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■この大会で樹立された記録 
 なし 
 
■グラウンドコンディション 
10 月 18日（日） 

時刻 天候 風向 風速 m/s 気温℃ 湿度% 

 9:30 曇 南南東 1.1 17.5 72.0 
10:00 晴 南南東 0.7 19.0 66.0 
11:00 晴 東 0.5 18.0 60.0 
12:00 晴 南東 1.8 19.5 60.0 
13:00 晴 北 1.0 21.5 60.0 
14:00 晴 21.5 2.0 21.5 56.0 

 



第42回NAGANOｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ小中学生陸上競技大会                                   
期日：平成27年10月18日（日）                                                    

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】201010  長野市営陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
10/18 男子小学3年  +1.1田中 開登(3) 15.74 中澤 拓己(3) 16.18 傳田 恵大(3) 16.40 桜井 遥斗(3) 16.54 和田 大聖(3) 16.63 玉井 雄飛(3) 16.70 加藤 伸康(3) 16.71 北村 颯大(3) 16.86

100m 寺尾小 篠ﾉ井東小 長野小 寺尾小 通明小 若穂RCｼﾞｭﾆｱ 通明小 塩崎小
10/18 男子小学4年  +0.3大矢 青葉(4) 15.10 塩原 拓実(4) 15.79 吉澤 潤(4) 16.01 小根山 智也(4) 16.04 松澤 虎太郎(4) 16.13 上沢 亜樹(4) 16.16 宮下 湊太(4) 16.17 金井 悠稀(4) 16.21

100m 古牧小 裾花小 長野市陸上教室 古牧小 若穂RCｼﾞｭﾆｱ 若穂RCｼﾞｭﾆｱ 松代小 裾花小
10/18 中澤 飛翔(4) 3,37.59 大池 麦汰(4) 3,43.57 内藤 大智(4) 3,56.90 黒川 冬陽(4) 3,58.92 小林 温(4) 4,02.99 北島 柊成(4) 4,03.52 滝澤 賢太朗(4) 4,11.97 山口 雄太(4) 4,18.13

1000m 長野市陸上教室 裾花小 長野市陸上教室 城山小 通明小 裾花小 裾花小 篠ﾉ井東小
10/18 古田 旭(4) 2.96(+3.9)

走幅跳 共和小
10/18 男子小学5年  +0.1竹前 克哉(5) 14.65 水野 大地(5) 14.74 古川 息吹(5) 14.94 山部 駿太郎(5) 15.16 深谷 廉(5) 15.63 村橋 龍之介(5) 15.71 中西 勇貴(5) 15.76 北村　悠太郎(5) 15.84

100m 長野市陸上教室 長野市陸上教室 長野市陸上教室 裾花小 日大長野小 篠ﾉ井東小 長野小 塩崎小
10/18 赤坂 京亮(5) 3,41.21 小池 樹雄(5) 3,44.62 滝沢 康介(5) 3,49.08 小池 広太(5) 3,49.14 西野 瑛太郎(5) 3,52.34 広瀬 達一(5) 3,52.85 池内 心(5) 4,01.94 髙橋 里巧(5) 4,03.82

1000m 裾花小 裾花小 塩崎小 裾花小 城山小 長野市陸上教室 通明小 長野市陸上教室
10/18 山口 廉(5) 3.52(+4.4) 今井 倫太郎(5)3.34(+3.3) 神田 真士(5) 3.22(+2.7) 下村 素晴(5) 2.57(+4.4)

走幅跳 長野市陸上教室 長野市陸上教室 城山小 城山小
10/18 男子小学6年  -1.1鎌田 光(6) 14.27 中沢 颯希(6) 14.54 松岡 駿真(6) 15.23 渋谷 大樹(6) 15.33 山浦 智秀(6) 15.75 柳本 健(6) 17.64

100m 篠ﾉ井西小 塩崎小 ｽﾎﾟｺﾐ東北 通明小 長野市陸上教室 裾花小
10/18 西澤 大空(6) 3,29.99 井出 匠彌(6) 3,31.68 栁澤 洸瑠(6) 3,36.19 加藤 直椰(6) 3,36.50

1000m 通明小 通明小 通明小 塩崎小
10/18 宮下 倖盛(6) 4.12(+1.6) 清水 七鳳(6) 3.88(+1.5) 古田 准也(6) 3.48(+2.5)

走幅跳 松代小 塩崎小 城山小
10/18 男子中学1年  -0.1三瓶 恒心(1) 12.23 髙島 蒼太(1) 12.63 桑原 勇輝(1) 12.64 小根山 慶汰(1) 13.15 横山 弥晏(1) 13.40 髙山 知宏(1) 13.51 熊澤 海翔(1) 13.58 森山 琉詩(1) 13.70

100m 櫻ヶ岡中 裾花中 更北中 三陽中 裾花中 長野東部中 広徳中 裾花中
10/18  +0.7小池 亜留斗(1) 26.72 小林 拍斗(1) 26.90 山﨑 蒼来(1) 27.92 坂口 拓真(1) 28.87 有澤 拓己(1) 31.08 中村 耕太朗(1) 31.52

200m 長野東部中 犀陵中 犀陵中 東北中 若穂中 篠ﾉ井西中
10/18 片桐 悠人(1) 9,54.35 木内 友士(1) 10,16.44 小林 智輝(1) 10,22.49 柳澤 太一(1) 10,43.41 佐藤 晃太(1) 10,52.30 原田 直輝(1) 10,54.11 若林 俊汰(1) 10,55.63 若林 千真(1) 10,57.64

3000m 長野東部中 長野東部中 長野東部中 三陽中 長野東部中 東北中 柳町中 長野東部中
10/18 今井 成知(1) 1.50 西村 凌之涼(1) 1.35 鶴田 翔真(1) 1.35 竹内 友哉(1) 1.25 和田 佳大(1) 1.20 吉田 純(1) 1.20 北野 大我(1) 1.15

走高跳 更北中 更北中 犀陵中 東北中 柳町中 長野東部中 柳町中
10/18 塚田 奏(1) 5.36(-0.1) 関谷 綜太(1) 4.84(+0.4) 中尾 陸人(1) 4.68(-0.1) 小林 秀平(1) 4.57(0.0) 市川 遥葵(1) 4.43(+0.2) 木鋪 颯馬(1) 4.31(0.0) 池田 悠輝(1) 4.23(-1.0) 寺嶋 飛雄(1) 4.07(+0.1)

走幅跳 柳町中 犀陵中 裾花中 東北中 篠ﾉ井西中 長野東部中 更北中 更北中
10/18 小林 浩都(1) 7.21 相沢 舞裟斗(1) 6.39 吉田 真輝(1) 6.33 矢花 大季(1) 6.23 本元 健太(1) 6.22 丸山 大木(1) 5.12

砲丸投(5.000kg) 東北中 更北中 東北中 更北中 篠ﾉ井西中 更北中
10/18 男子中学2年  +0.2石山 丈(2) 12.00 大原 聖也(2) 12.20 原山 尋斗(2) 12.44 小林 汰心(2) 12.49 青山 真之介(2) 広徳中 12.56 新井 翔壱(2) 12.87 鈴木 友麻(2) 12.90

100m 川中島中 東北中 三陽中 三陽中 石井 優登(2) 東北中 櫻ヶ岡中 裾花中
10/18  +0.4松岡 龍哉(2) 23.39 宮林 祥汰(2) 24.40 中島 啓貴(2) 24.60 鈴木 竜也(2) 25.04 中村 颯人(2) 25.48 小根山 拓人(2) 25.49 小森 巧巳(2) 25.67 吉田 純輝(2) 26.36

200m 長野北部中 更北中 篠ﾉ井西中 裾花中 裾花中 信大附属長野中 若穂中 信大附属長野中
10/18 吉田 拓未(2) 9,40.58 田中 圭(2) 10,00.62 田中 亮丞(2) 10,05.15 小林 寛太(2) 10,17.92 西澤 佑真(2) 10,22.21 小林 勇太(2) 10,39.60 吉原 瑛人(2) 10,41.81 小林 将陽(2) 10,42.31

3000m 広徳中 三陽中 長野東部中 長野東部中 篠ﾉ井西中 更北中 長野東部中 長野北部中
10/18 天利 友哉(2) 1.56 矢島 幸来(2) 1.50 山﨑 葵偉(2) 1.45 嶋 海渡(2) 1.40 増永 友輝(2) 1.40 戸澤 伊織(2) 1.35

走高跳 東北中 長野北部中 川中島中 東北中 柳町中 川中島中
10/18 篠﨑 健矢(2) 5.29(+1.9) 長谷部 圭悟(2)5.00(+1.0) 室賀 早登(2) 4.94(+0.4) 関崎 優輝(2) 2.66(-0.4)

走幅跳 川中島中 更北中 篠ﾉ井西中 東北中
10/18 酒井 優馬(2) 8.19 中嶋 桜太(2) 7.78 伊藤 誉記(2) 7.64 中島 啓介(2) 6.48 小野 和輝(2) 5.77

砲丸投(5.000kg) 広徳中 広徳中 更北中 更北中 更北中
10/18 男子中学3年  +1.2宮下 翼(3) 11.22 吉田 智哉(3) 11.49 倉嶋 祐弥(3) 11.84 中島 竜輝(3) 12.19 沼田 誠也(3) 12.44 栗田 眞隆(3) 13.10 稲田 陽太郎(3) 13.85

100m 三陽中 東北中 若穂中 長野北部中 若穂中 広徳中 若穂中
10/18  -0.3久保田 翔(3) 24.29

200m 長野北部中
10/18 飯島 啓太(3) 9,58.09 宮島 昂佑(3) 10,21.10 神頭 軍馬(3) 10,25.39 佐籐 直樹(3) 10,36.30 髙野 可偉(3) 10,42.47 丸山 竜矢(3) 11,09.06 清水 翔太(3) 11,34.41

3000m 更北中 更北中 長野北部中 三陽中 三陽中 長野東部中 長野東部中
10/18 大宮 侑馬(3) 5.84(+0.7) 黒岩 拓人(3) 5.41(-0.2) 竹内 優(3) 5.19(0.0)

走幅跳 裾花中 三陽中 更北中
10/18 塚田 純平(3) 11.44 児玉 裕隆(3) 10.12 長谷川 悠太(3) 9.66

砲丸投(5.000kg) 犀陵中 更北中 犀陵中
10/18 男子中学 長野北部中(E)      46.85 犀陵中(B)       47.11 川中島中(A)       47.33 裾花中(B)       48.42 若穂中(A)       48.65 東北中(A)       48.84 三陽中(A)       49.74 三陽中(B)       49.90

4×100mR 久保田 翔(3) 沼田 高幸(3) 山﨑 叶夢(2) 横山 弥晏(1) 沼田 誠也(3) 松尾 勇希(2) 黒岩 拓人(3) 田中 圭(2)
松岡 龍哉(2) 丸山 諒也(3) 渡邊 翔太(2) 髙島 蒼太(1) 倉嶋 祐弥(3) 石井 優登(2) 宮下 翼(3) 石川 真(2)
礒野 巧巳(2) 丸山 啓太(3) 徳竹 諒真(2) 鈴木 友麻(2) 岸田 悠汰(2) 天利 友哉(2) 佐籐 直樹(3) 原山 尋斗(2)
中島 竜輝(3) 塚田 純平(3) 石山 丈(2) 鈴木 竜也(2) 小森 巧巳(2) 大原 聖也(2) 髙野 可偉(3) 小林 汰心(2)



決勝 10月18日 10:40

県小記録(PR)        12.27

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 -0.9

 1 北村 颯大(3) 小学生     16.86  1 西林 智輝(3) 小学生     17.67 
ｷﾀﾑﾗ ｿｳﾀﾞｲ 塩崎小 ﾆｼﾊﾞﾔｼﾄﾓｷ 城山小

 2 中村 功太郎(3) 小学生     17.59  2 加藤 士郎(3) 小学生     17.97 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 長野小 ｶﾄｳ ｼﾛｳ 塩崎小

 3 中西 俊貴(3) 小学生     18.60  3 保科 秀成(3) 小学生     18.32 
ﾅｶﾆｼ ﾄｼｷ 長野小 ﾎｼﾅ ｼｭｳｾｲ 長野小

 4 古平 遥大(3) 小学生     18.77  4 吉池 飛鳥(3) 小学生     18.50 
ｺﾀﾞｲﾗ  ﾊﾙﾀ 長野小 ﾖｼｲｹ ｱｽｶ 長野小

 5 長岡 旺聖(3) 小学生     19.79  5 和田 悠誠(3) 小学生     19.50 
ﾅｶﾞｵｶ ｵｳｾｲ 長野小 ﾜﾀﾞ ﾕｳｾｲ 長野市陸上教室

 6 大日方 真(3) 小学生     20.21 南雲 友陽(3) 小学生
ｵﾋﾞﾅﾀ  ｼﾝ 長野小 ﾅｸﾞﾓﾕｳﾋ 城山小

 7 早川 了太郎(3) 小学生     21.93 東 佑弥(3) 小学生
ﾊﾔｶﾜ ﾘｮｳﾀﾛｳ 長野市陸上教室 ｱｽﾞﾏ ﾕｳﾔ 城山小

[ 3組] 風速 +0.2 [ 4組] 風速 -0.2

 1 玉井 雄飛(3) 小学生     16.70  1 中澤 拓己(3) 小学生     16.18 
ﾀﾏｲ ﾕｳﾋ 若穂RCｼﾞｭﾆｱ ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 篠ノ井東小

 2 安藤 結星(3) 小学生     17.07  2 加藤 伸康(3) 小学生     16.71 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ 篠ノ井東小 ｶﾄｳ ﾉﾌﾞﾔｽ 通明小

 3 祢津 凛乃佑(3) 小学生     17.10  3 山岸 蓮(3) 小学生     17.30 
ﾈﾂ ﾘﾝﾉｽｹ 篠ノ井東小 ﾔﾏｷﾞｼ ﾚﾝ 通明小

 4 村橋 虎之介(3) 小学生     17.67  4 監物 朋(3) 小学生     17.89 
ﾑﾗﾊｼ ﾄﾗﾉｽｹ 篠ノ井東小 ｹﾝﾓﾂ ﾄﾓ 松代小

 5 赤塚 昊介(3) 小学生     17.99  5 中澤 佑斗(3) 小学生     18.13 
ｱｶﾂｶ ｺｳｽｹ 長野市陸上教室 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 寺尾小

 6 小坂 滉(3) 小学生     18.64  6 小嶋 直弥(3) 小学生     18.88 
ｺｻｶ ﾋﾛ 長野小 ｺｼﾞﾏ ﾅｵﾔ 裾花小

 7 小林 蓮(3) 小学生     18.94  7 平瀬 悟郎(3) 小学生     22.28 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 長野小 ﾋﾗｾ ｺﾞﾛｳ 裾花小

[ 5組] 風速 +1.1 [ 6組] 風速 +0.1

 1 和田 大聖(3) 小学生     16.63  1 田中 開登(3) 小学生     15.74 
ﾜﾀﾞ ﾀｲｾｲ 通明小 ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 寺尾小

 2 小金澤 陸(3) 小学生     17.18  2 傳田 恵大(3) 小学生     16.40 
ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾘｸ 裾花小 ﾃﾞﾝﾀﾞ ｹｲﾀ 長野小

 3 山岸 大翔(3) 小学生     17.28  3 桜井 遥斗(3) 小学生     16.54 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾋﾛﾄ 通明小 ｻｸﾗｲ ﾊﾙﾄ 寺尾小

 4 笠井 亮太朗(3) 小学生     17.59  4 越山 颯太(3) 小学生     17.45 
ｶｻｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 裾花小 ｺｼﾔﾏ ｿｳﾀ 安茂里小

 5 山本 優晴(3) 小学生     19.25  5 北川 聡大(3) 小学生     17.60 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｾｲ 通明小 ｷﾀｶﾞﾜ ｿｳﾀ 裾花小
三宅 碧生(3) 小学生 柿澤 一護(3) 小学生
ﾐﾔｹ ｱｵｲ 長野市陸上教室 ｶｷｻﾞﾜ ｲﾁｺﾞ 安茂里小
伊藤 燦(3) 小学生 桑原 洸稀(3) 小学生
ｲﾄｳ ｻﾝ 安茂里小 ｸﾜﾊﾞﾗ ｺｳｷ 安茂里小
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順 ﾚｰﾝ No.



   1 田中 開登(3) 小学生 寺尾小     15.74 (+0.1)   6   1
   2 中澤 拓己(3) 小学生 篠ノ井東小     16.18 (-0.2)   4   1
   3 傳田 恵大(3) 小学生 長野小     16.40 (+0.1)   6   2
   4 桜井 遥斗(3) 小学生 寺尾小     16.54 (+0.1)   6   3
   5 和田 大聖(3) 小学生 通明小     16.63 (+1.1)   5   1
   6 玉井 雄飛(3) 小学生 若穂RCｼﾞｭﾆｱ     16.70 (+0.2)   3   1
   7 加藤 伸康(3) 小学生 通明小     16.71 (-0.2)   4   2
   8 北村 颯大(3) 小学生 塩崎小     16.86 (+1.1)   1   1
   9 安藤 結星(3) 小学生 篠ノ井東小     17.07 (+0.2)   3   2
  10 祢津 凛乃佑(3) 小学生 篠ノ井東小     17.10 (+0.2)   3   3
  11 小金澤 陸(3) 小学生 裾花小     17.18 (+1.1)   5   2
  12 山岸 大翔(3) 小学生 通明小     17.28 (+1.1)   5   3
  13 山岸 蓮(3) 小学生 通明小     17.30 (-0.2)   4   3
  14 越山 颯太(3) 小学生 安茂里小     17.45 (+0.1)   6   4
  15 中村 功太郎(3) 小学生 長野小     17.59 (+1.1)   1   2
  15 笠井 亮太朗(3) 小学生 裾花小     17.59 (+1.1)   5   4
  17 北川 聡大(3) 小学生 裾花小     17.60 (+0.1)   6   5
  18 西林 智輝(3) 小学生 城山小     17.67 (-0.9)   2   1
  18 村橋 虎之介(3) 小学生 篠ノ井東小     17.67 (+0.2)   3   4
  20 監物 朋(3) 小学生 松代小     17.89 (-0.2)   4   4
  21 加藤 士郎(3) 小学生 塩崎小     17.97 (-0.9)   2   2
  22 赤塚 昊介(3) 小学生 長野市陸上教室     17.99 (+0.2)   3   5
  23 中澤 佑斗(3) 小学生 寺尾小     18.13 (-0.2)   4   5
  24 保科 秀成(3) 小学生 長野小     18.32 (-0.9)   2   3
  25 吉池 飛鳥(3) 小学生 長野小     18.50 (-0.9)   2   4
  26 中西 俊貴(3) 小学生 長野小     18.60 (+1.1)   1   3
  27 小坂 滉(3) 小学生 長野小     18.64 (+0.2)   3   6
  28 古平 遥大(3) 小学生 長野小     18.77 (+1.1)   1   4
  29 小嶋 直弥(3) 小学生 裾花小     18.88 (-0.2)   4   6
  30 小林 蓮(3) 小学生 長野小     18.94 (+0.2)   3   7
  31 山本 優晴(3) 小学生 通明小     19.25 (+1.1)   5   5
  32 和田 悠誠(3) 小学生 長野市陸上教室     19.50 (-0.9)   2   5
  33 長岡 旺聖(3) 小学生 長野小     19.79 (+1.1)   1   5
  34 大日方 真(3) 小学生 長野小     20.21 (+1.1)   1   6
  35 早川 了太郎(3) 小学生 長野市陸上教室     21.93 (+1.1)   1   7
  36 平瀬 悟郎(3) 小学生 裾花小     22.28 (-0.2)   4   7
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決勝 10月18日 10:36

県小記録(PR)        12.27

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 -0.1

 1 大矢 青葉(4) 小学生     15.10  1 佐藤 孜羽(4) 小学生     16.61 
ｵｵﾔ ｱｵﾊﾞ 古牧小 ｻﾄｳ ｼｳ 若穂RCｼﾞｭﾆｱ

 2 小根山 智也(4) 小学生     16.04  2 鈴木 叶朔(4) 小学生     16.72 
ｵﾈﾔﾏ ﾄﾓﾔ 古牧小 ｽｽﾞｷ ｷｮｳｻｸ 通明小

 3 田中 海大(4) 小学生     16.57  3 三間 龍之助(4) 小学生     17.05 
ﾀﾅｶ ｶｲﾀ 塩崎小 ﾐﾂﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 長野市陸上教室

 4 小林 亮太(4) 小学生     17.52  4 橋爪 駿弥(4) 小学生     17.35 
ｺﾊﾞﾔｼﾘｮｳﾀ 城山小 ﾊｼﾂﾞﾒｼｭﾝﾔ 城山小

 5 徳永 充希(4) 小学生     19.04  5 小野 武尊(4) 小学生     17.40 
ﾄｸﾅｶﾞ ｱﾂｷ 若穂RCｼﾞｭﾆｱ ｵﾉﾀｹﾙ 城山小

 6 峯村 雫月(4) 小学生     19.30  6 新井 暖人(4) 小学生     17.58 
ﾐﾈﾑﾗ ｼｽﾞｷ 若穂RCｼﾞｭﾆｱ ｱﾗｲ ﾊﾙﾄ 松代小
小林 凰輝(4) 小学生  7 金子 莉久(4) 小学生     17.93 
ｺﾊﾞﾔｼｵｳｷ 城山小 ｶﾈｺ ﾘｸ 裾花小

[ 3組] 風速 -0.3

 1 塩原 拓実(4) 小学生     15.79 
ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 裾花小

 2 吉澤 潤(4) 小学生     16.01 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 長野市陸上教室

 3 松澤 虎太郎(4) 小学生     16.13 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 若穂RCｼﾞｭﾆｱ

 4 上沢 亜樹(4) 小学生     16.16 
ｶﾐｻﾜ ｱｷ 若穂RCｼﾞｭﾆｱ

 5 宮下 湊太(4) 小学生     16.17 
ﾐﾔｼﾀ ｿｳﾀ 松代小

 6 金井 悠稀(4) 小学生     16.21 
ｶﾅｲ ﾋｻｷ 裾花小

   1 大矢 青葉(4) 小学生 古牧小     15.10 (+0.3)   1   1
   2 塩原 拓実(4) 小学生 裾花小     15.79 (-0.3)   3   1
   3 吉澤 潤(4) 小学生 長野市陸上教室     16.01 (-0.3)   3   2
   4 小根山 智也(4) 小学生 古牧小     16.04 (+0.3)   1   2
   5 松澤 虎太郎(4) 小学生 若穂RCｼﾞｭﾆｱ     16.13 (-0.3)   3   3
   6 上沢 亜樹(4) 小学生 若穂RCｼﾞｭﾆｱ     16.16 (-0.3)   3   4
   7 宮下 湊太(4) 小学生 松代小     16.17 (-0.3)   3   5
   8 金井 悠稀(4) 小学生 裾花小     16.21 (-0.3)   3   6
   9 田中 海大(4) 小学生 塩崎小     16.57 (+0.3)   1   3
  10 佐藤 孜羽(4) 小学生 若穂RCｼﾞｭﾆｱ     16.61 (-0.1)   2   1
  11 鈴木 叶朔(4) 小学生 通明小     16.72 (-0.1)   2   2
  12 三間 龍之助(4) 小学生 長野市陸上教室     17.05 (-0.1)   2   3
  13 橋爪 駿弥(4) 小学生 城山小     17.35 (-0.1)   2   4
  14 小野 武尊(4) 小学生 城山小     17.40 (-0.1)   2   5
  15 小林 亮太(4) 小学生 城山小     17.52 (+0.3)   1   4
  16 新井 暖人(4) 小学生 松代小     17.58 (-0.1)   2   6
  17 金子 莉久(4) 小学生 裾花小     17.93 (-0.1)   2   7
  18 徳永 充希(4) 小学生 若穂RCｼﾞｭﾆｱ     19.04 (+0.3)   1   5
  19 峯村 雫月(4) 小学生 若穂RCｼﾞｭﾆｱ     19.30 (+0.3)   1   6
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決勝 10月18日 10:25

県小記録(PR)        12.27

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +0.2

 1 山部 駿太郎(5) 小学生     15.16  1 竹前 克哉(5) 小学生     14.65 
ﾔﾏﾍﾞ ｼｭﾝﾀﾛｳ 裾花小 ﾀｹﾏｴ ｶﾂﾔ 長野市陸上教室

 2 中西 勇貴(5) 小学生     15.76  2 水野 大地(5) 小学生     14.74 
ﾅｶﾆｼ ﾕｳｷ 長野小 ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ 長野市陸上教室

 3 大日方 亮(5) 小学生     16.13  3 古川 息吹(5) 小学生     14.94 
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾘｮｳ 長野小 ﾌﾙｶﾜ ｲﾌﾞｷ 長野市陸上教室

 4 西林 優輝(5) 小学生     16.72  4 深谷 廉(5) 小学生     15.63 
ﾆｼﾊﾞﾔｼﾕｳｷ 城山小 ﾌｶﾔ ﾚﾝ 日大長野小

 5 宮澤 陸人(5) 小学生     16.87  5 村橋 龍之介(5) 小学生     15.71 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｸﾄ 長野小 ﾑﾗﾊｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 篠ノ井東小

 6 原 琉翔(5) 小学生     17.49  6 北村　悠太郎(5) 小学生     15.84 
ﾊﾗﾘｭｳﾄ 城山小 ｷﾀﾑﾗﾕｳﾀﾛｳ 塩崎小

 7 松林 英汰(5) 小学生     17.75  7 和田 伊織(5) 小学生     15.96 
ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ｴｲﾀ 裾花小 ﾜﾀﾞ ｲｵﾘ 長野市陸上教室
東　拓未(5) 小学生  8 大倉 駿介(5) 小学生     16.44 
ﾋｶﾞｼﾀｸﾐ 城山小 ｵｵｸﾗ ｼｭﾝｽｹ 日大長野小
片桐 裕也(5) 小学生
ｶﾀｷﾞﾘﾕｳﾔ 城山小

   1 竹前 克哉(5) 小学生 長野市陸上教室     14.65 (+0.2)   2   1
   2 水野 大地(5) 小学生 長野市陸上教室     14.74 (+0.2)   2   2
   3 古川 息吹(5) 小学生 長野市陸上教室     14.94 (+0.2)   2   3
   4 山部 駿太郎(5) 小学生 裾花小     15.16 (+0.1)   1   1
   5 深谷 廉(5) 小学生 日大長野小     15.63 (+0.2)   2   4
   6 村橋 龍之介(5) 小学生 篠ノ井東小     15.71 (+0.2)   2   5
   7 中西 勇貴(5) 小学生 長野小     15.76 (+0.1)   1   2
   8 北村　悠太郎(5) 小学生 塩崎小     15.84 (+0.2)   2   6
   9 和田 伊織(5) 小学生 長野市陸上教室     15.96 (+0.2)   2   7
  10 大日方 亮(5) 小学生 長野小     16.13 (+0.1)   1   3
  11 大倉 駿介(5) 小学生 日大長野小     16.44 (+0.2)   2   8
  12 西林 優輝(5) 小学生 城山小     16.72 (+0.1)   1   4
  13 宮澤 陸人(5) 小学生 長野小     16.87 (+0.1)   1   5
  14 原 琉翔(5) 小学生 城山小     17.49 (+0.1)   1   6
  15 松林 英汰(5) 小学生 裾花小     17.75 (+0.1)   1   7

決勝 10月18日 10:20

県小記録(PR)        12.27

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -0.7

 1 中沢 颯希(6) 小学生     14.54  1 鎌田 光(6) 小学生     14.27 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾂｷ 塩崎小 ｶﾏﾀ ﾋｶﾙ 篠ノ井西小

 2 山浦 智秀(6) 小学生     15.75  2 松岡 駿真(6) 小学生     15.23 
ﾔﾏｳﾗ ﾄﾓﾋﾃﾞ 長野市陸上教室 ﾏﾂｵｶ ｼｭﾝﾏ ｽﾎﾟｺﾐ東北

 3 柳本 健(6) 小学生     17.64  3 渋谷 大樹(6) 小学生     15.33 
ﾔﾅｷﾞﾓﾄ ｹﾝ 裾花小 ｼﾌﾞﾔ ﾀﾞｲｷ 通明小
山口 裕也(6) 小学生 吉澤 涼(6) 小学生
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 若穂RCｼﾞｭﾆｱ ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ 長野市陸上教室
徳永 旺志(6) 小学生 岡井 佑馬(6) 小学生
ﾄｸﾅｶﾞ ｵｳｼ 若穂RCｼﾞｭﾆｱ ｵｶｲ ﾕｳﾏ 通明小

   1 鎌田 光(6) 小学生 篠ノ井西小     14.27 (-0.7)   2   1
   2 中沢 颯希(6) 小学生 塩崎小     14.54 (-1.1)   1   1
   3 松岡 駿真(6) 小学生 ｽﾎﾟｺﾐ東北     15.23 (-0.7)   2   2
   4 渋谷 大樹(6) 小学生 通明小     15.33 (-0.7)   2   3
   5 山浦 智秀(6) 小学生 長野市陸上教室     15.75 (-1.1)   1   2
   6 柳本 健(6) 小学生 裾花小     17.64 (-1.1)   1   3
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決勝 10月18日 11:15

県中記録(PR)        10.85

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 +1.5

 1 丸山 達己(1) 中学生     13.99  1 熊澤 海翔(1) 中学生     13.58 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｷ 長野東部中 ｸﾏｻﾜ ｶｲﾄ 広徳中

 2 滝澤 晶(1) 中学生     14.59  2 小川 瑞葵(1) 中学生     14.98 
ﾀｷｻﾞﾜ ｼｮｳ 櫻ヶ岡中 ｵｶﾞﾜ ﾐｽﾞｷ 広徳中

 3 石井 大樹(1) 中学生     14.76  3 春日 優作(1) 中学生     15.62 
ｲｼｲ ﾋﾛｷ 三陽中 ｶｽｶﾞ ﾕｳｻｸ 広徳中

 4 小森 翔太(1) 中学生     15.06  4 清水 欧佑(1) 中学生     15.63 
ｺﾓﾘ ｼｮｳﾀ 若穂中 ｼﾐｽﾞ ｵｳｽｹ 広徳中

 5 田村 幸太(1) 中学生     15.25  5 鈴木 健太(1) 中学生     15.88 
ﾀﾑﾗ ｺｳﾀ 長野東部中 ｽｽﾞｷ ｹﾝﾀ 広徳中

 6 和田 達智(1) 中学生     15.50  6 本道 雅人(1) 中学生     16.13 
ﾜﾀﾞ ﾀﾂﾉﾘ 柳町中 ﾎﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 広徳中

 7 神山 大空(1) 中学生     18.08  7 牧村 和航(1) 中学生     16.85 
ｶﾐﾔﾏ ﾀｸ 犀陵中 ﾏｷﾑﾗ ﾜﾀﾙ 広徳中
山岸 海斗(1) 中学生 丸山 愛斗(1) 中学生
ﾔﾏｷﾞｼ ｶｲﾄ 犀陵中 ﾏﾙﾔﾏ ﾏﾅﾄ 広徳中

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速  0.0

 1 森山 琉詩(1) 中学生     13.70  1 三瓶 恒心(1) 中学生     12.23 
ﾓﾘﾔﾏ ﾙｳﾀ 裾花中 ｻﾝﾍﾟｲ ｺｳｼﾝ 櫻ヶ岡中

 2 宮原 天良(1) 中学生     13.94  2 髙島 蒼太(1) 中学生     12.63 
ﾐﾔﾊﾞﾗ ﾀｶﾖｼ 犀陵中 ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ 裾花中

 3 高野 伊織(1) 中学生     13.95  3 桑原 勇輝(1) 中学生     12.64 
ﾀｶﾉ ｲｵﾘ 若穂中 ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 更北中

 4 大原 翼(1) 中学生     14.00  4 小根山 慶汰(1) 中学生     13.15 
ｵｵﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 柳町中 ｵﾈﾔﾏ ｹｲﾀ 三陽中

 5 佐々木 梓馬(1) 中学生     14.00  5 横山 弥晏(1) 中学生     13.40 
ｻｻｷ ｱｽﾞﾏ 川中島中 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾊﾙ 裾花中

 6 高澤 春樹(1) 中学生     16.88  6 髙山 知宏(1) 中学生     13.51 
ﾀｶｻﾜ ﾊﾙｷ 広徳中 ﾀｶﾔﾏ ﾁﾋﾛ 長野東部中
杉田 大輔(1) 中学生  7 広瀬 陽一(1) 中学生     13.92 
ｽｷﾞﾀ ﾀﾞｲｽｹ 若穂中 ﾋﾛｾ ﾖｳｲﾁ 信大附属長野中
岩倉 克歩(1) 中学生  8 戸谷 海斗(1) 中学生     14.01 
ｲﾜｸﾗ ｶﾂﾐ 広徳中 ﾄﾔ ｶｲﾄ 川中島中

   1 三瓶 恒心(1) 中学生 櫻ヶ岡中     12.23 (0.0)   4   1
   2 髙島 蒼太(1) 中学生 裾花中     12.63 (0.0)   4   2
   3 桑原 勇輝(1) 中学生 更北中     12.64 (0.0)   4   3
   4 小根山 慶汰(1) 中学生 三陽中     13.15 (0.0)   4   4
   5 横山 弥晏(1) 中学生 裾花中     13.40 (0.0)   4   5
   6 髙山 知宏(1) 中学生 長野東部中     13.51 (0.0)   4   6
   7 熊澤 海翔(1) 中学生 広徳中     13.58 (+1.5)   2   1
   8 森山 琉詩(1) 中学生 裾花中     13.70 (0.0)   3   1
   9 広瀬 陽一(1) 中学生 信大附属長野中     13.92 (0.0)   4   7
  10 宮原 天良(1) 中学生 犀陵中     13.94 (0.0)   3   2
  11 高野 伊織(1) 中学生 若穂中     13.95 (0.0)   3   3
  12 丸山 達己(1) 中学生 長野東部中     13.99 (-0.1)   1   1
  13 大原 翼(1) 中学生 柳町中     14.00 (0.0)   3   4
  13 佐々木 梓馬(1) 中学生 川中島中     14.00 (0.0)   3   5
  15 戸谷 海斗(1) 中学生 川中島中     14.01 (0.0)   4   8
  16 滝澤 晶(1) 中学生 櫻ヶ岡中     14.59 (-0.1)   1   2
  17 石井 大樹(1) 中学生 三陽中     14.76 (-0.1)   1   3
  18 小川 瑞葵(1) 中学生 広徳中     14.98 (+1.5)   2   2
  19 小森 翔太(1) 中学生 若穂中     15.06 (-0.1)   1   4
  20 田村 幸太(1) 中学生 長野東部中     15.25 (-0.1)   1   5
  21 和田 達智(1) 中学生 柳町中     15.50 (-0.1)   1   6
  22 春日 優作(1) 中学生 広徳中     15.62 (+1.5)   2   3
  23 清水 欧佑(1) 中学生 広徳中     15.63 (+1.5)   2   4
  24 鈴木 健太(1) 中学生 広徳中     15.88 (+1.5)   2   5
  25 本道 雅人(1) 中学生 広徳中     16.13 (+1.5)   2   6
  26 牧村 和航(1) 中学生 広徳中     16.85 (+1.5)   2   7
  27 高澤 春樹(1) 中学生 広徳中     16.88 (0.0)   3   6
  28 神山 大空(1) 中学生 犀陵中     18.08 (-0.1)   1   7

 6052
 6043
 6044
 6063
 6054
 5801

 5618
 6051
 5910
 5470
 5417
 6049

 5908
 5472
 5419
 5974
 5971
  237

 5736
 5519
 6047
 5739
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 5778

組 順位
 5455
 5713
 6023
 5619

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

9  6040 9  5971
欠場

4  5907 3  6171
欠場

3  6054 5  5519

2  5974 2  5736

7  5419 8  5619

8  5908 6  6023

5  5778 4  5713

6  5739 7  5455
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  5800 9  6048
欠場 欠場

9  5801 3  6063

5  5417 4  6044

6  5470 7  6043

3  5910 8  6052

2  5618 6  6049

8   237 5  6051

所属名 記録／備考
4  5472 2  6047

男子中学1年
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



決勝 10月18日 11:30

県中記録(PR)        10.85

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 -0.2

 1 青山 真之介(2) 中学生     12.56  1 原山 尋斗(2) 中学生     12.44 
ｱｵﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ 広徳中 ﾊﾗﾔﾏﾋﾛﾄ 三陽中

 2 小宮山 豪己(2) 中学生     13.22  2 鈴木 友麻(2) 中学生     12.90 
ｺﾐﾔﾏ ｺﾞｳｷ 柳町中 ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ 裾花中

 3 野本 直翔(2) 中学生     13.28  3 岸田 悠汰(2) 中学生     12.91 
ﾉﾓﾄ ﾅｵﾄ 広徳中 ｷｼﾀﾞ ﾕｳﾀ 若穂中

 4 松尾 洸希(2) 中学生     13.51  4 丸山 静也(2) 中学生     13.06 
ﾏﾂｵ ﾋﾛｷ 広徳中 ﾏﾙﾔﾏ ｼｽﾞﾔ 長野東部中

 5 山岸 俐雄(2) 中学生     13.67  5 中村 悠汰(2) 中学生     13.36 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｵ 柳町中 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 篠ノ井西中

 6 永井 心(2) 中学生     13.76  6 細井 皓輔(2) 中学生     13.81 
ﾅｶﾞｲ ｼﾞﾝ 柳町中 ﾎｿｲ ｺｳｽｹ 櫻ヶ岡中

 7 竹本 空矢(2) 中学生     14.13  7 尾身 健人(2) 中学生     13.88 
ﾀｹﾓﾄ ｸｳﾔ 若穂中 ｵﾐ ｹﾝﾄ 櫻ヶ岡中
浅田 康介(2) 中学生
ｱｻﾀﾞ ｺｳｽｹ 東北中

[ 3組] 風速 +1.1

 1 石山 丈(2) 中学生     12.00 
ｲｼﾔﾏ ｼﾞｮｳ 川中島中

 2 大原 聖也(2) 中学生     12.20 
ｵｵﾊﾗ ｾｲﾔ 東北中

 3 小林 汰心(2) 中学生     12.49 
ｺﾊﾞﾔｼﾀｲｼﾝ 三陽中

 4 石井 優登(2) 中学生     12.56 
ｲｼｲ ﾕｳﾄ 東北中

 5 新井 翔壱(2) 中学生     12.87 
ｱﾗｲ ｶｲﾁ 櫻ヶ岡中

 6 岩瀬 巧巳(2) 中学生     13.13 
ｲﾜｾ ﾀｸﾐ 長野東部中

 7 橋本 直弥(2) 中学生     13.14 
ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾔ 信大附属長野中

   1 石山 丈(2) 中学生 川中島中     12.00 (+1.1)   3   1
   2 大原 聖也(2) 中学生 東北中     12.20 (+1.1)   3   2
   3 原山 尋斗(2) 中学生 三陽中     12.44 (-0.2)   2   1
   4 小林 汰心(2) 中学生 三陽中     12.49 (+1.1)   3   3
   5 青山 真之介(2) 中学生 広徳中     12.56 (+0.2)   1   1
   5 石井 優登(2) 中学生 東北中     12.56 (+1.1)   3   4
   7 新井 翔壱(2) 中学生 櫻ヶ岡中     12.87 (+1.1)   3   5
   8 鈴木 友麻(2) 中学生 裾花中     12.90 (-0.2)   2   2
   9 岸田 悠汰(2) 中学生 若穂中     12.91 (-0.2)   2   3
  10 丸山 静也(2) 中学生 長野東部中     13.06 (-0.2)   2   4
  11 岩瀬 巧巳(2) 中学生 長野東部中     13.13 (+1.1)   3   6
  12 橋本 直弥(2) 中学生 信大附属長野中     13.14 (+1.1)   3   7
  13 小宮山 豪己(2) 中学生 柳町中     13.22 (+0.2)   1   2
  14 野本 直翔(2) 中学生 広徳中     13.28 (+0.2)   1   3
  15 中村 悠汰(2) 中学生 篠ノ井西中     13.36 (-0.2)   2   5
  16 松尾 洸希(2) 中学生 広徳中     13.51 (+0.2)   1   4
  17 山岸 俐雄(2) 中学生 柳町中     13.67 (+0.2)   1   5
  18 永井 心(2) 中学生 柳町中     13.76 (+0.2)   1   6
  19 細井 皓輔(2) 中学生 櫻ヶ岡中     13.81 (-0.2)   2   6
  20 尾身 健人(2) 中学生 櫻ヶ岡中     13.88 (-0.2)   2   7
  21 竹本 空矢(2) 中学生 若穂中     14.13 (+0.2)   1   7 5905

 5856
 6065
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 5408
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8  5408 2  5441
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男子中学2年
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 10月18日 11:40

県中記録(PR)        10.85

風速 +1.2

 1 宮下 翼(3) 中学生     11.22 
ﾐﾔｼﾀﾂﾊﾞｻ 三陽中

 2 吉田 智哉(3) 中学生     11.49 
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ 東北中

 3 倉嶋 祐弥(3) 中学生     11.84 
ｸﾗｼﾏ ﾕｳﾔ 若穂中

 4 中島 竜輝(3) 中学生     12.19 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾂｷ 長野北部中

 5 沼田 誠也(3) 中学生     12.44 
ﾇﾏﾀ ｾｲﾔ 若穂中

 6 栗田 眞隆(3) 中学生     13.10 
ｸﾘﾀ ﾏｻﾀｶ 広徳中

 7 稲田 陽太郎(3) 中学生     13.85 
ｲﾅﾀﾞ ﾖｳﾀﾛｳ 若穂中
青木 伸也(3) 中学生
ｱｵｷ ｼﾝﾔ 若穂中

決勝 10月18日 12:15

県中記録(JR)        21.92

風速 +0.7

 1 小池 亜留斗(1) 中学生     26.72 
ｺｲｹ ｱﾙﾄ 長野東部中

 2 小林 拍斗(1) 中学生     26.90 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｸﾄ 犀陵中

 3 山﨑 蒼来(1) 中学生     27.92 
ﾔﾏｻﾞｷ ｿﾗ 犀陵中

 4 坂口 拓真(1) 中学生     28.87 
ｻｶｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 東北中

 5 有澤 拓己(1) 中学生     31.08 
ｱﾘｻﾜ ﾀｸﾐ 若穂中

 6 中村 耕太朗(1) 中学生     31.52 
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 篠ノ井西中
宇都宮 聡一(1) 中学生
ｳﾂﾉﾐﾔ ｿｳｲﾁ 篠ノ井西中
大澤 寿騎(1) 中学生
ｵｵｻﾜ ﾄｼｷ 篠ノ井西中

2  5863
欠場

6  5866
欠場

9  5909

8  5864

5  5772

3  5646

4  5514

7  5774

男子中学1年
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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男子中学3年
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月18日 12:20

県中記録(JR)        21.92

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +1.4

 1 中村 豪希(2) 中学生     26.81  1 中村 颯人(2) 中学生     25.48 
ﾅｶﾑﾗ ｶﾂｷ 広徳中 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 裾花中

 2 宮澤 佑成(2) 中学生     27.72  2 小森 巧巳(2) 中学生     25.67 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ 広徳中 ｺﾓﾘ ﾀｸﾐ 若穂中

 3 井川 椋哉(2) 中学生     28.34  3 吉田 純輝(2) 中学生     26.36 
ｲｶﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 広徳中 ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ 信大附属長野中

 4 駒村 柾人(2) 中学生     28.48  4 高津 直紀(2) 中学生     26.53 
ｺﾏﾑﾗ ﾏｻﾄ 若穂中 ﾀｶﾂ ﾅｵｷ 長野東部中

 5 瀬尾 知幹(2) 中学生     29.34  5 石川 真(2) 中学生     26.90 
ｾｵ ﾄﾓｷ 柳町中 ｲｼｶﾜﾏｺﾄ 三陽中

 6 高木 章太(2) 中学生     29.79  6 竹内 雅樹(2) 中学生     27.05 
ﾀｶｷﾞ ｼｮｳﾀ 犀陵中 ﾀｹｳﾁ ﾏｻｷ 犀陵中

 7 戸井田 快斗(2) 中学生     30.25  7 高橋 岬(2) 中学生     28.49 
ﾄｲﾀﾞ ｶｲﾄ 若穂中 ﾀｶﾊｼ ﾐｻｷ 柳町中
轟 光(2) 中学生  8 島田 樹(2) 中学生     28.51 
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾋｶﾙ 若穂中 ｼﾏﾀﾞ ｲﾂｷ 裾花中

[ 3組] 風速 -0.3

 1 松岡 龍哉(2) 中学生     23.39 
ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾔ 長野北部中

 2 宮林 祥汰(2) 中学生     24.40 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 更北中

 3 中島 啓貴(2) 中学生     24.60 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 篠ノ井西中

 4 鈴木 竜也(2) 中学生     25.04 
ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 裾花中

 5 小根山 拓人(2) 中学生     25.49 
ｵﾈﾔﾏ ﾀｸﾄ 信大附属長野中
山﨑 叶夢(2) 中学生
ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾑ 川中島中
徳竹 諒真(2) 中学生
ﾄｸﾀｹ ﾘｮｳﾏ 川中島中

   1 松岡 龍哉(2) 中学生 長野北部中     23.39 (-0.3)   3   1
   2 宮林 祥汰(2) 中学生 更北中     24.40 (-0.3)   3   2
   3 中島 啓貴(2) 中学生 篠ノ井西中     24.60 (-0.3)   3   3
   4 鈴木 竜也(2) 中学生 裾花中     25.04 (-0.3)   3   4
   5 中村 颯人(2) 中学生 裾花中     25.48 (+1.4)   2   1
   6 小根山 拓人(2) 中学生 信大附属長野中     25.49 (-0.3)   3   5
   7 小森 巧巳(2) 中学生 若穂中     25.67 (+1.4)   2   2
   8 吉田 純輝(2) 中学生 信大附属長野中     26.36 (+1.4)   2   3
   9 高津 直紀(2) 中学生 長野東部中     26.53 (+1.4)   2   4
  10 中村 豪希(2) 中学生 広徳中     26.81 (+0.4)   1   1
  11 石川 真(2) 中学生 三陽中     26.90 (+1.4)   2   5
  12 竹内 雅樹(2) 中学生 犀陵中     27.05 (+1.4)   2   6
  13 宮澤 佑成(2) 中学生 広徳中     27.72 (+0.4)   1   2
  14 井川 椋哉(2) 中学生 広徳中     28.34 (+0.4)   1   3
  15 駒村 柾人(2) 中学生 若穂中     28.48 (+0.4)   1   4
  16 高橋 岬(2) 中学生 柳町中     28.49 (+1.4)   2   7
  17 島田 樹(2) 中学生 裾花中     28.51 (+1.4)   2   8
  18 瀬尾 知幹(2) 中学生 柳町中     29.34 (+0.4)   1   5
  19 高木 章太(2) 中学生 犀陵中     29.79 (+0.4)   1   6
  20 戸井田 快斗(2) 中学生 若穂中     30.25 (+0.4)   1   7

決勝 10月18日 12:30

県中記録(JR)        21.92

風速 -0.3

 1 久保田 翔(3) 中学生     24.29 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳ 長野北部中
南澤 和輝(3) 中学生
ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 裾花中
松橋 健(3) 中学生
ﾏﾂﾊｼ ｹﾝ 裾花中

3  5722
欠場

4  5662

2  5723
欠場

男子中学3年

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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記録（風） 備考 組 順位
 5689
 6016

8  5968
欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

2  6165

4  5958
欠場

7  5860

3  5729

6  5689

5  6016

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  5900 4  5732
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 10月18日 12:52

県小記録(PR)      2,49.83

 1 中澤 飛翔(4) 小学生   3,37.59 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 長野市陸上教室

 2 大池 麦汰(4) 小学生   3,43.57 
ｵｵｲｹ ﾑｷﾞﾀ 裾花小

 3 内藤 大智(4) 小学生   3,56.90 
ﾅｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 長野市陸上教室

 4 黒川 冬陽(4) 小学生   3,58.92 
ｸﾛｶﾜﾄｳﾔ 城山小

 5 小林 温(4) 小学生   4,02.99 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ 通明小

 6 北島 柊成(4) 小学生   4,03.52 
ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭｳｾｲ 裾花小

 7 滝澤 賢太朗(4) 小学生   4,11.97 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 裾花小

 8 山口 雄太(4) 小学生   4,18.13 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾀ 篠ノ井東小

 9 小山 慎太郎(4) 小学生   4,25.06 
ｺﾔﾏｼﾝﾀﾛｳ 城山小

10 佐藤 悠之介(4) 小学生   4,52.82 
ｻﾄｳ ﾕｳﾉｽｹ 裾花小
小池 幸大(4) 小学生
ｺｲｹ ﾕｷﾋﾛ 裾花小

決勝 10月18日 12:51

県小記録(PR)      2,49.83

 1 赤坂 京亮(5) 小学生   3,41.21 
ｱｶｻｶ ｹｲｽｹ 裾花小

 2 小池 樹雄(5) 小学生   3,44.62 
ｺｲｹ ﾘｵ 裾花小

 3 滝沢 康介(5) 小学生   3,49.08 
ﾀｷｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 塩崎小

 4 小池 広太(5) 小学生   3,49.14 
ｺｲｹ ｺｳﾀ 裾花小

 5 西野 瑛太郎(5) 小学生   3,52.34 
ﾆｼﾉｴｲﾀﾛｳ 城山小

 6 広瀬 達一(5) 小学生   3,52.85 
ﾋﾛｾ ﾀﾂﾋﾄ 長野市陸上教室

 7 池内 心(5) 小学生   4,01.94 
ｲｹｳﾁ ｺｺﾛ 通明小

 8 髙橋 里巧(5) 小学生   4,03.82 
ﾀｶﾊｼ ﾘｸ 長野市陸上教室

 9 広田 歩夢(5) 小学生   4,04.26 
ﾋﾛﾀ ｱﾕﾑ 通明小

10 間口 陸人(5) 小学生   4,50.53 
ﾏｸﾞﾁ ﾘｸﾄ 裾花小
竹元 俊葵(5) 小学生
ﾀｹﾓﾄ ｼｭﾝｷ 裾花小
宮田 拓実(5) 小学生
ﾐﾔﾀ ﾀｸﾐ 長野市陸上教室
風間 亮汰(5) 小学生
ｶｻﾞﾏ ﾘｮｳﾀ 裾花小
武井 俊篤(5) 小学生
ﾀｹｲ ﾄｼｱﾂ 南部小
丸山 生颯(5) 小学生
ﾏﾙﾔﾏ ｲｯｻ 裾花小
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6   179
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7    63
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決勝 10月18日 12:50

県小記録(PR)      2,49.83

 1 西澤 大空(6) 小学生   3,29.99 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｲｸｳ 通明小

 2 井出 匠彌(6) 小学生   3,31.68 
ｲﾃﾞ ﾀｸﾔ 通明小

 3 栁澤 洸瑠(6) 小学生   3,36.19 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 通明小

 4 加藤 直椰(6) 小学生   3,36.50 
ｶﾄｳ ﾅｵﾔ 塩崎小
青栁 怜哉(6) 小学生
ｱｵﾔｷﾞ ﾘｮｳﾔ 裾花小
風間 省吾(6) 小学生
ｶｻﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 裾花小

22   150
欠場

24   145
欠場

25   203

26    12

23   205

21 	204
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男子小学6年

1000m

決勝



決勝 10月18日 13:37

県中記録(JR)      8,31.86

 1 片桐 悠人(1) 中学生   9,54.35 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾄ 長野東部中

 2 木内 友士(1) 中学生  10,16.44 
ｷｳﾁ ﾕｳﾄ 長野東部中

 3 小林 智輝(1) 中学生  10,22.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 長野東部中

 4 柳澤 太一(1) 中学生  10,43.41 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｲﾁ 三陽中

 5 佐藤 晃太(1) 中学生  10,52.30 
ｻﾄｳ ｺｳﾀ 長野東部中

 6 原田 直輝(1) 中学生  10,54.11 
ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵｷ 東北中

 7 若林 俊汰(1) 中学生  10,55.63 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾀ 柳町中

 8 若林 千真(1) 中学生  10,57.64 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 長野東部中

 9 下平 拳也(1) 中学生  11,01.91 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾀﾂﾔ 更北中

10 加藤 佑弥(1) 中学生  11,09.77 
ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 櫻ヶ岡中

11 松本 俊介(1) 中学生  11,12.94 
ﾏﾂﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 裾花中

12 渡辺 諒征(1) 中学生  11,26.86 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｾｲ 三陽中

13 井上 広章(1) 中学生  11,29.03 
ｲﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ 櫻ヶ岡中

14 島田 拓実(1) 中学生  11,33.10 
ｼﾏﾀﾞ ﾀｸﾐ 櫻ヶ岡中

15 井上 祐希(1) 中学生  11,40.61 
ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 篠ノ井西中

16 横田 竜一(1) 中学生  11,42.13 
ﾖｺﾀ ﾘｭｳｲﾁ 信大附属長野中

17 塚田 祐也(1) 中学生  11,53.74 
ﾂｶﾀﾞ ﾕｳﾔ 櫻ヶ岡中

18 岸田 裕太郎(1) 中学生  12,27.40 
ｷｼﾀﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 更北中

19 鹿野 秀明(1) 中学生  12,54.71 
ｶﾉ ﾋﾃﾞｱｷ 三陽中
泉 丈輔(1) 中学生
ｲｽﾞﾐ ｼﾞｮｳｽｹ 東北中
山﨑 太陽(1) 中学生
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲﾖｳ 櫻ヶ岡中
横嶋 孝太朗(1) 中学生
ﾖｺｼﾏ ｺｳﾀﾛｳ 信大附属長野中
堀内 隼輔(1) 中学生
ﾎﾘｳﾁ ｼｭﾝｽｹ 更北中
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決勝 10月18日 13:36

県中記録(JR)      8,31.86

 1 吉田 拓未(2) 中学生   9,40.58 
ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 広徳中

 2 田中 圭(2) 中学生  10,00.62 
ﾀﾅｶｹｲ 三陽中

 3 田中 亮丞(2) 中学生  10,05.15 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 長野東部中

 4 小林 寛太(2) 中学生  10,17.92 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶﾝﾀ 長野東部中

 5 西澤 佑真(2) 中学生  10,22.21 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 篠ノ井西中

 6 小林 勇太(2) 中学生  10,39.60 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 更北中

 7 吉原 瑛人(2) 中学生  10,41.81 
ﾖｼﾊﾗ ｴｲﾄ 長野東部中

 8 小林 将陽(2) 中学生  10,42.31 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷﾔ 長野北部中

 9 宮澤 陸(2) 中学生  10,50.18 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｸ 裾花中

10 松尾 勇希(2) 中学生  10,57.53 
ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 東北中

11 宮澤 岳暉(2) 中学生  11,07.85 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹｷ 信大附属長野中

12 小林 琉吾(2) 中学生  11,16.67 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｺﾞ 裾花中

13 水田 遼太郎(2) 中学生  11,24.37 
ﾐｽﾞﾀﾘｮｳﾀﾛｳ 三陽中

14 佐々木 啓人(2) 中学生  11,24.93 
ｻｻｷ ﾋﾛﾄ 裾花中

15 富井 尋(2) 中学生  12,14.77 
ﾄﾐｲ ｼﾞﾝ 長野北部中

16 川上 喬平(2) 中学生  12,48.21 
ｶﾜｶﾐ ｷｮｳﾍｲ 篠ノ井西中
竹内 柊也(2) 中学生
ﾀｹｳﾁ ｼｭｳﾔ 長野東部中
近藤 宏雅(2) 中学生
ｺﾝﾄﾞｳ ｸｳｶﾞ 柳町中

決勝 10月18日 13:35

県中記録(JR)      8,31.86

 1 飯島 啓太(3) 中学生   9,58.09 
ｲｲｼﾞﾏ ｹｲﾀ 更北中

 2 宮島 昂佑(3) 中学生  10,21.10 
ﾐﾔｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 更北中

 3 神頭 軍馬(3) 中学生  10,25.39 
ｺｳｽﾞ ｸﾞﾝﾏ 長野北部中

 4 佐籐 直樹(3) 中学生  10,36.30 
ｻﾄｳﾅｵｷ 三陽中

 5 髙野 可偉(3) 中学生  10,42.47 
ﾀｶﾉｶｲ 三陽中

 6 丸山 竜矢(3) 中学生  11,09.06 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 長野東部中

 7 清水 翔太(3) 中学生  11,34.41 
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 長野東部中
中曽根 朋弥(3) 中学生
ﾅｶｿﾈ ﾄﾓﾔ 長野東部中
青木 俊輔(3) 中学生
ｱｵｷ ｼｭﾝｽｹ 更北中
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決勝 10月18日 14:25

県中記録(JR)        43.99

[ 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 篠ノ井西中(A)  5857 室賀 早登(2)     50.76  1   7 東北中(A)  5636 松尾 勇希(2)     48.84 

ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳA ﾑﾛｶﾞ ﾊﾔﾄ ﾄｳﾎｸA ﾏﾂｵ ﾕｳｷ
 5860 中島 啓貴(2)  5637 石井 優登(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ ｲｼｲ ﾕｳﾄ
 5856 中村 悠汰(2)  5633 天利 友哉(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ ｱﾏﾘ ﾄﾓﾔ
 5859 西澤 佑真(2)  5632 大原 聖也(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾏ ｵｵﾊﾗ ｾｲﾔ
 2   4 犀陵中(A)  5772 山﨑 蒼来(1)     52.06  2   8 三陽中(B)  5594 田中 圭(2)     49.90 

ｻｲﾘｮｳﾁｭｳA ﾔﾏｻﾞｷ ｿﾗ ｻﾝﾖｳﾁｭｳB ﾀﾅｶｹｲ
 5774 小林 拍斗(1)  5608 石川 真(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｸﾄ ｲｼｶﾜﾏｺﾄ
 5776 鶴田 翔真(1)  5611 原山 尋斗(2)

ﾂﾙﾀ ｼｮｳﾏ ﾊﾗﾔﾏﾋﾛﾄ
 5779 関谷 綜太(1)  5605 小林 汰心(2)

ｾｷﾔ ｿｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼﾀｲｼﾝ
 3   2 柳町中(A)  5407 高橋 岬(2)     52.60  3   5 信大附属長野中  6165 小根山 拓人(2)     51.36 

ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳA ﾀｶﾊｼ ﾐｻｷ ｼﾝﾀﾞｲﾌｿﾞｸﾅｶﾞﾉﾁｭｳ ｵﾈﾔﾏ ﾀｸﾄ
 5408 永井 心(2)  6179 橋本 直弥(2)

ﾅｶﾞｲ ｼﾞﾝ ﾊｼﾓﾄ ﾅｵﾔ
 5403 山岸 俐雄(2)  6171 広瀬 陽一(1)

ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｵ ﾋﾛｾ ﾖｳｲﾁ
 5418 塚田 奏(1)  6182 吉田 純輝(2)

ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾀ ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝｷ
 4   7 三陽中(D)  5570 渡辺 諒征(1)     53.66  4   6 長野東部中(A)  5503 高津 直紀(2)     51.43 

ｻﾝﾖｳﾁｭｳD ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｾｲ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ﾀｶﾂ ﾅｵｷ
 5615 長谷川 悠(1)  5500 岩瀬 巧巳(2)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳ ｲﾜｾ ﾀｸﾐ
 5566 海野 太貴(1)  5498 畔上 亮哉(2)

ｳﾝﾉ ﾀｲｷ ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾘｮｳﾔ
 5619 小根山 慶汰(1)  5506 丸山 静也(2)

ｵﾈﾔﾏ ｹｲﾀ ﾏﾙﾔﾏ ｼｽﾞﾔ
 5   5 三陽中(C)  5602 太田 和善(2)     53.98  5   2 長野東部中(B)  5472 丸山 達己(1)     52.31 

ｻﾝﾖｳﾁｭｳC ｵｵﾀｶｽﾞﾖｼ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｷ
 5600 竹村 笙(2)  5473 吉田 純(1)

ﾀｹﾑﾗｼｮｳ ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ
 5597 中島 秀也(2)  5519 髙山 知宏(1)

ﾅｶｼﾞﾏﾋﾃﾞﾔ ﾀｶﾔﾏ ﾁﾋﾛ
 5595 難波 優飛(2)  5514 小池 亜留斗(1)

ﾅﾝﾊﾞﾕｳﾋ ｺｲｹ ｱﾙﾄ
 6   6 東北中(B)  5642 竹内 友哉(1)     55.23  6   3 裾花中(A)  5739 森山 琉詩(1)     53.20 

ﾄｳﾎｸﾁｭｳB ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳA ﾓﾘﾔﾏ ﾙｳﾀ
 5646 坂口 拓真(1)  5737 中尾 陸人(1)

ｻｶｸﾞﾁ ﾀｸﾏ ﾅｶｵ ﾘｸﾄ
 5643 原田 直輝(1)  5732 島田 樹(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵｷ ｼﾏﾀﾞ ｲﾂｷ
 5645 小林 秀平(1)  5727 中村 颯人(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ
 7   8 柳町中(B)  5414 若林 俊汰(1)     55.49   4 櫻ヶ岡中(A)  5442 尾身 健人(2)

ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾁｭｳB ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾀ ｻｸﾗｶﾞｵｶﾁｭｳA ｵﾐ ｹﾝﾄ 欠場
 5416 和田 佳大(1)  5444 新井 翔壱(2)

ﾜﾀﾞ ｹｲﾀ ｱﾗｲ ｶｲﾁ
 5417 和田 達智(1)  5441 細井 皓輔(2)

ﾜﾀﾞ ﾀﾂﾉﾘ ﾎｿｲ ｺｳｽｹ
 5419 大原 翼(1)  5455 三瓶 恒心(1)

ｵｵﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ ｻﾝﾍﾟｲ ｺｳｼﾝ
 8   9 篠ノ井西中(B)  5867 本元 健太(1)     59.96 

ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳB ﾎﾝｹﾞﾝ ｹﾝﾀ
 5862 井上 祐希(1)

ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ
 5864 中村 耕太朗(1)

ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ
 5865 石坂 海々萌(1)

ｲｼｻﾞｶ ｺｺﾓ

男子中学

4×100mR

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 長野北部中(E)  5662 久保田 翔(3)     46.85 

ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳE ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳ
 5689 松岡 龍哉(2)

ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾔ
 5677 礒野 巧巳(2)

ｲｿﾉ ﾀｸﾐ
 5671 中島 竜輝(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾂｷ
 2   4 犀陵中(B)  5787 沼田 高幸(3)     47.11 

ｻｲﾘｮｳﾁｭｳB ﾇﾏﾀ ﾀｶﾕｷ
 5781 丸山 諒也(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾔ
 5782 丸山 啓太(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｹｲﾀ
 5786 塚田 純平(3)

ﾂｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
 3   5 川中島中(A)  5958 山﨑 叶夢(2)     47.33 

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏﾁｭｳA ﾔﾏｻﾞｷ ﾄﾑ
 5966 渡邊 翔太(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ
 5968 徳竹 諒真(2)

ﾄｸﾀｹ ﾘｮｳﾏ
 5963 石山 丈(2)

ｲｼﾔﾏ ｼﾞｮｳ
 4   3 裾花中(B)  5736 横山 弥晏(1)     48.42 

ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳB ﾖｺﾔﾏ ﾐﾊﾙ
 5713 髙島 蒼太(1)

ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ
 5733 鈴木 友麻(2)

ｽｽﾞｷ ﾕｳﾏ
 5729 鈴木 竜也(2)

ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ
 5   8 若穂中(A)  5897 沼田 誠也(3)     48.65 

ﾜｶﾎﾁｭｳA ﾇﾏﾀ ｾｲﾔ
 5896 倉嶋 祐弥(3)

ｸﾗｼﾏ ﾕｳﾔ
 5906 岸田 悠汰(2)

ｷｼﾀﾞ ﾕｳﾀ
 5899 小森 巧巳(2)

ｺﾓﾘ ﾀｸﾐ
 6   2 三陽中(A)  5582 黒岩 拓人(3)     49.74 

ｻﾝﾖｳﾁｭｳA ｸﾛｲﾜﾀｸﾄ
 5593 宮下 翼(3)

ﾐﾔｼﾀﾂﾊﾞｻ
 5584 佐籐 直樹(3)

ｻﾄｳﾅｵｷ
 5591 髙野 可偉(3)

ﾀｶﾉｶｲ
 7   7 更北中(A)  6023 桑原 勇輝(1)     50.18 

ｺｳﾎｸﾁｭｳA ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｷ
 6021 中島 啓介(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｽｹ
 6035 今井 成知(1)

ｲﾏｲ ﾅﾁ
 6016 宮林 祥汰(2)

ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ

   1 長野北部中(E)     46.85 久保田 翔(3) 松岡 龍哉(2) 礒野 巧巳(2) 中島 竜輝(3)   3   1
   2 犀陵中(B)     47.11 沼田 高幸(3) 丸山 諒也(3) 丸山 啓太(3) 塚田 純平(3)   3   2
   3 川中島中(A)     47.33 山﨑 叶夢(2) 渡邊 翔太(2) 徳竹 諒真(2) 石山 丈(2)   3   3
   4 裾花中(B)     48.42 横山 弥晏(1) 髙島 蒼太(1) 鈴木 友麻(2) 鈴木 竜也(2)   3   4
   5 若穂中(A)     48.65 沼田 誠也(3) 倉嶋 祐弥(3) 岸田 悠汰(2) 小森 巧巳(2)   3   5
   6 東北中(A)     48.84 松尾 勇希(2) 石井 優登(2) 天利 友哉(2) 大原 聖也(2)   2   1
   7 三陽中(A)     49.74 黒岩 拓人(3) 宮下 翼(3) 佐籐 直樹(3) 髙野 可偉(3)   3   6
   8 三陽中(B)     49.90 田中 圭(2) 石川 真(2) 原山 尋斗(2) 小林 汰心(2)   2   2

               
              
              
              

  13 犀陵中(A)     52.06 山﨑 蒼来(1) 小林 拍斗(1) 鶴田 翔真(1) 関谷 綜太(1)   1   2
  14 長野東部中(B)     52.31 丸山 達己(1) 吉田 純(1) 髙山 知宏(1) 小池 亜留斗(1)   2   5
  15 柳町中(A)     52.60 高橋 岬(2) 永井 心(2) 山岸 俐雄(2) 塚田 奏(1)   1   3
  16 裾花中(A)     53.20 森山 琉詩(1) 中尾 陸人(1) 島田 樹(2) 中村 颯人(2)   2   6
  17 三陽中(D)     53.66 渡辺 諒征(1) 長谷川 悠(1) 海野 太貴(1) 小根山 慶汰(1)   1   4
  18 三陽中(C)     53.98 太田 和善(2) 竹村 笙(2) 中島 秀也(2) 難波 優飛(2)   1   5
  19 東北中(B)     55.23 竹内 友哉(1) 坂口 拓真(1) 原田 直輝(1) 小林 秀平(1)   1   6
  20 柳町中(B)     55.49 若林 俊汰(1) 和田 佳大(1) 和田 達智(1) 大原 翼(1)   1   7
  21 篠ノ井西中(B)     59.96 本元 健太(1) 井上 祐希(1) 中村 耕太朗(1) 石坂 海々萌(1)   1   8

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

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

男子中学

4×100mR



決勝 10月18日 11:30

県中記録(JR)         1.97

今井 成知(1) 中学生
ｲﾏｲ ﾅﾁ 更北中
西村 凌之涼(1) 中学生
ﾆｼﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 更北中
鶴田 翔真(1) 中学生
ﾂﾙﾀ ｼｮｳﾏ 犀陵中
竹内 友哉(1) 中学生
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 東北中
和田 佳大(1) 中学生
ﾜﾀﾞ ｹｲﾀ 柳町中
吉田 純(1) 中学生
ﾖｼﾀﾞ ｼﾞｭﾝ 長野東部中
北野 大我(1) 中学生
ｷﾀﾉ ﾀｲｶﾞ 柳町中

決勝 10月18日 11:31

県中記録(JR)         1.97

1m56 1m59
天利 友哉(2) 中学生 - - - - - - O O O O
ｱﾏﾘ ﾄﾓﾔ 東北中 O XXX
矢島 幸来(2) 中学生 - - - - - - O O O XXX
ﾔｼﾏ ｺｳｷ 長野北部中
山﨑 葵偉(2) 中学生 - - - XXO O XO O O XXX
ﾔﾏｻﾞｷ ｱｵｲ 川中島中
嶋 海渡(2) 中学生 - - - - - - O - XXX
ｼﾏ ｶｲﾄ 東北中
増永 友輝(2) 中学生 - - - O O XO O XXX
ﾏｽﾅｶﾞ ﾄﾓｷ 柳町中
戸澤 伊織(2) 中学生 - - - O O O XXX
ﾄｻﾞﾜ ｲｵﾘ 川中島中

 1.15

 1.20

7 2  5415
XXO O XXX

XXX
6 5  5473

- - XXO

 1.20

 1.25

5 4  5416
- - O XXX

O XXX
4 1  5642

- O O

O XXX  1.35

 1.35

3 3  5776
- - - O XO

O O O XXX
2 7  6027

- - -

O XXO XXO XO XXX  1.50

記録 備考
1 6  6035

- - - O O

1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m53氏  名 所属名 1m10 1m15 1m20 1m25

6 9  5962
 1.35

男子中学1年

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

4 13  5625
 1.40

5 8  5405
 1.40

2 10  5681
 1.50

3 12  5965
 1.45

1 11  5633
 1.56

記録
1m20 1m25

備考
1m10 1m15 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m53

男子中学2年

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 10月18日 13:42

県小記録             5.47

古田 旭(4) 小学生   2.89   2.81   2.96    2.96 
ﾌﾙﾀ ｱｻﾋ 共和小   +2.5   +3.7   +3.9    +3.9
立石 大地(4) 小学生 欠場
ﾀﾃｲｼﾀﾞｲﾁ 城山小

決勝 10月18日 13:41

県小記録             5.47

山口 廉(5) 小学生   3.34   3.52   3.51    3.52 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚﾝ 長野市陸上教室   +2.0   +4.4   +2.3    +4.4
今井 倫太郎(5) 小学生   3.30   3.25   3.34    3.34 
ｲﾏｲ ﾘﾝﾀﾛｳ 長野市陸上教室   +2.3   +2.7   +3.3    +3.3
神田 真士(5) 小学生   3.15   2.90   3.22    3.22 
ｶﾝﾀﾞﾏｻｼ 城山小   +2.2   +2.4   +2.7    +2.7
下村 素晴(5) 小学生    X    X   2.57    2.57 
ｼﾓﾑﾗｽﾊﾞﾙ 城山小   +4.4    +4.4
竹内 宙(5) 小学生 欠場
ﾀｹｳﾁ ｿﾗ 綿内小
三宅 悠斗(5) 小学生 欠場
ﾐﾔｹ ﾕｳﾄ 長野市陸上教室

決勝 10月18日 13:40

県小記録             5.47

宮下 倖盛(6) 小学生    X   4.01   4.12    4.12 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｾｲ 松代小   +2.2   +1.6    +1.6
清水 七鳳(6) 小学生   3.88   3.85    X    3.88 
ｼﾐｽﾞ ﾅﾄﾘ 塩崎小   +1.5   +2.8    +1.5
古田 准也(6) 小学生   3.31   3.48    X    3.48 
ﾌﾙﾀｼﾞｭﾝﾔ 城山小   +3.4   +2.5    +2.5

3 1    87

1 3    49

2 2    13

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子小学6年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

6   236

7   197

3 8    65

4 4    64

備考
1 9   180

2 5   173

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

10    88

男子小学5年

走幅跳

決勝

-6- 記録 備考
1 11   226

所属名 -1- -2- -3- -4- -5-

男子小学4年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名



決勝 10月18日  9:35

県中記録(JR)         7.04

塚田 奏(1) 中学生   5.36   4.99    X    5.36 
ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾀ 柳町中   -0.1   -0.7    -0.1
関谷 綜太(1) 中学生   4.70   4.84   4.77    4.84 
ｾｷﾔ ｿｳﾀ 犀陵中   -0.8   +0.4   -0.5    +0.4
中尾 陸人(1) 中学生   4.53   4.68   4.62    4.68 
ﾅｶｵ ﾘｸﾄ 裾花中   +0.2   -0.1   +0.9    -0.1
小林 秀平(1) 中学生   4.57   4.46   4.56    4.57 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 東北中    0.0    0.0   +1.5     0.0
市川 遥葵(1) 中学生    X   4.43    X    4.43 
ｲﾁｶﾜ ﾊﾙｷ 篠ノ井西中   +0.2    +0.2
木鋪 颯馬(1) 中学生   4.31   3.89   4.01    4.31 
ｷｼｸ ｿｳﾏ 長野東部中    0.0   +0.5   +1.4     0.0
池田 悠輝(1) 中学生   4.23   4.23   3.91    4.23 
ｲｹﾀﾞ ﾕｳｷ 更北中   -1.0   +0.8   -0.7    -1.0
寺嶋 飛雄(1) 中学生   3.95   4.07   3.70    4.07 
ﾃﾗｼﾏ ﾋﾕｳ 更北中   +0.4   +0.1   -0.8    +0.1
下平 悠貴(1) 中学生   3.82   3.83   3.97    3.97 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 更北中    0.0   +0.2   +1.5    +1.5
小野 慎也(1) 中学生   3.96   3.84   3.79    3.96 
ｵﾉ  ｼﾝﾔ 更北中   -0.5    0.0   -0.3    -0.5
笠井 潤繭(1) 中学生   3.87   3.91   3.82    3.91 
ｶｻｲ ｼﾞｭﾝｹｲ 櫻ヶ岡中   -0.9   +0.1   +1.1    +0.1
石坂 海々萌(1) 中学生   3.80   3.84   3.64    3.84 
ｲｼｻﾞｶ ｺｺﾓ 篠ノ井西中   -0.8   -0.1   -0.5    -0.1
小林 諒哉(1) 中学生    X   3.53   3.73    3.73 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 更北中    0.0   -0.2    -0.2
小林 希大(1) 中学生   3.54   3.71   3.39    3.71 
ｺﾊﾞﾔｼ ｷﾀﾞｲ 更北中    0.0    0.0    0.0     0.0
長尾 怜士(1) 中学生    X    X   3.38    3.38 
ﾅｶﾞｵ ﾚｲｼﾞ 三陽中   +0.1    +0.1
山﨑 実哉(1) 中学生   2.27    X    X    2.27 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾁｶﾔ 更北中    0.0     0.0
髙森 海音(1) 中学生 欠場
ﾀｶﾓﾘ ｶｲﾄ 川中島中
金木 亜玖亜(1) 中学生 欠場
ｶﾈｷ ｱｸｱ 櫻ヶ岡中

決勝 10月18日  9:36

県中記録(JR)         7.04

篠﨑 健矢(2) 中学生    X   5.17   5.29    5.29 
ｼﾉｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 川中島中   +0.2   +1.9    +1.9
長谷部 圭悟(2) 中学生   4.86   4.70   5.00    5.00 
ﾊｾﾍﾞ ｹｲｺﾞ 更北中    0.0   -0.4   +1.0    +1.0
室賀 早登(2) 中学生    X   4.92   4.94    4.94 
ﾑﾛｶﾞ ﾊﾔﾄ 篠ノ井西中   -0.4   +0.4    +0.4
関崎 優輝(2) 中学生   2.66    X    X    2.66 
ｾｷｻﾞｷ ﾕｳｷ 東北中   -0.4    -0.4
佐藤 大紀(2) 中学生 欠場
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｷ 更北中
谷迫 豪志(2) 中学生 欠場
ﾀﾆｻｺ ｺﾞｳｼ 裾花中
渡邊 翔太(2) 中学生 欠場
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 川中島中
畔上 亮哉(2) 中学生 欠場
ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾘｮｳﾔ 長野東部中
長岡 陸斗(2) 中学生 欠場
ﾅｶﾞｵｶ ﾘｸﾄ 更北中
皆川 正吾(2) 中学生 欠場
ﾐﾅｶﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 更北中
礒野 巧巳(2) 中学生 欠場
ｲｿﾉ ﾀｸﾐ 長野北部中

17  5452

16 4  6033

5  5975

14 2  6037

15 11  5567

12 6  5865

13 3  6034

10 7  6030

11 12  5451

8 1  6026

9 14  6025

6 15  5512

7 10  6029

4 13  5645

5 8  5861

2 9  5779

3 16  5737

-6- 記録 備考
1 18  5418

所属名 -1- -2- -3- -4- -5-

29  5677

男子中学1年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

24  6036

28  6019

22  5966

23  5498

19  6037

20  5728

3 27  5857

4 21  5634

1 25  5967

2 26  6015

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子中学2年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 10月18日  9:37

県中記録(JR)         7.04

大宮 侑馬(3) 中学生   5.84   5.65   5.63    5.84 
ｵｵﾐﾔ ﾕｳﾏ 裾花中   +0.7   -0.8   -0.6    +0.7
黒岩 拓人(3) 中学生   5.41   5.20    X    5.41 
ｸﾛｲﾜﾀｸﾄ 三陽中   -0.2   -0.4    -0.2
竹内 優(3) 中学生   4.97   5.19   5.07    5.19 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳ 更北中    0.0    0.0   +0.1     0.0
西澤 和輝(3) 中学生 欠場
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 更北中

3 30  6010

31  6001

1 33  5720
-5-

2 32  5582

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

男子中学3年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 10月18日 12:00

県中記録(JR)        13.45

小林 浩都(1) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 東北中
相沢 舞裟斗(1) 中学生
ｱｲｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 更北中
吉田 真輝(1) 中学生
ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ 東北中
矢花 大季(1) 中学生
ﾔﾊﾞﾅ ﾋﾛｷ 更北中
本元 健太(1) 中学生
ﾎﾝｹﾞﾝ ｹﾝﾀ 篠ノ井西中
丸山 大木(1) 中学生
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲｷ 更北中
徳永 侑輝(1) 中学生 欠場
ﾄｸﾅｶﾞ ﾕｳｷ 裾花中

決勝 10月18日 12:01

県中記録(JR)        13.45

酒井 優馬(2) 中学生
ｻｶｲ ﾕｳﾏ 広徳中
中嶋 桜太(2) 中学生
ﾅｶｼﾞﾏ ｵｳﾀ 広徳中
伊藤 誉記(2) 中学生
ｲﾄｳ ﾖｼｷ 更北中
中島 啓介(2) 中学生
ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｽｹ 更北中
小野 和輝(2) 中学生
ｵﾉ ｶｽﾞｷ 更北中

決勝 10月18日 12:02

県中記録(JR)        13.45

塚田 純平(3) 中学生
ﾂｶﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 犀陵中
児玉 裕隆(3) 中学生
ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛﾀｶ 更北中
長谷川 悠太(3) 中学生
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 犀陵中

  5.12 

2  5738

  6.22 

6 7  6038
 5.09  5.12   X

  6.23 

5 4  5867
 5.66  5.95  6.22

  6.33 

4 1  6028
 6.23  5.77  5.59

  6.39 

3 5  5641
 6.12  5.90  6.33

  7.21 

2 6  5991
 6.30  6.24  6.39

-5- -6- 記録 備考
1 3  5640

 6.46  7.21   X

氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4-

  5.77 

男子中学1年

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

  6.48 

5 8  6020
 5.76  5.77  4.87

  7.64 

4 9  6021
 6.12  6.02  6.48

  7.78 

3 10  6022
 7.64  7.24  7.24

  8.19 

2 12  6068
 7.53  7.78  7.78

1 11  6066
 7.79  7.77  8.19

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子中学2年

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

男子中学3年

砲丸投(5.000kg)砲丸投(5.000kg)

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 1515  5786 5786

11.0411.04 11.4411.44 10.2510.25  11.44  11.44 

22 1414  6000 6000
 9.82 9.82 10.1210.12 10.0310.03  10.12  10.12 

33 1313  5780 5780
 8.80 8.80  9.49 9.49  9.66 9.66   9.66   9.66 
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