﾓﾔ 上田西高

 9 真島 雅季(2) 高校生   2,13.28 
ﾏｼﾏ ﾏｻｷ 大町高

10 櫻井 兼(2) 高校生   2,21.84 
ｻｸﾗｲ ｹﾝ 立志館
山口 空(2) 高校生
ﾔﾏｸﾞﾁ ｿﾗ 須坂高
岩崎 真哉(2) 一般
ｲﾜｻｷ ｼﾝﾔ 長野高専

3   256
欠場

9   319
欠場

4   302

5   462

1   259

12   199

7   322

10   200

2   206

8   182

6   269
大会新

11   138
大会新

欠場 欠場

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場
2   188 13   104

8   184 12   212

9   333 7   461

7   255 8   203

4   168 11   317

5   460 4   131

6   187 2   195

3   217 3   344

13   318 5   337

10   213 6   193

12   211 10   127

11   330 9   218

No. 氏  名 所属名 記録／備考
1   328 1   258

男子

800m                

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 白川 友一 一般 須坂陸協     1,58.18 大会新   3   1
   2 小林 達哉(3) 高校生 佐久平総合     1,59.47 大会新   3   2
   3 長谷川 潤(1) 高校生 上田西高     2,04.24   3   3
   4 笠原 渓介(2) 高校生 上田高     2,04.65   3   4
   5 小池 勇飛(3) 一般 長野高専     2,04.67   1   1
   6 石澤 由祐(2) 高校生 須坂高     2,06.20   2   1
   7 大西 宏樹(2) 高校生 上田千曲高     2,07.10   2   2
   8 佐藤 大裕 一般 吉田AC     2,07.61   2   3
   9 竹鼻 将生(2) 高校生 上田高     2,08.31   2   4
  10 金子 英輝(2) 一般 長野高専     2,08.32   3   5
  11 佃 圭祐(1) 一般 長野高専     2,08.78   2   5
  12 小林 万章(2) 一般 長野高専     2,09.15   1   2
  13 廣瀬 洸(1) 一般 長野高専     2,09.20   2   6
  14 内田 知樹(2) 高校生 上田高     2,09.37   2   7
  15 甘利 大祐(1) 高校生 上田西高     2,09.81   3   6
  16 池上 優斗(2) 高校生 高遠高     2,10.23   2   8
  17 中山 大暉(2) 高校生 須坂高     2,10.46   3   7
  18 関 隼希(2) 一般 長野高専     2,10.87   2   9
  19 北島 翔吾(2) 高校生 上田西高     2,11.38   1   3
  20 油井 宏喜(1) 高校生 上田西高     2,11.42   1   4
  21 笹澤 健司(1) 高校生 上田西高     2,11.89   2  10
  22 掛川 萌也(2) 高校生 上田西高     2,12.13   3   8
  23 真島 雅季(2) 高校生 大町高     2,13.28   3   9
  24 丸山 浩成(2) 一般 長野高専     2,13.85   1   5
  25 青木 優斗(1) 高校生 上田千曲高     2,14.23   1   6
  26 田中 永遠(1) 高校生 立志館     2,14.50   2  11
  27 小平 悟志(2) 高校生 上田高     2,16.45   1   7
  28 小嶋 昂志(2) 高校生 立志館     2,20.63   1   8
  29 栁澤 陸(2) 高校生 小諸     2,21.07   1   9
  30 櫻井 兼(2) 高校生 立志館     2,21.84   3  10
  31 高野 翔吾(1) 高校生 須坂高     2,22.26   1  10
  32 青木 悠祐(1) 一般 長野高専     2,22.60   1  11
  33 宮島 侑希(2) 高校生 上田高     2,23.52   1  12

  168
  462
  255
  333
  184

  302
  318
  217
  461
  187
  460

  259
  317
  211
  213
  203
  199

  337
  330
  344
  195
  200
  131

  328
  258
  218
  127
  193
  322

組 順位
  269
  138
  206
  182

男子

800m                
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考



決勝 6月21日 14:40

大会新              42.28

[ 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 上田高(A)   194 町田 郁惟(2)     46.33  1   7 長野高専(A)   313 依田 泰輝(4)     45.73 

ｳｴﾀﾞｺｳA ﾏﾁﾀﾞ ｲｸﾀﾀﾞ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝA ﾖﾀﾞ ﾀｲｷ
  190 須藤 謙太(1)   339 田中 哉太(4)

ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾀ ﾀﾅｶ ｶﾅﾀ
  196 平田 宗一郎(2)   324 高野 誠也(2)

ﾋﾗﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾀｶﾉ ｾｲﾔ
  197 野原 尚貴(2)   321 宮澤 優仁(3)

ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
 2   4 上田千曲高   219 北村 悠和(2)     47.21  2   6 信州大(B)   231 小北 大志(4)     45.77 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｷﾀﾑﾗ  ﾋﾛｶｽﾞ ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲB ｺｷﾀ ﾀｲｼ
  220 龍野 准(2)   226 科野 信人(4)

ﾀﾂﾉ  ｶｲ ｼﾅﾉ ﾉﾌﾞﾄ
  215 坂口 友輝人(2)   237 富田 勇大(4)

ｻｶｸﾞﾁ  ﾕｷﾄ ﾄﾐﾀ ﾕｳﾀﾞｲ
  214 丸山 竜輝(2)   229 佐野 道造(4)

ﾏﾙﾔﾏ  ﾘｭｳｷ ｻﾉ ﾐﾁｿﾞｳ
 3   3 長野高専(D)   326 山﨑 貴博(3)     47.79  3   5 小諸   162 笹沢 広夢(2)     46.03 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝD ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ ｺﾓﾛ ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ
  327 小森 啓裕(3)   160 伊藤 司能(1)

ｺﾓﾘ ｱｷﾋﾛ ｲﾄｳ ｼﾉ
  335 赤澤 虎太郎(1)   164 清水 隆哉(1)

ｱｶｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ
  329 小林 昇市(2)   165 中田 凌平(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁ ﾅｶﾀ ﾘｮｳﾍｲ
 4   7 長野高専(B)   342 内田 祐介(1)     47.99  4   2 信州大(A)   232 松下 明広(4)     46.58 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝB ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲA ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾋﾛ
  340 渡辺 瑞生(2)   235 東 征宏(4)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾋﾛ
  334 赤津 裕文(1)   236 藤本 峻平(4)

ｱｶﾂ ﾋﾛﾌﾐ ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝﾍﾟｲ
  325 今井 知樹(2)   228 黒野 憲亮(4)

ｲﾏｲ ﾄﾓｷ ｸﾛﾉ ｹﾝｽｹ
 5   5 長野高専(C)   316 角田 誠斗(1)     50.48  5   3 上田西高   210 内村 海斗(1)     51.54 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝC ｶｸﾀ ﾏｻﾄ ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ｳﾁﾑﾗ  ｶｲﾄ
  331 小林 嶺(1)   204 松本 光平(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ ﾏﾂﾓﾄ  ｺｳﾍｲ
  323 後藤 友帆(1)   202 宮澤 俊太(1)

ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾄ ﾐﾔｻﾞﾜ  ｼｭﾝﾀ
  341 徳永 淳志(4)   205 増田 凌(2)

ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾂｼ ﾏｽﾀﾞ   ﾘｮｳ
 6   2 上田高(B)   192 清水 陽(2)     54.92   4 信州大(C)   234 都築 和正(3)

ｳｴﾀﾞｺｳB ｼﾐｽﾞ ﾖｳ ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲC ﾂﾂﾞｷ ｶｽﾞﾏｻ 欠場
  189 須崎 修二(1)   225 安藤 遼汰(2)

ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ
  183 吉永 雄大(2)   230 坂巻 太一(2)

ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ ｻｶﾏｷ ﾀｲﾁ
  185 後藤 開(1)   233  倉崎 大城(3)

ｺﾞﾄｳ ｶｲ ｸﾗｻｷ ﾀﾞｲｷ

男子

4x100mR

決勝



   1 長野高専(A)     45.73 依田 泰輝(4) 田中 哉太(4) 高野 誠也(2) 宮澤 優仁(3)   2   1
   2 信州大(B)     45.77 小北 大志(4) 科野 信人(4) 富田 勇大(4) 佐野 道造(4)   2   2
   3 小諸     46.03 笹沢 広夢(2) 伊藤 司能(1) 清水 隆哉(1) 中田 凌平(2)   2   3
   4 上田高(A)     46.33 町田 郁惟(2) 須藤 謙太(1) 平田 宗一郎(2) 野原 尚貴(2)   1   1
   5 信州大(A)     46.58 松下 明広(4) 東 征宏(4) 藤本 峻平(4) 黒野 憲亮(4)   2   4
   6 上田千曲高     47.21 北村 悠和(2) 龍野 准(2) 坂口 友輝人(2) 丸山 竜輝(2)   1   2
   7 長野高専(D)     47.79 山﨑 貴博(3) 小森 啓裕(3) 赤澤 虎太郎(1) 小林 昇市(2)   1   3
   8 長野高専(B)     47.99 内田 祐介(1) 渡辺 瑞生(2) 赤津 裕文(1) 今井 知樹(2)   1   4
   9 長野高専(C)     50.48 角田 誠斗(1) 小林 嶺(1) 後藤 友帆(1) 徳永 淳志(4)   1   5
  10 上田西高     51.54 内村 海斗(1) 松本 光平(2) 宮澤 俊太(1) 増田 凌(2)   2   5
  11 上田高(B)     54.92 清水 陽(2) 須崎 修二(1) 吉永 雄大(2) 後藤 開(1)   1   6

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

男子

4x100mR
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ2



決勝 6月21日  9:30

大会新               2.10

1m85 1m90
奥村 剛志 一般 - - - - - - - O O XO
ｵｸﾑﾗ ﾂﾖｼ 東御市陸協 XXO XXX
吉田 開恩(2) 高校生 - - - - - - XO XXX
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 飯山北･飯山
内村 海斗(1) 高校生 - - - O - O XXX
ｳﾁﾑﾗ  ｶｲﾄ 上田西高
赤澤 虎太郎(1) 一般 - O XO XO O XO X/
ｱｶｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 長野高専
須崎 修二(1) 高校生 - - XXO O XXX
ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 上田高
加藤 駿輝(1) 一般 - - - XXO XXX
ｶﾄｳ ﾄｼｷ 長野高専
成田 充(1) 高校生 - - XO XXX
ﾅﾘﾀ ﾐﾂﾙ 上田高
坂口 友輝人(2) 高校生 O XXX
ｻｶｸﾞﾁ  ﾕｷﾄ 上田千曲高
西沢 翔 一般 - - - - - - - - - XXX
  ｼｮｳ 長野市陸協
宮原 清司 一般 欠場
ﾐﾔﾊﾗ ｷﾖｼ 佐久平ﾏｽﾀｰｽﾞ

1m35 1m40 1m55 1m60 1m65 1m70

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m75 1m80

記録 備考

1 10   301
 1.85

1m45 1m50

2 8   429
 1.65

3 6   210
 1.60

4 5   335
 1.60

5 4   189
 1.50

  347

6 3   315
 1.50

7 2   191
 1.45

7   136

8 1   215
 1.35

9



決勝 6月21日 10:00

大会新              10.02

赤澤 虎太郎(1) 一般
ｱｶｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 長野高専
北村 悠和(2) 高校生
ｷﾀﾑﾗ  ﾋﾛｶｽﾞ 上田千曲高
中田 凌平(2) 高校生
ﾅｶﾀ ﾘｮｳﾍｲ 小諸
伯耆原 志一(1) 高校生
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｷｶｽﾞ 岡谷東高
内海 常規(3) 高校生
ｳﾂﾐ ﾂﾈﾉﾘ 上田西高

  6.08 

  6.44 

5 2   209
 6.05  5.97  6.08

  7.94 

4 1   105
  X  6.23  6.44

  7.97 

3 3   165
 7.78  7.94  7.87

  8.96 

2 4   219
 7.92  7.97  7.76

1 5   335
 8.68   X  8.96

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

高校男子

砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 6月21日 12:30

大会新               7.53

清水 陽(2) 高校生   5.61   5.70   5.10    5.70 
ｼﾐｽﾞ ﾖｳ 上田高   +1.8   +1.4   +0.5    +1.4
 倉崎 大城(3) 一般   5.28   5.64   5.49    5.64 
ｸﾗｻｷ ﾀﾞｲｷ 信州大   +2.2   +0.7   +0.6    +0.7
平田 宗一郎(2) 高校生   5.14   5.09   5.53    5.53 
ﾋﾗﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 上田高   +1.8   +1.6   +1.5    +1.5
中村 玲於奈(1) 一般   5.39   5.45    X    5.45 
ﾅｶﾑﾗ ﾚｵﾅ 長野高専   +1.2   +2.6    +2.6
徳永 淳志(4) 一般   5.32   5.33   5.07    5.33 
ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾂｼ 長野高専   +1.9   +1.3   +0.6    +1.3
渡辺 瑞生(2) 一般    X   5.24   5.33    5.33 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾐｽﾞｷ 長野高専   +1.3   +1.4    +1.4
松本 光平(2) 高校生   5.19   5.23    X    5.23 
ﾏﾂﾓﾄ  ｺｳﾍｲ 上田西高   +2.1   +1.6    +1.6
吉村 郁哉(1) 一般   5.20   4.96   5.07    5.20 
ﾖｼﾑﾗ ﾌﾐﾔ 長野高専   +1.8   +1.0   +1.2    +1.8
後藤 友帆(1) 一般    X   4.59   4.34    4.59 
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾄ 長野高専   +1.4   +1.5    +1.4
水出 一也(2) 高校生 欠場
ﾐｽﾞｲﾃﾞ ｶｽﾞﾔ 市立長野高
坪井 裕資(1) 高校生 欠場
ﾂﾎﾞｲ ﾕｳｽｹ 須坂高

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 備考
1 6   192

2 11   233

3 4   196

4 3   336

5 7   341

6 10   340

7 9   204

8 5   320

8   260

9 1   323

2   156



決勝 6月21日 10:00

大会新              12.99

山﨑 貴博(3) 一般
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｶﾋﾛ 長野高専

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

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

  9.59 
1 1   326

 9.58  9.12  9.59



決勝 6月21日  9:30

大会新              58.02

小森 啓裕(3) 一般
ｺﾓﾘ ｱｷﾋﾛ 長野高専
須崎 一弘 一般
ｽｻﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 上田市陸協
岡村 也寸志(5) 一般
ｵｶﾑﾗ ﾔｽｼ 長野高専
小林 昇市(2) 一般
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁ 長野高専
丸山 佑太(3) 高校生
ﾏﾙﾔﾏ  ﾕｳﾀ 上田西高
須崎 修二(1) 高校生
ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 上田高
森 望(1) 高校生
ﾓﾘ ﾉｿﾞﾑ 小諸
森 憲之 一般
ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ 佐久平ﾏｽﾀｰｽﾞ
松永 春樹(2) 高校生
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙｷ 飯山北･飯山
荻原 悠輔(2) 高校生
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸
東 征宏(4) 一般
ﾋｶﾞｼ ﾏｻﾋﾛ 信州大
富田 勇大(4) 一般
ﾄﾐﾀ ﾕｳﾀﾞｲ 信州大
須崎 大地(3) 高校生
ｽｻﾞｷ  ﾀﾞｲﾁ 上田千曲高
黒野 憲亮(4) 一般
ｸﾛﾉ ｹﾝｽｹ 信州大
丸山 健一 一般
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 長野市陸協
上條 俊(1) 一般
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｶｼ 長野高専
松下 明広(4) 一般
ﾏﾂｼﾀ ｱｷﾋﾛ 信州大
藤本 峻平(4) 一般
ﾌｼﾞﾓﾄ ｼｭﾝﾍﾟｲ 信州大
伯耆原 志一(1) 高校生
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｷｶｽﾞ 岡谷東高
山本 健太郎 一般 欠場
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 上田陸協

 18.30 

19   221

 20.65 

19 2   105
18.30   O   O

 26.20 

18 1   236
20.65   X   O

 28.77 

17 5   232
  X   O 26.20

 30.28 

16 4   332
28.77   O   O

 31.92 

15 6   345
  O   O 30.28

 32.94 

14 8   228
31.92   X   X

 34.46 

13 9   216
  X 32.94   O

 35.23 

12 11   237
  O   O 34.46

 38.31 

11 3   235
  O 35.23   O

 38.73 

10 13   161
38.31   O   O

 38.81 

9 14   430
38.73   O   O

 38.83 

8 15   137
38.81   O   O

 40.58 

7 7   163
  O   O 38.83

 41.01 

6 10   189
  O 40.58   O

 41.95 

5 12   201
  O   O 41.01

 42.66 

4 16   329
41.95   O   O

 45.77 

3 18   314
42.66   O   O

 46.77 

2 17   198
45.77   O   X

1 20   327
46.77   O   X

-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-


	小100
	中100
	中400
	中800
	中ﾘﾚｰ
	小1000
	中高
	中幅
	中砲
	中ＪＴ
	100
	400
	800
	ﾘﾚｰ
	高
	高校砲
	幅
	砲
	やり
	男子�
	決勝記録一覧表


