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第114回長野市内高等学校陸上競技大会 
　期日：平成29年4月30日（日）   

決勝記録一覧表
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
04/30 男子  -0.9小出 郁弥(3) 11.15 小林 陽平(3) 11.43 竹花 勇輝(2) 11.60 羽入田 拓真(3) 11.71 飯野 圭太(3) 11.78 柳澤 啓斗(2) 11.79 宮下 翼(2) 11.89 下田 振全(3) 11.96

100m 市立長野 長野 長野日大 長野吉田 長野吉田 長野商業 市立長野 松代
04/30  -0.4小出 郁弥(3) 22.36 小林 周平(3) 22.89 中島 望(3) 23.26 吉田 智哉(2) 23.41 中村 颯人(1) 23.57 竹花 勇輝(2) 23.58 羽入田 拓真(3) 23.59 髙栁 樹(3) 23.98

200m 市立長野 長野東 長野 長野工業 長野工業 長野日大 長野吉田 篠ﾉ井
04/30 竹村 友雅(3) 50.63 市川 隼人(3) 51.65 小林 千輝(3) 51.89 小池 輝(3) 51.90 池田 翔紀(2) 51.94 倉嶋 優太(3) 52.49 前角 拓人(3) 53.49 谷迫 悠朔(3) 53.88

400m 長野 長野工業 長野東 長野日大 市立長野 長野日大 篠ﾉ井 長野西
04/30 児玉 悠作(2) 1,59.78 青木 祥平(3) 2,01.88 清水 拓斗(3) 2,02.26 倉嶋 優太(3) 2,02.68 谷迫 悠朔(3) 2,04.68 岩下 凌(3) 2,05.14 内田 裕二(3) 2,05.66 早福 和馬(3) 2,05.90

800m 市立長野 長野日大 長野日大 長野日大 長野西 長野東 長野商業 長野吉田
04/30 清水 拓斗(3) 4,06.37 丸山 拓真(1) 4,08.50 青木 祥平(3) 4,09.30 中澤 堅太朗(2) 4,19.33 小林 祐輝(3) 4,20.04 緒方 希一(3) 4,25.46 佐藤 直樹(2) 4,26.39 小町谷 歩(3) 4,29.20

1500m 長野日大 長野日大 長野日大 長野 長野吉田 更級農業 長野西 長野西
04/30 大池 竜紀(3) 15,11.59 五十嵐 珠己(3) 15,42.22 高橋 勇輝(3) 15,49.79 櫻井 陽向(2) 16,02.42 武田 優介(2) 16,21.99 髙野 可偉(2) 17,25.73 小林 怜生(2) 17,28.70 北島 滉輝(2) 18,12.04

5000m 長野日大 長野日大 長野日大 長野 長野 長野西 長野吉田戸隠 長野西
04/30  +0.6宮原 翔太(3) 15.46 小林 周平(3) 15.86 玉城 莉吾(3) 15.96 塚田 龍太朗(3) 15.97 小﨑 隆史(2) 16.80 中村 妥偉也(3) 17.12 山口 大輝(3) 19.07 鈴木 竜也(1) 19.63

110mH(1.067m) 長野日大 長野東 長野吉田 長野日大 長野日大 長野工業 長野 長野工業
04/30 内山 力哉(3) 59.03 小池 輝(3) 59.26 南澤 和輝(2) 59.80 山田 嵩大(2) 1,00.10 清水 翔太(2) 1,01.01 丸山 諒也(2) 1,06.17

400mH(0.914m) 長野東 長野日大 長野工業 長野工業 長野東 長野南
04/30 甲田 基也(3) 22,47.80 鈴木 英司(2) 23,34.00 中島 明佳(2) 24,36.50 井上 正望(3) 25,30.76 松本 侑馬(3) 26,43.48 髙橋 龍広(2) 27,39.79

5000mW 長野工業 長野工業 長野工業 長野日大 長野西 長野西
04/30 市立長野  43.01 長野  43.28 長野日大  43.69 長野東  44.04 長野吉田  44.10 長野工業  44.12 松代  45.45 長野商業  46.40

4×100mR 伊東 嵩矢(2) 小林 陽平(3) 石山 丈(1) 伊藤 大地(3) 飯野 圭太(3) 松橋 健(2) 内堀 岳宏(3) 下村 翔(2)
池田 翔紀(2) 竹村 友雅(3) 竹花 勇輝(2) 小林 千輝(3) 玉城 莉吾(3) 吉田 智哉(2) 下田 振全(3) 池田 剛(3)
小出 郁弥(3) 矢野 眞嵩(2) 芦澤 友和(3) 内山 力哉(3) 羽入田 拓真(3) 南澤 和輝(2) 田中 大暉(3) 望月 悠也(2)
宮下 翼(2) 中島 望(3) 宮原 翔太(3) 小林 周平(3) 室賀 駿一(2) 市川 隼人(3) 森田 捷斗(1) 柳澤 啓斗(2)

04/30 市立長野  3,24.02 長野日大  3,28.07 長野東  3,29.50 長野  3,31.66 長野工業  3,32.70 長野吉田  3,37.23 松代  3,38.08 長野商業  3,43.94
4×400mR 宮下 翼(2) 小林 亮太(3) 小林 千輝(3) 中島 望(3) 山田 嵩大(2) 室賀 駿一(2) 森田 捷斗(1) 下村 翔(2)

池田 翔紀(2) 倉嶋 優太(3) 小林 周平(3) 山岸 龍羽(2) 南澤 和輝(2) 稲生 元希(1) 内堀 岳宏(3) 柳澤 啓斗(2)
児玉 悠作(2) 宮原 翔太(3) 清水 翔太(2) 矢野 眞嵩(2) 吉田 智哉(2) 矢島 知樹(3) 下田 振全(3) 池田 剛(3)
小出 郁弥(3) 小池 輝(3) 内山 力哉(3) 竹村 友雅(3) 市川 隼人(3) 羽入田 拓真(3) 田中 大暉(3) 内田 裕二(3)

04/30 塚田 龍太朗(3) 1.85 小林 亮太(3) 1.70 飯島 詢平(2) 1.65 下村 翔(2) 1.60
走高跳 長野日大 長野日大 長野吉田 長野商業

04/30 竹内 優(2) 4.00 矢野 眞嵩(2) 3.60
棒高跳 長野吉田 長野

04/30 小林 亮太(3) 6.57(+2.1) 小林 哲士(2) 6.32(+0.6) 福野 裕大(3) 6.31(+0.9) 内堀 岳宏(3) 6.30(+0.4) 傳田 聖弥(2) 6.10(+0.4) 西澤 和輝(2) 5.89(+0.9) 竹田 昌史(2) 5.82(+1.1) 池田 剛(3) 5.72(+0.8)
走幅跳 長野日大 長野吉田 長野吉田 松代 長野吉田 長野 長野工業 長野商業

04/30 内堀 岳宏(3)13.50(-0.6) 小林 哲士(2)12.70(-0.2) 池田 剛(3) 12.55(-0.3) 竹田 昌史(2)12.16(-0.6) 西澤 和輝(2)12.14(-0.6) 常田 勘太(2)11.91(-1.2) 丸山 諒也(2)11.69(-1.4) 小林 勇哉(3)11.34(-0.9)
三段跳 松代 長野吉田 長野商業 長野工業 長野 長野吉田 長野南 長野西

04/30 和田 啓汰(3) 13.32 スミス 理貴(3) 12.67 橋本 龍星(3) 11.31 渡利 雄太(3) 10.30 長谷川 悠太(2) 9.97 佐藤 謙(3) 9.94 先 一彌(3) 9.52 児玉 裕隆(2) 8.89
砲丸投(6.000kg) 更級農業 長野西 長野日大 更級農業 長野吉田 長野 文化学園長野 長野日大

04/30 宮沢 康平(3) 37.06 スミス 理貴(3) 36.20 吉池 真緋呂(3) 33.83 渡利 雄太(3) 31.60 和田 啓汰(3) 31.55 中村 隼興(3) 29.13 児玉 裕隆(2) 25.74 東條 晃太(3) 23.88
円盤投(1.750kg) 更級農業 長野西 長野工業 更級農業 更級農業 長野東 長野日大 長野工業

04/30 宮沢 康平(3) 52.45 東條 晃太(3) 42.57 先 一彌(3) 40.55 金児 涼(2) 29.59 山夲 直輝(3) 27.30
ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 更級農業 長野工業 文化学園長野 更級農業 文化学園長野

04/30 橋本 龍星(3) 52.51 長谷川 悠太(2) 46.55 吉池 真緋呂(3) 46.39 山夲 直輝(3) 45.36 山口 大輝(3) 41.99 石山 丈(1) 36.58 中村 妥偉也(3) 35.94 佐藤 謙(3) 33.84
やり投(0.800kg) 長野日大 長野吉田 長野工業 文化学園長野 長野 長野日大 長野工業 長野
学校対校 長野日大 長野工業 長野吉田 長野 市立長野 長野東 更級農業 長野西

107 52 48 42 32 31 30 16



予選 4月30日 10:05
決勝 4月30日 11:10

大会記録 10.79

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 -1.0

 1 竹花 勇輝(2) 高校     11.59 Q  1 小林 陽平(3) 高校     11.43 Q
ﾀｹﾊﾅ ﾕｳｷ 長野日大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 長野

 2 下田 振全(3) 高校     11.71 q  2 柳澤 啓斗(2) 高校     11.78 q
ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ 松代 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾄ 長野商業

 3 羽入田 拓真(3) 高校     11.72 q  3 飯野 圭太(3) 高校     11.79 
ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾀｸﾏ 長野吉田 ｲｲﾉ ｹｲﾀ 長野吉田

 4 吉田 智哉(2) 高校     11.86  4 原山 泰成(1) 高校     12.80 
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ 長野工業 ﾊﾗﾔﾏ ﾀｲｾｲ 長野工業

 5 中島 竜輝(2) 高校     12.20  5 森田 捷斗(1) 高校     13.00 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾂｷ 市立長野 ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾄ 松代

 6 伊藤 大地(3) 高校     12.31 西野入 優(2) 高校
ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 長野東 ﾆｼﾉｲﾘ ﾕｳ 篠ﾉ井

 7 湯本 竜之助(2) 高校     13.73 大内 清矢(2) 高校
ﾕﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 長野吉田戸隠 ｵｵｳﾁ ｾｲﾔ 長野俊英

[ 3組] 風速 -0.6 [ 4組] 風速 -0.4

 1 宮下 翼(2) 高校     11.59 Q  1 小出 郁弥(3) 高校     11.20 Q
ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 市立長野 ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野

 2 峯村 京佑(2) 高校     11.79  2 芦澤 友和(3) 高校     11.95 
ﾐﾈﾑﾗ ｹｲｽｹ 長野 ｱｼｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 長野日大

 3 桑原 圭都(3) 高校     11.87  3 松橋 健(2) 高校     12.13 
ｸﾜﾊﾞﾗ ｹｲﾄ 篠ﾉ井 ﾏﾂﾊｼ ｹﾝ 長野工業

 4 上原 孝二(3) 高校     12.17  4 長島 匠(2) 高校     12.23 
ｳｴﾊﾗ ｺｳｼﾞ 長野日大 ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｸﾐ 長野

 5 下村 翔(2) 高校     12.76  5 望月 悠也(2) 高校     12.80 
ｼﾓﾑﾗ ｶｹﾙ 長野商業 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾔ 長野商業

 6 別府 竜之介(2) 高校     13.28  6 瀧澤 草太(3) 高校     12.84 
ﾍﾞｯﾌﾟ ﾀﾂﾉｽｹ 長野西 ﾀｷｻﾞﾜ ｿｳﾀ 篠ﾉ井
山口 翔護(2) 高校  7 中村 公俊(3) 高校     13.38 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｮｳｺﾞ 長野俊英 ﾅｶﾑﾗ ﾋﾛﾄｼ 長野俊英

風速 -0.9

 1 小出 郁弥(3) 高校     11.15 
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野

 2 小林 陽平(3) 高校     11.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ 長野

 3 竹花 勇輝(2) 高校     11.60 
ﾀｹﾊﾅ ﾕｳｷ 長野日大

 4 羽入田 拓真(3) 高校     11.71 
ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾀｸﾏ 長野吉田

 5 飯野 圭太(3) 高校     11.78 
ｲｲﾉ ｹｲﾀ 長野吉田

 6 柳澤 啓斗(2) 高校     11.79 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾄ 長野商業

 7 宮下 翼(2) 高校     11.89 
ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 市立長野

 8 下田 振全(3) 高校     11.96 
ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ 松代

4月30日 10:25

風速 -2.4

 1 石山 丈(1) 高校     11.92 
ｲｼﾔﾏ ｼﾞｮｳ 長野日大

 2 矢野 眞嵩(2) 高校     12.00 
ﾔﾉ ﾏｻﾀｶ 長野

 3 松山 蓮(2) 高校     12.61 
ﾏﾂﾔﾏ ﾚﾝ 長野工業

 4 新井 翔壱(1) 高校     12.71 
ｱﾗｲ ｶｲﾁ 長野商業

 5 鈴木 竜也(1) 高校     12.86 
ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 長野工業

 6 小林 汰心(1) 高校     12.94 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｼﾝ 長野工業

 7 石井 優登(1) 高校     13.34 
ｲｼｲ ﾕｳﾄ 長野工業

 8 髙橋 颯希(1) 高校     14.10 
ﾀｶﾊｼ ｿｳﾏ 長野俊英
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順 ﾚｰﾝ
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男子
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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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 4月30日 13:15
決勝 4月30日 14:40

大会記録            21.60

[ 1組] 風速 +1.6 [ 2組] 風速 -1.5

 1 中島 望(3) 高校     22.98 Q  1 小出 郁弥(3) 高校     22.36 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 長野 ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野

 2 小林 周平(3) 高校     23.10 Q  2 中村 颯人(1) 高校     23.72 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 長野東 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 長野工業

 3 羽入田 拓真(3) 高校     23.36 q  3 芦澤 友和(3) 高校     23.90 
ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾀｸﾏ 長野吉田 ｱｼｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ 長野日大

 4 竹花 勇輝(2) 高校     23.42 q  4 峯村 京佑(2) 高校     24.21 
ﾀｹﾊﾅ ﾕｳｷ 長野日大 ﾐﾈﾑﾗ ｹｲｽｹ 長野

 5 松橋 健(2) 高校     24.21  5 松本 聖(3) 高校     24.90 
ﾏﾂﾊｼ ｹﾝ 長野工業 ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄﾙ 更級農業

 6 新井 翔壱(1) 高校     25.62  6 伊藤 大地(3) 高校     25.23 
ｱﾗｲ ｶｲﾁ 長野商業 ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ 長野東

 7 瀧澤 草太(3) 高校     25.92 室賀 駿一(2) 高校
ﾀｷｻﾞﾜ ｿｳﾀ 篠ﾉ井 ﾑﾛｶﾞ ｼｭﾝｲﾁ 長野吉田

 8 湯本 竜之助(2) 高校     29.25 西野入 優(2) 高校
ﾕﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 長野吉田戸隠 ﾆｼﾉｲﾘ ﾕｳ 篠ﾉ井

[ 3組] 風速 -0.4

 1 吉田 智哉(2) 高校     23.36 Q
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ 長野工業

 2 髙栁 樹(3) 高校     23.52 Q
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀﾂｷ 篠ﾉ井

 3 小林 千輝(3) 高校     23.57 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 長野東

 4 福野 裕大(3) 高校     23.92 
ﾌｸﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 長野吉田

 5 長島 匠(2) 高校     24.43 
ﾅｶﾞｼﾏ ﾀｸﾐ 長野

 6 上原 孝二(3) 高校     24.81 
ｳｴﾊﾗ ｺｳｼﾞ 長野日大
宮下 翼(2) 高校
ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 市立長野

風速 -0.4

 1 小出 郁弥(3) 高校     22.36 
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野

 2 小林 周平(3) 高校     22.89 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 長野東

 3 中島 望(3) 高校     23.26 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ 長野

 4 吉田 智哉(2) 高校     23.41 
ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ 長野工業

 5 中村 颯人(1) 高校     23.57 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 長野工業

 6 竹花 勇輝(2) 高校     23.58 
ﾀｹﾊﾅ ﾕｳｷ 長野日大

 7 羽入田 拓真(3) 高校     23.59 
ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾀｸﾏ 長野吉田

 8 髙栁 樹(3) 高校     23.98 
ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀﾂｷ 篠ﾉ井
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決勝 4月30日 10:40

大会記録  49.12

[ 1組] [ 2組]

 1 池田 翔紀(2) 高校  51.94  1 市川 隼人(3) 高校  51.65 
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ 市立長野 ｲﾁｶﾜ ﾊﾔﾄ 長野工業

 2 前角 拓人(3) 高校  53.49  2 小林 千輝(3) 高校  51.89 
ﾏｴｽﾞﾐ ﾀｸﾄ 篠ﾉ井 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 長野東

 3 伊藤 寛(2) 高校  54.03  3 倉嶋 優太(3) 高校  52.49 
ｲﾄｳ ﾋﾛｼ 長野日大 ｸﾗｼﾏ ﾕｳﾀ 長野日大

 4 中島 啓貴(1) 高校  54.96  4 谷迫 悠朔(3) 高校  53.88 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 長野工業 ﾀﾆｻｺ ﾕｳｻｸ 長野西

 5 内山 力哉(3) 高校  54.98  5 山岸 龍羽(2) 高校  55.18 
ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ 長野東 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾊ 長野

 6 矢島 知樹(3) 高校  55.59 柳澤 啓斗(2) 高校
ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓｷ 長野吉田 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾄ 長野商業

 7 荒井 和也(2) 高校  1,03.46 
ｱﾗｲ ｶｽﾞﾔ 長野吉田戸隠

[ 3組]

 1 竹村 友雅(3) 高校  50.63 
ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｶﾞ 長野

 2 小池 輝(3) 高校  51.90 
ｺｲｹ ﾋｶﾙ 長野日大

 3 山田 嵩大(2) 高校  54.28 
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 長野工業

 4 早福 和馬(3) 高校  54.72 
ｿｳﾌｸ ｶｽﾞﾏ 長野吉田

 5 清水 翔太(2) 高校  54.93 
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 長野東
望月 悠也(2) 高校
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾔ 長野商業

 1 竹村 友雅(3) 高校 長野  50.63  3  1
 2 市川 隼人(3) 高校 長野工業  51.65  2  1
 3 小林 千輝(3) 高校 長野東  51.89  2  2
 4 小池 輝(3) 高校 長野日大  51.90  3  2
 5 池田 翔紀(2) 高校 市立長野  51.94  1  1
 6 倉嶋 優太(3) 高校 長野日大  52.49  2  3
 7 前角 拓人(3) 高校 篠ﾉ井  53.49  1  2
 8 谷迫 悠朔(3) 高校 長野西  53.88  2  4
 9 伊藤 寛(2) 高校 長野日大  54.03  1  3

 10 山田 嵩大(2) 高校 長野工業  54.28  3  3
 11 早福 和馬(3) 高校 長野吉田  54.72  3  4
 12 清水 翔太(2) 高校 長野東  54.93  3  5
 13 中島 啓貴(1) 高校 長野工業  54.96  1  4
 14 内山 力哉(3) 高校 長野東  54.98  1  5
 15 山岸 龍羽(2) 高校 長野  55.18  2  5
 16 矢島 知樹(3) 高校 長野吉田  55.59  1  6
 17 荒井 和也(2) 高校 長野吉田戸隠  1,03.46  1  7

4月30日 10:41

 1 岩下 凌(3) 高校  54.58 
ｲﾜｼﾀ ﾘｮｳ 長野東

 2 松尾 勇希(1) 高校  59.19 
ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 長野工業
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決勝 4月30日 14:10

大会記録          1,56.09

[ 1組] [ 2組]

 1 清水 拓斗(3) 高校   2,02.26  1 児玉 悠作(2) 高校   1,59.78 
ｼﾐｽﾞ  ﾀｸﾄ 長野日大 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 市立長野

 2 谷迫 悠朔(3) 高校   2,04.68  2 倉嶋 優太(3) 高校   2,02.68 
ﾀﾆｻｺ ﾕｳｻｸ 長野西 ｸﾗｼﾏ ﾕｳﾀ 長野日大

 3 岩下 凌(3) 高校   2,05.14  3 内田 裕二(3) 高校   2,05.66 
ｲﾜｼﾀ ﾘｮｳ 長野東 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 長野商業

 4 渋沢 郁未(2) 高校   2,06.60  4 早福 和馬(3) 高校   2,05.90 
ｼﾌﾞｻﾜ ｲｸﾐ 長野吉田 ｿｳﾌｸ ｶｽﾞﾏ 長野吉田

 5 小林 舜弥(3) 高校   2,09.32  5 丸山 竜矢(2) 高校   2,06.82 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾔ 長野商業 ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 長野東

 6 塚田 亮介(1) 高校   2,15.09  6 上條 陽平(3) 高校   2,09.82 
ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 更級農業 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾖｳﾍｲ 篠ﾉ井
長坂 龍也(2) 高校 岩下 サードゥ(2)高校
ﾅｶﾞｻｶ ﾀﾂﾔ 篠ﾉ井 ｲﾜｼﾀ ｻｰﾄﾞｩ 長野俊英

[ 3組]

 1 青木 祥平(3) 高校   2,01.88 
ｱｵｷ ｼｮｳﾍｲ 長野日大

 2 佐藤 直樹(2) 高校   2,08.16 
ｻﾄｳ ﾅｵｷ 長野西

 3 稲生 元希(1) 高校   2,08.17 
ｲﾉｳ ｹﾞﾝｷ 長野吉田

 4 中村 伊吹(3) 高校   2,11.64 
ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 篠ﾉ井

 5 湯本 貫太(3) 高校   2,15.20 
ﾕﾓﾄ ｶﾝﾀ 長野

 6 松尾 勇希(1) 高校   2,20.66 
ﾏﾂｵ ﾕｳｷ 長野工業
吉田 拓未(1) 高校
ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 市立長野

   1 児玉 悠作(2) 高校 市立長野     1,59.78   2   1
   2 青木 祥平(3) 高校 長野日大     2,01.88   3   1
   3 清水 拓斗(3) 高校 長野日大     2,02.26   1   1
   4 倉嶋 優太(3) 高校 長野日大     2,02.68   2   2
   5 谷迫 悠朔(3) 高校 長野西     2,04.68   1   2
   6 岩下 凌(3) 高校 長野東     2,05.14   1   3
   7 内田 裕二(3) 高校 長野商業     2,05.66   2   3
   8 早福 和馬(3) 高校 長野吉田     2,05.90   2   4
   9 渋沢 郁未(2) 高校 長野吉田     2,06.60   1   4
  10 丸山 竜矢(2) 高校 長野東     2,06.82   2   5
  11 佐藤 直樹(2) 高校 長野西     2,08.16   3   2
  12 稲生 元希(1) 高校 長野吉田     2,08.17   3   3
  13 小林 舜弥(3) 高校 長野商業     2,09.32   1   5
  14 上條 陽平(3) 高校 篠ﾉ井     2,09.82   2   6
  15 中村 伊吹(3) 高校 篠ﾉ井     2,11.64   3   4
  16 塚田 亮介(1) 高校 更級農業     2,15.09   1   6
  17 湯本 貫太(3) 高校 長野     2,15.20   3   5
  18 松尾 勇希(1) 高校 長野工業     2,20.66   3   6
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決勝 4月30日  9:30

大会記録          4,01.80

 1 清水 拓斗(3) 高校   4,06.37 
ｼﾐｽﾞ  ﾀｸﾄ 長野日大

 2 丸山 拓真(1) 高校   4,08.50 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ 長野日大

 3 青木 祥平(3) 高校   4,09.30 
ｱｵｷ ｼｮｳﾍｲ 長野日大

 4 中澤 堅太朗(2) 高校   4,19.33 
ﾅｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀﾛｳ 長野

 5 小林 祐輝(3) 高校   4,20.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ 長野吉田

 6 緒方 希一(3) 高校   4,25.46 
ｵｶﾞﾀ ｷｲﾁ 更級農業

 7 佐藤 直樹(2) 高校   4,26.39 
ｻﾄｳ ﾅｵｷ 長野西

 8 小町谷 歩(3) 高校   4,29.20 
ｺﾏﾁﾔ ｱﾕﾑ 長野西

 9 内田 裕二(3) 高校   4,30.30 
ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 長野商業

10 渋沢 郁未(2) 高校   4,30.81 
ｼﾌﾞｻﾜ ｲｸﾐ 長野吉田

11 塚田 亮介(1) 高校   4,33.06 
ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 更級農業

12 黒川 豪太(3) 高校   4,33.48 
ｸﾛｶﾜ ｺﾞｳﾀ 長野

13 丸山 竜矢(2) 高校   4,34.05 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂﾔ 長野東

14 小林 舜弥(3) 高校   4,36.29 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾔ 長野商業

15 塩入 洋弥(1) 高校   4,36.39 
ｼｵｲﾘ ﾋﾛﾔ 長野工業

16 北島 滉輝(2) 高校   4,41.84 
ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｷ 長野西

17 吉越 佳祐(2) 高校   4,43.69 
ﾖｼｺｼ ｹｲｽｹ 長野

18 滝沢 友将(1) 高校   4,49.35 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 松代

19 竹林 諒(2) 高校   5,07.99 
ﾀｹﾊﾞﾔｼ ｱｷ 篠ﾉ井

20 荒井 和也(2) 高校   5,38.07 
ｱﾗｲ ｶｽﾞﾔ 長野吉田戸隠

21 徳武 雅仁(2) 高校   6,11.62 
ﾄｸﾀｹ ﾏｻﾋﾄ 長野吉田戸隠

22 栁澤 良多(1) 高校   6,37.73 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｮｳﾀ 長野吉田戸隠
近藤 諒弥(2) 高校
ｺﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾔ 篠ﾉ井
稲生 元希(1) 高校
ｲﾉｳ ｹﾞﾝｷ 長野吉田
吉田 拓未(1) 高校
ﾖｼﾀﾞ ﾀｸﾐ 市立長野

4月30日  9:40

 1 半田 雄大(3) 高校   4,12.79 
ﾊﾝﾀﾞ ﾕｳﾀ 長野日大

 2 三井 航志(1) 高校   4,14.56 
ﾐﾂｲ ｺｳｼ 長野日大

 3 駒村 壮眞(3) 高校   4,20.55 
ｺﾏﾑﾗ ｿｳﾏ 長野日大

 4 小山 颯也(3) 高校   4,20.59 
ｺﾔﾏ ｿｳﾔ 長野日大

 5 三井 悦志(1) 高校   4,29.09 
ﾐﾂｲ ｴﾂｼ 長野日大

 6 田中 亮丞(1) 高校   4,32.16 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 長野日大

 7 清水 海地(1) 高校   4,32.21 
ｼﾐｽﾞ ｶｲﾁ 長野日大

 8 大久保 斗南(3) 高校   4,34.84 
ｵｵｸﾎﾞ ﾄﾅﾝ 長野

 9 田中 圭(1) 高校   4,39.31 
ﾀﾅｶ ｹｲ 長野日大

10 上原 海里(1) 高校   4,44.48 
ｳｴﾊﾗ ﾜﾀﾘ 長野日大

11 丸山 裕己(2) 高校   5,16.99 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 長野西
中村 将也(1) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 長野日大

19   864
欠場

5  1397
欠場

17  1047
欠場

24  3117

1  3114

13  1398

21  3112

14  3103

12  1416

22  1172

16  1096

6  1197

4  1134

7  2759

2  3109

8  1133

11  1084

20  1091

18  1109

15  1077

9  2767

3  1284

10  3102

25  1290

23  1285

男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子オープン

1500m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  1276

10  1283

7  1306

8  1308

1  1287

12  1300

2  1298

9  1115

3  1281

4  1294

11  1098

5  1288
欠場



決勝 4月30日 14:50

大会記録         14,49.56

 1 大池 竜紀(3) 高校  15,11.59 
ｵｵｲｹ ﾀﾂﾉﾘ 長野日大

 2 五十嵐 珠己(3) 高校  15,42.22 
ｲｶﾞﾗｼ ｼﾞｭｷ 長野日大

 3 高橋 勇輝(3) 高校  15,49.79 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ 長野日大

 4 櫻井 陽向(2) 高校  16,02.42 
ｻｸﾗｲ ﾋﾅﾀ 長野

 5 武田 優介(2) 高校  16,21.99 
ﾀｹﾀﾞ ﾕｳｽｹ 長野

 6 髙野 可偉(2) 高校  17,25.73 
ﾀｶﾉ ｶｲ 長野西

 7 小林 怜生(2) 高校  17,28.70 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ 長野吉田戸隠

 8 北島 滉輝(2) 高校  18,12.04 
ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳｷ 長野西

 9 小町谷 歩(3) 高校  18,16.80 
ｺﾏﾁﾔ ｱﾕﾑ 長野西

10 香山 壱星(2) 高校  18,33.43 
ｶﾔﾏ ｲｯｾｲ 長野

11 今井 建(2) 高校  18,46.21 
ｲﾏｲ ﾀﾂﾙ 長野商業

12 滝沢 友将(1) 高校  19,08.82 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 松代

13 徳武 俊介(3) 高校  21,28.23 
ﾄｸﾀｹ ｼｭﾝｽｹ 長野吉田戸隠
池田 悠大(1) 高校
ｲｹﾀﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 長野吉田

男子

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  1307

1  1295

13  1279

9  3105

2  3101

10  1093

12  3111

14  1096

6  1109

5  3104

8  1138

11  1416

4  3115

3  1048
欠場



決勝 4月30日 13:50

大会記録            14.50

風速 +0.6

 1 宮原 翔太(3) 高校     15.46 
ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳﾀ 長野日大

 2 小林 周平(3) 高校     15.86 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 長野東

 3 玉城 莉吾(3) 高校     15.96 
ﾀﾏｷ ﾗｲｺﾞ 長野吉田

 4 塚田 龍太朗(3) 高校     15.97 
ﾂｶﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 長野日大

 5 小﨑 隆史(2) 高校     16.80 
ｵｻﾞｷ ﾀｶﾌﾐ 長野日大

 6 中村 妥偉也(3) 高校     17.12 
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾔ 長野工業

 7 山口 大輝(3) 高校     19.07 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 長野

 8 鈴木 竜也(1) 高校     19.63 
ｽｽﾞｷ ﾀﾂﾔ 長野工業

決勝 4月30日  9:05

大会記録            53.22

 1 内山 力哉(3) 高校     59.03 
ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ 長野東

 2 小池 輝(3) 高校     59.26 
ｺｲｹ ﾋｶﾙ 長野日大

 3 南澤 和輝(2) 高校     59.80 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ 長野工業

 4 山田 嵩大(2) 高校   1,00.10 
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 長野工業

 5 清水 翔太(2) 高校   1,01.01 
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 長野東

 6 丸山 諒也(2) 高校   1,06.17 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 長野南

決勝 4月30日 11:20

大会記録         21,23.92

 1 甲田 基也(3) 高校  22,47.80 
ｺｳﾀﾞ ﾓﾄﾔ 長野工業

 2 鈴木 英司(2) 高校  23,34.00 
ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ 長野工業

 3 中島 明佳(2) 高校  24,36.50 
ﾅｶｼﾞﾏ ｱｷﾖｼ 長野工業

 4 井上 正望(3) 高校  25,30.76 
ｲﾉｳｴ ﾏｻﾐ 長野日大

 5 松本 侑馬(3) 高校  26,43.48 
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾏ 長野西

 6 髙橋 龍広(2) 高校  27,39.79 
ﾀｶﾊｼ ﾀﾂﾋﾛ 長野西
長原 治玄(3) 高校
ﾅｶﾞﾊﾗ ｼﾞｹﾞﾝ 長野日大
寺島 章仁(3) 高校
ﾃﾗｼﾏ ｱｷﾋﾄ 長野
緒方 希一(3) 高校
ｵｶﾞﾀ ｷｲﾁ 更級農業

7  2767
欠場

8  1293
失格

2  3110
途中棄権

9  1110

4  1097

5  1167

6  1277

3  1155

1  1166

男子

5000mW

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  1120

4  1170

3  1273

2  1151

7  1070

9  1275

5  1271

6  1193

男子

110mH(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  1198

7  1235

3  1160

5  1162

4  1191

2  1254

男子

400mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 4月30日 12:20

大会記録            41.62

[ 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   4 長野  1129 小林 陽平(3)     43.28  1   4 市立長野   859 伊東 嵩矢(2)     43.01 

ﾅｶﾞﾉ ｺﾊﾞﾔｼ ﾖｳﾍｲ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ｲﾄｳ ｼｭｳﾔ
 1121 竹村 友雅(3)   856 池田 翔紀(2)

ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｶﾞ ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ
 1116 矢野 眞嵩(2)   878 小出 郁弥(3)

ﾔﾉ ﾏｻﾀｶ ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ
 1113 中島 望(3)   879 宮下 翼(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ
 2   6 長野日大  1260 石山 丈(1)     43.69  2   5 長野東  1195 伊藤 大地(3)     44.04 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｲｼﾔﾏ ｼﾞｮｳ ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ ｲﾄｳ ﾀﾞｲﾁ
 1274 竹花 勇輝(2)  1194 小林 千輝(3)

ﾀｹﾊﾅ ﾕｳｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ
 1280 芦澤 友和(3)  1191 内山 力哉(3)

ｱｼｻﾞﾜ ﾄﾓｶｽﾞ ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ
 1271 宮原 翔太(3)  1193 小林 周平(3)

ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ
 3   5 長野工業  1161 松橋 健(2)     44.12  3   6 長野吉田  1074 飯野 圭太(3)     44.10 

ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳ ﾏﾂﾊｼ ｹﾝ ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ｲｲﾉ ｹｲﾀ
 1159 吉田 智哉(2)  1070 玉城 莉吾(3)

ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ ﾀﾏｷ ﾗｲｺﾞ
 1160 南澤 和輝(2)  1073 羽入田 拓真(3)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾀｸﾏ
 1158 市川 隼人(3)  1078 室賀 駿一(2)

ｲﾁｶﾜ ﾊﾔﾄ ﾑﾛｶﾞ ｼｭﾝｲﾁ
 4   2 松代  1435 内堀 岳宏(3)     45.45  4   3 長野商業  1139 下村 翔(2)     46.40 

ﾏﾂｼﾛ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳ ｼﾓﾑﾗ ｶｹﾙ
 1425 下田 振全(3)  1132 池田 剛(3)

ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ ｲｹﾀﾞ ﾂﾖｼ
 1434 田中 大暉(3)  1137 望月 悠也(2)

ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｳﾔ
 1415 森田 捷斗(1)  1135 柳澤 啓斗(2)

ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾄ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾄ
 5   3 長野西  1092 赤尾 駿太(2)     47.56  5   2 篠ﾉ井  1391 瀧澤 草太(3)     49.18 

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ｱｶｵ ｼｭﾝﾀ ｼﾉﾉｲ ﾀｷｻﾞﾜ ｿｳﾀ
 1106 小林 勇哉(3)  1393 髙栁 樹(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ ﾀｶﾔﾅｷﾞ ﾀﾂｷ
 1108 谷迫 悠朔(3)  1394 西野入 優(2)

ﾀﾆｻｺ ﾕｳｻｸ ﾆｼﾉｲﾘ ﾕｳ
 1095 別府 竜之介(2)  1390 桑原 圭都(3)

ﾍﾞｯﾌﾟ ﾀﾂﾉｽｹ ｸﾜﾊﾞﾗ ｹｲﾄ

   1 市立長野     43.01 伊東 嵩矢(2) 池田 翔紀(2) 小出 郁弥(3) 宮下 翼(2)   2   1
   2 長野     43.28 小林 陽平(3) 竹村 友雅(3) 矢野 眞嵩(2) 中島 望(3)   1   1
   3 長野日大     43.69 石山 丈(1) 竹花 勇輝(2) 芦澤 友和(3) 宮原 翔太(3)   1   2
   4 長野東     44.04 伊藤 大地(3) 小林 千輝(3) 内山 力哉(3) 小林 周平(3)   2   2
   5 長野吉田     44.10 飯野 圭太(3) 玉城 莉吾(3) 羽入田 拓真(3) 室賀 駿一(2)   2   3
   6 長野工業     44.12 松橋 健(2) 吉田 智哉(2) 南澤 和輝(2) 市川 隼人(3)   1   3
   7 松代     45.45 内堀 岳宏(3) 下田 振全(3) 田中 大暉(3) 森田 捷斗(1)   1   4
   8 長野商業     46.40 下村 翔(2) 池田 剛(3) 望月 悠也(2) 柳澤 啓斗(2)   2   4
   9 長野西     47.56 赤尾 駿太(2) 小林 勇哉(3) 谷迫 悠朔(3) 別府 竜之介(2)   1   5
  10 篠ﾉ井     49.18 瀧澤 草太(3) 髙栁 樹(3) 西野入 優(2) 桑原 圭都(3)   2   5

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

男子

4×100mR

決勝

タイムレース



決勝 4月30日 15:25

大会記録          3,19.77

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 長野東  1194 小林 千輝(3)   3,29.50  1   5 市立長野   879 宮下 翼(2)   3,24.02 

ﾅｶﾞﾉﾋｶﾞｼ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ
 1193 小林 周平(3)   856 池田 翔紀(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ
 1198 清水 翔太(2)   857 児玉 悠作(2)

ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ
 1191 内山 力哉(3)   878 小出 郁弥(3)

ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ
 2   5 長野工業  1162 山田 嵩大(2)   3,32.70  2   4 長野日大  1259 小林 亮太(3)   3,28.07 

ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ
 1160 南澤 和輝(2)  1286 倉嶋 優太(3)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ ｸﾗｼﾏ ﾕｳﾀ
 1159 吉田 智哉(2)  1271 宮原 翔太(3)

ﾖｼﾀﾞ ﾄﾓﾔ ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳﾀ
 1158 市川 隼人(3)  1254 小池 輝(3)

ｲﾁｶﾜ ﾊﾔﾄ ｺｲｹ ﾋｶﾙ
 3   3 長野吉田  1078 室賀 駿一(2)   3,37.23  3   2 長野  1113 中島 望(3)   3,31.66 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞ ﾑﾛｶﾞ ｼｭﾝｲﾁ ﾅｶﾞﾉ ﾅｶｼﾞﾏ ﾉｿﾞﾐ
 1047 稲生 元希(1)  1122 山岸 龍羽(2)

ｲﾉｳ ｹﾞﾝｷ ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾊ
 1076 矢島 知樹(3)  1116 矢野 眞嵩(2)

ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓｷ ﾔﾉ ﾏｻﾀｶ
 1073 羽入田 拓真(3)  1121 竹村 友雅(3)

ﾊﾆｭｳﾀﾞ ﾀｸﾏ ﾀｹﾑﾗ ﾕｳｶﾞ
 4   6 長野西  1092 赤尾 駿太(2)   3,46.24  4   6 松代  1415 森田 捷斗(1)   3,38.08 

ﾅｶﾞﾉﾆｼ ｱｶｵ ｼｭﾝﾀ ﾏﾂｼﾛ ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾄ
 1106 小林 勇哉(3)  1435 内堀 岳宏(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ
 1108 谷迫 悠朔(3)  1425 下田 振全(3)

ﾀﾆｻｺ ﾕｳｻｸ ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ
 1091 佐藤 直樹(2)  1434 田中 大暉(3)

ｻﾄｳ ﾅｵｷ ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ
 5   4 更級農業  2768 松本 聖(3)   3,55.13  5   3 長野商業  1139 下村 翔(2)   3,43.94 

ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳ ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄﾙ ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳ ｼﾓﾑﾗ ｶｹﾙ
 2759 塚田 亮介(1)  1135 柳澤 啓斗(2)

ﾂｶﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾄ
 2770 金児 涼(2)  1132 池田 剛(3)

ｶﾈｺ ﾘｮｳ ｲｹﾀﾞ ﾂﾖｼ
 2767 緒方 希一(3)  1133 内田 裕二(3)

ｵｶﾞﾀ ｷｲﾁ ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｼﾞ
  7 篠ﾉ井

ｼﾉﾉｲ 欠場

   1 市立長野   3,24.02 宮下 翼(2) 池田 翔紀(2) 児玉 悠作(2) 小出 郁弥(3)   2   1
   2 長野日大   3,28.07 小林 亮太(3) 倉嶋 優太(3) 宮原 翔太(3) 小池 輝(3)   2   2
   3 長野東   3,29.50 小林 千輝(3) 小林 周平(3) 清水 翔太(2) 内山 力哉(3)   1   1
   4 長野   3,31.66 中島 望(3) 山岸 龍羽(2) 矢野 眞嵩(2) 竹村 友雅(3)   2   3
   5 長野工業   3,32.70 山田 嵩大(2) 南澤 和輝(2) 吉田 智哉(2) 市川 隼人(3)   1   2
   6 長野吉田   3,37.23 室賀 駿一(2) 稲生 元希(1) 矢島 知樹(3) 羽入田 拓真(3)   1   3
   7 松代   3,38.08 森田 捷斗(1) 内堀 岳宏(3) 下田 振全(3) 田中 大暉(3)   2   4
   8 長野商業   3,43.94 下村 翔(2) 柳澤 啓斗(2) 池田 剛(3) 内田 裕二(3)   2   5
   9 長野西   3,46.24 赤尾 駿太(2) 小林 勇哉(3) 谷迫 悠朔(3) 佐藤 直樹(2)   1   4
  10 更級農業   3,55.13 松本 聖(3) 塚田 亮介(1) 金児 涼(2) 緒方 希一(3)   1   5

ｵｰﾀﾞｰ1

男子

4×400mR

決勝

タイムレース

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4順位 所属名 都道府県 記録 備考



決勝 4月30日 12:00

大会記録             2.05

塚田 龍太朗(3) 高校
ﾂｶﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 長野日大
小林 亮太(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野日大
飯島 詢平(2) 高校
ｲｲｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 長野吉田
下村 翔(2) 高校
ｼﾓﾑﾗ ｶｹﾙ 長野商業

決勝 4月30日 10:30

大会記録             4.90

竹内 優(2) 高校
ﾀｹｳﾁ ﾕｳ 長野吉田
矢野 眞嵩(2) 高校
ﾔﾉ ﾏｻﾀｶ 長野

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録1m60 1m65 備考1m50 1m55 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90
1 4  1275

- - - - - XO O XO XXX  1.85

2 2  1259
- - O O O XX/  1.70

3 3  1082
O - O O XXX  1.65

4 1  1139
O O XO XXX  1.60

男子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 3m40 3m60 3m70 3m80 3m90 4m00 4m10 記録 備考
1 2  1080

- O - XO XO XO XXX  4.00

2 1  1116
O XXO XXX  3.60



決勝 4月30日  9:10

大会記録             7.15

小林 亮太(3) 高校   6.08   6.57    -   6.33   6.52   6.40    6.57 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 長野日大    0.0   +2.1   +0.8   +1.3   +0.8    +2.1
小林 哲士(2) 高校   4.56    X   5.95   6.15   6.32    X    6.32 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂｼﾞ 長野吉田   +1.1   +0.6   +1.3   +0.6    +0.6
福野 裕大(3) 高校    X   6.13    X    X   6.31   6.20    6.31 
ﾌｸﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 長野吉田   +1.1   +0.9   +0.7    +0.9
内堀 岳宏(3) 高校   6.24   6.30    X    X    X    X    6.30 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ 松代    0.0   +0.4    +0.4
傳田 聖弥(2) 高校   6.08   6.09   6.10   6.05   5.94   6.08    6.10 
ﾃﾞﾝﾀﾞ ｾｲﾔ 長野吉田   +0.7   +0.5   +0.4   +0.3   +0.5   +0.5    +0.4
西澤 和輝(2) 高校   5.79    X   5.89   5.78   5.78    X    5.89 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 長野   +3.3   +0.9   +1.4   +1.3    +0.9
竹田 昌史(2) 高校   5.63   5.66   5.76   5.80   5.59   5.82    5.82 
ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｼ 長野工業   +2.9   +0.9   +0.3   +1.7   +2.7   +1.1    +1.1
池田 剛(3) 高校   5.59   5.69   5.62   5.72   5.45   5.53    5.72 
ｲｹﾀﾞ ﾂﾖｼ 長野商業   +1.8   +0.2   +0.7   +0.8   +1.9   +0.3    +0.8
小林 勇哉(3) 高校   5.65   5.52   5.38    5.65 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 長野西   +0.2   +2.4   +1.0    +0.2
中島 竜輝(2) 高校    X   5.08   5.61    5.61 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾂｷ 市立長野   +1.3   +2.1    +2.1
森田 捷斗(1) 高校   5.47    X   5.54    5.54 
ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾄ 松代   +1.0   +1.9    +1.9
松本 聖(3) 高校   5.36   5.14    X    5.36 
ﾏﾂﾓﾄ ｻﾄﾙ 更級農業   +2.0   +2.4    +2.0
別府 竜之介(2) 高校   5.18    X   4.78    5.18 
ﾍﾞｯﾌﾟ ﾀﾂﾉｽｹ 長野西   -0.1    0.0    -0.1
松山 蒼(2) 高校    X   5.17    X    5.17 
ﾏﾂﾔﾏ ｿｳ 長野工業   +2.7    +2.7
黒岩 拓人(2) 高校 欠場
ｸﾛｲﾜ ﾀｸﾄ 市立長野

4月30日  9:10

室賀 駿一(2) 高校   5.76    X   5.75    5.76 
ﾑﾛｶﾞ ｼｭﾝｲﾁ 長野吉田   +1.0   +1.0    +1.0
常田 勘太(2) 高校   5.58    X   5.53    5.58 
ﾄｷﾀ ｶﾝﾀ 長野吉田   +1.2   +1.8    +1.2

決勝 4月30日 14:30

大会記録            14.97

内堀 岳宏(3) 高校  13.02  12.92  13.08    X  13.14  13.50   13.50 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ 松代   -2.1   -2.5   -0.9   -0.6   -0.6    -0.6
小林 哲士(2) 高校  12.46  11.32  12.63  12.36  12.13  12.70   12.70 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾃﾂｼﾞ 長野吉田   -2.0   -0.8   -0.9   -1.0   -0.6   -0.2    -0.2
池田 剛(3) 高校  12.15  12.06  12.16  12.42  12.55  12.26   12.55 
ｲｹﾀﾞ ﾂﾖｼ 長野商業   -0.9   -2.4   -0.4   -0.5   -0.3   -2.4    -0.3
竹田 昌史(2) 高校    X  12.02    X  11.83  12.16  11.84   12.16 
ﾀｹﾀﾞ ﾏｻｼ 長野工業   -1.7   -0.6   -0.6   -1.3    -0.6
西澤 和輝(2) 高校  11.55  11.50  11.83  11.62  12.14  12.08   12.14 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 長野   -1.9   -0.5   -1.1   -1.1   -0.6   -1.5    -0.6
常田 勘太(2) 高校  11.66  11.51  11.91  11.32  11.68  11.70   11.91 
ﾄｷﾀ ｶﾝﾀ 長野吉田   -3.0   -1.4   -1.2   -3.2   -1.0   -1.7    -1.2
丸山 諒也(2) 高校  11.63  11.64  11.13  11.64  11.65  11.69   11.69 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾔ 長野南   -1.1   -2.2   -1.4   +0.2   -0.6   -1.4    -1.4
小林 勇哉(3) 高校    X  11.34    X    X    X    X   11.34 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 長野西   -0.9    -0.9
松山 蒼(2) 高校    X    X  11.02   11.02 
ﾏﾂﾔﾏ ｿｳ 長野工業   -1.0    -1.0
黒岩 拓人(2) 高校    X    -    - 記録なし
ｸﾛｲﾜ ﾀｸﾄ 市立長野

9 3  1164

8   860

7 10  1235

8 2  1106

5 4  1124

6 1  1079

3 6  1132

4 5  1163

1 9  1435

2 7  1081

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

男子

走幅跳

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 17  1259

-5-

2 12  1081

3 16  1071

4 15  1435

5 14  1085

6 10  1124

7 11  1163

8 13  1132

9 6  1106

10 8   861

 1164

11 7  1415

12 9  2768

5   860

男子オープン

走幅跳

13 3  1095

14 4

-5- -6- 記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考
1 1  1078

2 2  1079

-2- -3- -4-



決勝 4月30日 14:30

大会記録            14.52

和田 啓汰(3) 高校
ﾜﾀﾞ ｹｲﾀ 更級農業
スミス 理貴(3) 高校
ｽﾐｽ ﾘｷ 長野西
橋本 龍星(3) 高校
ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 長野日大
渡利 雄太(3) 高校
ﾜﾀﾘ ﾕｳﾀ 更級農業
長谷川 悠太(2) 高校
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 長野吉田
佐藤 謙(3) 高校
ｻﾄｳ ｹﾝ 長野
先 一彌(3) 高校
ｻｷ ｶｽﾞﾔ 文化学園長野
児玉 裕隆(2) 高校
ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛﾀｶ 長野日大
田中 大暉(3) 高校
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 松代

決勝 4月30日 10:45

大会記録            41.43

宮沢 康平(3) 高校
ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 更級農業
スミス 理貴(3) 高校
ｽﾐｽ ﾘｷ 長野西
吉池 真緋呂(3) 高校
ﾖｼｲｹ ﾏﾋﾛ 長野工業
渡利 雄太(3) 高校
ﾜﾀﾘ ﾕｳﾀ 更級農業
和田 啓汰(3) 高校
ﾜﾀﾞ ｹｲﾀ 更級農業
中村 隼興(3) 高校
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｷ 長野東
児玉 裕隆(2) 高校
ｺﾀﾞﾏ ﾋﾛﾀｶ 長野日大
東條 晃太(3) 高校
ﾄｳｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 長野工業
赤尾 駿太(2) 高校
ｱｶｵ ｼｭﾝﾀ 長野西

  5.82 

 8.69  8.89   X   8.89 

9 1  1434
 5.25  5.82  5.55

 8.90  9.35  9.17   9.52 

8 3  1261
 8.28  7.96  8.86

 9.57  9.94   X   9.94 

7 2  2719
 8.60  9.28  9.52

 9.48  9.67  9.97   9.97 

6 4  1114
 9.29  9.66   X

10.28  9.93 10.30  10.30 

5 5  1083
 7.66  9.58  9.40

11.00   -   -  11.31 

4 6  2765
 9.90  9.75 10.16

11.65   X 12.55  12.67 

3 7  1278
11.31 11.30 10.73

13.32   X 12.94  13.32 

2 8  1107
11.99 12.67 12.17

1 9  2769
12.06 12.81 13.30

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

 19.95 

  O   O   O  23.88 

9 1  1092
19.95   X   O

  O   O   O  25.74 

8 2  1154
23.88   X   X

  X 29.13   O  29.13 

7 3  1261
  X 25.74   X

  O   X   O  31.55 

6 4  1192
28.27   O   X

  X   X   O  31.60 

5 5  2769
  X   X 31.55

  X   O   X  33.83 

4 7  2765
  O 31.60   O

  O   X 36.20  36.20 

3 6  1153
  O   O 33.83

  O   O   X  37.06 

2 8  1107
35.28   X   O

1 9  2766
  O 37.06   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

円盤投(1.750kg)     

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 4月30日  9:10

大会記録            52.67

宮沢 康平(3) 高校
ﾐﾔｻﾞﾜ ｺｳﾍｲ 更級農業
東條 晃太(3) 高校
ﾄｳｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 長野工業
先 一彌(3) 高校
ｻｷ ｶｽﾞﾔ 文化学園長野
金児 涼(2) 高校
ｶﾈｺ ﾘｮｳ 更級農業
山夲 直輝(3) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ 文化学園長野

決勝 4月30日 12:45

大会記録            56.46

橋本 龍星(3) 高校
ﾊｼﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 長野日大
長谷川 悠太(2) 高校
ﾊｾｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 長野吉田
吉池 真緋呂(3) 高校
ﾖｼｲｹ ﾏﾋﾛ 長野工業
山夲 直輝(3) 高校
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵｷ 文化学園長野
山口 大輝(3) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 長野
石山 丈(1) 高校
ｲｼﾔﾏ ｼﾞｮｳ 長野日大
中村 妥偉也(3) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾔ 長野工業
佐藤 謙(3) 高校
ｻﾄｳ ｹﾝ 長野
松山 蓮(2) 高校
ﾏﾂﾔﾏ ﾚﾝ 長野工業
山野井 尚希(2) 高校
ﾔﾏﾉｲ ﾅｵｷ 篠ﾉ井
小林 隼人(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 長野日大
赤尾 駿太(2) 高校
ｱｶｵ ｼｭﾝﾀ 長野西
田中 大暉(3) 高校
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 松代

男子

ハンマー投(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 5  2766

  O 52.45   O   X   O   X  52.45 

2 4  1154
41.66   X   O   O   O 42.57  42.57 

3 3  2719
  X   X   X   O 40.55   X  40.55 

4 2  2770
  X 29.59   X

5 1  2720
  X 27.30   O   X   X   X  27.30 

  O   O   X  29.59 

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 12  1278

52.51   -   -   X   -   -  52.51 

2 10  1083
43.83   O   O 46.55   O   O  46.55 

3 13  1153
  O 46.39   O   O   O   O  46.39 

4 11  2720
  O   O 43.09 45.36   O   O  45.36 

5 9  1120
41.99   O   O   O   O   X  41.99 

6 6  1260
  O   O 33.07 36.58   O   O  36.58 

7 8  1151
33.24   X   O   X 35.94   -  35.94 

8 7  1114
  X   O 33.84   O   O   X  33.84 

9 5  1168
  O   X 32.11  32.11 

10 3  1379
31.42   O   O  31.42 

11 4  1272
  X 23.39   O  23.39 

12 1  1092
  O 16.96   O

13 2  1434
16.21   O   O  16.21 

 16.96 
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