
第59回松本市市民体育大会春季大会　陸上競技の部 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森　茂幸
主催：松本市・（一財）松本体育協会 跳躍審判長 藤森　茂幸
主管：松本陸上競技協会 投擲審判長 藤森　茂幸
【開催日】 2016年5月7日（土） 記録主任： 丸山 新吉

【主催団体】 松本市・（一財）松本体育協会 決勝記録一覧表
男  子 【競技場】県松本平広域公園

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 5/ 7 中学男子  -3.6今西 康太(3) 12.53 泰永 新(2) 12.60 横澤 秀飛(3) 12.74 倉田 歩夢(3) 12.74 村上 裕太郎(2) 12.77 蒔田 陽一朗(3) 12.93 中村 太郎(3) 13.00

100m 大野川中 波田中 菅野中 信明中 菅野中 開成中 鉢盛中
 5/ 7 粟津原 奨太(3) 55.00 滝口 優月(3) 55.83 越川 慧之(3) 56.04 逢澤 禅(3) 56.45 角崎 雅武(2) 58.34 渡辺 丈晴(2) 59.62 有村 尋仁(2) 59.97 栁瀬 怜(3) 1:00.65

400m 鉢盛中 高綱中 附属松本中 開成中 女鳥羽中 筑摩野中 鉢盛中 菅野中
 5/ 7 村上 裕雅(3) 4:41.85 西垣 拓弥(3) 4:47.84 安坂 光瑠(2) 4:51.80 椋野 寛大(2) 4:53.42 小倉 颯太(3) 4:53.85 清水 翔(3) 5:02.01 関崎 暁武(3) 5:02.54 村岡 拓海(3) 5:05.83

1500m 鉢盛中 附属松本中 開成中 附属松本中 信明中 松島中 松島中 波田中
 5/ 7 木村 暁仁(3) 9:43.36 川上 烈生(3) 9:49.71 櫻井 心路(3) 9:53.41 北山 虎太郎(3) 10:28.68 小林 史弥(2) 10:44.01 古澤 彰大(3) 10:59.93 斉藤 洸大(3) 11:07.39 元田 希海(2) 11:31.09

3000m 女鳥羽中 鉢盛中 菅野中 鉢盛中 菅野中 高綱中 大野川中 菅野中
 5/ 7 中村 柊真(3) 18.14 堤 一(3) 18.27 河上 侃太(3) 18.38 辻 雄斗(3) 18.90 中村 恵輔(2) 19.23 濱田 仁介(2) 19.76 古畑 秀都(2) 20.68 窪田 涼佑(2) 20.88

110mH(0.914m) 信明中 筑摩野中 附属松本中 旭町中 高綱中 附属松本中 波田中 附属松本中
 5/ 7 須澤 香木(3) 1.65 高田 幸之介(3) 1.65 荒井 琉(2) 1.50 清澤 歩夢(3) 菅野中 1.40 中西 司(3) 1.40 高橋 輝(2) 1.40 水口 拓実(2) 1.35

走高跳 丸ﾉ内中 旭町中 山辺中 黒田 海斗(2) 鎌田中 菅野中 松島中 菅野中
 5/ 7 山本 祐己(3) 6.14(+2.5) 筒井 幸輝(3) 5.98(+3.2) 鈴木 翔大(3) 5.67(+7.5) 嘉陽 宗馬(3) 5.64(+4.9) 中上 在(3) 5.50(+2.3) 鳥羽 亮太(2) 5.44(+6.1) 篠原 洸樹(3) 5.37(+6.5) 伊藤 奨悟(2) 5.25(+5.2)

走幅跳 旭町中 菅野中 筑摩野中 山辺中 梓川中 山辺中 筑摩野中 附属松本中
 5/ 7 池上 大希(3) 11.71 青木 友汰(2) 8.61 池田 倭(3) 8.02 萩原 道斗(2) 7.95 上條 泰斗(2) 7.66 椙浦 大喜(2) 7.04 田中 秀樹(2) 6.33 岩垂 真生(2) 5.79

砲丸投(5.000kg) 清水中 梓川中 高綱中 清水中 波田中 清水中 附属松本中 菅野中
 5/ 7 附属松本中(B)      48.61 鉢盛中       48.79 信明中       48.87 菅野中       49.37 旭町中       50.30 女鳥羽中       50.42 高綱中       50.56 開成中       51.18

4×100m 中川 拓也(3) 有村 尋仁(2) 小倉 颯太(3) 津滝 祥(3) 辻 雄斗(3) 藤本 晴也(3) 池田 倭(3) 小野 悠飛(3)
河上 侃太(3) 粟津原 奨太(3) 中村 柊真(3) 栁瀬 怜(3) 山本 祐己(3) 角崎 雅武(2) 宮澤 一真(3) 中嶌 優太(3)
林 龍之介(3) 中村 太郎(3) 太田 夏暉(2) 筒井 幸輝(3) 栁澤 有志(3) 上田 大貴(3) 小林 和磨(3) 蒔田 陽一朗(3)
越川 慧之(3) 青柳 大夢(3) 倉田 歩夢(3) 横澤 秀飛(3) 高田 幸之介(3) 丸山 優(3) 滝口 優月(3) 逢澤 禅(3)

 5/ 7 一般･高校男  -6.0安藤 直哉(4) 11.43 西村 陽杜(1) 11.77 三宅 浩生(3) 11.95 飯島 拓海(3) 12.01 坂中 勇磨(2) 12.21 杏 直樹(2) 12.23 井口 将理(3) 12.31 髙村 拓明(3) 12.33
100m 松本大 松商学園高 松商学園高 松本深志高 松本県ヶ丘高 松本工業高 松本県ヶ丘高 松本工業高

 5/ 7 浦野 泰希(4) 49.28 望月春希(3) 49.89 伊藤 良多 49.89 小林 航(2) 50.47 北野 玄仁(2) 51.15 髙木涼太(3) 52.78 小林 涼(4) 54.59
400m 松本大 松本蟻ヶ崎高 信大病院 松本大 松本県ヶ丘高 松本蟻ヶ崎高 信大医陸

 5/ 7 中沢 夏輝(2) 2:02.82 増澤 直彦(3) 2:03.51 徳原 冬威(2) 2:04.05 猿田 大樹(3) 2:05.14 逢澤 智広 2:05.53 村瀬 勇哉(2) 2:05.54 山本 昌希 2:06.09 渋谷涼太(3) 2:07.87
800m 梓川高 松本深志高 松本深志高 松本工業高 松本陸協 松本工業高 松本陸協 松本蟻ヶ崎高

 5/ 7 塩原 大 16:04.70 山本 昌希 16:38.43 百瀬 永吉 17:12.43 栁沼 祐希(2) 17:20.63 吉田 優希(3) 17:27.79 駒澤 信二 17:36.73 武井 湧平(2) 17:47.83 加藤 卓美 19:42.14
5000m 松本陸協 松本陸協 松本陸協 松本深志高 松本大 松本陸協 松本大 松本陸協

 5/ 7 小野 寛貴(3) 1.95 青柳 朋和(3) 1.85 榎本 崚冴(1) 1.80 東井隆希(3) 1.65 木船宗一(3) 1.65 笹川 昂輝(3) 1.65 二木 和輝(2) 1.65 塩原 大樹(2) 1.55
走高跳 松商学園高 松本工業高 信大医陸 松本蟻ヶ崎高 松本蟻ヶ崎高 松本県ヶ丘高 松本大 松商学園高

北野 慧(3)
松商学園高

 5/ 7 青沼 和紀(4) 7.10(+3.8) 種山 翔太(3) 6.93(+5.5) 村瀬 直希(2) 6.49(+4.3) 奥原 隼太 6.30(+3.9) 神田 来夢(1) 6.28(+4.3) 丸山 諒太(2) 6.15(+4.3) 矢ヶ崎 至門(1)5.98(+4.9) 古畑 智也(3) 5.88(+6.8)
走幅跳 松本大 松本工業高 松本大 with 松商学園高 松本県ヶ丘高 松商学園高 松本工業高

 5/ 7 丸山 幹稀(1) 59.31 小澤 匠(3) 54.71 上原晟弘(2) 51.44 奥灘 慎太郎(3) 43.58 安藤 直哉(4) 39.21 草間 拓海(3) 38.74 西牧 廉(1) 38.03 前澤 圭人(2) 37.90
やり投(0.800kg) 松本大 松本大 松本蟻ヶ崎高 松本県ヶ丘高 松本大 松本県ヶ丘高 松本工業高 梓川高

 5/ 7 松商学園高(A)      42.37 松商学園高(B)      42.61 松本大(A)       43.49 松本大(B)       44.06 信大医陸       45.45
4×100m 三宅 浩生(3) 西村 陽杜(1) 安藤 直哉(4) 丸山 玲央(2) 政田 啓輔(4)

伊藤 拓海(2) 神田 来夢(1) 丸山 幹稀(1) 小林 航(2) 椚谷 健(2)
成澤 稜(3) 柳沢 直生(1) 大野 智裕(1) 清水 泰志(4) 小林 涼(4)
樋口 一馬(3) 穗苅 康人(1) 浦野 泰希(4) 藤森 秀貴(4) 池谷 宗一郎(5)

 5/ 7 小学4_6年男 安坂 丈瑠(6) 14.34 原 大輝(6) 14.65 大野 蒼真(6) 14.72 輪湖 颯(6) 14.80 百瀬 稜(5) 14.96 宮入  大輝(5) 14.97 丸山 辰樹(6) 15.04 重田 篤希(6) 15.17
100m 筑摩小 清水小 芝沢小 梓川小 筑摩小 並柳小 開智小 山辺小

 5/ 7 杉原 立樹(6) 3:23.98 冨永大輔(6) 3:24.95 古澤 昇吾(5) 3:33.92 三浦 快介(6) 3:37.03 水野 琉斗(5) 3:40.85 平野 泰士(5) 3:41.27 中山 太智(5) 3:44.38 濱野 大輝(4) 3:45.31
1000m 筑摩小 山辺小 芝沢小 清水小 ｺﾒｯﾄ波田 開智小 ｺﾒｯﾄ波田 芳川小

 5/ 7 菱沼 馨斗(6) 3.65(+0.1) 八田 爽羽(4) 3.32(-2.7) 八懸 一星(5) 3.30(-1.7) 内藤 優人(5) 3.28(-0.7) 伊藤 仁城(5) 3.26(+4.1) 勝部尚生(6) 3.17(+0.1) 黒田 隼矢(5) 3.04(+0.9) 村松 洸典(4) 3.01(+0.7)
走幅跳 開智小 大野川小 大野川小 芝沢小 ｺﾒｯﾄ波田 二子小 筑摩小 田川小

 5/ 7 杣谷 行志朗(6) 43.79 大槻 剛渡(6) 38.97 白井 大貴(5) 34.81 黄木 雄斗(5) 34.70 飯ヶ濵 崇人(5) 33.03 黄木 秀悟(4) 32.61 花岡 健太郎(6) 32.25 大野 優太(6) 30.51
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 今井小 今井小 ｺﾒｯﾄ波田 島内小 山辺小 島内小 山辺小 安曇小

 5/ 7 今井小       58.73 筑摩小       59.79 ｺﾒｯﾄ波田(A)     1:00.10 清水小     1:02.59 芝沢小     1:03.85 並柳小     1:04.02 ｺﾒｯﾄ波田(B)     1:05.11 鎌田小     1:05.24
4×100m 桃井 盛那(6) 有江 禅(5) 木下 慎太郎 三浦 快介(6) 古澤 昇吾(5) 今井  優希(5) 根本 昊太 酒本 悠慎(4)

大槻 剛渡(6) 青栁 颯(5) 髙木 遼磨 大留 朝陽(6) 中村 優作(5) 宮入  大輝(5) 古野 幌大 小林 陽琉(4)
櫻井 秀瑛(6) 赤羽 大夢(5) 小口 翔 松本 優人(6) 横森 登威(5) 阿部 康介(4) 西沢 爽人 水鳥 悠(6)
杣谷 行志朗(6) 百瀬 稜(5) 唐沢 直弥 原 大輝(6) 奥原 悠月 安生  蒼空(5) 菊地 来夢人 百瀬 虎大朗(6)



第59回松本市市民体育大会春季大会　陸上競技の部

競技場：県松本平広域公園

グランドコンディション

 2016/ 5/ 7    8:40    3.5    19.0
   9:00    2.8    18.5
  10:00    4.2    18.0
  11:00    5.1    20.0
  12:00    4.1    21.5
  13:00    1.9    24.0
  14:00    4.0    26.0
  15:00    8.7    25.5
  16:00    9.4    24.5

天候日付 計測場所時刻 気温 ℃ 湿度 ％風速 m/s風向
曇り 東南東  59.0
曇り 南東  62.0
曇り 南東  66.0
曇り 南東  60.0
曇り 東南東  49.0
曇り 東  46.0

晴れ 西南西  39.0

晴れ 西南西  41.0
晴れ 西  41.0



決勝 5月7日 11:00

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +1.7

 1 齋藤 雅幸(6)     15.65  1 中村 優作(5)     15.40 
ｻｲﾄｳ ﾏｻﾕｷ 田川小 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｻｸ 芝沢小

 2 村松 凌典(6)     15.70  2 酒井 大祐(6)     15.93 
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 田川小 ｻｶｲﾀﾞｲｽｹ 山辺小

 3 竹内 瑠哉(6)     16.15  3 原 佑綺(5)     16.09 
ﾀｹｳﾁ ﾘｭｳﾔ 二子小 ﾊﾗ ﾕｳｷ 芳川小

 4 横森 登威(5)     16.24  4 山本 正治(5)     16.53 
ﾖｺﾓﾘ ﾄｳｲ 芝沢小 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾊﾙ ｺﾒｯﾄ波田

 5 上嶋 晴輝(5)     16.67  5 下村 優達(4)     17.44 
ｳｴｼﾏ ﾊﾙｷ 寿AC ｼﾓﾑﾗ ﾕｳﾄ 寿小

 6 上條 大河(5)     16.75  6 永井 海翔(5)     18.71 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｲｶﾞ 寿AC ﾅｶﾞｲ ｶｲﾄ 寿小

 7 太田 竣介(5)     17.67  7 飯野 優(6)     18.95 
ｵｵﾀ ｼｭﾝｽｹ ｺﾒｯﾄ波田 ｲｲﾉ ﾕｳ 安曇小

 8 細田 大翔(4)     17.75  8 西川 慶一郎(4)     19.44 
ﾎｿﾀﾞ  ﾊﾙﾄ 寿小 ﾆｼｶﾜ ｹｲｲﾁﾛｳ 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ

[ 3組] 風速 +1.5 [ 4組] 風速 +0.8

 1 大野 蒼真(6)     14.72  1 櫻井 秀瑛(6)     15.40 
ｵｵﾉ ｿｳﾏ 芝沢小 ｻｸﾗｲ ｼｭｳｴｲ 今井小

 2 重田 篤希(6)     15.17  2 片倉 彪我(4)     16.16 
ｼｹﾞﾀｱﾂｷ 山辺小 ｶﾀｸﾗ ﾋｭｳｶﾞ 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ

 3 桃井 盛那(6)     15.51  3 大月 隼(6)     16.46 
ﾓﾓｲ ｾﾅ 今井小 ｵｵﾂｷ ﾊﾔﾄ 田川小

 4 鈴木 亮吾(5)     15.97  4 中島 大樹(5)     16.74 
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳｺﾞ 田川小 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 芳川小

 5 手塚 朝陽(6)     16.15  5 小林 昌弘(4)     16.83 
ﾃﾂﾞｶ ｱｻﾋ 芳川小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 芳川小

 6 伊藤 心(5)     17.06  6 髙田 真平(5)     16.87 
ｲﾄｳ ｼﾝ 寿AC ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 附属松本小

 7 中西 渉(4)     17.18  7 上條 茂真(5)     18.22 
ﾅｶﾆｼ ﾜﾀﾙ 二子小 ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｹﾞﾏ 寿小

 8 川上 陽翔(4)     17.62  8 飯田柚玖(4)     18.25 
ｶﾜｶﾐ ﾊﾙﾄ 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ ｲｲﾀﾞ ﾕｽﾞｸ 二子小

[ 5組] 風速 +1.4 [ 6組] 風速 -0.2

 1 山口 洸斗(5)     15.79  1 市川  圭斗(6)     15.57 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ ｺﾒｯﾄ波田 ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ 並柳小

 2 島崎 理央(5)     16.08  2 根橋 建介(5)     16.04 
ｼﾏｻﾞｷ ﾘｵ 旭町小 ﾈﾊﾞｼ ｹﾝｽｹ 旭町小

 3 宮澤 啓太(5)     16.30  3 安生  蒼空(5)     16.16 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹｲﾀ 芝沢小 ｱﾝｼﾞｮｳ ｿﾗ 並柳小

 4 躑躅 琉唯(4)     16.72  4 林 裕雅(5)     16.22 
ﾂﾂｼﾞ ﾙｲ 寿AC ﾊﾔｼ ﾕｳｶﾞ 開智小

 5 中村 駿汰(4)     16.75  5 岸川 夏央(5)     16.33 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 旭町小 ｷｼｶﾜ ﾅｵ 筑摩小

 6 安坂 充瑠(4)     17.42  6 小栗 聡真(5)     16.59 
ｱｻﾞｶ ﾐﾂﾙ 筑摩小 ｵｸﾞﾘ ｿｳﾏ 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ

 7 木間 陸斗(4)     17.65 大森  翔太(5)
ｷﾏ ﾘｸﾄ 開智小 ｵｵﾓﾘ ｼｮｳﾀ 並柳小

 8 由上 達也(5)     21.20 
ﾖｼｶﾐ ﾀﾂﾔ 開智小

[ 7組] 風速 +4.1 [ 8組] 風速 -1.1

 1 原 大輝(6)     14.65  1 安坂 丈瑠(6)     14.34 
ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 清水小 ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 筑摩小

 2 宮入  大輝(5)     14.97  2 輪湖 颯(6)     14.80 
ﾐﾔｲﾘ ﾊﾙｷ 並柳小 ﾜｺ ﾊﾔﾄ 梓川小

 3 丸山 辰樹(6)     15.04  3 百瀬 稜(5)     14.96 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｷ 開智小 ﾓﾓｾ ﾘｮｳ 筑摩小

 4 酒本 悠慎(4)     16.01  4 石田 朗雅(5)     15.30 
ｻｹﾓﾄ ﾕｳﾏ 鎌田小 ｲｼﾀﾞ ｱｷﾏｻ 旭町小

 5 大留 朝陽(6)     16.30  5 片桐 拓真(5)     15.33 
ｵｵﾄﾒ ｱｻﾋ 清水小 ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｸﾏ 菅野小

 6 佐藤 雅浩(4)     17.49  6 百瀬 虎大朗(6)     15.42 
ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 鎌田小 ﾓﾓｾ ｺﾀﾛｳ 鎌田小

 7 小林 陽琉(4)     17.67  7 吉澤 虎伯(6)     18.73 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ 鎌田小 ﾖｼｻﾞﾜ ｺﾊｸ 菅野小
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   1 安坂 丈瑠(6) 筑摩小     14.34 (-1.1)   8   1
   2 原 大輝(6) 清水小     14.65 (+4.1)   7   1
   3 大野 蒼真(6) 芝沢小     14.72 (+1.5)   3   1
   4 輪湖 颯(6) 梓川小     14.80 (-1.1)   8   2
   5 百瀬 稜(5) 筑摩小     14.96 (-1.1)   8   3
   6 宮入  大輝(5) 並柳小     14.97 (+4.1)   7   2
   7 丸山 辰樹(6) 開智小     15.04 (+4.1)   7   3
   8 重田 篤希(6) 山辺小     15.17 (+1.5)   3   2
   9 石田 朗雅(5) 旭町小     15.30 (-1.1)   8   4
  10 片桐 拓真(5) 菅野小     15.33 (-1.1)   8   5
  11 中村 優作(5) 芝沢小     15.40 (+1.7)   2   1
  11 櫻井 秀瑛(6) 今井小     15.40 (+0.8)   4   1
  13 百瀬 虎大朗(6) 鎌田小     15.42 (-1.1)   8   6
  14 桃井 盛那(6) 今井小     15.51 (+1.5)   3   3
  15 市川  圭斗(6) 並柳小     15.57 (-0.2)   6   1
  16 齋藤 雅幸(6) 田川小     15.65 (+1.7)   1   1
  17 村松 凌典(6) 田川小     15.70 (+1.7)   1   2
  18 山口 洸斗(5) ｺﾒｯﾄ波田     15.79 (+1.4)   5   1
  19 酒井 大祐(6) 山辺小     15.93 (+1.7)   2   2
  20 鈴木 亮吾(5) 田川小     15.97 (+1.5)   3   4
  21 酒本 悠慎(4) 鎌田小     16.01 (+4.1)   7   4
  22 根橋 建介(5) 旭町小     16.04 (-0.2)   6   2
  23 島崎 理央(5) 旭町小     16.08 (+1.4)   5   2
  24 原 佑綺(5) 芳川小     16.09 (+1.7)   2   3
  25 竹内 瑠哉(6) 二子小     16.15 (+1.7)   1   3
  25 手塚 朝陽(6) 芳川小     16.15 (+1.5)   3   5
  27 片倉 彪我(4) 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ     16.16 (+0.8)   4   2
  27 安生  蒼空(5) 並柳小     16.16 (-0.2)   6   3
  29 林 裕雅(5) 開智小     16.22 (-0.2)   6   4
  30 横森 登威(5) 芝沢小     16.24 (+1.7)   1   4
  31 宮澤 啓太(5) 芝沢小     16.30 (+1.4)   5   3
  31 大留 朝陽(6) 清水小     16.30 (+4.1)   7   5
  33 岸川 夏央(5) 筑摩小     16.33 (-0.2)   6   5
  34 大月 隼(6) 田川小     16.46 (+0.8)   4   3
  35 山本 正治(5) ｺﾒｯﾄ波田     16.53 (+1.7)   2   4
  36 小栗 聡真(5) 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ     16.59 (-0.2)   6   6
  37 上嶋 晴輝(5) 寿AC     16.67 (+1.7)   1   5
  38 躑躅 琉唯(4) 寿AC     16.72 (+1.4)   5   4
  39 中島 大樹(5) 芳川小     16.74 (+0.8)   4   4
  40 中村 駿汰(4) 旭町小     16.75 (+1.4)   5   5
  40 上條 大河(5) 寿AC     16.75 (+1.7)   1   6
  42 小林 昌弘(4) 芳川小     16.83 (+0.8)   4   5
  43 髙田 真平(5) 附属松本小     16.87 (+0.8)   4   6
  44 伊藤 心(5) 寿AC     17.06 (+1.5)   3   6
  45 中西 渉(4) 二子小     17.18 (+1.5)   3   7
  46 安坂 充瑠(4) 筑摩小     17.42 (+1.4)   5   6
  47 下村 優達(4) 寿小     17.44 (+1.7)   2   5
  48 佐藤 雅浩(4) 鎌田小     17.49 (+4.1)   7   6
  49 川上 陽翔(4) 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ     17.62 (+1.5)   3   8
  50 木間 陸斗(4) 開智小     17.65 (+1.4)   5   7
  51 太田 竣介(5) ｺﾒｯﾄ波田     17.67 (+1.7)   1   7
  51 小林 陽琉(4) 鎌田小     17.67 (+4.1)   7   7
  53 細田 大翔(4) 寿小     17.75 (+1.7)   1   8
  54 上條 茂真(5) 寿小     18.22 (+0.8)   4   7
  55 飯田柚玖(4) 二子小     18.25 (+0.8)   4   8
  56 永井 海翔(5) 寿小     18.71 (+1.7)   2   6
  57 吉澤 虎伯(6) 菅野小     18.73 (-1.1)   8   7
  58 飯野 優(6) 安曇小     18.95 (+1.7)   2   7
  59 西川 慶一郎(4) 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ     19.44 (+1.7)   2   8
  60 由上 達也(5) 開智小     21.20 (+1.4)   5   8
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決勝 5月7日  9:55

[ 1組] [ 2組]

 1 冨永大輔(6)   3:24.95  1 杉原 立樹(6)   3:23.98 
ﾄﾐﾅｶﾞﾀﾞｲｽｹ 山辺小 ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ 筑摩小

 2 古澤 昇吾(5)   3:33.92  2 三浦 快介(6)   3:37.03 
ﾌﾙｻﾜ ｼｮｳｺﾞ 芝沢小 ﾐｳﾗ ｶｲｽｹ 清水小

 3 岩垂 聡志(6)   3:51.57  3 水野 琉斗(5)   3:40.85 
ｲﾜﾀﾞﾚ ｻﾄｼ 岡田小 ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳﾄ ｺﾒｯﾄ波田

 4 山口 陸哉(6)   3:56.27  4 平野 泰士(5)   3:41.27 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｸﾔ 岡田小 ﾋﾗﾉ ﾔｽｼ 開智小

 5 堀井宏輝(4)   3:59.18  5 中山 太智(5)   3:44.38 
ﾎﾘｲ ﾋﾛｷ 二子小 ﾅｶﾔﾏ ﾀｲﾁ ｺﾒｯﾄ波田

 6 小畑 翔生(5)   4:02.07  6 濱野 大輝(4)   3:45.31 
ｵﾊﾞﾀｶｲ 山辺小 ﾊﾏﾉ ﾀﾞｲｷ 芳川小

 7 坂本 拓歩(5)   4:02.91  7 小澤 周平(6)   3:53.56 
ｻｶﾓﾄ ﾀｸﾎ 田川小 ｵｻﾞﾜ ｼｭｳﾍｲ 大野川小

 8 上條 鉄平(4)   4:03.71  8 有馬 耀竣(6)   3:54.86 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾃｯﾍﾟｲ 菅野小 ｱﾘﾏ ﾖｳｼｭﾝ 安曇小

 9 本郷 汰地(4)   4:12.69  9 上原 響成(4)   4:05.57 
ﾎﾝｺﾞｳ ﾀｲﾁ 島内小 ｳｴﾊﾗ ｷｮｳｾｲ 開智小

10 宇都宮 創太(5)   4:14.63 10 冨田 隆嗣(5)   4:08.19 
ｳﾂﾉﾐﾔ ｿｳﾀ 二子小 ﾄﾐﾀ ﾀｶｼ ｺﾒｯﾄ波田

11 稲沼 睦月(6)   4:15.77 11 水鳥 悠(6)   4:12.88 
ｲﾅﾇﾏﾑﾂｷ 山辺小 ﾐｽﾞﾄﾘ ﾕｳ 鎌田小

12 松澤 伸太朗(4)   4:15.84 12 小松 海斗(5)   4:13.92 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼﾝﾀﾛｳ 才教学園小 ｺﾏﾂ ｶｲﾄ 開智小

   1 杉原 立樹(6) 筑摩小     3:23.98   2   1
   2 冨永大輔(6) 山辺小     3:24.95   1   1
   3 古澤 昇吾(5) 芝沢小     3:33.92   1   2
   4 三浦 快介(6) 清水小     3:37.03   2   2
   5 水野 琉斗(5) ｺﾒｯﾄ波田     3:40.85   2   3
   6 平野 泰士(5) 開智小     3:41.27   2   4
   7 中山 太智(5) ｺﾒｯﾄ波田     3:44.38   2   5
   8 濱野 大輝(4) 芳川小     3:45.31   2   6
   9 岩垂 聡志(6) 岡田小     3:51.57   1   3
  10 小澤 周平(6) 大野川小     3:53.56   2   7
  11 有馬 耀竣(6) 安曇小     3:54.86   2   8
  12 山口 陸哉(6) 岡田小     3:56.27   1   4
  13 堀井宏輝(4) 二子小     3:59.18   1   5
  14 小畑 翔生(5) 山辺小     4:02.07   1   6
  15 坂本 拓歩(5) 田川小     4:02.91   1   7
  16 上條 鉄平(4) 菅野小     4:03.71   1   8
  17 上原 響成(4) 開智小     4:05.57   2   9
  18 冨田 隆嗣(5) ｺﾒｯﾄ波田     4:08.19   2  10
  19 本郷 汰地(4) 島内小     4:12.69   1   9
  20 水鳥 悠(6) 鎌田小     4:12.88   2  11
  21 小松 海斗(5) 開智小     4:13.92   2  12
  22 宇都宮 創太(5) 二子小     4:14.63   1  10
  23 稲沼 睦月(6) 山辺小     4:15.77   1  11
  24 松澤 伸太朗(4) 才教学園小     4:15.84   1  12
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決勝 5月7日 13:55

[ 1組] [ 2組]
順 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 今井小   191 桃井 盛那(6)     58.73  1 筑摩小   296 有江 禅(5)     59.79 

ｲﾏｲｼｮｳ ﾓﾓｲ ｾﾅ ﾂｶﾏｼｮｳ ｱﾘｴ ｾﾞﾝ
  190 大槻 剛渡(6)   287 青栁 颯(5)

ｵｵﾂｷ ﾀｹﾄ ｱｵﾔｷﾞ ﾊﾔﾃ
  194 櫻井 秀瑛(6)   288 赤羽 大夢(5)

ｻｸﾗｲ ｼｭｳｴｲ ｱｶﾊﾈ ﾋﾛﾑ
  193 杣谷 行志朗(6)   294 百瀬 稜(5)

ｿﾏﾀﾆ ｺｳｼﾛｳ ﾓﾓｾ ﾘｮｳ
 2 並柳小   343 今井  優希(5)   1:04.02  2 ｺﾒｯﾄ波田(A)   128 木下 慎太郎   1:00.10 

ﾅﾐﾔﾅｷﾞｼｮｳ ｲﾏｲ ﾕｳｷ ｺﾒｯﾄﾊﾀA ｷﾉｼﾀ ｼﾝﾀﾛｳ
  342 宮入  大輝(5)   132 髙木 遼磨

ﾐﾔｲﾘ ﾊﾙｷ ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾏ
  340 阿部 康介(4)   110 小口 翔

ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ ｵｸﾞﾁ ｶｹﾙ
  341 安生  蒼空(5)   122 唐沢 直弥

ｱﾝｼﾞｮｳ ｿﾗ ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾔ
 3 寿AC   230 稲田 太一   1:05.52  3 清水小   260 三浦 快介(6)   1:02.59 

ｺﾄﾌﾞｷｴｰｼｰ ｲﾅﾀﾞ ﾀｲﾁ ｼﾐｽﾞｼｮｳ ﾐｳﾗ ｶｲｽｹ
  232 上嶋 晴輝(5)   262 大留 朝陽(6)

ｳｴｼﾏ ﾊﾙｷ ｵｵﾄﾒ ｱｻﾋ
  234 躑躅 琉唯(4)   261 松本 優人(6)

ﾂﾂｼﾞ ﾙｲ ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ
  233 上條 大河(5)   259 原 大輝(6)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｲｶﾞ ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ
 4 芳川小   356 中島 大樹(5)   1:06.35  4 芝沢小   221 古澤 昇吾(5)   1:03.85 

ﾖｼｶﾜｼｮｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ ｼﾊﾞｻﾞﾜｼｮｳ ﾌﾙｻﾜ ｼｮｳｺﾞ
  357 田中 旭(4)   225 中村 優作(5)

ﾀﾅｶ ｱｻﾋ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｻｸ
  351 小林 昌弘(4)   218 横森 登威(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ ﾖｺﾓﾘ ﾄｳｲ
  350 手塚 朝陽(6)   217 奥原 悠月

ﾃﾂﾞｶ ｱｻﾋ ｵｸﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ
 5 島内小   317 上條 尋夢(4)   1:06.41  5 ｺﾒｯﾄ波田(B)   106 根本 昊太   1:05.11 

ｼﾏｳﾁｼｮｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾛﾑ ｺﾒｯﾄﾊﾀB ﾈﾓﾄ ｺｳﾀ
  318 清水 和玖(4)   105 古野 幌大

ｼﾐｽﾞ ﾜｸ ﾌﾙﾉ ｺｳﾀﾞｲ
  319 平山 将大(4)   114 西沢 爽人

ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ ﾆｼｻﾞﾜ ｱｷﾄ
  312 黄木 秀悟(4)   103 菊地 来夢人

ｵｳｷﾞ  ｼｮｳｺﾞ ｷｸﾁ ﾗｳﾄ
大野川小  6 鎌田小   180 酒本 悠慎(4)   1:05.24 
ｵｵﾉｶﾞﾜｼｮｳ 欠場 ｶﾏﾀﾞｼｮｳ ｻｹﾓﾄ ﾕｳﾏ

  181 小林 陽琉(4)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ

  182 水鳥 悠(6)
ﾐｽﾞﾄﾘ ﾕｳ

  184 百瀬 虎大朗(6)
ﾓﾓｾ ｺﾀﾛｳ

   1 今井小     58.73 桃井 盛那(6) 大槻 剛渡(6) 櫻井 秀瑛(6) 杣谷 行志朗(6)   1   1
   2 筑摩小     59.79 有江 禅(5) 青栁 颯(5) 赤羽 大夢(5) 百瀬 稜(5)   2   1
   3 ｺﾒｯﾄ波田(A)   1:00.10 木下 慎太郎 髙木 遼磨 小口 翔 唐沢 直弥   2   2
   4 清水小   1:02.59 三浦 快介(6) 大留 朝陽(6) 松本 優人(6) 原 大輝(6)   2   3
   5 芝沢小   1:03.85 古澤 昇吾(5) 中村 優作(5) 横森 登威(5) 奥原 悠月   2   4
   6 並柳小   1:04.02 今井  優希(5) 宮入  大輝(5) 阿部 康介(4) 安生  蒼空(5)   1   2
   7 ｺﾒｯﾄ波田(B)   1:05.11 根本 昊太 古野 幌大 西沢 爽人 菊地 来夢人   2   5
   8 鎌田小   1:05.24 酒本 悠慎(4) 小林 陽琉(4) 水鳥 悠(6) 百瀬 虎大朗(6)   2   6
   9 寿AC   1:05.52 稲田 太一 上嶋 晴輝(5) 躑躅 琉唯(4) 上條 大河(5)   1   3
  10 芳川小   1:06.35 中島 大樹(5) 田中 旭(4) 小林 昌弘(4) 手塚 朝陽(6)   1   4
  11 島内小   1:06.41 上條 尋夢(4) 清水 和玖(4) 平山 将大(4) 黄木 秀悟(4)   1   5

ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3

小学4_6年男子

4×100m
決勝

タイムレース

順位 所属名 記録



決勝 5月7日  9:00

菱沼 馨斗(6)    x   3.65    x    3.65 
ﾋｼﾇﾏ ｹｲﾄ 開智小   +0.1    +0.1
八田 爽羽(4)   3.28   3.32   3.14    3.32 
ﾊｯﾀ ｿｳﾊ 大野川小   -2.6   -2.7   +2.0    -2.7
八懸 一星(5)   3.22   3.30   2.94    3.30 
ﾔﾂｶﾞｹ ｲｯｾｲ 大野川小    0.0   -1.7   +2.2    -1.7
内藤 優人(5)   3.12   3.28   3.19    3.28 
ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾄ 芝沢小   -0.4   -0.7   +1.3    -0.7
伊藤 仁城(5)   3.26    x   3.13    3.26 
ｲﾄｳ ﾏｻｷ ｺﾒｯﾄ波田   +4.1   +0.7    +4.1
勝部尚生(6)   3.17   2.92   2.93    3.17 
ｶﾂﾍﾞ ﾅｵｷ 二子小   +0.1   +0.7   -0.2    +0.1
黒田 隼矢(5)   2.80   3.03   3.04    3.04 
ｸﾛﾀﾞ ｼｭﾝﾔ 筑摩小   +0.9   -1.6   +0.9    +0.9
村松 洸典(4)   2.85   3.01   2.81    3.01 
ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｽｹ 田川小   -1.0   +0.7   +2.9    +0.7
齋藤 圭吾(4)    x   2.99   2.81    2.99 
ｻｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 大野川小   +0.2   +0.6    +0.2
藤山 和宏(5)   2.98    x   2.47    2.98 
ﾌｼﾞﾔﾏ ｶｽﾞﾋﾛ 安曇小   +1.7   +6.1    +1.7
原 空洋(4)    x    x   2.98    2.98 
ﾊﾗ ｿﾗﾋﾛ 清水小   +2.0    +2.0
坂本 優気(4)   2.88   2.85   2.71    2.88 
ｻｶﾓﾄ ﾕｳｷ 田川小   +0.4   +3.5    0.0    +0.4
山崎 将太郎(4)    x   2.76   2.66    2.76 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 大野川小   +1.9   +1.5    +1.9
松本 優人(6)    x   2.57   2.61    2.61 
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾄ 清水小   +0.9   +0.6    +0.6

小学4_6年男子

走幅跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録

2   271

3   270

備考

1   170

-3-

6   324

7   281

4   226

5   101

10   141

11   258

8   307

9   272

14   261

12   303

13   268



決勝 5月7日  9:00

杣谷 行志朗(6)
ｿﾏﾀﾆ ｺｳｼﾛｳ 今井小
大槻 剛渡(6)
ｵｵﾂｷ ﾀｹﾄ 今井小
白井 大貴(5)
ｼﾗｲ ﾀﾞｲｷ ｺﾒｯﾄ波田
黄木 雄斗(5)
ｵｳｷﾞ  ﾕｳﾄ 島内小
飯ヶ濵 崇人(5)
ｲｲｶﾞﾊﾏﾀｶﾄ 山辺小
黄木 秀悟(4)
ｵｳｷﾞ  ｼｮｳｺﾞ 島内小
花岡 健太郎(6)
ﾊﾅｵｶｹﾝﾀﾛｳ 山辺小
大野 優太(6)
ｵｵﾉ ﾕｳﾀ 安曇小
中澤 藍希(5)
ﾅｶｻﾞﾜｱｲｷ 山辺小
井上 蓮太(4)
ｲﾉｳｴ ﾚﾝﾀ 二子小
田中 旭(4)
ﾀﾅｶ ｱｻﾋ 芳川小
石井 大地(5)
ｲｼｲ ﾀﾞｲﾁ 鎌田小
横田 然(4)
ﾖｺﾀ ｾﾞﾝ 岡田小
長瀬優斗(5)
ﾅｶﾞｾ ﾕｳﾄ 二子小
西塔 康太(4)
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 芝沢小
三代澤 昊太(4)
ﾐﾖｻﾜ ｺｳﾀ 寿小
大池 蒼也(4)
ｵｵｲｹ ｿｳﾔ 芝沢小
村石 健翔(5)
ﾑﾗｲｼ ｹﾝｼｮｳ ｺﾒｯﾄ波田

 15.64  15.64 
18   116

   x    x

16   240

17   223
 16.10  11.54

   x  16.99

 19.18  24.32 

 18.98  18.98 

 15.74  16.10 

14   329
 24.32  23.24

 17.81  17.81 

15   222
   x  13.76

12   183

13   144
 25.21  20.54

 25.21  24.24

 25.49  26.21 

 25.84  25.88 

 16.28  25.21 

10   322
 26.21  24.52

 20.20  25.21 

11   357
 25.88  25.61

8   140

9   209
 25.42  20.26

 22.77    x

 27.92  32.61 

 32.25  32.25 

 28.54  28.54 

6   312
 29.39  32.61

 30.51  30.51 

7   200
 29.07  32.25

4   313

5   213
 33.03  30.34

 34.70  26.84

 38.09  38.97 

 26.45  34.81 

 28.07  33.03 

2   190
 38.97  23.96

 24.61  34.70 

3   124
 34.81  28.94

記録 備考

1   193
 42.60    x  43.79  43.79 

小学4_6年男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



予選 5月7日 11:50
決勝 5月7日 14:50

[ 1組] 風速 +3.1 [ 2組] 風速 +4.0

 1 落合 隼也(3)     12.71  1 村上 裕太郎(2)     12.50 q
ｵﾁｱｲ ｼｭﾝﾔ 松島中 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 菅野中

 2 平本 夏輝(2)     13.02  2 小林 健斗(3)     12.66 
ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂｷ 附属松本中 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ 丸ﾉ内中

 3 今井 悠一郎(2)     13.37  3 太田 夏暉(2)     12.78 
ｲﾏｲ ﾕｳｲﾁﾛｳ 附属松本中 ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 信明中

 4 小野 悠飛(3)     13.73  4 津滝 祥(3)     12.78 
ｵﾉ  ﾕｳﾋ 開成中 ﾂﾀｷ ｼｮｳ 菅野中

 5 小林 文哉(2)     14.21  5 原 和輝(3)     12.93 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 筑摩野中 ﾊﾗ ｶｽﾞｷ 清水中

 6 坂井 俊太郎(2)     14.44  6 林 龍之介(3)     13.00 
ｻｶｲ ｼｭﾝﾀﾛｳ 筑摩野中 ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾉｳｹ 附属松本中

 7 鈴木 愛斗(3)     14.48  7 山下 拓人(2)     13.10 
ｽｽﾞｷ ｱｲﾄ 松島中 ﾔﾏｼﾀ ﾀｸﾄ 菅野中

 8 上條 有輝(3)     15.06 西原 陸(3)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 女鳥羽中 ﾆｼﾊﾗ ﾘｸ 清水中

 9 宮川 永輝(2)     15.25 古屋 海(3)
ﾐﾔｶﾞﾜ ｴｲｷ 旭町中 ﾌﾙﾔ ｶｲ 筑摩野中

[ 3組] 風速 +2.8

 1 今西 康太(3)     11.87 q
ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 大野川中

 2 倉田 歩夢(3)     12.17 q
ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 信明中

 3 泰永 新(2)     12.22 q
ﾔｽﾅｶﾞ ｱﾗﾀ 波田中

 4 丸山 康生(3)     12.24 q
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 清水中

 5 蒔田 陽一朗(3)     12.35 q
ﾏｷﾀ  ﾚｲｲﾁﾛｳ 開成中

 6 中村 太郎(3)     12.43 q
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ 鉢盛中

 7 横澤 秀飛(3)     12.49 q
ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾄ 菅野中

 8 中川 拓也(3)     12.55 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ 附属松本中

 9 小澤 拓斗(3)     12.57 
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾄ 筑摩野中

風速 -3.6

 1 今西 康太(3)     12.53 
ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 大野川中

 2 泰永 新(2)     12.60 
ﾔｽﾅｶﾞ ｱﾗﾀ 波田中

 3 横澤 秀飛(3)     12.74 
ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾄ 菅野中

 4 倉田 歩夢(3)     12.74 
ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 信明中

 5 村上 裕太郎(2)     12.77 
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ 菅野中

 6 蒔田 陽一朗(3)     12.93 
ﾏｷﾀ  ﾚｲｲﾁﾛｳ 開成中

 7 中村 太郎(3)     13.00 
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ 鉢盛中
丸山 康生(3)
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 清水中
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予選 5月7日  8:40
決勝 5月7日 14:35

[ 1組] [ 2組]

 1 栁瀬 怜(3)     59.34 q  1 渡辺 丈晴(2)     59.39 q
ﾔﾅｾ ﾘｮｳ 菅野中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ 筑摩野中

 2 白井 唯斗(2)   1:02.41  2 有村 尋仁(2)   1:01.31 q
ｼﾗｲ ﾕｲﾄ 梓川中 ｱﾘﾑﾗ ﾋﾛﾄ 鉢盛中

 3 中野 岳(3)   1:03.44  3 新村 亮弥(3)   1:01.71 
ﾅｶﾉ ｶﾞｸ 清水中 ﾆｲﾑﾗ ﾘｮｳﾔ 筑摩野中

 4 吉崎 光起(2)   1:03.80  4 上田 大貴(3)   1:02.13 
ﾖｼｻﾞｷ ﾐﾂｷ 梓川中 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 女鳥羽中

 5 藤本 晴也(3)   1:03.95  5 北村 梢生(3)   1:03.40 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙﾔ 女鳥羽中 ｷﾀﾑﾗ ｼｮｳ 附属松本中

 6 水野 叶(3)   1:05.11  6 栁澤 有志(3)   1:03.97 
ﾐｽﾞﾉ ｷｮｳ 清水中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｼ 旭町中
福澤 琉稀(3)  7 中嶌 優太(3)   1:04.18 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾘｭｳｷ 清水中 ﾅｶｼﾞﾏ  ﾕｳﾀ 開成中
清沢 舜人(3)  8 山本 海斗(2)   1:04.77 
ｷﾖｻﾜ ｼｭﾝﾄ 菅野中 ﾔﾏﾓﾄ ｶｲﾄ 鉢盛中

[ 3組]

 1 粟津原 奨太(3)     54.66 q
ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 鉢盛中

 2 越川 慧之(3)     55.91 q
ｺｼｶﾜ ｹｲｼ 附属松本中

 3 滝口 優月(3)     56.80 q
ﾀｷｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ 高綱中

 4 逢澤 禅(3)     57.19 q
ｱｲｻﾞﾜ  ｾﾞﾝ 開成中

 5 角崎 雅武(2)     58.12 q
ｶｸｻﾞｷ ﾏｻﾑ 女鳥羽中

 6 高山 慧士(3)   1:02.46 
ﾀｶﾔﾏ ｹｲｼ 松島中
森 拓己(2)
ﾓﾘ ﾀｸﾐ 信明中

 1 粟津原 奨太(3)     55.00 
ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 鉢盛中

 2 滝口 優月(3)     55.83 
ﾀｷｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ 高綱中

 3 越川 慧之(3)     56.04 
ｺｼｶﾜ ｹｲｼ 附属松本中

 4 逢澤 禅(3)     56.45 
ｱｲｻﾞﾜ  ｾﾞﾝ 開成中

 5 角崎 雅武(2)     58.34 
ｶｸｻﾞｷ ﾏｻﾑ 女鳥羽中

 6 渡辺 丈晴(2)     59.62 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ 筑摩野中

 7 有村 尋仁(2)     59.97 
ｱﾘﾑﾗ ﾋﾛﾄ 鉢盛中

 8 栁瀬 怜(3)   1:00.65 
ﾔﾅｾ ﾘｮｳ 菅野中
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決勝 5月7日 14:05

[ 1組] [ 2組]

 1 椋野 寛大(2)   4:53.42  1 村上 裕雅(3)   4:41.85 
ﾑｸﾉ ｶﾝﾀ 附属松本中 ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶﾞ 鉢盛中

 2 小林 駿斗(3)   5:06.99  2 西垣 拓弥(3)   4:47.84 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 清水中 ﾆｼｶﾞｷ ﾀｸﾔ 附属松本中

 3 樋口 亜悠斗(3)   5:13.32  3 安坂 光瑠(2)   4:51.80 
ﾋｸﾞﾁ ｱﾕﾄ 清水中 ｱｻﾞｶ  ﾋｶﾙ 開成中

 4 横川 樹(2)   5:19.53  4 小倉 颯太(3)   4:53.85 
ﾖｺｶﾜ ｲﾂｷ 梓川中 ｵｸﾞﾗ ｿｳﾀ 信明中

 5 上條 慎矢(3)   5:36.18  5 清水 翔(3)   5:02.01 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼﾝﾔ 清水中 ｼﾐｽﾞ ｼｮｳ 松島中

 6 徳原 伊織(2)   5:45.78  6 関崎 暁武(3)   5:02.54 
ﾄｸﾊﾗ ｲｵﾘ 高綱中 ｾｷｻﾞｷ ｱｷﾑ 松島中

 7 永津 幹一(2)   5:47.52  7 村岡 拓海(3)   5:05.83 
ﾅｶﾞﾂ ｶﾝｲﾁ 附属松本中 ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾐ 波田中

 8 井口 瑛敦(3)   5:58.60  8 髙山 玲斗(3)   5:11.03 
ｲｸﾞﾁ ｱｷﾉﾌﾞ 菅野中 ﾀｶﾔﾏ ﾚｲﾄ 菅野中

 9 荒井 佑斗(3)   6:09.60  9 村田 俊(3)   5:15.89 
ｱﾗｲ ﾕｳﾄ 清水中 ﾑﾗﾀ ｼｭﾝ 附属松本中

10 宇都宮 拓磨(2)   6:31.60 10 古畑 充稀(2)   5:15.91 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾀｸﾏ 菅野中 ﾌﾙﾊﾀ ﾐｽﾞｷ 信明中
岸田 樹(2) 11 西條 凌太(3)   5:35.96 
ｷｼﾀﾞ ｲﾂｷ 梓川中 ﾆｼｼﾞｮｳ ﾘｮｳﾀ 梓川中
林 琉生(3) 武藤 珠樹(2)
ﾊﾔｼ  ﾙｲ 開成中 ﾑﾄｳ ﾀﾏｷ 筑摩野中
山上 悠翔(1)
ﾔﾏｶﾐ  ﾕｳﾄ 開成中

   1 村上 裕雅(3) 鉢盛中     4:41.85   2   1
   2 西垣 拓弥(3) 附属松本中     4:47.84   2   2
   3 安坂 光瑠(2) 開成中     4:51.80   2   3
   4 椋野 寛大(2) 附属松本中     4:53.42   1   1
   5 小倉 颯太(3) 信明中     4:53.85   2   4
   6 清水 翔(3) 松島中     5:02.01   2   5
   7 関崎 暁武(3) 松島中     5:02.54   2   6
   8 村岡 拓海(3) 波田中     5:05.83   2   7
   9 小林 駿斗(3) 清水中     5:06.99   1   2
  10 髙山 玲斗(3) 菅野中     5:11.03   2   8
  11 樋口 亜悠斗(3) 清水中     5:13.32   1   3
  12 村田 俊(3) 附属松本中     5:15.89   2   9
  13 古畑 充稀(2) 信明中     5:15.91   2  10
  14 横川 樹(2) 梓川中     5:19.53   1   4
  15 西條 凌太(3) 梓川中     5:35.96   2  11
  16 上條 慎矢(3) 清水中     5:36.18   1   5
  17 徳原 伊織(2) 高綱中     5:45.78   1   6
  18 永津 幹一(2) 附属松本中     5:47.52   1   7
  19 井口 瑛敦(3) 菅野中     5:58.60   1   8
  20 荒井 佑斗(3) 清水中     6:09.60   1   9
  21 宇都宮 拓磨(2) 菅野中     6:31.60   1  10

中学男子

1500m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 No. 氏  名

 6959

 7367

 7452

 6968

 7215

 6967

 7190

順

欠場
 7125

欠場

 7209

 7365

 6966

 7455

 7474

 7128

所属名 記録／備考
 7432

 7086

 7398

 7008

 7085

 7014

 7363

 7214

 7475

 7257
欠場

タイムレース

 7132
欠場

組 順位順位 No. 氏  名 所属名
 7432
 7474
 7128
 7452

記録 備考

 6968
 7214
 6959
 7475

 7008
 7085
 7086
 7398

 7209

 7363
 6967
 7190
 7455

 7014
 7367

 7215
 6966



決勝 5月7日 15:00

 1 木村 暁仁(3)   9:43.36 
ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾄ 女鳥羽中

 2 川上 烈生(3)   9:49.71 
ｶﾜｶﾐ ﾚｵ 鉢盛中

 3 櫻井 心路(3)   9:53.41 
ｻｸﾗｲ ｺｺﾛ 菅野中

 4 北山 虎太郎(3)  10:28.68 
ｷﾀﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 鉢盛中

 5 小林 史弥(2)  10:44.01 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 菅野中

 6 古澤 彰大(3)  10:59.93 
ﾌﾙｻﾜ ｱｷﾋﾛ 高綱中

 7 斉藤 洸大(3)  11:07.39 
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 大野川中

 8 元田 希海(2)  11:31.09 
ﾓﾄﾀﾞ ﾉｱ 菅野中

 9 天野 懐都(3)  11:36.23 
ｱﾏﾉ ﾅｯﾂ 開成中

10 上條 春翔(3)  11:39.23 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊﾙﾄ 菅野中

11 山浦 秀明(3)  12:28.29 
ﾔﾏｳﾗ ﾋﾃﾞｱｷ 松島中

中学男子

3000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

 7216

 7435

 7291

 7430

 7332

 7234

 7226

 7186

 7122

 7217

 7088



決勝 5月7日 10:25

[ 1組] 風速 +2.4 [ 2組] 風速 +1.4

 1 中村 恵輔(2)     19.23  1 中村 柊真(3)     18.14 
ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ 高綱中 ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾏ 信明中

 2 濱田 仁介(2)     19.76  2 堤 一(3)     18.27 
ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞﾝｽｹ 附属松本中 ﾂﾂﾐ ﾄﾗﾁ 筑摩野中

 3 古畑 秀都(2)     20.68  3 河上 侃太(3)     18.38 
ﾌﾙﾊﾀ ｼｭｳﾄ 波田中 ｶﾜｶﾐ ｶﾝﾀ 附属松本中

 4 窪田 涼佑(2)     20.88  4 辻 雄斗(3)     18.90 
ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 附属松本中 ﾂｼﾞ ﾕｳﾄ 旭町中

 5 北澤 飛翔(2)     20.92  5 神田 雅翔(2)     25.87 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 菅野中 ｶﾝﾀ ﾞﾏｻﾄ 大野川中

   1 中村 柊真(3) 信明中     18.14 (+1.4)   2   1
   2 堤 一(3) 筑摩野中     18.27 (+1.4)   2   2
   3 河上 侃太(3) 附属松本中     18.38 (+1.4)   2   3
   4 辻 雄斗(3) 旭町中     18.90 (+1.4)   2   4
   5 中村 恵輔(2) 高綱中     19.23 (+2.4)   1   1
   6 濱田 仁介(2) 附属松本中     19.76 (+2.4)   1   2
   7 古畑 秀都(2) 波田中     20.68 (+2.4)   1   3
   8 窪田 涼佑(2) 附属松本中     20.88 (+2.4)   1   4
   9 北澤 飛翔(2) 菅野中     20.92 (+2.4)   1   5
  10 神田 雅翔(2) 大野川中     25.87 (+1.4)   2   5 7333

 7066
 7189
 7477
 7401

 7011
 7251
 7470

所属名

 7450
 7231

順位 No. 氏  名 順位記録（風） 備考 組

タイムレース

 7066

所属名 記録／備考
 7011

 7251

 7333

 7450

 7231

No.

 7470

 7189

 7477

 7401

中学男子

110mH(0.914m)
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名順



予選 5月7日 13:25
決勝 5月7日 15:55

[ 1組] [ 2組]
順 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 女鳥羽中  7293 藤本 晴也(3)     51.36 q  1 信明中  7008 小倉 颯太(3)     48.12 q

ﾒﾄﾊﾞﾁｭｳ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙﾔ ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ｵｸﾞﾗ ｿｳﾀ
 7290 角崎 雅武(2)  7011 中村 柊真(3)

ｶｸｻﾞｷ ﾏｻﾑ ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾏ
 7288 上田 大貴(3)  7012 太田 夏暉(2)

ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ ｵｵﾀ ﾅﾂｷ
 7298 丸山 優(3)  7010 倉田 歩夢(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳ ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ
 2 附属松本中(B)  7450 窪田 涼佑(2)     52.75  2 鉢盛中  7438 有村 尋仁(2)     48.29 q

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳB ｸﾎﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｱﾘﾑﾗ ﾋﾛﾄ
 7452 椋野 寛大(2)  7434 粟津原 奨太(3)

ﾑｸﾉ ｶﾝﾀ ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ
 7453 伊藤 奨悟(2)  7431 中村 太郎(3)

ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ
 7478 平本 夏輝(2)  7433 青柳 大夢(3)

ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂｷ ｱｵﾔｷﾞ ﾀﾞｲﾑ
 3 波田中  7403 上條 泰斗(2)     52.91  3 附属松本中(B)  7479 中川 拓也(3)     49.30 q

ﾊﾀﾁｭｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｲﾄ ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳB ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ
 7400 泰永 新(2)  7470 河上 侃太(3)

ﾔｽﾅｶﾞ ｱﾗﾀ ｶﾜｶﾐ ｶﾝﾀ
 7404 高村 紘汰(2)  7472 林 龍之介(3)

ﾀｶﾑﾗ ｺｳﾀ ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾉｳｹ
 7401 古畑 秀都(2)  7471 越川 慧之(3)

ﾌﾙﾊﾀ ｼｭｳﾄ ｺｼｶﾜ ｹｲｼ
 4 梓川中(B)  7368 吉崎 光起(2)     56.30  4 菅野中  7219 津滝 祥(3)     49.50 q

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳB ﾖｼｻﾞｷ ﾐﾂｷ ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ﾂﾀｷ ｼｮｳ
 7363 西條 凌太(3)  7224 栁瀬 怜(3)

ﾆｼｼﾞｮｳ ﾘｮｳﾀ ﾔﾅｾ ﾘｮｳ
 7366 大脇 涼平(2)  7222 筒井 幸輝(3)

ｵｵﾜｷ ﾘｮｳﾍｲ ﾂﾂｲ ｺｳｷ
 7369 塚田 琉生(2)  7223 横澤 秀飛(3)

ﾂｶﾀﾞ ﾘｭｳｷ ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾄ
 5 梓川中(A)  7341 白井 唯斗(2)     57.19  5 高綱中  7182 池田 倭(3)     50.07 q

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳA ｼﾗｲ ﾕｲﾄ ﾀｶﾂﾅﾁｭｳ ｲｹﾀﾞ ﾔﾏﾄ
 7340 青木 友汰(2)  7184 宮澤 一真(3)

ｱｵｷ ﾕｳﾀ ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
 7367 横川 樹(2)  7185 小林 和磨(3)

ﾖｺｶﾜ ｲﾂｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ
 7364 中上 在(3)  7187 滝口 優月(3)

ﾅｶｶﾞﾐ ｱﾙ ﾀｷｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ
松島中  7089 落合 隼也(3)  6 旭町中  7066 辻 雄斗(3)     50.25 q
ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ ｵﾁｱｲ ｼｭﾝﾔ 失格 ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾂｼﾞ ﾕｳﾄ

 7086 関崎 暁武(3) R1[3-4]  7069 山本 祐己(3)
ｾｷｻﾞｷ ｱｷﾑ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ

 7088 山浦 秀明(3)  7067 栁澤 有志(3)
ﾔﾏｳﾗ ﾋﾃﾞｱｷ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｼ

 7091 高山 慧士(3)  7065 高田 幸之介(3)
ﾀｶﾔﾏ ｹｲｼ ﾀｶﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ

清水中(A)  7 開成中  7123 小野 悠飛(3)     51.20 q
ｼﾐｽﾞﾁｭｳA 欠場 ｶｲｾｲﾁｭｳ ｵﾉ  ﾕｳﾋ

 7124 中嶌 優太(3)
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾕｳﾀ

 7127 蒔田 陽一朗(3)
ﾏｷﾀ  ﾚｲｲﾁﾛｳ

 7126 逢澤 禅(3)
ｱｲｻﾞﾜ  ｾﾞﾝ

筑摩野中
ﾁｸﾏﾉﾁｭｳ 欠場

中学男子

4×100m
予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 附属松本中(B)  7479 中川 拓也(3)     48.61 

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳB ﾅｶｶﾞﾜ ﾀｸﾔ
 7470 河上 侃太(3)

ｶﾜｶﾐ ｶﾝﾀ
 7472 林 龍之介(3)

ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾉｳｹ
 7471 越川 慧之(3)

ｺｼｶﾜ ｹｲｼ
 2 鉢盛中  7438 有村 尋仁(2)     48.79 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｱﾘﾑﾗ ﾋﾛﾄ
 7434 粟津原 奨太(3)

ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ
 7431 中村 太郎(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ
 7433 青柳 大夢(3)

ｱｵﾔｷﾞ ﾀﾞｲﾑ
 3 信明中  7008 小倉 颯太(3)     48.87 

ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ｵｸﾞﾗ ｿｳﾀ
 7011 中村 柊真(3)

ﾅｶﾑﾗ ｼｭｳﾏ
 7012 太田 夏暉(2)

ｵｵﾀ ﾅﾂｷ
 7010 倉田 歩夢(3)

ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ
 4 菅野中  7219 津滝 祥(3)     49.37 

ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ﾂﾀｷ ｼｮｳ
 7224 栁瀬 怜(3)

ﾔﾅｾ ﾘｮｳ
 7222 筒井 幸輝(3)

ﾂﾂｲ ｺｳｷ
 7223 横澤 秀飛(3)

ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾄ
 5 旭町中  7066 辻 雄斗(3)     50.30 

ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾂｼﾞ ﾕｳﾄ
 7069 山本 祐己(3)

ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ
 7067 栁澤 有志(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｼ
 7065 高田 幸之介(3)

ﾀｶﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ
 6 女鳥羽中  7293 藤本 晴也(3)     50.42 

ﾒﾄﾊﾞﾁｭｳ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙﾔ
 7290 角崎 雅武(2)

ｶｸｻﾞｷ ﾏｻﾑ
 7288 上田 大貴(3)

ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ
 7298 丸山 優(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳ
 7 高綱中  7182 池田 倭(3)     50.56 

ﾀｶﾂﾅﾁｭｳ ｲｹﾀﾞ ﾔﾏﾄ
 7184 宮澤 一真(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
 7185 小林 和磨(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ
 7187 滝口 優月(3)

ﾀｷｸﾞﾁ ﾕﾂﾞｷ
 8 開成中  7123 小野 悠飛(3)     51.18 

ｶｲｾｲﾁｭｳ ｵﾉ  ﾕｳﾋ
 7124 中嶌 優太(3)

ﾅｶｼﾞﾏ  ﾕｳﾀ
 7127 蒔田 陽一朗(3)

ﾏｷﾀ  ﾚｲｲﾁﾛｳ
 7126 逢澤 禅(3)

ｱｲｻﾞﾜ  ｾﾞﾝ

中学男子

4×100m
決勝



決勝 5月7日 13:00

1m65 1m70
須澤 香木(3) - - - - - o o o o o
ｽｻﾞﾜ ﾖｼｷ 丸ﾉ内中 o xxx
高田 幸之介(3) - - - - - - - - - xxo
ﾀｶﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ 旭町中 xo xxx
荒井 琉(2) - - - - - - - o xxx
ｱﾗｲ ﾘｭｳ 山辺中
清澤 歩夢(3) - - o o o o xxx
ｷﾖｻﾜ ｱﾕﾑ 菅野中
黒田 海斗(2) - - - o o o xxx
ｸﾛﾀﾞ ｶｲﾄ 鎌田中
中西 司(3) - - - o xo o xxx
ﾅｶﾆｼ ﾂｶｻ 菅野中
高橋 輝(2) - - o o o xo xxx
ﾀｶﾊｼ ｱｷﾗ 松島中
水口 拓実(2) - - o xo o xxx
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 菅野中
山田 隼平(2) o o o xxx
ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 旭町中
太田 来樹(2) xo o xxo xxx
ｵｵﾀ ﾗｲｼﾞｭ 旭町中

中学男子

走高跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m15 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50

 1.65

2  7065
 1.65

1m55 1m60

1  7028

記録

3  7159
 1.50

4  7221
 1.40

4  6971
 1.40

6  7218
 1.40

7  7095
 1.40

8  7232
 1.35

9  7070
 1.25

10  7071
 1.25



決勝 5月7日 13:00

山本 祐己(3)    x   5.59   5.71   5.98   6.14    x    6.14 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 旭町中   -4.4   +5.0   +3.9   +2.5    +2.5
筒井 幸輝(3)   5.27   5.48   5.81   5.98   5.72   5.77    5.98 
ﾂﾂｲ ｺｳｷ 菅野中   -3.1   -4.5   +2.2   +3.2   +4.1   +4.3    +3.2
鈴木 翔大(3)   5.36   4.92   5.52   5.61   5.61   5.67    5.67 
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 筑摩野中   -1.6   -4.0   +4.1   +3.8   +3.2   +7.5    +7.5
嘉陽 宗馬(3)    x   4.98   5.45   5.49   5.52   5.64    5.64 
ｶﾖｳ ｿｳﾏ 山辺中   -3.9   +2.4   +3.0   +1.0   +4.9    +4.9
中上 在(3)   3.19   5.06   4.87    x   5.50   5.16    5.50 
ﾅｶｶﾞﾐ ｱﾙ 梓川中   -3.8   -3.9   +4.1   +2.3   +4.8    +2.3
鳥羽 亮太(2)   5.19   4.37   5.19   5.38   5.23   5.44    5.44 
ﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 山辺中   -2.2   -5.3   +3.1   +3.4   +3.6   +6.1    +6.1
篠原 洸樹(3)   5.19   4.76   5.18   5.31   5.29   5.37    5.37 
ｼﾉﾊﾗ ｺｳｷ 筑摩野中   -2.3   -4.0   +3.3   +2.2   +3.7   +6.5    +6.5
伊藤 奨悟(2)    x   4.84   5.12   5.17   5.14   5.25    5.25 
ｲﾄｳ ｼｮｳｺﾞ 附属松本中   -5.0   +1.6   +3.5   +2.0   +5.2    +5.2
宮澤 一真(3)   5.00   4.99    x    5.00 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 高綱中   -5.2   -5.9    -5.2
野本 駿介(2)   4.62   4.52   5.00    5.00 
ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 丸ﾉ内中   -3.7   -6.6   +2.6    +2.6
丸山 優(3)    -   4.80   4.87    4.87 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳ 女鳥羽中   -2.4   +3.7    +3.7
小林 和磨(3)   4.81   3.79   4.43    4.81 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 高綱中   +3.5   -7.1   +3.8    +3.5
山本 隆矢(2)   4.09   4.41   4.67    4.67 
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳﾔ 菅野中   -1.0   -4.1   +4.1    +4.1
中川 幸輝(3)    x   4.05   4.49    4.49 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 筑摩野中   -6.4   +3.7    +3.7
斉藤 侑里(2)   4.19   3.90   4.30    4.30 
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾘ 女鳥羽中   +1.4   -6.4   +6.9    +6.9
水野 一輝(2)   4.22   3.79   4.24    4.24 
ﾐｽﾞﾉ ｶｽﾞｷ 菅野中   -0.5   -5.6   +6.6    +6.6
三好 駿平(2)   4.06    x   4.13    4.13 
ﾐﾖｼ ｼｭﾝﾍﾟｲ 附属松本中    0.0   +6.5    +6.5
早川 幹太(2)   4.11   3.80   3.52    4.11 
ﾊﾔｶﾜ ｶﾝﾀ 松島中   +2.0   -5.7   +4.2    +2.0
塚田 琉生(2)    x    x   3.94    3.94 
ﾂｶﾀﾞ ﾘｭｳｷ 梓川中   +4.1    +4.1
堤 一(3)    x    x   3.83    3.83 
ﾂﾂﾐ ﾄﾗﾁ 筑摩野中   +4.1    +4.1
高村 紘汰(2)    x    x   3.64    3.64 
ﾀｶﾑﾗ ｺｳﾀ 波田中   +6.0    +6.0
杏  朋樹(2)    x    x    x 記録なし
ｶﾗﾓﾓ ﾄﾓｷ 旭町中
中沢 一馬(2) 欠場
ﾅｶｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 信明中
遠藤 優大(2) 欠場
ｴﾝﾄﾞｳ ﾕｳﾀﾞｲ 波田中

中学男子

走幅跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1  7069

-3- -4- -5- -6-

4  7158

5  7364

2  7222

3  7242

8  7453

9  7184

6  7165

7  7258

12  7185

13  7235

10  7031

11  7298

16  7229

17  7456

14  7250

15  7292

20  7251

21  7404

18  7096

19  7369

 7402

 7073

 7013



決勝 5月7日 13:00

池上 大希(3)
ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾛｷ 清水中
青木 友汰(2)
ｱｵｷ ﾕｳﾀ 梓川中
池田 倭(3)
ｲｹﾀﾞ ﾔﾏﾄ 高綱中
萩原 道斗(2)
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾐﾁﾄ 清水中
上條 泰斗(2)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｲﾄ 波田中
椙浦 大喜(2)
ｽｷﾞｳﾗ ﾀｲｷ 清水中
田中 秀樹(2)
ﾀﾅｶ ﾋﾃﾞｷ 附属松本中
岩垂 真生(2)
ｲﾜﾀﾞﾚ ﾏｵ 菅野中
飯嶋 陸将(3)
ｲｲｼﾞﾏ ｱﾂﾏｻ 丸ﾉ内中
大宮司 葵生(2)
ﾀﾞｲｸﾞｳｼﾞ ｱｵｲ 高綱中
中垣 智洋(2)
ﾅｶｶﾞｷ ﾄﾓﾋﾛ 附属松本中
瀬戸口 冬羽(2) 欠場
ｾﾄｸﾞﾁ ﾄﾜ 筑摩野中

  4.04 

 7255

  4.72 

11  7469
  3.76   3.95   4.04

10  7188
  4.72   4.47   4.27

  5.79 

9  7030
  5.38   5.71   5.58   5.71 

  6.13   6.33 

8  7227
  5.79   5.69    x   5.74    x   5.41

  6.74   6.85   7.04 

7  7458
  5.92   6.01   5.52   5.63   6.33

6  6941
  6.53   7.01   7.04    x

  7.95 

5  7403
  6.99   6.84   7.12   6.64   7.05   7.66   7.66 

  7.63   8.02 

4  6942
  7.95   7.47   7.41    x   6.79   7.94

  8.27   8.61   8.61 

3  7182
  7.77   7.81   7.78   6.86   8.02

 11.71  11.66    x  11.71 

2  7340
  8.31   7.98   8.40   7.89

-4- -5- -6- 記録 備考

1  6963
 11.18  11.41  11.26

中学男子

砲丸投(5.000kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



予選 5月7日 12:10
決勝 5月7日 14:55

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +2.6

 1 宮澤 憲二     12.43  1 杏 直樹(2)     11.40 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｶﾗﾓﾓ ﾅｵｷ 松本工業高

 2 小松 誠     13.10  2 矢部 晃(2)     11.49 
ｺﾏﾂ ﾏｺﾄ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾔﾍﾞ ﾋｶﾙ 松本工業高

 3 惣洞 侑大(3)     13.29  3 長野 翔(3)     11.51 
ｿｳﾎﾞﾗ ﾕｳﾀ 松本工業高 ﾅｶﾞﾉ ｼｮｳ 松本深志高

 4 赤瀬 崇     13.37  4 渡辺 大介(3)     11.68 
ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 松本美須々ヶ丘高

 5 堺 信一     13.47  5 丸山 諒太(2)     11.77 
ｻｶｲ ｼﾝｲﾁ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 松本県ヶ丘高
松尾 耕太(2)  6 政田 啓輔(4)     12.12 
ﾏﾂｵ ｺｳﾀ 松本美須々ヶ丘高 ﾏｻﾀﾞ ｹｲｽｹ 信大医陸
丸山 隆一(1)  7 林 裕貴(2)     12.13 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ 梓川高 ﾊﾔｼ ﾋﾛﾀｶ 松本県ヶ丘高
百瀬 正広(3)  8 高木 秀昭     12.31 
ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ 梓川高 ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ 松本陸協

[ 3組] 風速 +2.5 [ 4組] 風速 +2.6

 1 坂中 勇磨(2)     11.35 q  1 安藤 直哉(4)     10.73 q
ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘高 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本大

 2 髙村 拓明(3)     11.44 q  2 西村 陽杜(1)     11.01 q
ﾀｶﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 松本工業高 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 松商学園高

 3 池谷 宗一郎(5)     11.57  3 三宅 浩生(3)     11.13 q
ｲｹﾔ ｿｳｲﾁﾛｳ 信大医陸 ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 松商学園高

 4 小林 知季(1)     11.73  4 飯島 拓海(3)     11.25 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 松商学園高 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 松本深志高

 5 佐竹 哲寛(1)     11.91  5 井口 将理(3)     11.37 q
ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ 松商学園高 ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ 松本県ヶ丘高
山田 大輝(1)  6 佐藤高史(3)     11.50 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 松本大 ｻﾄｳ ﾀｶﾌﾐ 松本蟻ヶ崎高
藤森 秀貴(4) 萩 亜斗夢(1)
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾃﾞﾀｶ 松本大 ﾊｷﾞ ｱﾄﾑ 松本大

風速 -6.0

 1 安藤 直哉(4)     11.43 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本大

 2 西村 陽杜(1)     11.77 
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 松商学園高

 3 三宅 浩生(3)     11.95 
ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 松商学園高

 4 飯島 拓海(3)     12.01 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｸﾐ 松本深志高

 5 坂中 勇磨(2)     12.21 
ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘高

 6 杏 直樹(2)     12.23 
ｶﾗﾓﾓ ﾅｵｷ 松本工業高

 7 井口 将理(3)     12.31 
ｲｸﾞﾁ ﾏｻﾐﾁ 松本県ヶ丘高

 8 髙村 拓明(3)     12.33 
ﾀｶﾑﾗ ﾋﾛｱｷ 松本工業高

 2287

 2409

 2235

 2262

 2417

 9027

 2498

 2480

欠場

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

 2498

 2400

 9043

 2287

 9032

順 No.

 2480

 9027

 2235

 2461

 2409

 9031
欠場

 9020

 2500

氏  名 所属名 記録／備考

欠場

 2262

 2269

 9006

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

 2336

 2264

 9019

所属名 記録／備考
 2417

 2229

 2166
欠場

 2163

順 No. 氏  名

 2423

 9002

 9007

 2340
欠場

 9005

 9004
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一般･高校男子

100m
予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 5月7日  8:55
決勝 5月7日 14:40

[ 1組] [ 2組]

 1 北野 玄仁(2)     52.58 q  1 小林 涼(4)     52.67 q
ｷﾀﾉ ﾊﾙﾋﾄ 松本県ヶ丘高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 信大医陸

 2 花形 駿介(3)     52.97  2 髙木涼太(3)     52.73 q
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 松本工業高 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 松本蟻ヶ崎高

 3 久根 裕太(3)     53.71  3 渡辺 大介(3)     53.70 
ｸﾈ ﾕｳﾀ 田川高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀﾞｲｽｹ 松本美須々ヶ丘高

 4 後藤 玄樹(3)     55.46  4 中島 嘉活(3)     53.83 
ｺﾞﾄｳ ｹﾞﾝｷ 松商学園高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼｶﾂ 松本県ヶ丘高

 5 増本 泰河(3)     55.81  5 織茂 大地(1)     55.17 
ﾏｽﾓﾄ ﾀｲｶﾞ 松本深志高 ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 信州大学

 6 草間 拓海(3)     56.27 鷲沢拓海(3)
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 松本県ヶ丘高 ﾜｼｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 松本蟻ヶ崎高

 7 大野 智裕(1)     56.40 
ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ 松本大

[ 3組]

 1 浦野 泰希(4)     49.76 q
ｳﾗﾉ ﾀｲｷ 松本大

 2 清水 泰志(4)     50.14 q
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ 松本大

 3 望月春希(3)     50.24 q
ﾓﾁｽﾞｷ ﾊﾙｷ 松本蟻ヶ崎高

 4 小林 航(2)     50.80 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本大

 5 伊藤 良多     51.70 q
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 信大病院

 6 成澤 稜(3)     52.94 
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松商学園高

 1 浦野 泰希(4)     49.28 
ｳﾗﾉ ﾀｲｷ 松本大

 2 望月春希(3)     49.89 
ﾓﾁｽﾞｷ ﾊﾙｷ 松本蟻ヶ崎高

 3 伊藤 良多     49.89 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 信大病院

 4 小林 航(2)     50.47 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本大

 5 北野 玄仁(2)     51.15 
ｷﾀﾉ ﾊﾙﾋﾄ 松本県ヶ丘高

 6 髙木涼太(3)     52.78 
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾀ 松本蟻ヶ崎高

 7 小林 涼(4)     54.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 信大医陸
清水 泰志(4)
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ 松本大

順 No. 氏  名

 2414

一般･高校男子

400m

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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 2492

所属名 記録／備考
 2268
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 2304
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順 No.

 2399
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 9028
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 9013

 2490

 2397

 9042

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

 9013

 9042
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 2397

 9018

 9048
欠場

 2268

 2398



決勝 5月7日 12:50

[ 1組] [ 2組]

 1 米山 幸伸(3)   2:08.03  1 猿田 大樹(3)   2:05.14 
ﾖﾈﾔﾏ ﾕｷﾉﾌﾞ 松本深志高 ｻﾙﾀ ﾀｲｷ 松本工業高

 2 小口 貴也(2)   2:13.99  2 山本 昌希   2:06.09 
ｵｸﾞﾁ ﾀｶﾔ 田川高 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本陸協

 3 青沼 潮(2)   2:16.39  3 飯森友蘭(3)   2:08.04 
ｱｵﾇﾏ ｳｼｵ 松本美須々ヶ丘高 ｲｲﾓﾘ ﾕﾗ 松本蟻ヶ崎高

 4 森 翔一(2)   2:24.86  4 石井 来弥(2)   2:11.27 
ﾓﾘ ｼｮｳｲﾁ 信大医陸 ｲｼｲ ｸﾘﾔ 松本深志高

 5 前田 倭空(3)   2:25.40  5 竹谷 太一(3)   2:18.81 
ﾏｴﾀﾞ ﾜｸ 信大医陸 ﾀｹﾀﾆ ﾀｲﾁ 松本美須々ヶ丘高
山﨑翔馬(2)  6 逸見 和弥(3)   2:36.68 
ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾏ 松本蟻ヶ崎高 ﾍﾝﾐ ｶｽﾞﾔ 梓川高
吉野 元貴(3) 池上 一希(3)
ﾖｼﾉ ｹﾞﾝｷ 松本県ヶ丘高 ｲｹｶﾞﾐ ｶｽﾞｷ 松本県ヶ丘高
横矢 宇博(3)
ﾖｺﾔ ﾀｶﾋﾛ 松本美須々ヶ丘高

[ 3組]

 1 中沢 夏輝(2)   2:02.82 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 梓川高

 2 増澤 直彦(3)   2:03.51 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾅｵﾋｺ 松本深志高

 3 徳原 冬威(2)   2:04.05 
ﾄｸﾊﾗ ﾄｳｲ 松本深志高

 4 逢澤 智広   2:05.53 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本陸協

 5 村瀬 勇哉(2)   2:05.54 
ﾑﾗｾ ﾕｳﾔ 松本工業高

 6 渋谷涼太(3)   2:07.87 
ｼﾌﾞﾔ ﾘｮｳﾀ 松本蟻ヶ崎高
上條 俊文(2)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｼﾌﾐ 松本美須々ヶ丘高

   1 中沢 夏輝(2) 梓川高     2:02.82   3   1
   2 増澤 直彦(3) 松本深志高     2:03.51   3   2
   3 徳原 冬威(2) 松本深志高     2:04.05   3   3
   4 猿田 大樹(3) 松本工業高     2:05.14   2   1
   5 逢澤 智広 松本陸協     2:05.53   3   4
   6 村瀬 勇哉(2) 松本工業高     2:05.54   3   5
   7 山本 昌希 松本陸協     2:06.09   2   2
   8 渋谷涼太(3) 松本蟻ヶ崎高     2:07.87   3   6
   9 米山 幸伸(3) 松本深志高     2:08.03   1   1
  10 飯森友蘭(3) 松本蟻ヶ崎高     2:08.04   2   3
  11 石井 来弥(2) 松本深志高     2:11.27   2   4
  12 小口 貴也(2) 田川高     2:13.99   1   2
  13 青沼 潮(2) 松本美須々ヶ丘高    2:16.39   1   3
  14 竹谷 太一(3) 松本美須々ヶ丘高    2:18.81   2   5
  15 森 翔一(2) 信大医陸     2:24.86   1   4
  16 前田 倭空(3) 信大医陸     2:25.40   1   5
  17 逸見 和弥(3) 梓川高     2:36.68   2   6

一般･高校男子

800m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名順

 2338

 9016

 2224

 2189  9009

 2333

 2335

 2319

 2162

 9017

 2365
欠場

 2245

No.

 2396

所属名 記録／備考
 2412

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

 2155

 2234

欠場
 2320

欠場

 2419

 2393

 2244

 9008

順位記録 備考 組

 2341
欠場

タイムレース

 2155
 2234
 2244

所属名順位 No. 氏  名

 2393
 2224
 2396

 9016

 2412
 9008
 2419
 9009

 9017
 2162

 2245
 2189
 2338
 2335



決勝 5月7日  9:15

 1 塩原 大  16:04.70 
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲ 松本陸協

 2 山本 昌希  16:38.43 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本陸協

 3 百瀬 永吉  17:12.43 
ﾓﾓｾ ﾅｶﾞﾖｼ 松本陸協

 4 栁沼 祐希(2)  17:20.63 
ﾔｷﾞﾇﾏ ﾕｳｷ 松本深志高

 5 吉田 優希(3)  17:27.79 
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳｷ 松本大

 6 駒澤 信二  17:36.73 
ｺﾏｻﾞﾜ ｼﾝｼﾞ 松本陸協

 7 武井 湧平(2)  17:47.83 
ﾀｹｲ ﾖｳﾍｲ 松本大

 8 加藤 卓美  19:42.14 
ｶﾄｳ ﾀｸﾐ 松本陸協
太田 貫士(3)
ｵｵﾀ ｶﾝｼﾞ 松本工業高

 2416
欠場

 9045

 9057

 9012

 2238

 9037

 9011

 9010

 9009

一般･高校男子

5000m
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月7日 16:15

順 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1 松商学園高(A)  2480 三宅 浩生(3)     42.37 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳA ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ
 2466 伊藤 拓海(2)

ｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 2490 成澤 稜(3)

ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
 2481 樋口 一馬(3)

ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ
 2 松商学園高(B)  2498 西村 陽杜(1)     42.61 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳB ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ
 2497 神田 来夢(1)

ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ
 2496 柳沢 直生(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ
 2462 穗苅 康人(1)

ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ
 3 松本大(A)  9027 安藤 直哉(4)     43.49 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲA ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ
 9030 丸山 幹稀(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ
 9050 大野 智裕(1)

ｵｵﾉ ﾄﾓﾋﾛ
 9028 浦野 泰希(4)

ｳﾗﾉ ﾀｲｷ
 4 松本大(B)  9054 丸山 玲央(2)     44.06 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲB ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ
 9042 小林 航(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ
 9048 清水 泰志(4)

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ
 9043 藤森 秀貴(4)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾋﾃﾞﾀｶ
 5 信大医陸  9019 政田 啓輔(4)     45.45 

ｼﾝﾀﾞｲｲﾘｸ ﾏｻﾀﾞ ｹｲｽｹ
 9026 椚谷 健(2)

ｸﾇｷﾞﾀﾆ ｹﾝ
 9018 小林 涼(4)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ
 9020 池谷 宗一郎(5)

ｲｹﾔ ｿｳｲﾁﾛｳ
松本工業高  2426 高木 龍之介(1)
ﾏﾂﾓﾄｺｳｷﾞｮｳｺｳ ﾀｶｷﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 失格

 2417 杏 直樹(2) R1[1-2]
ｶﾗﾓﾓ ﾅｵｷ

 2409 髙村 拓明(3)
ﾀｶﾑﾗ ﾋﾛｱｷ

 2425 髙木 大輔(1)
ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ

松本県ヶ丘高
ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ 欠場

一般･高校男子

4×100m
決勝



決勝 5月7日 15:30

2m00
小野 寛貴(3) - - - - - - - - - xxo
ｵﾉ ﾋﾛｷ 松商学園高 xxx
青柳 朋和(3) - - - - - o xo xxo xxx
ｱｵﾔｷﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 松本工業高
榎本 崚冴(1) - - - - - - xo xxx
ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 信大医陸
東井隆希(3) - - o o xxx
ﾄｳｲ ﾘｭｳｷ 松本蟻ヶ崎高
木船宗一(3) - - xo o xxx
ｷﾌﾈ ｿｳｲﾁ 松本蟻ヶ崎高
笹川 昂輝(3) - - xo xo xxx
ｻｻｶﾞﾜ ｺｳｷ 松本県ヶ丘高
二木 和輝(2) - - xxo xxo xxx
ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ 松本大
塩原 大樹(2) o xxo xxx
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 松商学園高
北野 慧(3) o xxo xxx
ｷﾀﾉ ｹｲ 松商学園高
藤島 晋一郎(2) - - xxx 記録なし
ﾌｼﾞｼﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 松本工業高
北野 玄仁(2) 欠場
ｷﾀﾉ ﾊﾙﾋﾄ 松本県ヶ丘高
丸山 拓哉(1) 欠場
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 松本大

 2268

 9044

8  2487
 1.55

 2420

7  9033
 1.65

8  2467
 1.55

5  2361
 1.65

6  2263
 1.65

3  9015
 1.80

4  2394
 1.65

1m90 1m95

1  2486
 1.95

2  2415
 1.85

記録 備考
1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 1m85

一般･高校男子

走高跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月7日 15:30

2m00
小野 寛貴(3) - - - - - - - - - xxo
ｵﾉ ﾋﾛｷ 松商学園高 xxx
青柳 朋和(3) - - - - - o xo xxo xxx
ｱｵﾔｷﾞ ﾄﾓｶｽﾞ 松本工業高
榎本 崚冴(1) - - - - - - xo xxx
ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 信大医陸
東井隆希(3) - - o o xxx
ﾄｳｲ ﾘｭｳｷ 松本蟻ヶ崎高
木船宗一(3) - - xo o xxx
ｷﾌﾈ ｿｳｲﾁ 松本蟻ヶ崎高
笹川 昂輝(3) - - xo xo xxx
ｻｻｶﾞﾜ ｺｳｷ 松本県ヶ丘高
二木 和輝(2) - - xxo xxo xxx
ﾌﾀﾂｷﾞ ｶｽﾞｷ 松本大
塩原 大樹(2) o xxo xxx
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 松商学園高
北野 慧(3) o xxo xxx
ｷﾀﾉ ｹｲ 松商学園高
藤島 晋一郎(2) - - xxx 記録なし
ﾌｼﾞｼﾏ ｼﾝｲﾁﾛｳ 松本工業高
北野 玄仁(2) 欠場
ｷﾀﾉ ﾊﾙﾋﾄ 松本県ヶ丘高
丸山 拓哉(1) 欠場
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 松本大

 2268

 9044

8  2487
 1.55

 2420

7  9033
 1.65

8  2467
 1.55

5  2361
 1.65

6  2263
 1.65

3  9015
 1.80

4  2394
 1.65

1m90 1m95

1  2486
 1.95

2  2415
 1.85

記録 備考
1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 1m85

一般･高校男子

走高跳
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月7日 14:30

丸山 幹稀(1)
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓｷ 松本大
小澤 匠(3)
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 松本大
上原晟弘(2)
ｳｴﾊﾗ ｱｷﾋﾛ 松本蟻ヶ崎高
奥灘 慎太郎(3)
ｵｸﾅﾀﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 松本県ヶ丘高
安藤 直哉(4)
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本大
草間 拓海(3)
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 松本県ヶ丘高
西牧 廉(1)
ﾆｼﾏｷ ﾚﾝ 松本工業高
前澤 圭人(2)
ﾏｴｻﾞﾜ ｹｲﾄ 梓川高
赤瀬 崇
ｱｶｾ ﾀｶｼ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
長尾 渓(1)
ﾅｶﾞｵ ｹｲ 松本工業高
富田 裕也(2)
ﾄﾐﾀ ﾕｳﾔ 松本県ヶ丘高
山本 雄大(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 松本県ヶ丘高
池谷 宗一郎(5)
ｲｹﾔ ｿｳｲﾁﾛｳ 信大医陸
金子 周平(1) 記録なし
ｶﾈｺ ｼｭｳﾍｲ 松本工業高
横前 智規(3) 記録なし
ﾖｺﾏｴ ﾄﾓｷ 松商学園高
平野 雄大(1) 欠場
ﾋﾗﾉﾕ ｳﾀﾞｲ 梓川高
島田 一輝(2) 欠場
ｼﾏﾀﾞ ｶｽﾞｷ 田川高
福田 淳 欠場
ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
百瀬 正広(3) 欠場
ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ 梓川高

所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録

一般･高校男子

やり投(0.800kg)
決勝

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 備考

1  9030
   o  59.31    -    -    -    -  59.31 

   x    o    o    o
2  9029

   o  54.71  54.71 

3  2362
 51.44    o    x    o    o    o  51.44 

 42.44    o    x  43.58
4  2315

   o    o  43.58 

5  9027
   o  37.70    -    x  39.21    o  39.21 

 36.63  38.74    o    x
6  2304

   o    x  38.74 

7  2422
 38.03    o    o    x    o    o  38.03 

   x    x    x    o
8  2157

   x  37.90  37.90 

9  9002
   x  34.73    x  34.73 

   o
10  2427

   o  33.48  33.48 

11  2266
   o    x  31.26  31.26 

   o
12  2265

   x  24.39  24.39 

13  9020
   o    x  18.55  18.55 

   x
 2424

   x    x

 2494
   x    x    x

 2165

 2933

 9003

 2163



予選 5月7日 10:00

3m50 3m80 4m00
関 知大(2) - - - - - - - - -   3.80 
ｾｷ ﾄﾓﾋﾛ 松本大 - o xxx
青柳 亮生(2) - - - - - o o xo o   3.40 
ｱｵﾔｷﾞ ｱﾂｷ 田川高 xxx
青柳 大夢(3) xo o xo o xxx   2.50 
ｱｵﾔｷﾞ ﾀﾞｲﾑ 鉢盛中
荒田 智也(3) - - - - - - - - - 記録なし
ｱﾗﾀ ﾄﾓﾔ 田川高 xxx

オープン男子

棒高跳
標準記録    0.00m Q:標準記録突破者  q：その他の通過者

記録 備考
2m20 2m30 2m40 2m50 2m60 3m00 3m20 3m30 3m40

1  9049

所属名順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

 2938

2  2186

3  7433
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