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記 録 集 
 
 

期   日： 平成２９年 4月２２日（土）２３日（日） 
会   場： 長野市営陸上競技場（競技場コード 172070） 
主   催： 一般財団法人長野陸上競技協会 
共   催： 公益財団法人長野県体育協会 長野県高等学校体育連盟 

長野県中学校体育連盟 
後   援： 長野県教育委員会 長野市教育委員会 信濃毎日新聞社 
主   管： 一般財団法人長野陸上競技協会 
総 務： 内山 了治 
審 判 長： トラック: 青柳 智之 

跳 躍: 鈴木 文雄 / 内堀 俊彦 
投 て き: 上原 羊二 

記録・情報主任： 瀧沢 佳生 
 

■グラウンドコンディション 
4月 22日 4月 23日 
時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 

   (m/s) (°c) (%)    (m/s) (°c) (%) 
09:30 曇 北 2.1 13.0 56.0 09:30 晴 北 1.1 10.5 55.1 
10:00 曇 北 2.2 13.2 55.9 10:00 晴 東 2.7 11.1 53.0 
11:00 曇 北 2.9 12.9 56.4 11:00 晴 東北東 3.5 12.2 50.1 
12:00 曇 北 3.7 13.4 54.4 12:00 晴 北東 3.0 13.8 43.9 
13:00 曇 北東 2.1 13.1 52.3 13:00 晴 北 2.9 13.8 42.5 
14:00 曇 東北東 3.1 13.1 48.9 14:00 晴 北 1.5 13.8 41.7 
15:00 晴 北東 2.5 12.9 49.5 15:00 晴 北 1.6 13.7 40.7 
16:00 晴 北 2.3 12.2 47.5 16:00 晴 北 2.3 13.7 41.0 
17:00 晴 北東 1.3 11.5 44.8       



 
 

■この大会で樹立された記録 
月日 男女 種目 予・決 記録 氏名・学年 所属 従来の記録 備考 
4/22 男子 200m 準決勝 20秒 94 原 翔太 ｽｽﾞｷ浜松 AC 21秒 37 大会新 
4/22 男子 200m 準決勝 21秒 30 川上 真弥 飯田病院 21秒 37 大会新 
4/22 高校 

男子 
砲丸投 

(6.000kg) 決勝 13m74 和田 啓汰(3) 更級農高 13m73 大会新 

4/22 男子 
少年 B 

砲丸投 
(5.000kg) 決勝 12m94 池上 大希(1) 松本工高 12m36 大会新 

4/23 女子 やり投 決勝 51m07 井口 華穂(4) 新潟医福大 50m18 大会新 
4/23 男子 棒高跳 決勝 5m11 内山 朋也(1) 筑波大 5m10 大会新 
4/23 男子 100m 準決勝 10秒 61 川上 真弥 飯田病院 10秒 68 大会新 
4/23 男子 100m 準決勝 10秒 68 中野 涼介(3) 筑波大 10秒 68 大会ﾀｲ 
4/23 女子 100mH 決勝 14秒 61 秋元 南乃(2) 市立長野高 14秒 66 大会新 
4/23 女子 1500m 決勝 4分 35秒 93 萩谷 楓(2) 長野東高 4分 37秒 6 大会新 

 
 

■失格の略号の説明 
FS 不正スタート (R162-7) 
T1 他の競技者を妨害した (R163-2) 
T2 他のレーンに入った (R163-3a) 
T3 縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b) 
T4 ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (R163-5) 
T5 競技者がトラックから勝手に離脱した (R163-6) 
T6 ハードルを越えなかった (R168-7) 
T7 足又は脚がハードルをはみ出してバーの高さより低い位置を通った (R168-7a) 
T8 故意にハードルを倒した (R168-7b) 
T9 水濠の外側[水濠を超えないで両サイド]に着地した (R169-7a) 
K1 ﾛｽ･ｵﾌﾞ･ｺﾝﾀｸﾄ で 3名以上がレッドカードを出した (R230-7a) 
K2 ﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で 3名以上がレッドカードを出した (R230-7a) 
K3 ﾛｽ･ｵﾌﾞ･ｺﾝﾀｸﾄとﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で 3名以上がレッドカードを出した (R230-7a) 
K4 ﾛｽ･ｵﾌﾞ･ｺﾝﾀｸﾄ で競歩主任が単独で失格にした (R230-4a) 
K5 ﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で競歩主任が単独で失格にした (R230-4a) 
R1 リレーでテイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった (R170-7) 

()内は区間を表す  (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走 
 
■フィールド競技における記号の説明 
〇 成功・有効試技 (走高跳・棒高跳) 
✖ 失敗・無効試技 
－ パス 
ｒ 試合放棄 

 



第57回長野県陸上競技春季大会
兼 第72回国民体育大会陸上競技長野県予選会
　期日：平成29年4月22日(土)-23日(日)
　場所：長野市営陸上競技場

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】172070  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
04/23 男子  +4.1川上 真弥 10.30 中野 涼介(3) 10.42 岩田 晃 10.61 常盤 大智(4) 10.75 西村 陽杜(2) 10.83 三村 瑞樹 10.90 成澤 稜(1) 10.93

100m 飯田病院 筑波大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 松本大 松商学園高 上伊那陸協 松本大
04/22 男子  +2.3川上 真弥 21.05 常盤 大智(4) 21.80 小出 郁弥(3) 22.13 小坂 晃大(1) 22.48 三澤 駿之介(3) 22.67

200m 飯田病院 松本大 市立長野高 東海大諏訪高 信州大
04/23 男子 樋口 一馬(1) 49.87 小林 航(3) 50.34 近藤 雅哉(3) 50.53 野村 健成(3) 50.56 小出 郁弥(3) 50.71 西村 武登(3) 50.83 外川 太一(3) 50.98 水島 優(3) 52.42

400m 法大 松本大 松川高 東海大諏訪高 市立長野高 飯田高 諏訪清陵高 松本大
04/22 男子 大島 直哉(4) 1,58.81 中島 大智(3) 1,59.04 北原 崇志 2,00.96 古川 晴貴(2) 2,01.26 児玉 悠作(2) 2,01.86 畠山 龍大(2) 2,03.88 山田 大貴(3) 2,04.07 廣瀬 洸(3) 2,05.06

800m 信州大 信州大 EASTERS 木曽青峰高 市立長野高 大町岳陽高 信州大 長野高専
04/23 男子 白川 友一 4,02.15 松﨑 健悟(3) 4,02.56 北原 崇志 4,04.86 中島 大智(3) 4,05.74 清沢 創一 4,05.75 村瀬 崚(3) 4,06.87 下條 源太郎(3) 4,09.07 丸山 拓真(1) 4,09.84

1500m 須坂陸協 東海大諏訪高 EASTERS 信州大 諏訪市陸協 信州大 松本深志高 長野日大高
04/22 男子少年B 富田 陸空(1) 8,52.38 石川 晃大(1) 8,55.35 宇津野 篤(1) 9,02.36 安坂 光瑠(3) 9,05.67 小板橋 恭征(3) 9,06.00 木村 暁仁(1) 9,06.06 眞田 稜生(1) 9,07.62 杉田 真英(1) 9,09.67

3000m 佐久長聖高 佐久長聖高 佐久長聖高 開成中 戸倉上山田中 佐久長聖高 佐久長聖高 佐久長聖高
04/22 男子 大池 竜紀(3) 14,54.82 高梨 良介 15,02.91 原 広野 15,09.94 内堀 太一(2) 15,11.04 古山 雄一郎(3) 15,19.67 村澤 智啓 15,21.42 米山 哲弘(2) 15,22.76 鈴木 稜哉(2) 15,26.76

5000m 長野日大高 ﾄｰﾊﾂ 上伊那郡陸協 佐久長聖高 信州大 長野吉田AC 佐久長聖高 諏訪二葉高
04/23 男子  +1.7三宅 浩生(1) 15.19 西村 慶次(3) 15.33 坂根 遼汰郎(3) 15.39 小林 涼 15.42 小林 周平(3) 15.43 荻原 勇吹(1) 15.49 宮原 翔太(3) 15.51

110mH(1.067m) 中京大 創造学園高 野沢北高 信大医陸 長野東高 中京大 長野日大高
04/23 男子少年共通  +3.0越山 遥斗(1) 15.61 堀込 碧(1) 15.70 関 雄飛(1) 17.67 鈴木 竜也(1) 17.82

110mJH(0.991m) 松本工高 小諸高 上伊那農高 長野工高
04/22 男子 中野 直哉 52.39 小林 英和(4) 52.57 清水 泰志 54.57 桜井 滉治(3) 55.07 小林 航(3) 56.19 坂巻 太一(4) 57.21 花形 駿介(1) 57.50 岡村 州紘(2) 58.94

400mH(0.914m) 飯田病院 法大 skIpまつもとAC 東洋大 松本大 信州大 松本大 岩村田高
04/22 男子 宮入 一海 9,17.51 三島 颯太(2) 9,24.91 宮下 輝一(3) 9,38.61 吉川 昇吾(4) 9,40.21 北原 弘司 9,46.61 笹澤 健司(3) 9,48.93 永井 慎也 9,50.53 小山 颯也(3) 9,51.15

3000mSC(0.914m) 北佐久郡陸協 佐久長聖高 上田染谷丘高 信州大 EASTERS 上田西高 ｺﾄﾋﾗ工業 長野日大高
04/22 男子 寺島 章仁(3) 22,38.26 甲田 基也(3) 22,43.29 鈴木 英司(2) 22,46.35 石井 慎也(2) 22,51.00 中島 明佳(2) 23,45.20 長原 治玄(3) 24,30.76 井上 正望(3) 24,33.00 横井 駿太(3) 24,39.55

5000mW 長野高 長野工高 長野工高 東海大諏訪高 長野工高 長野日大高 長野日大高 丸子修学館高
04/22 男子 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC       41.98 松本大       42.96 skIpまつもとAC      43.14 松商学園高       43.41 小諸高       43.47 諏訪清陵高       44.48 飯田高       44.54 長野高専       44.82

4×100m 吉冨 和弥 小野澤 達也(3) 塩野入 信栄 小池 孝憲(2) 清水 隆哉(3) 中澤 新(1) 藤井 隆聖(2) 髙橋 和真(2)
内堀 直也 常盤 大智(4) 宮澤 裕輝 山口 竜也(2) 伊藤 司能(3) 井出 純一朗(2) 篠田 知樹(3) 宮澤 優仁(5)
岩田 晃 成澤 稜(1) 清水 泰志 西村 陽杜(2) 山浦 渓斗(2) 外川 太一(3) 友保 尚樹(2) 宮澤 陽斗(2)
佐藤 賢一 斉藤 巧(1) 浦野 泰希 神田 来夢(2) 中澤 晴起(3) 林 泰希(1) 西村 武登(3) 小林 嶺(3)

04/23 男子 skIpまつもとAC    3,22.22 信州大     3,23.43 松本大     3,26.64 木曽青峰高     3,30.06 松商学園高     3,32.96 長野高専     3,33.46 諏訪二葉高     3,34.61 長野吉田高     3,34.66
4×400m 浦野 泰希 坂巻 太一(4) 花形 駿介(1) 原 拓実(3) 小池 孝憲(2) 髙橋 和真(2) 土屋 哲平(2) 羽入田 拓真(3)

宮澤 裕輝 大島 直哉(4) 水島 優(3) 小谷 渓太(3) 山口 竜也(2) 髙橋 一輝(2) 松本 陸(2) 早福 和馬(3)
川西 翔太 三澤 駿之介(3) 丸山 玲央(3) 古川 晴貴(2) 神田 来夢(2) 宮澤 陽斗(2) 雨宮 海斗(2) 飯野 圭太(3)
清水 泰志 浦田 敦也(4) 小林 航(3) 小坂 正海(3) 穗苅 康人(2) 廣瀬 洸(3) 鈴木 颯太(2) 玉城 莉吾(3)

04/22 男子 芋川 駿(3) 2.07 片平 大地 2.01 林 知彦 1.98 宮坂 駿吾(1) 1.90 大塚 樹也(2) 1.90 丸山 拓哉(2) 1.90 榎本 崚冴(2) 信州大 1.85
走高跳 法大 長野吉田AC 駒ヶ根陸協 東学大 新潟医福大 松本大 塚田 龍太朗(3) 長野日大高

04/23 男子 内山 朋也(1) 5.11 荒井 洋光 4.10 竹内 優(2) 3.90 山際 創平(2) 須坂高 3.80 鎌倉 慎太郎(2) 下諏訪向陽高 3.70 矢野 眞嵩(2) 3.60
棒高跳 筑波大 GR 松本陸協 長野吉田高 関 知大(3) 松本大 清水 一馬(3) 信州大 長野高

04/22 男子 内山 朋也(1) 7.33(+0.4) 佐藤 賢一 7.31(+1.1) 中野 涼介(3) 7.29(+2.8) 日向 一機(4) 7.25(+5.0) 竹井 温巧(3) 7.01(+2.8) 増子 良平(1) 6.82(+3.3) 穗苅 康人(2) 6.78(+1.4) 青沼 和紀 6.74(+2.8)
走幅跳 筑波大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 筑波大 信州大 東海大諏訪高 中京大 松商学園高 with

04/23 男子 日向 一機(4)15.24(+3.0) 竹井 温巧(3)14.34(-0.1) 須崎 修二(3)14.14(+1.9) 小野澤達也(3)14.11(+0.7) 大島 卓仁(4)14.10(+1.4) 小北 大志(3)13.81(+2.2) 中村 智(3) 13.70(+0.9) 丸山 健一 13.67(+1.9)
三段跳 信州大 東海大諏訪高 上田高 松本大 信州大 信州大 塩尻志学館高 FIVETOOL

04/22 男子 米倉 朋輝(2) 12.06 竹村 地智(1) 10.71 上條 健 8.03
砲丸投(7.260kg) 新潟医福大 国武大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

04/22 男子高校 和田 啓汰(3) 13.74 スミス 理貴(3) 12.87 登内 啓一郎(3) 12.00 小林 篤央(2) 11.84 金子 周平(2) 11.55 幸野 藍斗(3) 11.54 藤井 隆聖(2) 11.45 西牧 廉(2) 10.85
砲丸投(6.000kg) 更級農高 GR 長野西高 高遠高 上田高 松本工高 木曽青峰高 飯田高 松本工高

04/22 男子高校 池上 大希(1) 12.94 竹内 恒平(1) 12.34 赤尾 聡良(1) 12.17 久保川 優士(3) 10.63 塚田 陽樹(1) 10.26 丸山 大木(3) 6.46
砲丸投(5.000kg) 松本工高 GR 松本工高 上田染谷丘高 丸子北中 小諸高 更北中

04/22 男子 神田 郁実 39.84 上原 隆伸 36.05 竹村 地智(1) 28.03
円盤投(2.000kg) 長野市陸協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 国武大

04/22 男子高校 奥垣内 崇史(3) 38.72 スミス 理貴(3) 37.18 中村 郁弥(3) 36.50 橋澤 昂駿(3) 36.29 赤澤 虎太郎(3) 36.01 吉池 真緋呂(3) 35.61 和田 啓汰(3) 34.32 折山 景柊(3) 33.77
円盤投(1.750kg) 東海大諏訪高 長野西高 丸子修学館高 飯山高 長野高専 長野工高 更級農高 飯田風越高

04/23 男子 神田 郁実 51.55 東井 航平(3) 44.41 上原 隆伸 42.97 須賀 健太(4) 39.25 野村 源太(4) 38.42 上條 健 25.75
ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg) 長野市陸協 信州大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 信州大 信州大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

04/23 男子 宮沢 康平(3) 50.17 中村 健之(3) 48.95 奥垣内 崇史(3) 46.18 萩原 倖司(2) 41.71 東條 晃太(3) 38.96 由井 渓友(3) 38.65 中嶋 宏太(3) 36.73 坂口 大樹(3) 36.57
ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 更級農高 梓川高 東海大諏訪高 梓川高 長野工高 岩村田高 阿南高 須坂東高

04/23 男子 長崎 大悟(2) 63.67 岩崎 まお(2) 61.38 小川 健太(3) 61.01 小林 誠矢(3) 56.44 小林 昇市(4) 56.11 矢ヶ崎 奨(4) 56.01 安西 克樹(3) 54.15 上條 俊(3) 53.21
やり投(0.800kg) 国武大 新潟医福大 東経大 創造学園高 長野高専 国武大 信州大 長野高専



予選 4月23日 11:40
準決勝 4月23日 14:40
決勝 4月23日 15:50

県記録(KR)          10.15
県高記録(HR)        10.32
大会記録(GR)        10.68

[ 1組] 風速 +2.2 [ 2組] 風速 +3.8

 1 相川 史弥(3)     11.20 Q  1 成澤 稜(1)     10.92 Q
ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ 信州大 ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松本大

 2 市川 拓也(3)     11.37 Q  2 安藤 直哉     11.03 Q
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 信州大 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本陸協

 3 越山 遥斗(1)     11.49  3 伊藤 司能(3)     11.14 q
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 松本工高 ｲﾄｳ ｼﾉ 小諸高

 4 峯村 京佑(2)     11.50  4 篠田 知樹(3)     11.23 q
ﾐﾈﾑﾗ ｹｲｽｹ 長野高 ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ 飯田高

 5 下田 振全(3)     11.51  5 沖田 遥久(3)     11.32 
ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ 松代高 ｵｷﾀ ﾊﾙﾋｻ 信州大

 6 田中 皐裕(2)     11.69  6 井出 純一朗(2)     11.46 
ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 上田西高 ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 諏訪清陵高

 7 小谷 渓太(3)     11.71  7 輪湖 勇哉(1)     11.64 
ｺﾀﾆ ｹｲﾀ 木曽青峰高 ﾜｺ ﾕｳﾔ 松本大

 8 吉冨 和弥     12.01 井原 晟斗(2)
ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 松川高
山浦 貫人(2) 矢口 紘人(3) 中学生
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 国武大 ﾔｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 穂高東中

[ 3組] 風速 +3.6 [ 4組] 風速 +2.9

 1 中野 涼介(3)     10.85 Q  1 長谷川 寛(4)     10.84 Q
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 筑波大 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 東学大

 2 髙橋 和真(2)     11.12 Q  2 三澤 駿之介(3)     11.16 Q
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 長野高専 ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大

 3 斉藤 巧(1)     11.26 q  3 坂中 勇磨(3)     11.18 q
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松本大 ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘高

 4 田中 健太(4)     11.28 q  4 牛山 陽太(3)     11.38 
ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 信州大 ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ 佐久長聖高

 5 菅沢 晴樹(2)     11.49  5 宮坂 秀星(3)     11.48 
ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 野沢南高 ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 伊那弥生ヶ丘高

 6 見並 龍佑(3)     11.52  6 山口 大輝(3) 中学生     11.51 
ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ 辰野高 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 塩尻広陵中

 7 中澤 新(1)     11.81  7 山口 光太郎(3)     11.55 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 諏訪清陵高 ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 豊科高

 8 大月 洸典(1)     12.05  8 篠澤 蒼平(1)     11.84 
ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 豊科高 ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 佐久長聖高
越山 凌雅(3) 山下 幹生(2)
ｺｼﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ 松商学園高 ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ 上田高

[ 5組] 風速 +1.4 [ 6組] 風速 +2.3

 1 岩田 晃     10.86 Q  1 川上 真弥     10.68 Q
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｶﾜｶﾐ  ｼﾝﾔ 飯田病院

 2 登内 健太(3)     11.26 Q  2 本多 倖基(3)     11.05 Q
ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 上伊那農高 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ 信州大

 3 齊藤 舜太郎(3) 中学生     11.28 q  3 原 拓実(3)     11.61 
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀﾛｳ 長野北部中 ﾊﾗ ﾀｸﾐ 木曽青峰高

 4 清水 隆哉(3)     11.31  4 吉田 智哉(2)     11.62 
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ 小諸高 ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ 長野工高

 5 室賀 駿一(2)     11.46  5 村石 稜(3) 中学生     11.63 
ﾑﾛｶﾞ ｼｭﾝｲﾁ 長野吉田高 ﾑﾗｲｼ ﾘｮｳ 三郷中

 6 宮澤 優仁(5)     11.56  6 塩野入 信栄     11.71 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 長野高専 ｼｵﾉｲﾘ ｼﾝｴｲ skIpまつもとAC

 7 小林 祐紀(4)     11.63  7 鳴海 裕斗(3)     11.95 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 信州大 ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東高

 8 上沢 奈雄(3)     11.69 柳澤 啓斗(2)
ｶﾐｻﾜ ﾅｵ 須坂東高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾄ 長野商高
矢部 晃(3) 伊東 嵩矢(2)
ﾔﾍﾞ ﾋｶﾙ 松本工高 ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ 市立長野高 欠場

1  1135
欠場

4   859

2  9006

5   184

3  1159

6  6701

8  9106

7  1948

1  2423
欠場

順 ﾚｰﾝ No.
9  9144

5  9083

6  3091

3  1078

9  9130

8  5655

2  2830

7  9021

4   351

欠場

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

3  2810

2  1793

6  6477

5  2536

9  2802

1   432

8  9078

4  2262

3  2473
欠場

順 ﾚｰﾝ No.
7  9141

9   115

2  2539

1  1558

5   283

8  9053

6  9100

7  9121

4  3511

欠場

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

4   539
欠場

5  6582

9   109

1  9056

8   573

6  9071

2  9057

7  2829

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  9052

4  9034
欠場

順 ﾚｰﾝ

5  1951

6  9022

8  1425

7  2788

9  2434

2  1118

記録／備考
3  9091

1  9080

男子

100m

予選 通過基準  9組  2着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



[ 7組] 風速 +2.1 [ 8組] 風速 +1.1

 1 今井 頼人(2) 中学生     11.33 Q  1 西村 陽杜(2)     11.03 Q
ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 辰野中 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 松商学園高

 2 栗林 雄大(2)     11.35 Q  2 内村 海斗(3)     11.46 Q
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 明科高 ｳﾁﾑﾗ ｶｲﾄ 上田西高

 3 佐野 希汐(3) 中学生     11.38  3 松本 陸(2)     11.55 
ｻﾉ ｷｾｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ﾏﾂﾓﾄﾘｸ 諏訪二葉高

 4 杏 直樹(3)     11.46  4 中村 謙士(3)     11.56 
ｶﾗﾓﾓ ﾅｵｷ 松本工高 ﾅｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 諏訪二葉高

 5 秦 翔(3)     11.68  5 関口 竣介(1)     11.72 
ﾊﾀ ｼｮｳ 松川高 ｾｷｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 屋代高

 6 丸岡 精二     12.12  6 柳沢 貴之     12.01 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
柳沢 直生(2) 山浦 渓斗(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 松商学園高 ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 小諸高
中嶋 謙(2) 宮下 翼(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 松商学園高 ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 市立長野高

[ 9組] 風速 +1.5

 1 常盤 大智(4)     11.03 Q
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 松本大

 2 三村 瑞樹     11.04 Q
ﾐﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 上伊那陸協

 3 松井 一陽(3)     11.45 
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 信州大

 4 飯野 圭太(3)     11.60 
ｲｲﾉ ｹｲﾀ 長野吉田高

 5 鶴田 優斗(3)     11.64 
ﾂﾙﾀ ﾕｳﾄ 須坂高

 6 芦澤 友和(3)     11.69 
ｱｼｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 長野日大高

 7 小林 涼真(1)     11.77 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 上田西高
岩井 遼太郎(2)
ｲﾜｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 上田高

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +1.7

 1 川上 真弥     10.61 Q  1 中野 涼介(3)     10.68 Q
ｶﾜｶﾐ  ｼﾝﾔ 飯田病院 ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 筑波大

 2 西村 陽杜(2)     10.96 Q  2 岩田 晃     10.80 Q
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 松商学園高 ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 3 常盤 大智(4)     10.98 q  3 安藤 直哉     11.16 
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 松本大 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ 松本陸協

 4 本多 倖基(3)     11.18  4 今井 頼人(2) 中学生     11.37 
ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ 信州大 ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 辰野中

 5 髙橋 和真(2)     11.36  5 斉藤 巧(1)     11.38 
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 長野高専 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松本大

 6 伊藤 司能(3)     11.39  6 栗林 雄大(2)     11.39 
ｲﾄｳ ｼﾉ 小諸高 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 明科高

 7 市川 拓也(3)     11.46  7 篠田 知樹(3)     11.46 
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 信州大 ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ 飯田高

 8 齊藤 舜太郎(3) 中学生     11.49 三澤 駿之介(3)
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀﾛｳ 長野北部中 ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大

[ 3組] 風速 +3.3

 1 長谷川 寛(4)     10.91 Q
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 東学大

 2 三村 瑞樹     10.94 Q
ﾐﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 上伊那陸協

 3 成澤 稜(1)     11.04 q
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松本大

 4 相川 史弥(3)     11.07 
ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ 信州大

 5 坂中 勇磨(3)     11.23 
ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘高

 6 登内 健太(3)     11.32 
ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 上伊那農高

 7 田中 健太(4)     11.38 
ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ 信州大

 8 内村 海斗(3)     11.50 
ｳﾁﾑﾗ ｶｲﾄ 上田西高

3  9100

9  2783

2  2262

8   351

7  9052

6  9091

5  9141

4  9064

9  9078
棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  2553

2   573

5  7950

3  9053

大会タイ
6  9021

4  9057

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  9121

9  9080

2  5655

8  3511

3  2829

5  9049

6  9106

4  9144
大会新

7  2498

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

9  1909

7  1794
欠場

8   993

3  1280

4  9084

6  1074

5  9049

2  9064

欠場
6   879

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  9018

5  1703

8   138

2  1450

7  2783

4   141

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  2498

7  2496
欠場

9  2495
欠場

6   555

5  9031

3  7870

4  2417

8  7950

2  2553

男子

100m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



風速 +4.1

 1 川上 真弥     10.30 
ｶﾜｶﾐ  ｼﾝﾔ 飯田病院

 2 中野 涼介(3)     10.42 
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 筑波大

 3 岩田 晃     10.61 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 4 常盤 大智(4)     10.75 
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 松本大

 5 西村 陽杜(2)     10.83 
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 松商学園高

 6 三村 瑞樹     10.90 
ﾐﾑﾗ ﾐｽﾞｷ 上伊那陸協

 7 成澤 稜(1)     10.93 
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松本大
長谷川 寛(4)
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 東学大

2  9052

4  9141
棄権

8  2498

9  9064

6  9021

3  9049

7  9144

5  9121

男子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 4月22日 11:45
準決勝 4月22日 15:20
決勝 4月22日 16:15

県記録(KR)          20.35
県高記録(HR)        20.93
大会記録(GR)        21.37

[ 1組] 風速 +4.3 [ 2組] 風速 +3.4

 1 川上 真弥     21.64 Q  1 岡田 英希(4)     21.56 Q
ｶﾜｶﾐ  ｼﾝﾔ 飯田病院 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 国武大

 2 近藤 雅哉(3)     22.63 Q  2 登内 健太(3)     22.66 Q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 松川高 ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 上伊那農高

 3 小林 周平(3)     22.69  3 宮澤 優仁(5)     23.20 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 長野東高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 長野高専

 4 沖田 遥久(3)     22.83  4 小坂 正海(3)     23.40 
ｵｷﾀ ﾊﾙﾋｻ 信州大 ｺｻｶ ｾｲｶｲ 木曽青峰高

 5 池田 翔紀(2)     22.91  5 柳沢 貴之     23.77 
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ 市立長野高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 6 山下 幹生(2)     23.00  6 友保 尚樹(2)     23.87 
ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ 上田高 ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ 飯田高

 7 菅沢 晴樹(2)     23.72  7 丸岡 精二     23.97 
ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 野沢南高 ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 8 遠山 龍之介(3) 中学生     23.83  8 山口 大輝(3)     24.01 
ﾄｳﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 宮田中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 塩尻広陵中

 9 上條 肇(2)     23.98 長谷川 遼亮(1)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ 松本美須々丘高 ﾊｾｶﾞﾜ ﾘｮｳｽｹ 国武大

[ 3組] 風速 +1.9 [ 4組] 風速 +4.1

 1 原 翔太     21.45 Q  1 常盤 大智(4)     22.08 Q
ﾊﾗ ｼｮｳﾀ ｽｽﾞｷ浜松AC ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 松本大

 2 松井 一陽(3)     22.81 Q  2 三澤 駿之介(3)     22.38 Q
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 信州大 ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大

 3 與川 夢翔(1)     23.36  3 栗林 雄大(2)     22.92 
ﾖｶﾜ  ﾕｳﾄ 上田西高 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 明科高

 4 宮澤 陽斗(2)     23.42  4 浦田 敦也(4)     22.99 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ 長野高専 ｳﾗﾀ ｱﾂﾔ 信州大

 5 土屋 哲平(2)     23.50  5 見並 龍佑(3)     23.19 
ﾂﾁﾔﾃｯﾍﾟｲ 諏訪二葉高 ﾐﾅﾐ ﾘｭｳｽｹ 辰野高

 6 中村 颯人(1)     23.64  6 佐々木 悠登(2)     23.64 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 長野工高 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 野沢南高

 7 鶴田 優斗(3)     24.05  7 織茂 大地(2)     23.79 
ﾂﾙﾀ ﾕｳﾄ 須坂高 ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 信州大

 8 松岡 龍哉(1)     24.77 鳴海 裕斗(3)
ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾔ 屋代高 ﾅﾙﾐ ﾕｳﾄ 岡谷東高
吉冨 和弥
ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

[ 5組] 風速 +3.9 [ 6組] 風速 +4.1

 1 田中 駿祐(2)     22.59 Q  1 小坂 晃大(1)     22.42 Q
ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 松本深志高 ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 東海大諏訪高

 2 清水 隆哉(3)     22.79 Q  2 斉藤 巧(1)     22.60 Q
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ 小諸高 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松本大

 3 北嶋 竣(3)     23.28  3 牛山 陽太(3)     22.76 
ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ 豊科高 ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ 佐久長聖高

 4 柏木 優(1)     23.90  4 篠田 知樹(3)     22.84 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 佐久長聖高 ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ 飯田高
内堀 直也  5 小池 潤優(2)     23.40 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ 伊那弥生ヶ丘高
篠澤 蒼平(1)  6 伊藤 陸(2)     23.63 
ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 佐久長聖高 ｲﾄｳ ﾘｸ 伊那弥生ヶ丘高
矢部 晃(3) 岩井 遼太郎(2)
ﾔﾍﾞ ﾋｶﾙ 松本工高 ｲﾜｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 上田高
本多 倖基(3) 唐澤 直人(3)
ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ 信州大 ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 上伊那農高

男子

200m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  9144

4   553

5  1193

9  9071

6  8191

3   856

2  1793

7  2346

順 ﾚｰﾝ

8  1558

No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  9033

2   351

5  9130

6  1950

4  9018

8   577

3  9031

1  6477

7  9037
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考
4   489

7  9084

6  1908

1  3507

3  1449

5   142

2  1169

9  9022
欠場

順 ﾚｰﾝ No.
2  9049

8   993

9  9078

8  2553

3  9068

6   283

4  1550

7  9085

5   184
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  2248

9  2830

5  2535

2  2809

4  9025
欠場

6  2810
欠場

7  2423
欠場

8  9106
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    56

9  9053

6  2802

5   573

8   435

4   434

3  1794
欠場

7   352
欠場



[ 7組] 風速 +3.9 [ 8組] 風速 +2.1

 1 小出 郁弥(3)     22.30 Q  1 長谷川 寛(4)     21.96 Q
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野高 ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 東学大

 2 市川 拓也(3)     22.77 Q  2 宮澤 裕輝     22.15 Q
ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 信州大 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ skIpまつもとAC

 3 外川 太一(3)     22.80  3 今井 頼人(2) 中学生     23.05 
ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 諏訪清陵高 ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 辰野中

 4 古厩 海聖(1)     23.63  4 坂中 勇磨(3)     23.24 
ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 佐久長聖高 ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ 松本県ヶ丘高

 5 山口 光太郎(3)     24.27  5 宮坂 空(2)     23.31 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ 豊科高 ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 下諏訪向陽高
竹村 友雅(3)  6 羽入田 拓真(3)     23.42 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｶﾞ 長野高 ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾀｸﾏ 長野吉田高
伊藤 司能(3)  7 輪湖 幸太(2)     23.64 
ｲﾄｳ ｼﾉ 小諸高 ﾜｺ ｺｳﾀ 松本美須々丘高
宮下 翼(2)  8 小林 涼真(1)     23.96 
ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 市立長野高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 上田西高

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +1.7

 1 原 翔太     20.94 Q  1 川上 真弥     21.30 Q
ﾊﾗ ｼｮｳﾀ ｽｽﾞｷ浜松AC ｶﾜｶﾐ  ｼﾝﾔ 飯田病院

 2 長谷川 寛(4)     21.78 Q  2 岡田 英希(4)     21.47 Q
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 東学大 ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 国武大

 3 常盤 大智(4)     21.81 Q  3 小出 郁弥(3)     22.09 Q
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 松本大 ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野高

 4 近藤 雅哉(3)     22.72  4 小坂 晃大(1)     22.34 q
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 松川高 ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 東海大諏訪高

 5 登内 健太(3)     22.81  5 三澤 駿之介(3)     22.39 q
ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ 上伊那農高 ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大

 6 松井 一陽(3)     23.18  6 斉藤 巧(1)     22.75 
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ 信州大 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松本大

 7 田中 駿祐(2)     23.22  7 市川 拓也(3)     23.04 
ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 松本深志高 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 信州大
宮澤 裕輝 清水 隆哉(3)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ skIpまつもとAC ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ 小諸高

風速 +2.3

 1 川上 真弥     21.05 
ｶﾜｶﾐ  ｼﾝﾔ 飯田病院

 2 常盤 大智(4)     21.80 
ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ 松本大

 3 小出 郁弥(3)     22.13 
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野高

 4 小坂 晃大(1)     22.48 
ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 東海大諏訪高

 5 三澤 駿之介(3)     22.67 
ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大
長谷川 寛(4)
ﾊｾｶﾞﾜ ｶﾝ 東学大
原 翔太
ﾊﾗ ｼｮｳﾀ ｽｽﾞｷ浜松AC
岡田 英希(4)
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ 国武大

男子

200m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

3   878

5  9080

4   104

8  2808

2  2536

6  1121
欠場

7  2829
欠場

9   879
欠場

No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  9141

5  9007

2  7950

6  2262

8   165

3  1073

4  2343

7  1909

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   489

大会新
5  9141

6  9049

9   553

2   351

3  9084

7  2248

8  9007
棄権

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  9144

大会新
4  9033

6   878

7    56

8  9078

9  9053

2  9080

3  2830
棄権

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  9144

9  9049

8   878

2    56

3  9078

5  9141
棄権

6   489

棄権

棄権
7  9033



予選 4月23日 13:20
決勝 4月23日 15:05

県記録(KR)          46.54
県高記録(HR)        46.98
大会記録(GR)        48.00

[ 1組] [ 2組]

 1 樋口 一馬(1)     49.78 Q  1 小林 航(3)     50.14 Q
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 法大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本大

 2 近藤 雅哉(3)     50.91 q  2 宮坂 空(2)     51.56 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 松川高 ﾐﾔｻｶ ｿﾗ 下諏訪向陽高

 3 小池 潤優(2)     51.60  3 丸山 玲央(3)     52.07 
ｺｲｹ ﾋﾛﾏｻ 伊那弥生ヶ丘高 ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松本大

 4 北嶋 竣(3)     52.50  4 吉沢 智貴(1)     52.38 
ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ 豊科高 ﾖｼｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 東学大

 5 柏木 優(1)     52.70  5 渡部 翔太(3)     52.42 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 佐久長聖高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 塩尻志学館高

 6 宮坂 一冴(3)     53.62  6 三井 洪太(3)     53.26 
ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ 下諏訪向陽高 ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 諏訪清陵高
柳沢 優生(1)  7 田中 皐裕(2)     54.72 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 松商学園高 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 上田西高
中島 拓朗(3) 浦野 泰希
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾛｳ 木曽青峰高 ｳﾗﾉ ﾀｲｷ skIpまつもとAC

[ 3組] [ 4組]

 1 野村 健成(3)     50.99 Q  1 外川 太一(3)     51.26 Q
ﾉﾑﾗ ｹﾝｾｲ 東海大諏訪高 ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 諏訪清陵高

 2 小出 郁弥(3)     51.50 q  2 水島 優(3)     51.37 q
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野高 ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松本大

 3 三浦 央司(3)     52.07  3 中島 望(3)     53.12 
ﾐｳﾗ ﾋｻｼ 野沢北高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 長野高

 4 小坂 正海(3)     52.27 内山 力哉(3)
ｺｻｶ ｾｲｶｲ 木曽青峰高 ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ 長野東高

 5 後沢 大地(3)     52.50 與川 夢翔(1)
ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 松川高 ﾖｶﾜ  ﾕｳﾄ 上田西高

 6 古川 晴貴(2)     53.13 浦田 敦也(4)
ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ 木曽青峰高 ｳﾗﾀ ｱﾂﾔ 信州大

 7 唐澤 直人(3)     53.78 池田 仁(3)
ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ 上伊那農高 ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ 東洋大

 8 福岡 歩武(2)     54.15 
ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ 豊科高

[ 5組]

 1 西村 武登(3)     51.81 Q
ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 飯田高

 2 伊藤 良多     52.50 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ 松本陸協

 3 小林 千輝(3)     53.26 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 長野東高

 4 島津 英明     53.67 
ｼﾏﾂﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 5 宮坂 秀星(3)     54.34 
ﾐﾔｻｶ ｼｭｳｾｲ 伊那弥生ヶ丘高
小林 英和(4)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 法大
小谷 渓太(3)
ｺﾀﾆ ｹｲﾀ 木曽青峰高

 1 樋口 一馬(1)     49.87 
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 法大

 2 小林 航(3)     50.34 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本大

 3 近藤 雅哉(3)     50.53 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ 松川高

 4 野村 健成(3)     50.56 
ﾉﾑﾗ ｹﾝｾｲ 東海大諏訪高

 5 小出 郁弥(3)     50.71 
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野高

 6 西村 武登(3)     50.83 
ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 飯田高

 7 外川 太一(3)     50.98 
ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ 諏訪清陵高

 8 水島 優(3)     52.42 
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松本大

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
7  9148

4   553

男子

400m

予選 通過基準  5組  1着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考

  163

6   435

5  2535

2  2475
欠場

9  1954

3  2809

8

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
8  9048

9   165

4  9045

5  9137

6  1997

3   106

7  2788

2  9005
失格(FS)

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

8  1950

ﾚｰﾝ No.
5    54

3   878 7

 2538

6   554

2  1961

 9051

4   352

7  1544 2

氏  名 所属名 記録／備考
3   104

 1113

4  1191
欠場

5  1908
欠場

6  9068
欠場

8  9155
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9

8   570

4  9058

欠場

2  1194

5  9017

7  1951
欠場

決勝

3   432

6  9147

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  9148

7  9048

9   553

5    54

3   878

8   570

4   104

2  9051



予選 4月22日 13:30
決勝 4月22日 16:00

県記録(KR)        1,45.75
県高記録(HR)      1,48.46
大会記録(GR)      1,52.83

[ 1組] [ 2組]

 1 大島 直哉(4)   2,02.68 Q  1 中島 大智(3)   1,59.70 Q
ｵｵｼﾏ ﾅｵﾔ 信州大 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 信州大

 2 髙橋 一輝(2)   2,03.24  2 白川 友一   2,00.51 
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 長野高専 ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 須坂陸協

 3 中沢 夏輝(3)   2,03.70  3 倉嶋 優太(3)   2,02.99 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾅﾂｷ 梓川高 ｸﾗｼﾏ ﾕｳﾀ 長野日大高

 4 鈴木 颯太(2)   2,03.70  4 蟻川 喬生(2)   2,05.08 
ｽｽﾞｷｿｳﾀ 諏訪二葉高 ｱﾘｶﾜ ﾀｶｷ 須坂高

 5 後沢 大地(3)   2,04.68  5 野村 純也(2)   2,05.79 
ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 松川高 ﾉﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 上田西高

 6 阿藤 紘己(2)   2,04.76  6 中村 駿吾(3)   2,06.77 
ｱﾄｳ ﾋﾛｷ 上田高 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 諏訪清陵高

 7 三井 洪太(3)   2,05.33  7 萩原 雅久(4)   2,07.19 
ﾐﾂｲ ｺｳﾀ 諏訪清陵高 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾏｻﾋｻ 信州大

 8 福岡 歩武(2)   2,08.21  8 丸山 竜矢(2)   2,08.28 
ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ 豊科高 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 長野東高

 9 小松 翔(2)   2,12.23  9 石川 智也(2)   2,08.73 
ｺﾏﾂ ｶｹﾙ 諏訪二葉高 ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾔ 飯山高

[ 3組] [ 4組]

 1 北原 崇志   2,01.57 Q  1 古川 晴貴(2)   2,00.68 Q
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ EASTERS ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ 木曽青峰高

 2 村瀬 崚(3)   2,01.86  2 清沢 創一   2,01.31 
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 信州大 ｷﾖｻﾜ ｿｳｲﾁ 諏訪市陸協

 3 酒井 龍一(2)   2,02.09  3 小林 隼(3)   2,04.52 
ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 伊那北高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 塩尻志学館高

 4 青木 祥平(3)   2,03.59  4 徳原 冬威(3)   2,04.83 
ｱｵｷ ｼｮｳﾍｲ 長野日大高 ﾄｸﾊﾗ ﾄｳｲ 松本深志高

 5 石井 来弥(3)   2,08.88  5 松﨑 文哉(1)   2,05.32 
ｲｼｲ ｸﾘﾔ 松本深志高 ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 東海大諏訪高

 6 内田 裕二(3)   2,10.12  6 松下 悠   2,07.16 
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 長野商高 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳ 下伊那郡陸協

 7 岩下 凌(3)   2,11.07  7 谷迫 悠朔(3)   2,08.26 
ｲﾜｼﾀ ﾘｮｳ 長野東高 ﾀﾆｻｺ ﾕｳｻｸ 長野西高

 8 川口 大輝(3)   2,16.98  8 北原 鐘伍(3)   2,13.18 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 飯山高 ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳｺﾞ 上伊那農高
勝野 耀太(3)
ｶﾂﾉ ﾖｳﾀ 木曽青峰高

[ 5組] [ 6組]

 1 畠山 龍大(2)   2,00.76 Q  1 児玉 悠作(2)   1,59.72 Q
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 大町岳陽高 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 市立長野高

 2 吉岡 大地(4)   2,01.56  2 廣瀬 洸(3)   2,00.28 q
ﾖｼｵｶ ﾀﾞｲﾁ 信州大 ﾋﾛｾ ｺｳ 長野高専

 3 熊谷 康成(2)   2,03.24  3 山田 大貴(3)   2,00.34 q
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳｾｲ 伊那北高 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 信州大

 4 小澤 大輝(2)   2,04.11  4 三浦 央司(3)   2,04.52 
ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 大町岳陽高 ﾐｳﾗ ﾋｻｼ 野沢北高

 5 上原 拓(2)   2,07.36  5 大峽 和(2)   2,06.01 
ｳｴﾊﾗ ﾀｸ 上田染谷丘高 ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ 飯田高

 6 石川 颯(3)   2,10.98  6 村瀬 勇哉(3)   2,09.25 
ｲｼｶﾜ ﾊﾔﾃ 下伊那農高 ﾑﾗｾ ﾕｳﾔ 松本工高
吉田 拓未(1)  7 鷹野 光佑(2)   2,10.03 
ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 市立長野高 ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ 岩村田高
堀内 魁斗(3)  8 杉山 修己(3)   2,11.08 
ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ 佐久平総合高 ｽｷﾞﾔﾏ ｵｻﾐ 赤穂高
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 1 大島 直哉(4)   1,58.81 
ｵｵｼﾏ ﾅｵﾔ 信州大

 2 中島 大智(3)   1,59.04 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 信州大

 3 北原 崇志   2,00.96 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ EASTERS

 4 古川 晴貴(2)   2,01.26 
ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ 木曽青峰高

 5 児玉 悠作(2)   2,01.86 
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 市立長野高

 6 畠山 龍大(2)   2,03.88 
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 大町岳陽高

 7 山田 大貴(3)   2,04.07 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 信州大

 8 廣瀬 洸(3)   2,05.06 
ﾋﾛｾ ｺｳ 長野高専

3  9079

2  3542

7   857

4  2080

8  9001

6  1961

9  9095

5  9097

男子

800m
決勝
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予選 4月23日 12:30
決勝 4月23日 16:10

県記録(KR)        3,38.49
県高記録(HR)      3,38.49
大会記録(GR)      3,54.13

[ 1組] [ 2組]

 1 白川 友一   4,08.98 Q  1 松﨑 健悟(3)   4,05.25 Q
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 須坂陸協 ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 東海大諏訪高

 2 丸山 拓真(1)   4,09.24 Q  2 鈴木 稜哉(2)   4,05.65 Q
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ 長野日大高 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ 諏訪二葉高

 3 清沢 創一   4,09.37 Q  3 中島 大智(3)   4,06.39 Q
ｷﾖｻﾜ ｿｳｲﾁ 諏訪市陸協 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 信州大

 4 五十嵐 珠己(3)   4,09.52  4 下條 源太郎(3)   4,06.99 q
ｲｶﾞﾗｼ ｼﾞｭｷ 長野日大高 ｼﾓｼﾞｮｳ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 松本深志高

 5 宮下 輝一(3)   4,11.54  5 山川 幸祐(3)   4,07.81 q
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾋﾄ 上田染谷丘高 ﾔﾏｶﾜ ｺｳｽｹ 信大医陸

 6 広瀬 竜也(3)   4,12.13  6 髙橋 勇輝(3)   4,07.90 
ﾋﾛｾ ﾀﾂﾔ 飯山高 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 長野日大高

 7 大峽 和(2)   4,12.49  7 山田 大貴(3)   4,09.42 
ｵｵﾊﾞ ｲｽﾞﾐ 飯田高 ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 信州大

 8 油井 宏喜(3)   4,12.74  8 清水 龍斗(2)   4,11.74 
ﾕｲ ｺｳｷ 上田西高 ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾄ 伊那北高

 9 丸山 航平   4,13.63  9 越 陽汰(3)   4,12.69 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 中野市陸協 ｺｼ ﾊﾙﾀ 川中島中

10 小澤 大輝(2)   4,15.55 10 立花 廉(3)   4,13.20 
ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 大町岳陽高 ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾚﾝ 赤穂高

11 中澤 堅太朗(2)   4,15.69 11 大峡 翔太   4,14.73 
ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 長野高 ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 須坂陸協

12 北村 翼(3)   4,17.10 12 勝川 滉也(3)   4,14.89 
ｷﾀﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 上田染谷丘高 ｶﾂｶﾜ ﾋﾛﾔ 南安曇農高

13 小板橋 恭征(3)   4,17.30 13 川島 翔太(2)   4,17.21 
ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾀｶﾕｷ 戸倉上山田中 ｶﾜｼﾏ ｼｮｳﾀ 上田西高

14 笹澤 健司(3)   4,17.77 14 横山 裕(3)   4,18.41 
ｻｻｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 上田西高 ﾖｺﾔﾏ ﾕｳ 松本深志高

15 新井 遼(2)   4,18.59 15 河合 崇成(4)   4,18.70 
ｱﾗｲ ﾘｮｳ 信州大 ｶﾜｲ ﾀｶﾅﾘ 信州大

16 松井 開人(3)   4,21.95 16 畠山 龍大(2)   4,24.92 
ﾏﾂｲ ｶｲﾄ 大町岳陽高 ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 大町岳陽高

17 黒岩 優斗(1)   4,25.62 吉田 拓未(1)
ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ 豊科高 ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 市立長野高

[ 3組]

 1 北原 崇志   4,06.41 Q
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ EASTERS

 2 清水 拓斗(3)   4,06.56 Q
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ 長野日大高

 3 村瀬 崚(3)   4,06.73 Q
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 信州大

 4 中村 将也(1)   4,07.22 q
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 長野日大高

 5 野村 純也(2)   4,09.76 
ﾉﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 上田西高

 6 酒井 龍一(2)   4,10.36 
ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 伊那北高

 7 半田 雄大(3)   4,10.41 
ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳﾀ 長野日大高

 8 片桐 悠人(3)   4,12.50 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾄ 長野東部中

 9 矢野 大和(2)   4,12.54 
ﾔﾉ ﾔﾏﾄ 上田西高

10 阿藤 紘己(2)   4,13.12 
ｱﾄｳ ﾋﾛｷ 上田高

11 大村 一   4,19.65 
ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 塩尻市陸協

12 北原 弘司   4,21.69 
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｼﾞ EASTERS

13 山岸 雄気   4,25.96 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｷ 須坂市陸協
勝野 耀太(3)
ｶﾂﾉ ﾖｳﾀ 木曽青峰高
青木 陽
ｱｵｷ ｱｷﾗ 塩尻市陸協
樋口 正晃
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協
古川 竜大(3)
ﾌﾙｶﾜ ﾘｭｳﾀ 松本蟻ヶ崎高

男子
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予選 通過基準  3組  3着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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 1 白川 友一   4,02.15 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 須坂陸協

 2 松﨑 健悟(3)   4,02.56 
ﾏﾂｻﾞｷ ｹﾝｺﾞ 東海大諏訪高

 3 北原 崇志   4,04.86 
ｷﾀﾊﾗ ﾀｶｼ EASTERS

 4 中島 大智(3)   4,05.74 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｲﾁ 信州大

 5 清沢 創一   4,05.75 
ｷﾖｻﾜ ｿｳｲﾁ 諏訪市陸協

 6 村瀬 崚(3)   4,06.87 
ﾑﾗｾ ﾘｮｳ 信州大

 7 下條 源太郎(3)   4,09.07 
ｼﾓｼﾞｮｳ ｹﾞﾝﾀﾛｳ 松本深志高

 8 丸山 拓真(1)   4,09.84 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ 長野日大高

 9 清水 拓斗(3)   4,12.72 
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ 長野日大高

10 鈴木 稜哉(2)   4,13.09 
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ 諏訪二葉高

11 中村 将也(1)   4,15.66 
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 長野日大高

12 山川 幸祐(3)   4,27.14 
ﾔﾏｶﾜ ｺｳｽｹ 信大医陸

男子

1500m
決勝
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10  1288

2  9109



決勝 4月22日 16:25

県高記録(HR)      8,05.82
県中記録(JR)      8,31.86
大会記録(GR)      8,31.23

 1 富田 陸空(1)   8,52.38 
ﾄﾐﾀ ﾘｸ 佐久長聖高

 2 石川 晃大(1)   8,55.35 
ｲｼｶﾜ ｺｳﾀ 佐久長聖高

 3 宇津野 篤(1)   9,02.36 
ｳﾂﾉ ｱﾂｼ 佐久長聖高

 4 安坂 光瑠(3)   9,05.67 
ｱｻﾞｶ ﾋｶﾙ 開成中

 5 小板橋 恭征(3)   9,06.00 
ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾀｶﾕｷ 戸倉上山田中

 6 木村 暁仁(1)   9,06.06 
ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾄ 佐久長聖高

 7 眞田 稜生(1)   9,07.62 
ｻﾅﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖高

 8 杉田 真英(1)   9,09.67 
ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾋﾃﾞ 佐久長聖高

 9 中谷 楓(1)   9,11.20 
ﾅｶﾔ ｶｴﾃﾞ 佐久長聖高

10 佐藤 楓馬(1)   9,11.21 
ｻﾄｳ ﾌｳﾏ 佐久長聖高

11 古旗 朝輝(3)   9,11.21 
ﾌﾙﾊﾀ ﾄﾓｷ 戸倉上山田中

12 村上 裕雅(1)   9,11.58 
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶﾞ 佐久長聖高

13 三井 航志(1)   9,14.12 
ﾐﾂｲ ｺｳｼ 長野日大高

14 花田 樹(1)   9,21.05 
ﾊﾅﾀﾞ ｲﾂｷ 佐久長聖高

15 櫻井 心路(1)   9,27.82 
ｻｸﾗｲ ｺｺﾛ 長野高専

16 依田 健汰(3)   9,27.92 
ﾖﾀﾞ ｹﾝﾀ 戸倉上山田中

17 高橋 響希(1)   9,46.04 
ﾀｶﾊｼ ﾋﾋﾞｷ 上田西高

18 小林 史弥(3)   9,47.29 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 菅野中

19 松本 啓吾(3)   9,50.42 
ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｺﾞ 戸倉上山田中

20 真柳 則希(3)   9,54.77 
ﾏﾔﾅｷﾞ ﾉﾘｷ 戸倉上山田中

21 小林 亮太(1)   9,57.69 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 東海大諏訪高

22 黒岩 優斗(1)   9,58.56 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ 豊科高
北澤 俊弥(3)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾄｼﾔ 中野平中
上条 康太(1)
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 豊科高
片桐 陽和(1)
ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾖﾘ 佐久長聖高
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1  2801
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9  1646

15  1647
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決勝 4月22日 16:40

県記録(KR)       13,20.80
県高記録(HR)     13,45.23
大会記録(GR)     14,14.94

 1 大池 竜紀(3)  14,54.82 
ｵｵｲｹ ﾀﾂﾉﾘ 長野日大高

 2 高梨 良介  15,02.91 
ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ

 3 原 広野  15,09.94 
ﾊﾗ ｺｳﾔ 上伊那郡陸協

 4 内堀 太一(2)  15,11.04 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｲﾁ 佐久長聖高

 5 古山 雄一郎(3)  15,19.67 
ｺﾔﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 信州大

 6 村澤 智啓  15,21.42 
ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 長野吉田AC

 7 米山 哲弘(2)  15,22.76 
ｺﾒﾔﾏ ﾃﾂﾋﾛ 佐久長聖高

 8 鈴木 稜哉(2)  15,26.76 
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾔ 諏訪二葉高

 9 小池 彪(2)  15,27.50 
ｺｲｹ ｱｷﾗ 佐久長聖高

10 油井 宏喜(3)  15,30.12 
ﾕｲ ｺｳｷ 上田西高

11 大村 一  15,30.88 
ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 塩尻市陸協

12 広瀬 竜也(3)  15,31.63 
ﾋﾛｾ ﾀﾂﾔ 飯山高

13 谷津 穂高(3)  15,31.97 
ﾔﾂ ﾎﾀｶ 信州大

14 小長谷 祥治  15,32.99 
ｺﾅｶﾞﾔ ﾖｼﾊﾙ FIVETOOL

15 矢野 大和(2)  15,36.59 
ﾔﾉ ﾔﾏﾄ 上田西高

16 河合 崇成(4)  15,37.44 
ｶﾜｲ ﾀｶﾅﾘ 信州大

17 石川 寛大(3)  15,42.15 
ｲｼｶﾜ ｶﾝﾀ 長野高

18 柳澤 佑丞  15,42.79 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｽｹ 小諸市陸協

19 山岸 雄気  15,44.95 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｷ 須坂市陸協

20 北村 翼(3)  15,46.09 
ｷﾀﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 上田染谷丘高

21 伊藤 輝(2)  15,48.05 
ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 東海大諏訪高

22 大峡 翔太  15,49.17 
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 須坂陸協

23 川島 翔太(2)  15,50.70 
ｶﾜｼﾏ ｼｮｳﾀ 上田西高

24 濱野 将基(2)  15,55.65 
ﾊﾏﾉ ﾏｻｷ 佐久長聖高

25 清水 大希(3)  15,56.80 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｷ 東海大諏訪高

26 駒村 壮眞(3)  15,58.42 
ｺﾏﾑﾗ ｿｳﾏ 長野日大高

27 西沢 紀元  15,59.50 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾓﾄ 昭和電工大町

28 菅沼 直紘(2)  15,59.87 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾅｵﾋﾛ 松本深志高

29 田中 秀一  16,31.31 
ﾀﾅｶ ｼｭｳｲﾁ ﾄｰﾊﾂ

30 小林 勝太  16,34.93 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 北佐久郡陸協

31 新井 太郎(3)  16,49.26 
ｱﾗｲ ﾀﾛｳ 信州大

32 塚原 和人(2)  16,56.33 
ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 信州大
樋口 正晃
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那郡陸協
丸山 航平
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 中野市陸協
萩原 英雄
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾋﾃﾞｵ 上伊那郡陸協
成宮 崇人(2)
ﾅﾙﾐﾔ ﾀｶﾄ 信州大

33  9062
欠場

35  9089
欠場

29  9063
途中棄権

14  9126
欠場

15  9086

1  9098

19  9020

31  9151

2  9040

30  2250

4    49

34  1306

26  1912

22  1666

8    42

24  9119

23  9117

11  1836

28  3106

36  9039

12  2782

21  9072

5  9096

7  9004

32  9028

3   813

6  1662

10  2790

20  1663

17   145

27  9076

13  9128

9  9061

18  1653

16  1307

25  9019

男子

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 4月23日 14:10
決勝 4月23日 15:35

県記録(KR)          13.84
県高記録(HR)        14.44
大会記録(GR)        14.62

[ 1組] 風速 +2.6 [ 2組] 風速 +1.1

 1 横山 陽之(2)     15.30 Q  1 三宅 浩生(1)     15.21 Q
ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾕｷ 信州大 ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 中京大

 2 宮原 翔太(3)     15.57 Q  2 荻原 勇吹(1)     15.55 Q
ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳﾀ 長野日大高 ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 中京大

 3 小山 竜司(3)     15.82  3 小林 亮太(3)     16.04 
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 東海大諏訪高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野日大高

 4 岡村 州紘(2)     15.97  4 中村 謙士(3)     16.04 
ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 岩村田高 ﾅｶﾑﾗｹﾝｼﾞ 諏訪二葉高

 5 山内 一輝(2)     16.13  5 井出 純一朗(2)     16.15 
ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 上伊那農高 ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 諏訪清陵高

 6 雨宮 海斗(2)     16.71  6 玉城 莉吾(3)     16.35 
ｱﾒﾐﾔｶｲﾄ 諏訪二葉高 ﾀﾏｷ ﾗｲｺﾞ 長野吉田高
中澤 晴起(3)  7 小﨑 隆史(2)     16.97 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 小諸高 ｵｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 長野日大高
井原 晟斗(2) 坂本 敦士(3)
ｲﾊﾗ ｾｲﾄ 松川高 ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ 屋代高
五十嵐 大樹 井出 直哉(2)
ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｷ 野沢北ｸﾗﾌﾞ ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸高

[ 3組] 風速 +0.2

 1 西村 慶次(3)     15.46 Q
ﾆｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ 創造学園高

 2 坂根 遼汰郎(3)     15.53 Q
ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ 野沢北高

 3 小林 周平(3)     15.57 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 長野東高

 4 小林 涼     15.60 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 信大医陸

 5 塚田 龍太朗(3)     15.98 
ﾂｶﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 長野日大高

 6 澁谷 拓見(3)     16.16 
ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 諏訪実高

 7 酒井 和馬(2)     16.35 
ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ 上伊那農高

 8 中村 妥偉也(3)     17.19 
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾔ 長野工高

風速 +1.7

 1 三宅 浩生(1)     15.19 
ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 中京大

 2 西村 慶次(3)     15.33 
ﾆｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ 創造学園高

 3 坂根 遼汰郎(3)     15.39 
ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ 野沢北高

 4 小林 涼     15.42 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 信大医陸

 5 小林 周平(3)     15.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 長野東高

 6 荻原 勇吹(1)     15.49 
ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾌﾞｷ 中京大

 7 宮原 翔太(3)     15.51 
ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳﾀ 長野日大高
横山 陽之(2)
ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾕｷ 信州大

男子

110mH(1.067m)

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  9070

1  1271

8    51

4  1603

6   539

3   360

5   143

欠場
7  9153

欠場

順 ﾚｰﾝ

2  1714
欠場

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  9124

8  9123

3  1259

6   138

9   109

5  1070

1  1273

4  1437
欠場

7  1701
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  2525

6  1543

1  1193

8  9110

3  1275

5    92

2   361

4  1151

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  9124

4  2525

6  1543

3  9110

2  1193

8  9123

9  1271

失格(FS)
7  9070



決勝 4月23日 15:30

県高記録(HR)        14.38
県中記録(JR)        14.78
大会記録(GR)        15.23

風速 +3.0

 1 越山 遥斗(1)     15.61 
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 松本工高

 2 堀込 碧(1)     15.70 
ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 小諸高

 3 関 雄飛(1)     17.67 
ｾｷ ﾕｳﾋ 上伊那農高

 4 鈴木 竜也(1)     17.82 
ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 長野工高
中島 優太朗(1)
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 小諸高

男子少年共通

110mJH(0.991m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  2434

5  1706

7  1708
欠場

6   331

3  1170



予選 4月22日 12:40
決勝 4月22日 15:45

県記録(KR)          49.51
県高記録(HR)        51.36
大会記録(GR)        51.61

[ 1組] [ 2組]

 1 桜井 滉治(3)     56.57 Q  1 清水 泰志     55.02 Q
ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 東洋大 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ skIpまつもとAC

 2 野村 健成(3)     57.87  2 坂巻 太一(4)     57.10 q
ﾉﾑﾗ ｹﾝｾｲ 東海大諏訪高 ｻｶﾏｷ ﾀｲﾁ 信州大

 3 須藤 謙太(3)   1,00.89  3 花形 駿介(1)     57.70 q
ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 上田高 ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 松本大

 4 加藤 優馬(2)   1,01.83  4 川西 翔太     58.02 
ｶﾄｳ ﾕｳﾏ 豊科高 ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ skIpまつもとAC

 5 松永 蓮汰(3)   1,03.10  5 小池 孝憲(2)     59.71 
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚﾝﾀ 創造学園高 ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ 松商学園高

 6 雨宮 海斗(2)   1,04.21  6 南澤 和輝(2)   1,01.28 
ｱﾒﾐﾔｶｲﾄ 諏訪二葉高 ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 長野工高
中澤 晴起(3)  7 宮坂 一冴(3)   1,01.50 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 小諸高 ﾐﾔｻｶ ｲｯｻ 下諏訪向陽高
中島 拓朗(3)  8 澁谷 拓見(3)   1,01.62 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｸﾛｳ 木曽青峰高 ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 諏訪実高

[ 3組] [ 4組]

 1 小林 英和(4)     52.78 Q  1 中野 直哉     54.08 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 法大 ﾅｶﾉ  ﾅｵﾔ 飯田病院

 2 小林 航(3)     54.33 q  2 西村 武登(3)     57.93 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本大 ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ 飯田高

 3 岡村 州紘(2)     57.16 q  3 内山 力哉(3)     58.44 
ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 岩村田高 ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ 長野東高

 4 渡部 翔太(3)     58.86  4 山内 一輝(2)   1,00.22 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 塩尻志学館高 ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 上伊那農高

 5 豊田 利彦     59.87  5 小池 輝(3)   1,00.38 
ﾄﾖﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 長野市陸協 ｺｲｹ ﾋｶﾙ 長野日大高

 6 洞澤 光(2)   1,01.48  6 小柳 堅一(4)   1,00.83 
ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 大町岳陽高 ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ 信州大

 7 山田 嵩大(2)   1,02.88  7 平井 皓陽(3)   1,01.09 
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 長野工高 ﾋﾗｲ ｺｳﾖｳ 飯山高
松山 周平(3)  8 藤本 僚太(3)   1,02.49 
ﾏﾂﾔﾏ  ｼｭｳﾍｲ 北部高 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 佐久長聖高

 1 中野 直哉     52.39 
ﾅｶﾉ  ﾅｵﾔ 飯田病院

 2 小林 英和(4)     52.57 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ 法大

 3 清水 泰志     54.57 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ skIpまつもとAC

 4 桜井 滉治(3)     55.07 
ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 東洋大

 5 小林 航(3)     56.19 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ 松本大

 6 坂巻 太一(4)     57.21 
ｻｶﾏｷ ﾀｲﾁ 信州大

 7 花形 駿介(1)     57.50 
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 松本大

 8 岡村 州紘(2)     58.94 
ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 岩村田高

3  9042

2  1603

8  9048

9  9077

4  9009

6  9156

記録／備考
5  9145

7  9147

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4   812

8  2805

1  1254

5  9082

2  1191

6   360

欠場

氏  名 所属名 記録／備考
3  9145

7   570

5  1162

6  1030

1  9134

3  2079

2  1603

8  1997

ﾚｰﾝ No.
7  9147

4  9048

7    92

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

1  1160

2   163

4  9010

8  2464

3  9077

5  9042

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
6  9009

4  1714
欠場

6  1954

3  2502

7   143

1  1785

2  2537

8    54

男子

400mH(0.914m)

予選 通過基準  4組  1着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
5  9156



決勝 4月22日 14:30

県記録(KR)        8,48.56
県高記録(HR)      8,57.13
大会記録(GR)      9,05.43

 1 宮入 一海 一般   9,17.51 
ﾐﾔｲﾘ ﾓﾄﾐ 北佐久郡陸協

 2 三島 颯太(2) 高校生   9,24.91 
ﾐｼﾏ ｿｳﾀ 佐久長聖高

 3 宮下 輝一(3) 高校生   9,38.61 
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾋﾄ 上田染谷丘高

 4 吉川 昇吾(4) 大学生   9,40.21 
ﾖｼｶﾜ ｼｮｳｺﾞ 信州大

 5 北原 弘司 一般   9,46.61 
ｷﾀﾊﾗ ｺｳｼﾞ EASTERS

 6 笹澤 健司(3) 高校生   9,48.93 
ｻｻｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 上田西高

 7 永井 慎也 一般   9,50.53 
ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾔ ｺﾄﾋﾗ工業

 8 小山 颯也(3) 高校生   9,51.15 
ｺﾔﾏ ｿｳﾔ 長野日大高

 9 関 剛洸(2) 高校生   9,51.18 
ｾｷ ﾀｹﾋﾛ 東海大諏訪高

10 上田 桂悟(2) 高校生   9,56.15 
ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 創造学園高

11 辻野 智樹(3) 大学生   9,58.63 
ﾂｼﾞﾉ ﾄﾓｷ 信州大

12 小林 大亮(2) 高校生  10,05.18 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 東海大諏訪高

13 關 凱人(3) 高校生  10,14.48 
ｾｷ ｶｲﾄ 諏訪清陵高

14 松井 開人(3) 高校生  10,25.09 
ﾏﾂｲ ｶｲﾄ 大町岳陽高

15 小林 祐輝(3) 高校生  10,29.89 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 長野吉田高

16 齋藤 亮弥(3) 大学生  10,39.32 
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳﾔ 信州大
小林 竜也(2) 高校生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 東海大諏訪高

14    44
欠場

17  1077

5  9108

13   101

16  2070

9  9099

10    45

8    46

4  2504

11  9012

12  1308

1  9000

6  1907

7  1835

3  9075

2  9150

15  1669

男子

3000mSC(0.914m)

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 4月22日 10:35

県記録(KR)       19,03.92
県高記録(HR)     19,45.72
大会記録(GR)     20,26.12

 1 寺島 章仁(3) 高校生  22,38.26 
ﾃﾗｼﾏ ｱｷﾋﾄ 長野高

 2 甲田 基也(3) 高校生  22,43.29 
ｺｳﾀﾞ ﾓﾄﾔ 長野工高

 3 鈴木 英司(2) 高校生  22,46.35 
ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ 長野工高

 4 石井 慎也(2) 高校生  22,51.00 
ｲｼｲ ｼﾝﾔ 東海大諏訪高

 5 中島 明佳(2) 高校生  23,45.20 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾖｼ 長野工高

 6 長原 治玄(3) 高校生  24,30.76 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｼﾞｹﾞﾝ 長野日大高

 7 井上 正望(3) 高校生  24,33.00 
ｲﾉｳｴ ﾏｻﾐ 長野日大高

 8 横井 駿太(3) 高校生  24,39.55 
ﾖｺｲ ｼｭﾝﾀ 丸子修学館高

 9 坂井 結音(3) 高校生  24,44.73 
ｻｶｲ ﾕｲﾝ 松本深志高

10 小野 勝汰(3) 高校生  24,50.88 
ｵﾉ ｼｮｳﾀ 岩村田高

11 大久保 天地(2) 大学生  25,44.53 
ｵｵｸﾎﾞ ﾃﾝﾁ 信州大

12 大和田 悠太(2) 高校生  25,45.65 
ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳﾀ 大町岳陽高

13 重田 隆明(2) 高校生  25,50.64 
ｼｹﾞﾀ ﾀｶｱｷ 上田染谷丘高

14 水野 雄斗(2) 高校生  26,04.94 
ﾐｽﾞﾉ ﾕｳﾄ 東海大諏訪高

15 築山 祐太(2) 高校生  26,26.45 
ﾂｷﾔﾏ ﾕｳﾀ 岩村田高

16 松本 侑馬(3) 高校生  26,30.14 
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾏ 長野西高

17 髙野 翔吾(3) 高校生  27,17.25 
ﾀｶﾉ ｼｮｳｺﾞ 須坂高

18 髙橋 龍広(2) 高校生  27,19.47 
ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾋﾛ 長野西高

19 鈴木 皓太(3) 高校生  29,29.04 
ｽｽﾞｷ ｺｳﾀ 飯山高

20 飯塚 義博(2) 一般  30,37.51 
ｲｲﾂﾞｶ ﾖｼﾋﾛ 伊那AC

21 大和 健 一般  31,42.98 
ﾔﾏﾄ ﾀｹｼ 長野市陸協
緒方 希一(3) 高校生
ｵｶﾞﾀ ｷｲﾁ 更級農高
青木 学 一般
ｱｵｷ ﾏﾅﾌﾞ 松本陸協
久高 拓馬 一般
ﾋｻﾀｶ ﾀｸﾏ 飯田市陸協

6  9060
欠場

24  9143
欠場

23  9133

20  2767
失格 (K3)

22   810

17  9026

21   992

19  1097

16  1599

18  1110

14  1840

11    57

5  9093

15  2075

12  2242

13  1597

8  1277

10  1764

4  1167

7  1293

2  1166

9    47

3  3110

1  1155

男子

5000mW

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 4月22日 10:00
準決勝 4月22日 14:15
決勝 4月22日 17:10

県記録(KR)          40.62
県高記録(HR)        41.06
大会記録(GR)        41.20

[ 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 小諸高  2830 清水 隆哉(3)     43.67 Q  1   3 飯田高   575 藤井 隆聖(2)     44.36 Q

ｺﾓﾛｺｳ ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ ｲｲﾀﾞｺｳ ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ
 2829 伊藤 司能(3)   573 篠田 知樹(3)

ｲﾄｳ ｼﾉ ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ
 1703 山浦 渓斗(2)   577 友保 尚樹(2)

ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ
 1714 中澤 晴起(3)   570 西村 武登(3)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ
 2   5 長野高専  3511 髙橋 和真(2)     43.99 Q  2   2 佐久長聖高  2808 古厩 海聖(1)     44.81 Q

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ
 9130 宮澤 優仁(5)  2802 牛山 陽太(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ
 3507 宮澤 陽斗(2)  2809 柏木 優(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ
 9131 小林 昇市(4)  2810 篠澤 蒼平(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁ ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ
 3   7 上伊那農高   352 唐澤 直人(3)     44.27 q  3   5 木曽青峰高  1960 田口 翔斗(2)     45.54 

ｶﾐｲﾅﾉｳｺｳ ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ
  351 登内 健太(3)  1951 小谷 渓太(3)

ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ ｺﾀﾆ ｹｲﾀ
  361 酒井 和馬(2)  1950 小坂 正海(3)

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ ｺｻｶ ｾｲｶｲ
  360 山内 一輝(2)  1948 原 拓実(3)

ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ ﾊﾗ ﾀｸﾐ
 4   1 野沢南高  1546 西澤 雅志(2)     45.61  4   8 長野工高  1161 松橋 健(2)     45.55 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ ﾅｶﾞﾉｺｳｺｳ ﾏﾂﾊｼ ｹﾝ
 1550 佐々木 悠登(2)  1159 吉田 智哉(2)

ｻｻｷ ﾕｳﾄ ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ
 1547 柏木 佑太(2)  1160 南澤 和輝(2)

ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ
 1558 菅沢 晴樹(2)  1158 市川 隼人(3)

ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ ｲﾁｶﾜ ﾊﾔﾄ
 5   2 創造学園高  2508 宮川 蓮(2)     46.17  5   9 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ  7870 佐野 希汐(3)     46.62 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝ ﾁﾉｱｽﾚﾁｯｸｽ ｻﾉ ｷｾｷ
 2515 一志 瑠衣斗(1)  6260 市川 凌大(2)

ｲｯｼ ﾙｲﾄ ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ
 2502 松永 蓮汰(3)  7500 河野 統徳(2)

ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚﾝﾀ ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ
 2518 丸山 康生(1)  7841 岩波 克飛(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ
 6   9 野沢北高  1525 新海 悠貴(2)     46.52  6   4 東北中  5646 坂口 拓真(3)     50.05 

ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ｼﾝｶｲ ﾊﾙｷ ﾄｳﾎｸﾁｭｳ ｻｶｸﾞﾁ ﾀｸﾏ
 1543 坂根 遼汰郎(3)  5647 深澤 尚仁(3)

ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾌｶｻﾜ ﾅｵﾄ
 1544 三浦 央司(3)  5645 小林 秀平(3)

ﾐｳﾗ ﾋｻｼ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ
 1526 掛川 晃都(2)  5641 吉田 真輝(3)

ｶｹｶﾞﾜ ｱｷﾄ ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ
 7   3 赤穂高   496 畠山 大生(3)     47.55   1 長野北部中  5670 松岡 駿真(2)

ｱｶﾎｺｳ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲｾｲ ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞﾁｭｳ ﾏﾂｵｶ ｼｭﾝﾏ 失格
  468 片桐 聖護(2)  5659 常田 龍輝(3) R1(2-3)

ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ ﾄｷﾀﾞ ﾘｭｳｷ
  466 小林 由暉(2)  5697 荒木 涼太(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ ｱﾗｷ ﾘｮｳﾀ
  498 杉山 修己(3)  5655 齊藤 舜太郎(3)

ｽｷﾞﾔﾏ ｵｻﾐ ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀﾛｳ
 8   4 岩村田高  1598 遠山 舜也(2)     57.19   6 大町岳陽高  2072 深谷 文太(3)

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ﾌｶﾔ ﾌﾞﾝﾀ 失格
 1601 茂木 達哉(2)  2077 山形 一歩(2) R1(2-3)

ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯﾎﾟ
 1596 田中 太玖斗(3)  2043 花澤 智寿(3)

ﾀﾅｶ ﾀｸﾄ ﾊﾅｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ
 1603 岡村 州紘(2)  2081 松原 聖将(2)

ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ
  8 旭町中   7 東学大

ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ 欠場 ﾄｳｶﾞｸﾀﾞｲ 欠場

男子

4×100m

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



[ 3組] [ 4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   4 松商学園高  2466 伊藤 拓海(3)     43.10 Q  1   6 信州大  9091 相川 史弥(3)     42.78 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｲﾄｳ ﾀｸﾐ ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ
 2499 山口 竜也(2)  9100 田中 健太(4)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ
 2498 西村 陽杜(2)  9078 三澤 駿之介(3)

ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ
 2497 神田 来夢(2)  9106 本多 倖基(3)

ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ
 2   2 諏訪清陵高   115 中澤 新(1)     44.28 Q  2   8 松本大  9047 小野澤 達也(3)     42.80 Q

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
  109 井出 純一朗(2)  9049 常盤 大智(4)

ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ
  104 外川 太一(3)  9052 成澤 稜(1)

ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
  117 林 泰希(1)  9053 斉藤 巧(1)

ﾊﾔｼ ﾀｲｷ ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 3   1 諏訪二葉高   142 土屋 哲平(2)     44.42 q  3   7 上田西高  1910 宮澤 俊太(3)     44.62 q

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾂﾁﾔﾃｯﾍﾟｲ ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾀ
  138 中村 謙士(3)  2783 内村 海斗(3)

ﾅｶﾑﾗｹﾝｼﾞ ｳﾁﾑﾗ ｶｲﾄ
  143 雨宮 海斗(2)  1909 小林 涼真(1)

ｱﾒﾐﾔｶｲﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ
  141 松本 陸(2)  2788 田中 皐裕(2)

ﾏﾂﾓﾄﾘｸ ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ
 4   5 松本工高  2433 池上 大希(1)     46.84  4   4 中野立志館高   882 堀米 優兵(2)     46.24 

ﾏﾂﾓﾄｺｳｺｳ ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾛｷ ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝｺｳ ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳﾍｲ
 2434 越山 遥斗(1)   914 小林 歩暉(3)

ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ
 2425 高木 大輔(2)   888 池田 直樹(2)

ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ
 2417 杏 直樹(3)   925 黒岩 厚志(2)

ｶﾗﾓﾓ ﾅｵｷ ｸﾛｲﾜ ｱﾂｼ
 5   3 須坂東高   985 坂口 大樹(3)     46.97  5   9 豊科高  2539 大月 洸典(1)     53.43 

ｽｻﾞｶﾋｶﾞｼｺｳ ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｷ ﾄﾖｼﾅｺｳ ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ
  979 諏訪 礼人(2)  2536 山口 光太郎(3)

ｽﾜ ｱﾔﾄ ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀﾛｳ
 3091 上沢 奈雄(3)  2535 北嶋 竣(3)

ｶﾐｻﾜ ﾅｵ ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ
 3087 桐山 義規(3)  2538 福岡 歩武(2)

ｷﾘﾔﾏ ﾖｼﾉﾘ ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ
 6   6 須坂創成高   956 丸山 優星(2)     47.76   3 長野商高  1135 柳澤 啓斗(2)

ｽｻﾞｶｿｳｾｲ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｾｲ ﾅｶﾞﾉｼｮｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾄ 失格
  954 宇佐美 光一(2)  1137 望月 悠也(2) R1(2-3)

ｳｻﾐ ｺｳｲﾁ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾔ
  968 宮澤 雅大(3)  1139 下村 翔(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾋﾛ ｼﾓﾑﾗ ｶｹﾙ
  957 碓井 真凪斗(2)  1132 池田 剛(3)

ｳｽｲ ﾏﾅﾄ ｲｹﾀﾞ ﾂﾖｼ
  7 篠ﾉ井高  1391 瀧澤 草太(3)   2 飯田風越高

ｼﾉﾉｲｺｳ ﾀｷｻﾞﾜ ｿｳﾀ 失格 ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ 欠場
 1393 髙栁 樹(3) R1(3-4)

ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀﾂｷ
 1396 前角 拓人(3)

ﾏｴｽﾞﾐ ﾀｸﾄ
 1394 西野入 優(2)

ﾆｼﾉｲﾘ ﾕｳ
  8 市立長野高   5 上田高

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ 欠場 ｳｴﾀﾞｺｳ 欠場

  9 丸子修学館高
ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ 欠場

男子

4×100m



[ 5組] [ 6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   8 skIpまつもとAC  9006 塩野入 信栄     43.83 Q  1   2 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC  9022 吉冨 和弥     42.52 Q

ｽｷｯﾌﾟﾏﾂﾓﾄAC ｼｵﾉｲﾘ ｼﾝｴｲ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ
 9007 宮澤 裕輝  9025 内堀 直也

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ
 9009 清水 泰志  9021 岩田 晃

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ ｲﾜﾀ ｱｷﾗ
 9010 川西 翔太  9024 佐藤 賢一

ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ
 2   6 松川高   555 秦 翔(3)     44.76 Q  2   8 長野日大高  1280 芦澤 友和(3)     44.86 Q

ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾊﾀ ｼｮｳ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ｱｼｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ
  553 近藤 雅哉(3)  1274 竹花 勇輝(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ ﾀｹﾊﾅ ﾕｳｷ
  557 山口 凌平(3)  1254 小池 輝(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ ｺｲｹ ﾋｶﾙ
  542 家苗 薫(3)  1271 宮原 翔太(3)

ｶﾅｴ ｶｵﾙ ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳﾀ
 3   5 長野東高  1195 伊藤 大地(3)     45.45  3   4 松本県ヶ丘高  2266 富田 裕也(3)     45.04 q

ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼｺｳ ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ﾄﾐﾀ ﾕｳﾔ
 1194 小林 千輝(3)  2268 北野 玄仁(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ ｷﾀﾉ ﾊﾙﾋﾄ
 1191 内山 力哉(3)  2264 丸山 諒太(3)

ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
 1193 小林 周平(3)  2262 坂中 勇磨(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ
 4   1 松代高  1415 森田 捷斗(1)     46.64  4   5 屋代高  1439 秋山 航(2)     45.06 

ﾏﾂｼﾛｺｳ ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾄ ﾔｼﾛｺｳ ｱｷﾔﾏ ﾜﾀﾙ
 1425 下田 振全(3)  1450 関口 竣介(1)

ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ ｾｷｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ
 1435 内堀 岳宏(3)  1448 曽根 健太(2)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ ｿﾈ ｹﾝﾀ
 1434 田中 大暉(3)  1449 松岡 龍哉(1)

ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾔ
  2 飯山高   823 小野沢 侑也(2)  5   7 裾花中  5737 中尾 陸人(3)     48.19 

ｲｲﾔﾏｺｳ ｵﾉｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 失格 ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ ﾅｶｵ ﾘｸﾄ
  819 本山 翔大(2) R1(2-3)  5741 伊東 拓海(2)

ﾓﾄﾔﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ ｲﾄｳ ﾀｸﾐ
  822 山嵜 真和(2)  5736 横山 弥晏(3)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ ﾖｺﾔﾏ ﾐﾊﾙ
  812 平井 皓陽(3)  5713 髙島 蒼太(3)

ﾋﾗｲ ｺｳﾖｳ ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ
  4 長野東部中  5479 小宮山 蒼(2)  6   1 信濃小中  5231 小林 優太(2)     52.12 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｺﾐﾔﾏ ｿｳ 失格 ｼﾅﾉｼｮｳﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ
 5476 宮澤 政弥(2) FS  5211 狩野 竜(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾔ ｶﾉｳ ﾘｮｳ
 5488 渡辺 己太郎(2)  5249 宮﨑 侑人(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺﾀﾛｳ ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｷﾄ
 5483 竹内 悠馬(2)  5229 原山 翔(3)

ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾏ ﾊﾗﾔﾏ ｼｮｳ
  9 長野西高  1092 赤尾 駿太(2)   3 上田第四中  4661 関 旭流(2)

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ｱｶｵ ｼｭﾝﾀ 失格 ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳ ｾｷ ｱｹﾙ 失格
 1106 小林 勇哉(3) R1(1-2)  4662 箱山 昂希(2) R1(2-3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ ﾊｺﾔﾏ ｱｷ
 1108 谷迫 悠朔(3)  4658 細田 夏希(3)

ﾀﾆｻｺ ﾕｳｻｸ ﾎｿﾀﾞ ﾅﾂｷ
 1095 別府 竜之介(2)  4659 手塚 慧介(3)

ﾍﾞｯﾌﾟ ﾀﾂﾉｽｹ ﾃﾂﾞｶ ｹｲｽｹ
  3 松本美須々丘高   6 長野吉田高  1074 飯野 圭太(3)

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳ 欠場 ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ｲｲﾉ ｹｲﾀ 失格
 1070 玉城 莉吾(3) R1(2-3)

ﾀﾏｷ ﾗｲｺﾞ
 1073 羽入田 拓真(3)

ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾀｸﾏ
 1078 室賀 駿一(2)

ﾑﾛｶﾞ ｼｭﾝｲﾁ
  7 伊那弥生ヶ丘高   9 長野高

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ 欠場 ﾅｶﾞﾉｺｳ 欠場

男子

4×100m



[ 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 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC  9022 吉冨 和弥     42.16 Q  1   5 松本大  9047 小野澤 達也(3)     42.27 Q

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
 9025 内堀 直也  9049 常盤 大智(4)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ
 9021 岩田 晃  9052 成澤 稜(1)

ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
 9024 佐藤 賢一  9053 斉藤 巧(1)

ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 2   7 小諸高  2830 清水 隆哉(3)     43.26 Q  2   6 松商学園高  2464 小池 孝憲(2)     43.05 Q

ｺﾓﾛｺｳ ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ
 2829 伊藤 司能(3)  2499 山口 竜也(2)

ｲﾄｳ ｼﾉ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ
 1703 山浦 渓斗(2)  2498 西村 陽杜(2)

ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ
 1714 中澤 晴起(3)  2497 神田 来夢(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ
 3   4 skIpまつもとAC  9006 塩野入 信栄     43.68 Q  3   7 飯田高   575 藤井 隆聖(2)     44.05 Q

ｽｷｯﾌﾟﾏﾂﾓﾄAC ｼｵﾉｲﾘ ｼﾝｴｲ ｲｲﾀﾞｺｳ ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ
 9007 宮澤 裕輝   573 篠田 知樹(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ
 9009 清水 泰志   577 友保 尚樹(2)

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ
 9010 川西 翔太   570 西村 武登(3)

ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ
 4   8 諏訪清陵高   115 中澤 新(1)     43.78 q  4   9 松川高   555 秦 翔(3)     44.32 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ ﾏﾂｶﾜｺｳ ﾊﾀ ｼｮｳ
  109 井出 純一朗(2)   553 近藤 雅哉(3)

ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ
  104 外川 太一(3)   557 山口 凌平(3)

ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ
  117 林 泰希(1)   542 家苗 薫(3)

ﾊﾔｼ ﾀｲｷ ｶﾅｴ ｶｵﾙ
 5   5 長野高専  3511 髙橋 和真(2)     44.18 q  5   3 諏訪二葉高   142 土屋 哲平(2)     44.60 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾂﾁﾔﾃｯﾍﾟｲ
 9130 宮澤 優仁(5)   138 中村 謙士(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ﾅｶﾑﾗｹﾝｼﾞ
 3507 宮澤 陽斗(2)   143 雨宮 海斗(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ ｱﾒﾐﾔｶｲﾄ
 9131 小林 昇市(4)   141 松本 陸(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁ ﾏﾂﾓﾄﾘｸ
 6   3 上伊那農高   352 唐澤 直人(3)     44.44  6   8 佐久長聖高  2808 古厩 海聖(1)     44.87 

ｶﾐｲﾅﾉｳｺｳ ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ
  351 登内 健太(3)  2802 牛山 陽太(3)

ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ
  361 酒井 和馬(2)  2809 柏木 優(1)

ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ
  360 山内 一輝(2)  2810 篠澤 蒼平(1)

ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ
 7   9 長野日大高  1280 芦澤 友和(3)   1,00.78  7   2 上田西高  1910 宮澤 俊太(3)     46.02 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ｱｼｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾀ
 1274 竹花 勇輝(2)  2783 内村 海斗(3)

ﾀｹﾊﾅ ﾕｳｷ ｳﾁﾑﾗ ｶｲﾄ
 1254 小池 輝(3)  1908 與川 夢翔(1)

ｺｲｹ ﾋｶﾙ ﾖｶﾜ  ﾕｳﾄ
 1271 宮原 翔太(3)  2788 田中 皐裕(2)

ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳﾀ ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ
  2 松本県ヶ丘高  2266 富田 裕也(3)   4 信州大  9091 相川 史弥(3)

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ﾄﾐﾀ ﾕｳﾔ 失格 ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ 失格
 2268 北野 玄仁(3) R1(3-4)  9100 田中 健太(4) R1(2-3)

ｷﾀﾉ ﾊﾙﾋﾄ ﾀﾅｶ ｹﾝﾀ
 2264 丸山 諒太(3)  9078 三澤 駿之介(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ
 2262 坂中 勇磨(3)  9106 本多 倖基(3)

ｻｶﾅｶ ﾕｳﾏ ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ

Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

男子

4×100m
準決勝 通過基準  2組  3着 + 2



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC  9022 吉冨 和弥     41.98 

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾖｼﾄﾐ ｶｽﾞﾔ
 9025 内堀 直也

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ
 9021 岩田 晃

ｲﾜﾀ ｱｷﾗ
 9024 佐藤 賢一

ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ
 2   4 松本大  9047 小野澤 達也(3)     42.96 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ
 9049 常盤 大智(4)

ﾄｷﾜ ﾀﾞｲﾁ
 9052 成澤 稜(1)

ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
 9053 斉藤 巧(1)

ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 3   8 skIpまつもとAC  9006 塩野入 信栄     43.14 

ｽｷｯﾌﾟﾏﾂﾓﾄAC ｼｵﾉｲﾘ ｼﾝｴｲ
 9007 宮澤 裕輝

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
 9009 清水 泰志

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ
 9005 浦野 泰希

ｳﾗﾉ ﾀｲｷ
 4   7 松商学園高  2464 小池 孝憲(2)     43.41 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ
 2499 山口 竜也(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ
 2498 西村 陽杜(2)

ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ
 2497 神田 来夢(2)

ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ
 5   5 小諸高  2830 清水 隆哉(3)     43.47 

ｺﾓﾛｺｳ ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ
 2829 伊藤 司能(3)

ｲﾄｳ ｼﾉ
 1703 山浦 渓斗(2)

ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ
 1714 中澤 晴起(3)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ
 6   3 諏訪清陵高   115 中澤 新(1)     44.48 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ
  109 井出 純一朗(2)

ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ
  104 外川 太一(3)

ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ
  117 林 泰希(1)

ﾊﾔｼ ﾀｲｷ
 7   9 飯田高   575 藤井 隆聖(2)     44.54 

ｲｲﾀﾞｺｳ ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ
  573 篠田 知樹(3)

ｼﾉﾀﾞ ﾄﾓｷ
  577 友保 尚樹(2)

ﾄﾓﾔｽ ﾅｵｷ
  570 西村 武登(3)

ﾆｼﾑﾗ ﾀｹﾄ
 8   2 長野高専  3511 髙橋 和真(2)     44.82 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ
 9130 宮澤 優仁(5)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ
 3507 宮澤 陽斗(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ
 3533 小林 嶺(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ

男子

4×100m
決勝



予選 4月23日  9:55
決勝 4月23日 16:30

県記録(KR)        3,15.32
県高記録(HR)      3,15.32
大会記録(GR)      3,17.4

[ 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 信州大  9077 坂巻 太一(4)   3,28.21 Q  1   5 skIpまつもとAC  9005 浦野 泰希   3,24.54 Q

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ｻｶﾏｷ ﾀｲﾁ ｽｷｯﾌﾟﾏﾂﾓﾄAC ｳﾗﾉ ﾀｲｷ
 9068 浦田 敦也(4)  9007 宮澤 裕輝

ｳﾗﾀ ｱﾂﾔ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
 9082 小柳 堅一(4)  9010 川西 翔太

ｵﾔﾅｷﾞ ｹﾝｲﾁ ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ
 9095 大島 直哉(4)  9009 清水 泰志

ｵｵｼﾏ ﾅｵﾔ ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ
 2   2 上伊那農高   361 酒井 和馬(2)   3,32.14  2   4 長野高専  3511 髙橋 和真(2)   3,30.92 q

ｶﾐｲﾅﾉｳｺｳ ｻｶｲ ｶｽﾞﾏ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ
  352 唐澤 直人(3)  3512 髙橋 一輝(2)

ｶﾗｻﾜ ﾅｵﾄ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ
  360 山内 一輝(2)  3507 宮澤 陽斗(2)

ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ
  351 登内 健太(3)  3542 廣瀬 洸(3)

ﾄﾉｳﾁ ｹﾝﾀ ﾋﾛｾ ｺｳ
 3   4 創造学園高  2502 松永 蓮汰(3)   3,37.13  3   9 松商学園高  2498 西村 陽杜(2)   3,32.09 q

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾏﾂﾅｶﾞ ﾚﾝﾀ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ
 2518 丸山 康生(1)  2499 山口 竜也(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ
 2525 西村 慶次(3)  2497 神田 来夢(2)

ﾆｼﾑﾗ ｹｲｼﾞ ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ
 2515 一志 瑠衣斗(1)  2464 小池 孝憲(2)

ｲｯｼ ﾙｲﾄ ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ
 4   9 長野高  1122 山岸 龍羽(2)   3,38.09  4   8 中野立志館高   888 池田 直樹(2)   3,38.66 

ﾅｶﾞﾉｺｳ ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾊ ﾅｶﾉﾘｯｼｶﾝｺｳ ｲｹﾀﾞ ﾅｵｷ
 1116 矢野 眞嵩(2)   914 小林 歩暉(3)

ﾔﾉ ﾏｻﾀｶ ｺﾊﾞﾔｼ ｲﾌﾞｷ
 1124 西澤 和輝(2)   882 堀米 優兵(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳﾍｲ
 1113 中島 望(3)   913 田中 永久(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ ﾀﾅｶ ﾄﾜ
 5   5 篠ﾉ井高  1393 髙栁 樹(3)   3,44.95  5   2 赤穂高   469 小塩 貫汰(2)   3,46.19 

ｼﾉﾉｲｺｳ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀﾂｷ ｱｶﾎｺｳ ｺｼｵ ｶﾝﾀ
 1396 前角 拓人(3)   468 片桐 聖護(2)

ﾏｴｽﾞﾐ ﾀｸﾄ ｶﾀｷﾞﾘ ｼｮｳｺﾞ
 1395 中村 伊吹(3)   496 畠山 大生(3)

ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲｾｲ
 1374 長坂 龍也(2)   465 宮下 偉士(2)

ﾅｶﾞｻｶ ﾀﾂﾔ ﾐﾔｼﾀ ﾀｹﾄ
 6   3 須坂創成高   953 戸澤 大樹(2)   3,52.77  6   3 長野商高  1137 望月 悠也(2)   3,54.12 

ｽｻﾞｶｿｳｾｲ ﾄｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ ﾅｶﾞﾉｼｮｳ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾔ
  957 碓井 真凪斗(2)  1133 内田 裕二(3)

ｳｽｲ ﾏﾅﾄ ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｼﾞ
  956 丸山 優星(2)  1139 下村 翔(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｾｲ ｼﾓﾑﾗ ｶｹﾙ
  954 宇佐美 光一(2)  1134 小林 舜弥(3)

ｳｻﾐ ｺｳｲﾁ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾔ
  7 飯田風越高   6 下諏訪向陽高

ｲｲﾀﾞﾌｳｴﾂｺｳ 欠場 ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ 欠場

  8 小諸高  1704 井出 洲大(2)   7 北部高  1032 高木 翔(3)
ｺﾓﾛｺｳ ｲﾃﾞ ｸﾆﾋﾛ 欠場 ﾎｸﾌﾞｺｳ ﾀｶｷﾞ  ｼｮｳ 欠場

 1703 山浦 渓斗(2)  1030 松山 周平(3)
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ ﾏﾂﾔﾏ  ｼｭｳﾍｲ

 1701 井出 直哉(2)  1029 荒井 滉司(3)
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ ｱﾗｲ  ｺｳｼﾞ

 1714 中澤 晴起(3)  1033 本戸 友晴(3)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ ﾎﾝﾄﾞ  ﾄﾓﾊﾙ

男子

4×400m

予選 通過基準  5組  1着 + 3 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4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   4 長野吉田高  1073 羽入田 拓真(3)   3,33.86 Q  1   2 松本大  9051 水島 優(3)   3,27.07 Q

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾀｸﾏ ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 1075 早福 和馬(3)  9045 丸山 玲央(3)

ｿｳﾌｸ ｶｽﾞﾏ ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ
 1074 飯野 圭太(3)  9056 輪湖 勇哉(1)

ｲｲﾉ ｹｲﾀ ﾜｺ ﾕｳﾔ
 1070 玉城 莉吾(3)  9048 小林 航(3)

ﾀﾏｷ ﾗｲｺﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ
 2   5 塩尻志学館高  1994 福嶋 竜星(3)   3,34.21  2   3 諏訪清陵高   115 中澤 新(1)   3,32.86 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｾｲ ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ
 1990 小林 隼(3)   106 三井 洪太(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ ﾐﾂｲ ｺｳﾀ
 1999 中村 智(3)   109 井出 純一朗(2)

ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ
 1997 渡部 翔太(3)   104 外川 太一(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ ﾄｶﾞﾜ ﾀｲﾁ
 3   6 長野工高  1161 松橋 健(2)   3,35.11  3   4 長野東高  1194 小林 千輝(3)   3,32.89 

ﾅｶﾞﾉｺｳｺｳ ﾏﾂﾊｼ ｹﾝ ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ
 1158 市川 隼人(3)  1193 小林 周平(3)

ｲﾁｶﾜ ﾊﾔﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ
 1160 南澤 和輝(2)  1198 清水 翔太(2)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ
 1159 吉田 智哉(2)  1191 内山 力哉(3)

ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ
 4   8 大町岳陽高  2043 花澤 智寿(3)   3,39.64  4   7 豊科高  2538 福岡 歩武(2)   3,35.13 

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ﾊﾅｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ ﾄﾖｼﾅｺｳ ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ
 2074 小澤 大輝(2)  2540 篠原 翔(1)

ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ
 2080 畠山 龍大(2)  2537 加藤 優馬(2)

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ ｶﾄｳ ﾕｳﾏ
 2081 松原 聖将(2)  2535 北嶋 竣(3)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ ｷﾀｼﾞﾏ ｼｭﾝ
  2 屋代高  5   5 須坂高   993 鶴田 優斗(3)   3,37.81 

ﾔｼﾛｺｳ 欠場 ｽｻﾞｶｺｳ ﾂﾙﾀ ﾕｳﾄ
  996 須甲 寛大(2)

ｽｺｳ ﾋﾛｷ
 1002 蟻川 喬生(2)

ｱﾘｶﾜ ﾀｶｷ
  994 沼田 誠也(2)

ﾇﾏﾀ ｾｲﾔ
  3 伊那弥生ヶ丘高  6   6 岩村田高  1600 竹内 滉一(2)   3,39.89 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶ 欠場 ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾀｹｳﾁ ｺｳｲﾁ
 1596 田中 太玖斗(3)

ﾀﾅｶ ﾀｸﾄ
 1601 茂木 達哉(2)

ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ
 1603 岡村 州紘(2)

ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ
  7 市立長野高   8 上田高

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ 欠場 ｳｴﾀﾞｺｳ 欠場

  9 丸子修学館高
ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ 欠場

男子

4×400m



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 木曽青峰高  1948 原 拓実(3)   3,29.03 Q

ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ﾊﾗ ﾀｸﾐ
 1951 小谷 渓太(3)

ｺﾀﾆ ｹｲﾀ
 1961 古川 晴貴(2)

ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ
 1950 小坂 正海(3)

ｺｻｶ ｾｲｶｲ
 2   6 諏訪二葉高   141 松本 陸(2)   3,29.86 q

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾏﾂﾓﾄﾘｸ
  144 鈴木 颯太(2)

ｽｽﾞｷｿｳﾀ
  142 土屋 哲平(2)

ﾂﾁﾔﾃｯﾍﾟｲ
  138 中村 謙士(3)

ﾅｶﾑﾗｹﾝｼﾞ
 3   5 上田西高  2788 田中 皐裕(2)   3,33.48 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ
 1910 宮澤 俊太(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾀ
 2783 内村 海斗(3)

ｳﾁﾑﾗ ｶｲﾄ
 1908 與川 夢翔(1)

ﾖｶﾜ  ﾕｳﾄ
 4   4 飯山高   819 本山 翔大(2)   3,39.83 

ｲｲﾔﾏｺｳ ﾓﾄﾔﾏ ｼｮｳﾀﾞｲ
  822 山嵜 真和(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾏｻｶｽﾞ
  817 石川 智也(2)

ｲｼｶﾜ ﾄﾓﾔ
  812 平井 皓陽(3)

ﾋﾗｲ ｺｳﾖｳ
 5   3 長野西高  1106 小林 勇哉(3)   3,46.80 

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ
 1091 佐藤 直樹(2)

ｻﾄｳ ﾅｵｷ
 1108 谷迫 悠朔(3)

ﾀﾆｻｺ ﾕｳｻｸ
 1109 小町谷 歩(3)

ｺﾏﾁﾔ ｱﾕﾑ
 6   7 野沢南高  1546 西澤 雅志(2)   3,49.79 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ
 1564 原 祐(3)

ﾊﾗ ﾕｳ
 1547 柏木 佑太(2)

ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ
 1549 沖浦 大地(2)

ｵｷｳﾗ ﾀﾞｲﾁ
  8 野沢北高  1545 荻原 慧(3)

ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ｵｷﾞﾊﾗ ｹｲ 失格
 1520 中川 輝(3) T3(2走)

ﾅｶｶﾞﾜ ﾋｶﾙ
 1527 並木 久幸(2)

ﾅﾐｷ ﾋｻﾕｷ
 1544 三浦 央司(3)

ﾐｳﾗ ﾋｻｼ

男子

4×400m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 skIpまつもとAC  9005 浦野 泰希   3,22.22 

ｽｷｯﾌﾟﾏﾂﾓﾄAC ｳﾗﾉ ﾀｲｷ
 9007 宮澤 裕輝

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
 9010 川西 翔太

ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ
 9009 清水 泰志

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ
 2   5 信州大  9077 坂巻 太一(4)   3,23.43 

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ｻｶﾏｷ ﾀｲﾁ
 9095 大島 直哉(4)

ｵｵｼﾏ ﾅｵﾔ
 9078 三澤 駿之介(3)

ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ
 9068 浦田 敦也(4)

ｳﾗﾀ ｱﾂﾔ
 3   4 松本大  9042 花形 駿介(1)   3,26.64 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ
 9051 水島 優(3)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 9045 丸山 玲央(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ
 9048 小林 航(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ
 4   6 木曽青峰高  1948 原 拓実(3)   3,30.06 

ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ﾊﾗ ﾀｸﾐ
 1951 小谷 渓太(3)

ｺﾀﾆ ｹｲﾀ
 1961 古川 晴貴(2)

ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ
 1950 小坂 正海(3)

ｺｻｶ ｾｲｶｲ
 5   3 松商学園高  2464 小池 孝憲(2)   3,32.96 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ
 2499 山口 竜也(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ
 2497 神田 来夢(2)

ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ
 2462 穗苅 康人(2)

ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ
 6   2 長野高専  3511 髙橋 和真(2)   3,33.46 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ
 3512 髙橋 一輝(2)

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ
 3507 宮澤 陽斗(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ
 3542 廣瀬 洸(3)

ﾋﾛｾ ｺｳ
 7   8 諏訪二葉高   142 土屋 哲平(2)   3,34.61 

ｽﾜﾌﾀﾊﾞｺｳ ﾂﾁﾔﾃｯﾍﾟｲ
  141 松本 陸(2)

ﾏﾂﾓﾄﾘｸ
  143 雨宮 海斗(2)

ｱﾒﾐﾔｶｲﾄ
  144 鈴木 颯太(2)

ｽｽﾞｷｿｳﾀ
 8   9 長野吉田高  1073 羽入田 拓真(3)   3,34.66 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾀｸﾏ
 1075 早福 和馬(3)

ｿｳﾌｸ ｶｽﾞﾏ
 1074 飯野 圭太(3)

ｲｲﾉ ｹｲﾀ
 1070 玉城 莉吾(3)

ﾀﾏｷ ﾗｲｺﾞ

決勝

男子

4×400m



決勝 4月22日 13:45

県記録(KR)           2.18
県高記録(HR)         2.17
大会記録(GR)         2.15

芋川 駿(3)
ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ 法大
片平 大地
ｶﾀﾋﾗ ﾀﾞｲﾁ 長野吉田AC
林 知彦
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋｺ 駒ヶ根陸協
宮坂 駿吾(1)
ﾐﾔｻｶ ｼｭﾝｺﾞ 東学大
大塚 樹也(2)
ｵｵﾂｶ ﾐｷﾔ 新潟医福大
丸山 拓哉(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 松本大
榎本 崚冴(2)
ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳｺﾞ 信州大
塚田 龍太朗(3)
ﾂｶﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 長野日大高
井原 彪(3)
ｲﾊﾗ ﾋｮｳ 飯田高
遠山 舜也(2)
ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 岩村田高
小山 竜司(3)
ｺﾔﾏ ﾘｭｳｼﾞ 東海大諏訪高
内村 海斗(3)
ｳﾁﾑﾗ ｶｲﾄ 上田西高
二村 峻平(2)
ﾆﾑﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ 松本県ヶ丘高
笠原 理央(2)
ｶｻﾊﾗ ﾘｵ 諏訪清陵高
宮坂 夏輝(2)
ﾐﾔｻｶ ﾅﾂｷ 諏訪清陵高
倉田 優希(2)
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 高遠高
上野 輝大(2) 記録なし
ｳｴﾉｺｳﾀ 中野立志館高
秦 翔(3) 記録なし
ﾊﾀ ｼｮｳ 松川高
羽生田 倫世(1) 記録なし
ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾘﾝｾﾞ 中野立志館高
渡邊 琢磨(3) 記録なし
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 塩尻志学館高
金井 健太(3) 記録なし
ｶﾅｲｹﾝﾀ 中野立志館高
北野 玄仁(3) 記録なし
ｷﾀﾉ ﾊﾙﾋﾄ 松本県ヶ丘高
北河 大葵(2) 記録なし
ｷﾀｶﾞﾜ ﾀｲｷ 信州大
戸谷 泰生(2) 欠場
ﾄﾔ ﾀｲｾｲ 屋代高

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m85 1m90 備考1m75 1m80 1m95 1m98 2m01 2m04 2m07 2m16
1 23  9146

- - - - - - O - XO XXX  2.07

2 24  9129
- - - - XO - XXO XXX  2.01

3 21  9032
- - - - O O XXX  1.98

4 18  9138
O O XO O XXX  1.90

5 22  9112
- - O XO XXX  1.90

6 17  9044
- O O XXO XXX  1.90

7 11  9069
- - O XXX  1.85

7 20  1275
O O O XXX  1.85

9 19   572
O O XXX  1.80

10 6  1598
XXO XXO XXX  1.80

11 12    51
O XXX  1.75

12 13  2783
O X- ｒ  1.75

13 9  2276
XO XXX  1.75

13 14   110
XO XXX  1.75

13 16   111
XO XXX  1.75

16 7   380
XXO XXX  1.75

1   883
XXX

2   555
XXX

4   890
XXX

5  1993
XXX

8   915
XXX

10  2268
XXX

15  9105
- XXX

3  1443



決勝 4月23日 11:00

県記録(KR)           5.40
県高記録(HR)         5.11
大会記録(GR)         5.10

4m10 4m20 4m30 4m40 4m50 4m60 4m70 5m00 5m11 5m25
内山 朋也(1) - - - - - - - - - - 大会新
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 筑波大 - - - - - - O O XXO XXX
荒井 洋光 - - - - - - - XO - XO
ｱﾗｲ ﾋﾛﾐﾂ 松本陸協 XO XXX
竹内 優(2) - - - - - O - XO XO XXX
ﾀｹｳﾁ ﾕｳ 長野吉田高
山際 創平(2) - - O O O XO XO O XXX
ﾔﾏｷﾞﾜ ｿｳﾍｲ 須坂高
関 知大(3) - - - - - XO - XO XXX
ｾｷ ﾄﾓﾋﾛ 松本大
鎌倉 慎太郎(2) XO XO O O O XO O XXX
ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 下諏訪向陽高
清水 一馬(3) - - - - - - XO /
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾏ 信州大
矢野 眞嵩(2) - - - XO XO O XXX
ﾔﾉ ﾏｻﾀｶ 長野高
伊藤 大輔(3) - O O O O XXX
ｲﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 高遠高
富田 雅也(3) - - O O O XXX
ﾄﾐﾀ ﾏｻﾔ 山辺中
中山 蓮(2) - - - - XO - - - XXX
ﾅｶﾔﾏ ﾚﾝ 高遠高
藤澤 将大(2) - - XO XXO XXX
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 松本大
深尾 光希(3) - O XXO XXX
ﾌｶｵ ｺｳｷ 三郷中
石坂 巽海(1) - O XO XXX
ｲｼｻﾞｶ ﾀﾂﾐ 中野立志館高
宮下 晴海(3) O O XXX
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙﾐ 常盤中
宮下 陽平(2) - XXO XXX
ﾐﾔｼﾀ ﾖｳﾍｲ 田川高
青柳 亮生(3) - O XXX
ｱｵﾔｷﾞ ｱﾂｷ 田川高
中村 勇海(3) O Xr
ﾅｶﾑﾗ ｲｻﾐ 常盤中
後藤 友帆(3) XXX 記録なし
ｺﾞﾄｳ ﾕｳﾎ 長野高専
河手 祥吾(1) XXX 記録なし
ｶﾜﾃ ｼｮｳｺﾞ 高遠高
小山 吉明 - - XXX 記録なし
ｺﾔﾏ ﾖｼｱｷ 須坂陸協
加賀見 一輝(4) - - - - - - - - - - 記録なし
ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ 東学大 - - - XXX

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
2m80 3m00 3m50 3m60 3m70 3m80 3m90 4m00

1 22  9122
 5.11

記録
3m20 3m40

2 19  9059
 4.10

3 18  1080
 3.90

4 15   995
 3.80

4 20  9043
 3.80

6 13   164
 3.70

6 17  9090
 3.70

8 14  1116
 3.60

9 9   376
 3.50

9 11  7162
 3.50

9 16   379
 3.50

12 10  9055
 3.40

13 2  6705
 3.20

13 7   889
 3.20

15 3  4874
 3.00

15 8  2180
 3.00

15 12  2186
 3.00

 9118

18 5  4873
 2.80

1  3506

21  9136

4   381

6



予選 (1,2組) 4月22日  9:45
決勝 4月22日 15:15

県記録(KR)           7.94
県高記録(HR)         7.61
大会記録(GR)         7.75

[ 1組]

内山 朋也(1)   7.35    -    -   7.35 Q
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 筑波大   +1.9   +1.9
中野 涼介(3)   7.17    -    -   7.17 Q
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 筑波大   +1.1   +1.1
日向 一機(4)   6.70    -    -   6.70 Q
ﾋﾅﾀ ｲｯｷ 信州大   +1.5   +1.5
小林 祐紀(4)   6.40   6.56    -   6.56 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 信州大   +2.0   +2.6   +2.6
竹井 温巧(3)   6.53    -    -   6.53 Q
ﾀｹｲ ﾏｻﾖｼ 東海大諏訪高   +1.8   +1.8
浅原 一煕(3)   6.52    -    -   6.52 Q
ｱｻﾊﾗ ｲﾂｷ 諏訪東理大   +2.2   +2.2
阪 圭央    X   6.48   6.41   6.48 
ｻｶ ﾖｼﾋｻ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ   +2.1   +4.3   +2.1
常田 龍輝(3) 中学生   6.46   6.11   5.78   6.46 
ﾄｷﾀﾞ ﾘｭｳｷ 長野北部中   +1.4   +2.4   +2.1   +1.4
山口 諒偲(3)   6.45   6.16   6.36   6.45 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 上田東高   +2.8   +2.7   +2.5   +2.8
榎本 崚冴(2)   6.11   6.06   6.34   6.34 
ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳｺﾞ 信州大   +3.2   +3.3   +2.1   +2.1
相川 史弥(3)   4.44   6.27   6.18   6.27 
ｱｲｶﾜ ﾌﾐﾔ 信州大   +1.7   +0.9   +3.1   +0.9
福元 聖矢(3)   6.11   6.05   6.20   6.20 
ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾔ 信州大   +3.2   +2.0   +2.9   +2.9
山口 凌平(3)    -    X   6.13   6.13 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 松川高   +2.2   +2.2
山本 祐己(1)   6.11   5.76   4.01   6.11 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 松商学園高   +3.1   +2.7   +1.4   +3.1
戸澤 裕介   5.70   6.00   6.08   6.08 
ﾄｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ FIVETOOL   +2.1   +2.5   +1.6   +1.6
山浦 渓斗(2)    X   6.03    X   6.03 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 小諸高   +1.9   +1.9
井出 直哉(2)   6.02    X   5.98   6.02 
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸高   +1.6   +2.7   +1.6
小林 哲士(2)    X   5.95    X   5.95 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂｼﾞ 長野吉田高   +1.7   +1.7
長田 佑麻(2)   5.81    X   5.92   5.92 
ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 諏訪東理大   +3.0   +2.4   +2.4
村瀬 直希(3)    X   5.87   5.84   5.87 
ﾑﾗｾ ﾅｵｷ 松本大   +2.7   +2.9   +2.7
原 拓実(3)   5.63   5.86   5.67   5.86 
ﾊﾗ ﾀｸﾐ 木曽青峰高   +1.4   +1.0   +3.0   +1.0
丸山 諒太(3)    X    X   5.82   5.82 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 松本県ヶ丘高   +2.0   +2.0
上野 太暉(1)   5.75    X   5.55   5.75 
ｳｴﾉ ﾀｲｷ 丸子修学館高   +2.2   +2.2   +2.2
宮澤 俊太(3)   5.44    -   5.55   5.55 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾀ 上田西高   +1.3   +2.8   +2.8
梅田 隼人(3)    X   4.14    X   4.14 
ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ 佐久平総合高   +2.4   +2.4
川上 文也 欠場
ｶﾜｶﾐ ﾌﾐﾔ 松川村AC
嵯峨座 綾(2) 欠場
ｻｶﾞｻﾞ ﾘｮｳ 飯田風越高
井口 晃輔(3) 欠場
ｲｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 下諏訪向陽高
横地 彦人(1) 欠場
ﾖｺﾁ ﾋﾛﾄ 上武大

男子

走幅跳

予選 標準記録    6.50m Q:標準記録突破者  q：その他の通過者

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ -3- 記録氏  名 所属名 -1- 備考
1 27  9122

-2-

2 28  9121

3 21  9102

4 23  9083

5 25    52

6 24  9115

7 20  9013

8 14  5659

9 26  1804

10 13  9069

11 18  9091

12 11  9104

13 3   557

14 15  2477

15 7  9003

16 19  1703

17 8  1701

18 1  1081

19 17  9116

20 10  9054

21 12  1948

22 16  2264

23 5  1747

24 2  1910

25 6  1633

4  9041

9   613

22   160

29  9066



[ 2組]

青沼 和紀    X   7.02    X   7.02 Q
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ with   +1.5   +1.5
須崎 修二(3)   6.75    X    X   6.75 Q
ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 上田高   +2.4   +2.4
佐藤 賢一   6.66    X    X   6.66 Q
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   +1.6   +1.6
増子 良平(1)   6.55    X    X   6.55 Q
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 中京大   +4.0   +4.0
小林 亮太(3)   6.25   6.54    X   6.54 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野日大高   +2.1   +3.4   +3.4
穗苅 康人(2)   6.54    X    X   6.54 Q
ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 松商学園高   +3.7   +3.7
深沢 友昭(1)    X   6.51    X   6.51 Q
ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ 松本大   +2.0   +2.0
名取 大輔(2)   6.39   6.49   6.38   6.49 
ﾅﾄﾘ ﾀﾞｲｽｹ 東海大諏訪高   +3.1   +3.0   +3.4   +3.0
松本 陸(2)   6.46   6.24   6.44   6.46 
ﾏﾂﾓﾄﾘｸ 諏訪二葉高   +3.1   +2.5   +2.6   +3.1
内堀 岳宏(3)    X   6.30   6.41   6.41 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ 松代高   +2.7   +3.3   +3.3
傅田 聖也(2)    X   6.30    X   6.30 
ﾃﾞﾝﾀﾞ ｾｲﾔ 長野吉田高   +5.0   +5.0
杏 直樹(3)   6.12   6.27   5.98   6.27 
ｶﾗﾓﾓ ﾅｵｷ 松本工高   +1.8   +2.4   +3.6   +2.4
宮川 蓮(2)    X   6.15   6.21   6.21 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝ 創造学園高   +3.2   +2.3   +2.3
原 泰三(1)   5.69   5.41   6.20   6.20 
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小諸高   +2.1   +1.4   +3.8   +3.8
福野 裕大(3)    X   6.19   6.18   6.19 
ﾌｸﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 長野吉田高   +3.8   +3.2   +3.8
松原 聖将(2)    X    X   6.17   6.17 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ 大町岳陽高   +2.5   +2.5
堀米 優兵(2)   5.59   6.04   6.16   6.16 
ﾎﾘｺﾞﾒ ﾕｳﾍｲ 中野立志館高   +4.1   +3.7   +3.0   +3.0
中村 智(3)    X   6.15   5.44   6.15 
ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 塩尻志学館高   +3.4   +3.4   +3.4
佐々木 悠登(2)   6.02   6.10   5.84   6.10 
ｻｻｷ ﾕｳﾄ 野沢南高   +2.5   +1.6   +2.2   +1.6
荒井 滉司(3)   6.08   6.06   5.96   6.08 
ｱﾗｲ  ｺｳｼﾞ 北部高   +2.0   +3.9   +2.0   +2.0
丸山 龍之介(3)   5.74    X   5.97   5.97 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 松本深志高   +1.2   +1.8   +1.8
矢花 竜也(3) 中学生    X   5.92   5.93   5.93 
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ 望月AC   +4.0   +3.9   +3.9
本戸 友晴(3)    X   5.84    X   5.84 
ﾎﾝﾄﾞ  ﾄﾓﾊﾙ 北部高   +2.1   +2.1
池田 剛(3)   5.82   5.41   5.77   5.82 
ｲｹﾀﾞ ﾂﾖｼ 長野商高   +4.0   +1.4   +4.2   +4.0
竹田 昌史(2)   5.75   5.69   5.72   5.75 
ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｼ 長野工高   +4.0   +1.8   +3.0   +4.0
中野 颯己(3)    X    X   3.71   3.71 
ﾅｶﾉ ｿｳｷ 諏訪清陵高   +2.1   +2.1
神田 来夢(2)    X    X    X
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 松商学園高
窪田 章吾(3) 欠場
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 東学大

男子

走幅跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ -3- 記録氏  名 所属名 -1- 備考

1 28  9011
-2-

2 25  1782

3 27  9024

4 26  9125

5 19  1259

6 21  2462

7 24  9050

8 12    55

9 17   141

10 16  1435

11 10  1085

12 20  2417

13 8  2508

14 4  1707

15 15  1071

16 18  2081

17 9   882

18 13  1999

19 5  1550

20 14  1029

21 11  2241

22 2  9149

23 6  1033

24 1  1132

25 3  1163

26 7   107

22  2497

23  9139



内山 朋也(1)   7.26   7.30    X    X   7.05   7.33    7.33 
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 筑波大   +0.9   +1.6   +2.2   +0.4    +0.4
佐藤 賢一   6.95   7.28   6.96    -   6.06   7.31    7.31 
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   +1.6   +2.2   +3.3   +1.0   +1.1    +1.1
中野 涼介(3)   7.29    X    X    X   7.26    X    7.29 
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｽｹ 筑波大   +2.8   +0.3    +2.8
日向 一機(4)   6.51   7.25   6.89   7.07   6.89    X    7.25 
ﾋﾅﾀ ｲｯｷ 信州大   +0.1   +5.0   +1.7   +2.3   +0.9    +5.0
竹井 温巧(3)   6.93    -    X    -   7.01    X    7.01 
ﾀｹｲ ﾏｻﾖｼ 東海大諏訪高   +4.2   +2.8    +2.8
増子 良平(1)   6.75    X   6.69    X   6.82   6.81    6.82 
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 中京大   +0.8   +3.0   +3.3   +2.9    +3.3
穗苅 康人(2)   6.66   6.51   6.61   6.78    X    X    6.78 
ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 松商学園高   +2.6   +1.5   +0.4   +1.4    +1.4
青沼 和紀    X   6.74    X    -    -    X    6.74 
ｱｵﾇﾏ ｶｽﾞｷ with   +2.8    +2.8
小林 亮太(3)   6.44   6.62   6.35    6.62 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野日大高   +2.6   +1.9   +0.1    +1.9
浅原 一煕(3)   6.61   6.47   6.59    6.61 
ｱｻﾊﾗ ｲﾂｷ 諏訪東理大   +1.5   -0.5   +1.7    +1.5
小林 祐紀(4)    X   6.60   6.45    6.60 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 信州大   +1.6   +2.5    +1.6
深沢 友昭(1)   6.05    X   6.42    6.42 
ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ 松本大   +1.3   +3.5    +3.5
須崎 修二(3)    X   6.26    X    6.26 
ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 上田高   +2.2    +2.2

氏  名 所属名 -1-

男子

走幅跳
決勝

-6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 13  9122

-5-

2 8  9024

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

3 11  9121

4 9  9102

5 4    52

6 6  9125

7 3  2462

8 12  9011

9 5  1259

10 2  9115

13 10  1782

11 7  9083

12 1  9050



決勝 4月23日 13:00

県記録(KR)          16.98
県高記録(HR)        15.58
大会記録(GR)        16.05

日向 一機(4)  14.02  14.51  14.89  14.88  14.70  15.24   15.24 
ﾋﾅﾀ ｲｯｷ 信州大   +0.6   +1.7   +2.5   +0.4   +2.0   +3.0    +3.0
竹井 温巧(3)  14.34    -    -    -    -    -   14.34 
ﾀｹｲ ﾏｻﾖｼ 東海大諏訪高   -0.1    -0.1
須崎 修二(3)  13.30  13.61  13.41  13.79  14.05  14.14   14.14 
ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 上田高   +0.9   -1.2   +0.9   -0.3   +2.0   +1.9    +1.9
小野澤 達也(3)  13.88  13.79  13.80  13.78  14.10  14.11   14.11 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 松本大   +1.8   +1.2   -0.2   -0.5   +3.0   +0.7    +0.7
大島 卓仁(4)  13.49    X    X    X  13.70  14.10   14.10 
ｵｵｼﾏ ﾀｸﾄ 信州大   +0.4   +0.5   +1.4    +1.4
小北 大志(3)    X  13.80  12.40  13.56  13.81  13.47   13.81 
ｺｷﾀ ﾀｲｼ 信州大   +1.0   -0.4   -0.2   +2.2   +1.0    +2.2
中村 智(3)  13.41  13.65  13.70    X  13.54  13.39   13.70 
ﾅｶﾑﾗ ｻﾄｼ 塩尻志学館高   +2.8   +3.2   +0.9   +0.8   +3.2    +0.9
丸山 健一  12.90  13.14  13.19  12.98  12.94  13.67   13.67 
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ FIVETOOL   +2.7   +2.2   -0.5   -0.6   +1.8   +1.9    +1.9
清水 一馬(3)    X    X  13.15   13.15 
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾏ 信州大   +2.6    +2.6
山口 諒偲(3)    X    X  13.07   13.07 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 上田東高   +0.2    +0.2
丸山 諒太(3)  13.04  12.40    X   13.04 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 松本県ヶ丘高   +0.3   +0.4    +0.3
内堀 岳宏(3)    X  12.96  12.72   12.96 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ 松代高   +0.7   -0.2    +0.7
金子 司  12.96  12.40    -   12.96 
ｶﾈｺ ﾂｶｻ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +1.7   +2.4    +1.7
福野 裕大(3)  12.79    X  12.45   12.79 
ﾌｸﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 長野吉田高   +1.4   +0.5    +1.4
須甲 寛大(2)    X  12.74    X   12.74 
ｽｺｳ ﾋﾛｷ 須坂高   -0.2    -0.2
名取 大輔(2)    X  12.27  12.47   12.47 
ﾅﾄﾘ ﾀﾞｲｽｹ 東海大諏訪高   +1.3   +1.6    +1.6
福元 聖矢(3)  12.32  12.21  12.42   12.42 
ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾔ 信州大   +0.3   -0.6   +1.7    +1.7
竹田 昌史(2)    X  12.27    X   12.27 
ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｼ 長野工高   +2.7    +2.7
小林 哲士(2)  12.20    X    X   12.20 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂｼﾞ 長野吉田高   +3.0    +3.0
丸山 龍之介(3)    X    X    X 記録なし
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 松本深志高
山口 凌平(3)    X    X    X 記録なし
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳﾍｲ 松川高
池田 剛(3)    X    X    X 記録なし
ｲｹﾀﾞ ﾂﾖｼ 長野商高
黒岩 拓人(2)    X    X    - 記録なし
ｸﾛｲﾜ ﾀｸﾄ 市立長野高
長田 佑麻(2)    X    X    X 記録なし
ｵｻﾀﾞ ﾕｳﾏ 諏訪東理大
川上 文也 欠場
ｶﾜｶﾐ ﾌﾐﾔ 松川村AC
増子 良平(1) 欠場
ﾏｽｺ ﾘｮｳﾍｲ 中京大
窪田 章吾(3) 欠場
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳｺﾞ 東学大

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 13  9102

-5-

2 26    52

3 22  1782

4 23  9047

5 18  9094

6 24  9081

7 19  1999

8 20  9002

9 12  9090

10 21  1804

11 16  2264

12 17  1435

13 15  9014

14 7  1071

15 9   996

16 2    55

17 8  9104

18 5  1163

19 10  1081

1  2241

3   557

4  1132

11   860

14  9116

27  9139

6  9041

25  9125



決勝 4月22日 15:00

県記録(KR)          16.11
大会記録(GR)        13.86

米倉 朋輝(2)
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 新潟医福大
竹村 地智(1)
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 国武大
上條 健
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

決勝 4月22日 15:00

県高記録(HR)        14.76
大会記録(GR)        13.73

和田 啓汰(3) 大会新
ﾜﾀﾞ ｹｲﾀ 更級農高
スミス 理貴(3)
ｽﾐｽ ﾘｷ 長野西高
登内 啓一郎(3)
ﾄﾉｳﾁ ｹｲｲﾁﾛｳ 高遠高
小林 篤央(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｵ 上田高
金子 周平(2)
ｶﾈｺ ｼｭｳﾍｲ 松本工高
幸野 藍斗(3)
ｺｳﾉ ｱｲﾄ 木曽青峰高
藤井 隆聖(2)
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳｾｲ 飯田高
西牧 廉(2)
ﾆｼﾏｷ ﾚﾝ 松本工高
折山 景柊(3)
ｵﾘﾔﾏ ｹｲｼｭｳ 飯田風越高
西條 元輝(2)
ｻｲｼﾞｮｳ  ﾓﾄﾃﾙ 北部高
加藤 耀央(2)
ｶﾄｳ ﾈｵ 松本蟻ヶ崎高
松本 篤弥(3)
ﾏﾂﾓﾄ ｱﾂﾔ 屋代高
佐藤 謙(3)
ｻﾄｳ ｹﾝ 長野高
田村 匠(2)
ﾀﾑﾗ ﾀｸﾐ 望月高
末元 昂成(2)
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 阿南高
渡利 雄太(3)
ﾜﾀﾘ ﾕｳﾀ 更級農高
清水 智也(3)
ｼﾐｽﾞﾄﾓﾔ 中野立志館高
ｶﾙﾛｽ ｱｳｸﾞｽﾄ(3)
ｶﾙﾛｽ ｱｳｸﾞｽﾄ 駒ヶ根工高
下村 亮也(2)
ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳﾔ 木曽青峰高
本山 岳志(2)
ﾓﾄﾔﾏ ﾀｹｼ 松本深志高
岩﨑 千洋(2)
ｲﾜｻｷ ﾁﾋﾛ 飯山高
西田 和樹(2)
ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 松本美須々丘高

 7.94   X   X   8.03 

10.07 10.35   -  10.71 

3 1  9016
 8.03   X  7.52

  X   X   X  12.06 

2 2  9035
10.32 10.71 10.04

1 3  9113
12.06   X   X

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-

男子高校

砲丸投(6.000kg)

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 22  2769

12.87 13.74 13.43 13.47 13.19 13.09  13.74 

2 20  1107
12.10 11.79 12.32 12.73 12.83 12.87  12.87 

3 21   377
12.00 11.46 11.14 11.87 10.41 11.19  12.00 

4 17  1792
  X 11.33 11.84 10.53 11.83 11.70  11.84 

5 18  2424
11.47 10.67 11.33 11.13 11.55 11.38  11.55 

6 19  1949
  X 10.66 11.51 11.27 11.15 11.54  11.54 

7 16   575
11.04   X 10.83 11.06 11.45   X  11.45 

8 14  2422
 9.91 10.33 10.56 10.57 10.40 10.85  10.85 

9 10   593
 9.55  9.92 10.43  10.43 

10 2  1036
 9.84  9.21 10.22  10.22 

11 13  2366
10.08  9.60  9.03  10.08 

12 11  1440
10.01 10.01  9.37  10.01 

13 3  1114
  X  9.08  9.76   9.76 

14 7  1676
  X   X  9.59   9.59 

15 6   760
 8.79  8.48  9.55   9.55 

15 9  2765
 9.55  8.89  8.92   9.55 

17 15   917
 9.11  9.53  9.34   9.53 

18 12   509
 8.46  8.67  9.38   9.38 

19 8  1959
 9.34  8.91  9.00   9.34 

20 4  2247
 9.28  8.88  8.97   9.28 

21 1   820
 7.29  8.83  8.59   8.83 

22 5  2437
 8.49  8.43  7.81   8.49 



決勝 4月22日 15:00

県中記録(JR)        13.45
大会記録(GR)        12.36

池上 大希(1) 大会新
ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾛｷ 松本工高
竹内 恒平(1)
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ 松本工高
赤尾 聡良(1)
ｱｶｵ ｿﾗ 上田染谷丘高
久保川 優士(3)
ｸﾎﾞｶﾜ ﾕｳﾄ 丸子北中
塚田 陽樹(1)
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 小諸高
丸山 大木(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲｷ 更北中

男子少年B

砲丸投(5.000kg)

-6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  X 12.94

-1- -2- -3- -4- -5-

11.56 12.17

記録 備考
1 6  2433

12.86 12.07 12.86

11.97 11.26

12.29  12.94 

2 4  2431
12.09 11.97 12.34

 9.97 10.63

12.21  12.34 

3 5  1841
10.12 12.17 11.15

 9.72 10.26

10.57  12.17 

4 2  4503
10.56   X 10.62

  X  6.29

10.35  10.63 

5 3  1709
 9.06  9.65  9.84

 6.46   6.46 

 9.84  10.26 

6 1  6038
 6.22  6.13  6.45



決勝 4月22日 12:00

県記録(KR)          50.52
大会記録(HR)        50.52

神田 郁実
ｶﾝﾀﾞ ｲｸﾐ 長野市陸協
上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
竹村 地智(1)
ﾀｹﾑﾗ ﾁｻﾄ 国武大
土屋 春生 欠場
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｵ 北佐久郡陸協

決勝 4月22日 12:00

県高記録(HR)        45.21
大会記録(GR)        40.84

奥垣内 崇史(3)
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 東海大諏訪高
スミス 理貴(3)
ｽﾐｽ ﾘｷ 長野西高
中村 郁弥(3)
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 丸子修学館高
橋澤 昂駿(3)
ﾊｼｻﾞﾜ ﾀｶﾄｼ 飯山高
赤澤 虎太郎(3)
ｱｶｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 長野高専
吉池 真緋呂(3)
ﾖｼｲｹ ﾏﾋﾛ 長野工高
和田 啓汰(3)
ﾜﾀﾞ ｹｲﾀ 更級農高
折山 景柊(3)
ｵﾘﾔﾏ ｹｲｼｭｳ 飯田風越高
原 祐(3)
ﾊﾗ ﾕｳ 野沢南高
渡利 雄太(3)
ﾜﾀﾘ ﾕｳﾀ 更級農高
三澤 弘季(2)
ﾐｻﾜ ﾋﾛｷ 松本県ヶ丘高
西牧 寛海(2)
ﾆｼﾏｷ ﾋﾛﾐ 塩尻志学館高
幸野 藍斗(3)
ｺｳﾉ ｱｲﾄ 木曽青峰高
中村 隼興(3)
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｷ 長野東高
伊豆 裕太(3)
ｲｽﾞ ﾕｳﾀ 丸子修学館高
村瀬 陽樹(2)
ﾑﾗｾ ﾊﾙｷ 梓川高
松田 直也(2)
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 上伊那農高
児玉 裕隆(2)
ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛﾀｶ 長野日大高
井浦 直紀(2)
ｲｳﾗ ﾅｵｷ 須坂創成高
東條 晃太(3)
ﾄｳｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 長野工高
宮沢 康平(3)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 更級農高
坂口 大樹(3)
ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 須坂東高
丸山 隆一(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ 梓川高
中嶋 宏太(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ 阿南高
畠山 大生(3)
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾀｲｾｲ 赤穂高
田中 一嘉(3)
ﾀﾅｶｶｽﾞﾖｼ 中野立志館高

 20.77 

 21.78 

26 10   918
20.77   X   X

 24.31 

25 4   496
21.78   X   X

 25.21 

24 3   754
24.31   X 24.15

 25.59 

23 9  2166
  X 23.95 25.21

 25.68 

22 7   985
25.59 23.91 24.37

 25.71 

21 25  2766
24.39 25.68   X

 26.63 

20 1  1154
25.71 21.82   X

 27.60 

19 5   955
24.07 26.63   X

 29.29 

18 2  1261
  X 27.60 25.66

 29.62 

17 13   362
29.29 26.34 27.54

 29.84 

16 14  2164
28.46 29.11 29.62

 30.61 

15 11  1762
24.59 28.96 29.84

 30.96 

14 12  1192
30.01 27.24 30.61

 31.00 

13 17  1949
  X   X 30.96

 31.27 

12 6  2003
29.94 31.00 30.39

 31.74 

11 8  2275
31.27 27.82 28.95

 32.31 

10 19  2765
31.74 26.50   X

32.14  33.77 

9 15  1564
32.31 31.17 31.74

  X  34.32 

8 22   593
  X 32.66   X 33.77 32.43

31.50  35.61 

7 16  2769
34.32   X   X   X   X

  X  36.01 

6 21  1153
35.61   X   X 33.74 34.70

36.29  36.29 

5 18  3504
31.26 34.36 36.01   X   X

36.50  36.50 

4 20   811
30.07   X 34.79 35.72 35.39

  X  37.18 

3 24  1765
34.00 34.46   X 34.62 35.58

38.72  38.72 

2 23  1107
37.18 36.12   X   X 36.47

記録 備考
1 26    53

35.34 38.31   X 34.77 33.48

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

男子高校

円盤投(1.750kg)

  X 22.74   -  28.03 

1  9152

36.05 33.19 34.10  36.05 

3 2  9035
  X 19.09 28.03

39.84   X 36.72  39.84 

2 4  9015
35.08   X   X

1 3  9132
39.81 36.78   X

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

円盤投(2.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 4月23日  9:35

県記録(KR)          62.50
大会記録(HR)        57.58

神田 郁実
ｶﾝﾀﾞ ｲｸﾐ 長野市陸協
東井 航平(3)
ﾄｵｲ ｺｳﾍｲ 信州大
上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
須賀 健太(4)
ｽｶﾞ ｹﾝﾀ 信州大
野村 源太(4)
ﾉﾑﾗ ｹﾞﾝﾀ 信州大
上條 健
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
佐藤 俊生 欠場
ｻﾄｳ ﾄｼｷ 野沢北ｸﾗﾌﾞ

決勝 4月23日  9:35

県高記録(HR)        57.29
大会記録(GR)        52.68

宮沢 康平(3)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 更級農高
中村 健之(3)
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼﾞ 梓川高
奥垣内 崇史(3)
ｵｸｶﾞｲﾄ ﾀｶﾌﾐ 東海大諏訪高
萩原 倖司(2)
ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳｼ 梓川高
東條 晃太(3)
ﾄｳｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 長野工高
由井 渓友(3)
ﾕｲ ｹｲﾕｳ 岩村田高
中嶋 宏太(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ 阿南高
坂口 大樹(3)
ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 須坂東高
松田 直也(2)
ﾏﾂﾀﾞ ﾅｵﾔ 上伊那農高
先 一彌(3)
ｻｷ ｶｽﾞﾔ 文化学園長野高
末元 昂成(2)
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 阿南高
小林 篤央(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｵ 上田高
中島 翔也(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾔ 梓川高
加藤 耀央(2)
ｶﾄｳ ﾈｵ 松本蟻ヶ崎高
金児 涼(2)
ｶﾈｺ ﾘｮｳ 更級農高
西牧 寛海(2)
ﾆｼﾏｷ ﾋﾛﾐ 塩尻志学館高
小林 薫(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｵﾙ 阿南高
野中 優海(2)
ﾉﾅｶ ﾕｳ 松本県ヶ丘高
後藤 翔(2)
ｺﾞﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 明科高
ｶﾙﾛｽ ｱｳｸﾞｽﾄ(3) 記録なし
ｶﾙﾛｽ ｱｳｸﾞｽﾄ 駒ヶ根工高

男子

ハンマー投(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
1 7  9132

51.55 50.93 49.46   X 51.13 49.59  51.55 

2 5  9101
43.24 44.41 43.33   X   X 44.18  44.41 

3 6  9015
42.97   X 39.90 40.86 41.07 40.90  42.97 

4 3  9088
38.07 37.17   X 35.09 39.25 39.04  39.25 

5 4  9107
  X   X   X 37.92 38.42   X  38.42 

6 1  9016
25.37   X   X 25.75 22.99   X  25.75 

2  9154

男子高校

ハンマー投(6.000kg)

-6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

48.67 49.39

-1- -2- -3- -4- -5-

47.25 48.95

記録 備考
1 19  2766

50.17   X   X

  X 46.18

48.07  50.17 

2 20  2156
46.35   X 46.17

  X   X

47.78  48.95 

3 17    53
45.78   X 44.98

37.80 38.81

  X  46.18 

4 18  2172
  X 41.00   X

  X 36.85

41.71  41.71 

5 16  1154
38.78 38.85   X

  X   X

38.96  38.96 

6 13  1595
  X 38.65   X

33.35 32.20

33.39  38.65 

7 14   754
36.73   X 32.55   X  36.73 

8 12   985
34.13 36.57 34.27 31.05  36.57 

9 2   362
36.06   X 36.48  36.48 

10 15  2719
  X 34.93 35.84  35.84 

11 11   760
34.90 34.09 35.10  35.10 

12 3  1792
34.94   X 30.03  34.94 

13 5  2167
30.95 32.24 29.43  32.24 

14 1  2366
31.56 31.78   X  31.78 

15 9  2770
30.40 29.78   X  30.40 

16 7  2003
  X 28.99   X  28.99 

17 6   757
  X   X 27.01  27.01 

18 4  2274
25.36   X   X  25.36 

19 8  2555
  X 24.55 18.42  24.55 

10   509
  X   X   X



決勝 4月23日 14:35

県記録(KR)          72.50
県高記録(HR)        62.58
大会記録(GR)        67.34

長崎 大悟(2)
ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 国武大
岩崎 まお(2)
ｲﾜｻｷ ﾏｵ 新潟医福大
小川 健太(3)
ｵｶﾞﾜ ｹﾝﾀ 東経大
小林 誠矢(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲﾔ 創造学園高
小林 昇市(4)
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁ 長野高専
矢ヶ崎 奨(4)
ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ 国武大
安西 克樹(3)
ｱﾝｻﾞｲ ｶﾂｷ 信州大
上條 俊(3)
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｶｼ 長野高専
友田 利男
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那郡陸協
松永 春樹
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙｷ 長野吉田AC
宮澤 優斗(3)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 明科高
高木 翔(3)
ﾀｶｷﾞ  ｼｮｳ 北部高
茂木 達哉(2)
ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ 岩村田高
伊豆 裕太(3)
ｲｽﾞ ﾕｳﾀ 丸子修学館高
吉池 真緋呂(3)
ﾖｼｲｹ ﾏﾋﾛ 長野工高
伯耆原 志一(3)
ﾎｳｷﾊﾞﾗ ﾕｷｶｽﾞ 岡谷東高
坂本 敦士(3)
ｻｶﾓﾄ ｱﾂｼ 屋代高
中野 龍星(2)
ﾅｶﾉ ﾘｭｳｾｲ 松本県ヶ丘高
倉田 優希(2)
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ 高遠高
前澤 圭人(3)
ﾏｴｻﾞﾜ ｹｲﾄ 梓川高
吉澤 佑(2)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｽｸ 塩尻志学館高
山夲 直輝(3)
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ 文化学園長野高
中村 郁弥(3)
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 丸子修学館高
小松 和真(3)
ｺﾏﾂ ｶｽﾞﾏ 飯田風越高
峯村 悠(2)
ﾐﾈﾑﾗ ﾕｳ 中野西高
中島 志伸(3)
ﾅｶｼﾞﾏ ｼﾉﾌﾞ 塩尻志学館高
千葉 俊紀(2)
ﾁﾊﾞ ﾄｼﾉﾘ 須坂高
山本 陽介(2)
ﾔﾏﾓﾄ ﾖｳｽｹ 須坂高
浅原 一煕(3)
ｱｻﾊﾗ ｲﾂｷ 諏訪東理大
森 望(3)
ﾓﾘ ﾉｿﾞﾑ 小諸高
井出 洲大(2)
ｲﾃﾞ ｸﾆﾋﾛ 小諸高
長谷川 悠太(2)
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 長野吉田高
本松 幸久(3)
ﾓﾄﾏﾂ ﾕｷﾋｻ 諏訪二葉高
富田 裕也(3)
ﾄﾐﾀ ﾕｳﾔ 松本県ヶ丘高
山本 健太郎 欠場
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 上田市陸協
青木 悠祐(3) 欠場
ｱｵｷ ﾕｳｽｹ 長野高専
橋本 龍星(3) 欠場
ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 長野日大高

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 35  9036

59.83 60.63 63.67 62.01 61.38   X  63.67 

2 32  9111
60.30 61.38 58.69 61.31 57.22   X  61.38 

3 37  9142
56.37 58.27 57.72 59.07 61.01 58.66  61.01 

4 30  2503
53.61 54.70 56.29   - 52.04 56.44  56.44 

5 31  9131
53.76 51.38 53.98 56.11 52.88 53.76  56.11 

6 36  9038
49.47 55.35 53.58 55.25 49.40 56.01  56.01 

7 29  9067
49.96 52.76 54.15 52.17 50.90 53.08  54.15 

8 28  3548
50.93 51.47 52.17 51.61 50.01 53.21  53.21 

9 25  9030
50.62 52.08 51.50  52.08 

10 27  9127
  X 51.87 48.12  51.87 

11 26  2557
49.34 43.12 50.91  50.91 

12 18  1032
50.18 48.97 48.65  50.18 

13 12  1601
49.28 38.01 47.66  49.28 

14 33  1762
  X 46.27 48.52  48.52 

15 22  1153
  X 45.33 47.51  47.51 

16 23   181
47.24   X 43.50  47.24 

17 24  1437
  X 42.53 47.14  47.14 

18 9  2278
41.59 46.84 42.81  46.84 

19 5   380
46.73 44.33 43.73  46.73 

20 13  2157
45.76 46.63 46.18  46.63 

21 15  1992
44.33 45.65 46.56  46.56 

22 16  2720
46.47   X 45.15  46.47 

23 20  1765
43.84 40.40 45.51  45.51 

24 19   591
43.44 45.25 44.59  45.25 

25 8   950
39.60 42.77 41.80  42.77 

26 2  2000
34.66 42.35 39.61  42.35 

27 34   997
  X 42.19   X  42.19 

28 1   998
41.46 38.01 42.06  42.06 

29 14  9115
  X 41.87 38.93  41.87 

30 7  1702
40.72 38.06 39.78  40.72 

31 11  1704
40.38 37.66 31.89  40.38 

32 3  1083
40.15 39.61 38.78  40.15 

33 4   139
37.03   X 38.23  38.23 

34 10  2266
35.48   X   -  35.48 

6  9065

17  3532

21  1278


	決勝記録一覧表
	100m
	200m
	400m
	800m
	1500m
	3000m
	5000m
	110mH
	110mJH
	400mH
	3000mSC
	5000mW
	4x100mR
	4x400mR
	HJ
	PV
	LJ
	TJ
	SP
	DT
	HT
	JT

