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◆ この大会で樹立された記録

◆ グラウンドコンディション

9/1 女子 やり投(0.600kg)

9/2

41秒46

決勝 35m13 木曽青峰 31m58

9/2

41秒79予選

9/1 女子 ハンマー投(4.000kg)

男子 八種競技 決勝 4971点 穂苅 康人 松商学園 4563点 大会新

木曽青峰 40m58

男子 4×100mR 決勝 41秒58
①神田 来夢 ②中島 謙　

松商学園 41秒79
③西村 陽杜 ④柳沢 直生

③西村 陽杜 ④小池 孝憲
松商学園

大会新29分51秒3629分12秒03 創造学園畑野 実優

大会新

大会新

備考従来の記録月日 ラウンド 氏　名 所　属記　録

①神田 来夢 ②中島 謙　

期　　日

会　　場

主　　催

種　目男女

4×100mR男子9/1

中信高等学校体育連盟

(一財)長野陸上競技協会

9/3

南 1.1

西 1.0

南東 2.5

33.0 南 1.2

晴 28.0 33.0 南 1.5

晴 28.0 33.0

女子

女子 5000ｍW 決勝

4×400mR9/3 決勝

晴 26.5 49.0

13:00

晴 27.5 41.0

湿度

曇 25.0 51.0

9/1(金) 9/2(土)

天候

晴  9:30

27.0

15:00 南西 1.3

晴 28.5

10:00

11:00

12:00

13:00

37.0 南東 3.7

晴 28.5 36.0 東南東 2.6

10:00

11:00

12:00 晴

晴 27.0 36.0 南東 2.9

晴 28.0 34.0 南南東 4.3

26.0 42.0 南東 2.1 曇 23.0 59.0

風向 風速m/s気温 湿度 風向 風速 m/s 天候 気温

2.6

晴

45.0 南南東 1.2

晴

46.0

風速m/s時刻 時刻 天候 気温 湿度 風向

晴 24.5 9:30

南東 2.2

14:00

平成29年度 中信高等学校新人体育大会 陸上競技大会

（競技場コード

時刻

10:30

11:00

12:00

13:00

14:00

大会新

決勝 41m83 巾 ことみ

27.0 40.0 南南西 2.8

藤本 優佳

南西 0.5

晴 25.0 44.0 南西 1.4

良波　克也総務

意欲的に やりがいを求めよう

平成２９年９月１日（金）・２日（土）・３日（日）

171020）

15:00

晴 26.0

晴 28.0 42.0 東南東 2.114:00

9/3(日)

26.5 42.0 南東 0.5

曇 25.0 44.0 南

記録・情報主任

藤森　茂幸

下川　泰秀

増田　喜代志中信高等学校体育連盟陸上競技専門部主　　管

大会コード

3分59秒78
①深澤 由惟 ②友田 有紀

松商学園 4分05秒08
③内川 未久 ④樋口 虹夏

大会新

大会新

17172006

高校新人

挑戦的に

フィールド審判長

トラック審判長

松本平広域公園陸上競技場



平成29年度 中信高等学校新人体育大会 陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 藤森 茂幸
主催：中信高等学校体育連盟・（一財）長野陸上競技協会 跳躍審判長 下川 泰秀
主管：中信高等学校体育連盟陸上競技専門部 投擲審判長 下川 泰秀
【開催日】 平成29年9月1日(金)～3日(日) 混成審判長 藤森 茂幸
【主催団体】 中信高等学校体育連盟 決勝記録一覧表 記録主任： 増田 喜代志
(GR:大会新) 男  子 【競技場】県松本平広域公園

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
 9/ 2 男子  +2.7西村 陽杜(2) 10.58 中嶋 謙(2) 10.59 栗林 雄大(2) 11.12 上條 肇(2) 11.38 田中 駿祐(2) 11.40 輪湖 幸太(2) 11.42 大月 洸典(1) 11.54

100m 松商学園 松商学園 明科 松本美須々ヶ丘 松本深志 松本美須々ヶ丘 豊科
 9/ 3  -0.5西村 陽杜(2) 21.98 中嶋 謙(2) 22.12 柳沢 直生(2) 22.69 輪湖 幸太(2) 23.57 山形 一歩(2) 23.78 竹内 貴史(2) 23.96 原 大樹(1) 24.29 篠原 翔(1) 28.82

200m 松商学園 松商学園 松商学園 松本美須々ヶ丘 大町岳陽 創造学園 木曽青峰 豊科
 9/ 1 柳沢 直生(2) 51.33 山口 竜也(2) 52.13 福岡 歩武(2) 52.40 田口 翔斗(2) 53.10 柳沢 優生(1) 53.23 鹿川 和樹(2) 54.25 篠原 翔(1) 55.17 坂井 健留(2) 55.62

400m 松商学園 松商学園 豊科 木曽青峰 松商学園 大町岳陽 豊科 大町岳陽
 9/ 3 小澤 大輝(2) 1:59.67 畠山 龍大(2) 2:00.15 古川 晴貴(2) 2:06.59 福岡 歩武(2) 2:06.71 天児 幹治(2) 2:07.61 堀田 雅司(2) 2:07.99 大蔵 泰生(1) 2:08.43 和田 直己(1) 2:13.96

800m 大町岳陽 大町岳陽 木曽青峰 豊科 松本深志 松本美須々ヶ丘 木曽青峰 木曽青峰
 9/ 1 小澤 大輝(2) 4:14.55 畠山 龍大(2) 4:16.24 菅沼 直紘(2) 4:16.42 上田 桂悟(2) 4:16.86 中村 剛(2) 4:20.18 横矢 明大(1) 4:20.45 和田 輝(2) 4:20.50 降籏 一誓(2) 4:21.13

1500m 大町岳陽 大町岳陽 松本深志 創造学園 塩尻志学館 松本美須々ヶ丘 創造学園 松商学園
 9/ 3 川上 烈生(1) 16:05.38 菅沼 直紘(2) 16:11.31 上田 桂悟(2) 16:17.41 降籏 一誓(2) 16:27.06 和田 輝(2) 16:54.53 黒岩 優斗(1) 16:58.08 中村 剛(2) 17:04.84 北山 虎太郎(1) 17:05.32

5000m 松本深志 松本深志 創造学園 松商学園 創造学園 豊科 塩尻志学館 松商学園
 9/ 1  +0.1越山 遥斗(1) 15.68 北村 剣臣(1) 16.04 倉田 歩夢(1) 16.08 中山 晃希(1) 16.87 中根 颯亮(1) 19.54 青柳 哲大(2) 24.39

110mH(1.067m) 松本工 豊科 松商学園 松本美須々ヶ丘 松本県ヶ丘 松本工
 9/ 2 洞澤 光(2) 56.93 加藤 優馬(2) 58.43 一志 瑠衣斗(1) 59.54 倉田 歩夢(1) 1:00.65 田口 翔斗(2) 1:00.68 中山 晃希(1) 1:01.39 長谷川 渡(1) 1:06.32 越山 遥斗(1) 1:11.00

400mH(0.914m) 大町岳陽 豊科 創造学園 松商学園 木曽青峰 松本美須々ヶ丘 松本蟻ヶ崎 松本工
 9/ 2 上田 桂悟(2) 10:08.77 杠 幹大(2) 10:20.79 川上 烈生(1) 10:25.12 村松 卓弥(1) 11:03.20 高木 龍之介(2) 11:05.21 久保田 隼仁(2) 11:11.09 古澤 彰大(1) 11:18.27 斉藤 洸大(1) 11:31.14

3000mSC(0.914m 創造学園 松本深志 松本深志 松本蟻ヶ崎 松本工 創造学園 創造学園 松商学園
 9/ 3 細川 大吾(1) 24:06.03 大和田 悠太(2) 25:11.37 塩島 和弥(1) 25:55.28

5000m競歩 松本工 大町岳陽 大町岳陽
 9/ 2 宮入 太優(2) 1.95 高田 幸之介(1) 1.92 都筑 悠佑(2) 1.80 相澤 翼(2) 1.80 石井 琢海(2) 1.75 二村 峻平(2) 1.70 上嶋 辰輝(2) 塩尻志学館 1.65

走高跳 創造学園 松本県ヶ丘 松本深志 松本深志 松本美須々ヶ丘 松本県ヶ丘 青柳 哲大(2) 松本工
 9/ 2 都筑 悠佑(2) 3.40 宮下 陽平(2) 3.40 丸山 康生(1) 2.90 田中 滉人(1) 2.40 長野 慎(1) 2.30

棒高跳 松本深志 田川 創造学園 創造学園 松本深志
 9/ 1 穗苅 康人(2) 6.89(+1.0) 山本 祐己(1) 6.78(-0.4) 神田 来夢(2) 6.69(+1.4) 松原 聖将(2) 6.28(-0.8) 平野 雄大(2) 5.89(-0.5) 宮川 蓮(2) 5.88(+0.7) 中島 翔生(1) 5.67(+1.6) 笠井 敦司(1) 5.57(-0.3)

走幅跳 松商学園 松商学園 松商学園 大町岳陽 梓川 創造学園 松本工 大町岳陽
 9/ 3 山本 祐己(1)13.28(+0.9) 宮川 蓮(2) 12.37(-0.6) 山本 将裕(2)12.10(+2.2) 高田 幸之介(1)11.69(+0.1) 宮入 太優(2)11.66(-1.4) 杠 幹大(2) 11.50(+1.8) 中村 太郎(1)11.21(+1.2) 中山 直久(1)10.05(-2.1)

三段跳 松商学園 創造学園 松本深志 松本県ヶ丘 創造学園 松本深志 松本深志 明科
 9/ 2 金子 周平(2) 12.66 池上 大希(1) 11.63 竹内 恒平(1) 11.35 加藤 耀央(2) 11.28 穗苅 康人(2) 11.03 本山 岳志(2) 10.83 ハリス マイルズ翔馬(110.28 西田 和樹(2) 9.99

砲丸投 松本工 松本工 松本工 松本蟻ヶ崎 松商学園 松本深志 松商学園 松本美須々ヶ丘
 9/ 3 三澤 弘季(2) 33.27 村瀬 陽樹(2) 32.36 西牧 寛海(2) 30.52 池上 大希(1) 30.21 吉澤 佑(2) 28.69 丸山 隆一(2) 28.50 ハリス マイルズ翔馬(128.06 本山 岳志(2) 27.61

円盤投 松本県ヶ丘 梓川 塩尻志学館 松本工 塩尻志学館 梓川 松商学園 松本深志
 9/ 1 萩原 倖司(2) 46.18 野中 優海(2) 38.88 金子 周平(2) 34.92 山田 勇里(1) 33.81 中島 翔也(2) 33.68 後藤 翔(2) 33.32 大倉 弘人(1) 21.78 野口 陽生(1) 18.84

ﾊﾝﾏｰ投 梓川 松本県ヶ丘 松本工 梓川 梓川 明科 創造学園 松本美須々ヶ丘
 9/ 1 中野 龍星(2) 49.20 吉澤 佑(2) 46.09 西牧 廉(2) 44.57 三澤 弘季(2) 41.71 池上 大希(1) 41.26 長尾 渓(2) 39.90 平野 雄大(2) 36.57 難波 俊太(1) 32.47

やり投 松本県ヶ丘 塩尻志学館 松本工 松本県ヶ丘 松本工 松本工 梓川 南安曇農
 9/ 2 松商学園       41.58 豊科       44.53 松本美須々ヶ丘      44.67 創造学園       44.88 大町岳陽       45.09 松本深志       46.55 松本県ヶ丘       47.26 松本工       48.46

4×100m 神田 来夢(2) GR 北村 剣臣(1) 上條 肇(2) 丸山 康生(1) 山形 一歩(2) 河上 侃太(1) 中根 颯亮(1) 池上 大希(1)
中嶋 謙(2) 大月 洸典(1) 輪湖 幸太(2) 中島 大智(1) 鹿川 和樹(2) 山本 将裕(2) 三澤 弘季(2) 中島 翔生(1)
西村 陽杜(2) 福岡 歩武(2) 石井 琢海(2) 一志 瑠衣斗(1) 笠井 敦司(1) 中村 太郎(1) 中野 龍星(2) 西村 浩希(2)
柳沢 直生(2) 篠原 翔(1) 青木 大知(2) 竹内 貴史(2) 松原 聖将(2) 長野 慎(1) 石川 真(1) 髙木 大輔(2)

 9/ 3 松商学園     3:24.09 大町岳陽     3:29.06 木曽青峰     3:32.67 創造学園     3:35.14 豊科     3:35.89 松本美須々ヶ丘    3:40.44 松本工     3:40.71 松本深志     3:43.13
4×400m 柳沢 直生(2) 坂井 健留(2) 田口 翔斗(2) 横山 絢大(2) 大月 洸典(1) 中山 晃希(1) 越山 遥斗(1) 村田 俊(1)

中嶋 謙(2) 小澤 大輝(2) 大蔵 泰生(1) 丸山 康生(1) 福岡 歩武(2) 青木 大知(2) 石田 優音(1) 天児 幹治(2)
柳沢 優生(1) 畠山 龍大(2) 上村 洋介(2) 石曽根 歩(2) 北村 剣臣(1) 横矢 明大(1) 髙木 大輔(2) 関﨑 暁武(1)
山口 竜也(2) 鹿川 和樹(2) 古川 晴貴(2) 一志 瑠衣斗(1) 黒岩 優斗(1) 堀田 雅司(2) 西村 浩希(2) 原 昂生(1)

 9/ 2 穗苅 康人(2) 4971 石田 優音(1) 4453 矢ヶ崎 至門(2) 3861 宮川 蓮(2) 3670 城山 達也(2) 3464 竹内 貴史(2) 3459 河上 侃太(1) 3040
八種競技 松商学園 GR 松本工 松商学園 創造学園 松本県ヶ丘 創造学園 松本深志

学校対抗(男子) 松商学園 創造学園 松本深志 松本工 大町岳陽 松本県ヶ丘 豊科 松本美須々ヶ丘
学校別得点 44 42141 92 86 82.5 76 53



予選 9月1日 15:45
準決勝 9月2日 10:40
決勝 9月2日 12:35

長野県高校記録(KR)              10.32 塚原 直貴                    東海大三         2003/07/30  
大会記録(GR)                    10.70 樋口 一馬                    松商学園         2015        

[ 1組] 風速 +3.2 [ 2組] 風速 +1.0

 1 中嶋 謙(2)     10.72 Q  1 西村 陽杜(2)     10.72 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 松商学園 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 松商学園

 2 大月 洸典(1)     11.39 Q  2 原 大樹(1)     11.49 Q
ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 豊科 ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ 木曽青峰

 3 宮下 陽平(2)     12.02  3 中島 大智(1)     11.57 q
ﾐﾔｼﾀ ﾖｳﾍｲ 田川 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 創造学園

 4 市澤 文太(2)     12.10  4 中村 太郎(1)     12.04 
ｲﾁｻﾞﾜ ﾌﾞﾝﾀ 大町岳陽 ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ 松本深志

 5 松原 光哉(2)     12.44  5 髙木 大輔(2)     12.32 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾂﾔ 木曽青峰 ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 松本工

 6 津滝 祥(1)     13.13  6 中村 勇太(1)     12.51 
ﾂﾀｷ ｼｮｳ 南安曇農 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 松本蟻ヶ崎
権田 将拓(2) 牛山 裕也(2)
ｺﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 松本蟻ヶ崎 ｳｼﾔﾏ ﾕｳﾔ 都市大塩尻

[ 3組] 風速 +1.0 [ 4組] 風速 +0.5

 1 輪湖 幸太(2)     11.41 Q  1 栗林 雄大(2)     11.14 Q
ﾜｺｺｳﾀ 松本美須々ヶ丘 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 明科

 2 小林 知季(2)     11.48 Q  2 上條 肇(2)     11.37 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 松商学園 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ 松本美須々ヶ丘

 3 竹内 貴史(2)     11.52 q  3 丸山 康生(1)     12.03 
ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 創造学園 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 創造学園

 4 本田 翔哉(2)     11.71 q  4 宮島 辰弥(2)     12.32 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾔ 田川 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 南安曇農

 5 笠井 敦司(1)     12.00 q  5 河合 輝(1)     12.33 
ｶｻｲ ｱﾂｼ 大町岳陽 ｶﾜｲ ｱｷﾗ 松本秀峰

 6 渋田見 元士(1)     12.13  6 上村 洋介(2)     12.34 
ｼﾌﾞﾀﾐ ﾓﾄｼ 穂高商 ｶﾐﾑﾗ ﾖｳｽｹ 木曽青峰

 7 小林 健斗(1)     12.89  7 北原 翔(1)     13.80 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ 松本蟻ヶ崎 ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳ 松本工

[ 5組] 風速 +0.9

 1 田中 駿祐(2)     11.36 Q
ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 松本深志

 2 篠原 翔(1)     11.59 Q
ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科

 3 山形 一歩(2)     11.72 q
ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯﾎﾟ 大町岳陽

 4 青木 大知(2)     11.92 q
ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ 松本美須々ヶ丘

 5 堀内 舜(1)     12.18 
ﾎﾘｳﾁ ｼｭﾝ 明科

 6 中島 翔生(1)     12.29 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｮｳｷ 松本工

 7 倉澤 一熙(1)     13.16 
ｸﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ 田川

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 -0.5

 1 中嶋 謙(2)     10.84 Q  1 西村 陽杜(2)     10.74 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 松商学園 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 松商学園

 2 栗林 雄大(2)     11.27 Q  2 輪湖 幸太(2)     11.45 Q
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 明科 ﾜｺｺｳﾀ 松本美須々ヶ丘

 3 田中 駿祐(2)     11.45 Q  3 大月 洸典(1)     11.56 Q
ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 松本深志 ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 豊科

 4 篠原 翔(1)     11.47 q  4 上條 肇(2)     11.57 q
ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ 松本美須々ヶ丘

 5 小林 知季(2)     11.61  5 原 大樹(1)     11.60 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 松商学園 ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ 木曽青峰

 6 竹内 貴史(2)     11.71  5 中島 大智(1)     11.60 
ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 創造学園 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 創造学園

 7 山形 一歩(2)     11.73  7 本田 翔哉(2)     11.86 
ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯﾎﾟ 大町岳陽 ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾔ 田川

 8 青木 大知(2)     11.91  8 笠井 敦司(1)     12.20 
ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ 松本美須々ヶ丘 ｶｻｲ ｱﾂｼ 大町岳陽
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8  1967

9  2524
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2  2077

5  2553

6  2248

Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

氏  名 所属名 記録／備考No.
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順所属名 記録／備考



風速 +2.7

 1 西村 陽杜(2)     10.58 
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 松商学園

 2 中嶋 謙(2)     10.59 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 松商学園

 3 栗林 雄大(2)     11.12 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 明科

 4 上條 肇(2)     11.38 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ 松本美須々ヶ丘

 5 田中 駿祐(2)     11.40 
ﾀﾅｶ ｼｭﾝｽｹ 松本深志

 6 輪湖 幸太(2)     11.42 
ﾜｺｺｳﾀ 松本美須々ヶ丘

 7 大月 洸典(1)     11.54 
ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 豊科
篠原 翔(1)
ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科 失格

9  2539

3  2540

6  2343

2  2346

8  2248

5  2553

4  2498

7  2495

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子

100m



予選 9月3日  9:35
準決勝 9月3日 11:20
決勝 9月3日 13:20

長野県高校記録(KR)              20.93 塚原 直貴                    東海大三         2003/07/12  
大会記録(GR)                    21.69 樋口 一馬                    松商学園         2015        

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 +1.0

 1 柳沢 直生(2)     23.00 Q  1 西村 陽杜(2)     22.88 Q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 松商学園 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 松商学園

 2 輪湖 幸太(2)     23.68 Q  2 竹内 貴史(2)     23.81 Q
ﾜｺｺｳﾀ 松本美須々ヶ丘 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 創造学園

 3 中島 大智(1)     23.88 Q  3 福岡 歩武(2)     23.89 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 創造学園 ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ 豊科

 4 原 大樹(1)     23.96 q  4 青木 大知(2)     24.64 q
ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ 木曽青峰 ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ 松本美須々ヶ丘

 5 坂井 健留(2)     24.70 q  5 中島 翔生(1)     25.61 
ｻｶｲ ﾀｹﾙ 大町岳陽 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｮｳｷ 松本工

 6 髙木 大輔(2)     25.55  6 小林 健斗(1)     27.05 
ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 松本工 ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ 松本蟻ヶ崎
権田 将拓(2) 大橋 佑斗(2)
ｺﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 松本蟻ヶ崎 ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ 木曽青峰
河上 侃太(1)
ｶﾜｶﾐ ｶﾝﾀ 松本深志

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速 +0.1

 1 中嶋 謙(2)     23.17 Q  1 篠原 翔(1)     23.36 Q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 松商学園 ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科

 2 大月 洸典(1)     23.53 Q  2 山形 一歩(2)     24.02 Q
ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 豊科 ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯﾎﾟ 大町岳陽

 3 上條 肇(2)     23.91 Q  3 本田 翔哉(2)     24.11 Q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ 松本美須々ヶ丘 ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾔ 田川

 4 渋田見 元士(1)     24.63 q  4 上村 洋介(2)     25.51 
ｼﾌﾞﾀﾐ ﾓﾄｼ 穂高商 ｶﾐﾑﾗ ﾖｳｽｹ 木曽青峰

 5 市澤 文太(2)     25.57  5 西村 浩希(2)     26.23 
ｲﾁｻﾞﾜ ﾌﾞﾝﾀ 大町岳陽 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ 松本工

 6 髙橋 駿斗(1)     26.68  6 小林 尚矢(1)     27.11 
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾄ 松本蟻ヶ崎 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 創造学園
横澤 秀飛(1) 栗林 雄大(2)
ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾄ 松本深志 ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ 明科

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 -2.3

 1 西村 陽杜(2)     22.47 Q  1 中嶋 謙(2)     22.41 Q
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 松商学園 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 松商学園

 2 篠原 翔(1)     23.26 Q  2 柳沢 直生(2)     23.13 Q
ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 松商学園

 3 原 大樹(1)     23.66 Q  3 輪湖 幸太(2)     23.58 Q
ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ 木曽青峰 ﾜｺｺｳﾀ 松本美須々ヶ丘

 4 山形 一歩(2)     23.70 q  4 竹内 貴史(2)     23.72 
ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯﾎﾟ 大町岳陽 ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 創造学園

 5 中島 大智(1)     23.72  5 本田 翔哉(2)     23.96 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 創造学園 ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾔ 田川

 6 大月 洸典(1)     23.73  6 渋田見 元士(1)     24.53 
ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 豊科 ｼﾌﾞﾀﾐ ﾓﾄｼ 穂高商

 7 上條 肇(2)     24.07  7 坂井 健留(2)     24.65 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ 松本美須々ヶ丘 ｻｶｲ ﾀｹﾙ 大町岳陽

 8 青木 大知(2)     25.11 福岡 歩武(2)
ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ 松本美須々ヶ丘 ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ 豊科
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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
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風速 -0.5

 1 西村 陽杜(2)     21.98 
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 松商学園

 2 中嶋 謙(2)     22.12 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 松商学園

 3 柳沢 直生(2)     22.69 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 松商学園

 4 輪湖 幸太(2)     23.57 
ﾜｺｺｳﾀ 松本美須々ヶ丘

 5 山形 一歩(2)     23.78 
ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯﾎﾟ 大町岳陽

 6 竹内 貴史(2)     23.96 
ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 創造学園

 7 原 大樹(1)     24.29 
ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ 木曽青峰

 8 篠原 翔(1)     28.82 
ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科
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予選 9月1日 11:30
準決勝 9月1日 13:10
決勝 9月1日 14:45

長野県高校記録(KR)              46.98 塚田 英彦                    上田東           1993/08/02  
大会記録(GR)                    48.33 樋口 一馬                    松商学園         2015        

[ 1組] [ 2組]

 1 柳沢 直生(2)     52.26 Q  1 山口 竜也(2)     52.19 Q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 松商学園 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 松商学園

 2 鹿川 和樹(2)     53.86 Q  2 田口 翔斗(2)     52.58 Q
ｼｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 大町岳陽 ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ 木曽青峰

 3 髙木 大輔(2)     57.67 Q  3 坂井 健留(2)     52.59 Q
ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 松本工 ｻｶｲ ﾀｹﾙ 大町岳陽

 4 中川 晴喜(2)   1:00.77  4 一志 瑠衣斗(1)     54.43 q
ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 塩尻志学館 ｲｯｼ ﾙｲﾄ 創造学園
大橋 佑斗(2)  5 長谷川 渡(1)     54.91 q
ｵｵﾊｼ ﾕｳﾄ 木曽青峰 ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎
加藤 優馬(2)  6 西村 浩希(2)     58.74 
ｶﾄｳ ﾕｳﾏ 豊科 ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ 松本工

[ 3組] [ 4組]

 1 福岡 歩武(2)     52.65 Q  1 篠原 翔(1)     52.92 Q
ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ 豊科 ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科

 2 柳沢 優生(1)     53.04 Q  2 洞澤 光(2)     54.00 Q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 松商学園 ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 大町岳陽

 3 横山 絢大(2)     53.75 Q  3 石曽根 歩(2)     54.83 Q
ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ 創造学園 ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ 創造学園

 4 中條 開吏(2)     54.57 q  4 村田 俊(1)     59.01 
ﾅｶｼﾞｮｳ ｶｲﾘ 南安曇農 ﾑﾗﾀ ｼｭﾝ 松本深志

 5 小栗 駿一(1)     58.34 q  5 河合 輝(1)     59.55 
ｵｸﾞﾘ ｼｭﾝｲﾁ 松本美須々ヶ丘 ｶﾜｲ ｱｷﾗ 松本秀峰
牛山 裕也(2) 古川 晴貴(2)
ｳｼﾔﾏ ﾕｳﾔ 都市大塩尻 ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ 木曽青峰

渡邊 駿(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 田川

[ 1組] [ 2組]

 1 柳沢 直生(2)     50.85 Q  1 山口 竜也(2)     51.98 Q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 松商学園 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 松商学園

 2 柳沢 優生(1)     51.85 Q  2 田口 翔斗(2)     52.39 Q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 松商学園 ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ 木曽青峰

 3 福岡 歩武(2)     51.91 Q  3 篠原 翔(1)     52.66 Q
ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ 豊科 ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科

 4 鹿川 和樹(2)     52.25 q  4 坂井 健留(2)     53.13 q
ｼｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 大町岳陽 ｻｶｲ ﾀｹﾙ 大町岳陽

 5 横山 絢大(2)     53.58  5 一志 瑠衣斗(1)     54.19 
ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ 創造学園 ｲｯｼ ﾙｲﾄ 創造学園

 6 中條 開吏(2)     55.46  6 洞澤 光(2)     55.40 
ﾅｶｼﾞｮｳ ｶｲﾘ 南安曇農 ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 大町岳陽

 7 髙木 大輔(2)     56.59  7 石曽根 歩(2)     56.33 
ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ 松本工 ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ 創造学園

 8 長谷川 渡(1)     58.33  8 小栗 駿一(1)     59.89 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎 ｵｸﾞﾘ ｼｭﾝｲﾁ 松本美須々ヶ丘

 1 柳沢 直生(2)     51.33 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ 松商学園

 2 山口 竜也(2)     52.13 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 松商学園

 3 福岡 歩武(2)     52.40 
ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ 豊科

 4 田口 翔斗(2)     53.10 
ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ 木曽青峰

 5 柳沢 優生(1)     53.23 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 松商学園

 6 鹿川 和樹(2)     54.25 
ｼｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 大町岳陽

 7 篠原 翔(1)     55.17 
ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科

 8 坂井 健留(2)     55.62 
ｻｶｲ ﾀｹﾙ 大町岳陽

所属名No.

男子

400m

予選 通過基準  4組  3着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ ﾚｰﾝ 記録／備考

6  2082

4  2496
記録／備考 順No. 氏  名氏  名

4  2499

 19603

所属名

7  2425 6  2076

2  2002 5  2515

3  1958 7  2370

5  2537 2  2430
欠場

所属名 記録／備考

欠場

No. 氏  名順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 順 ﾚｰﾝ
4  2538 5

所属名 記録／備考
 2540

5  2475 3  2079

6  2509 6  2512

3  2128 2  2224

7  2323 7  2971

2  2441 4  1961

所属名 記録／備考

欠場 欠場
8  2181

欠場

No. 氏  名

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

4  2496 7
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

7  2475 4  1960

 2499

6  2538 5  2540

5  2082 8  2076

9  2509 3  2515

2  2128 6  2079

8  2425 9  2512

3  2370 2  2323

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  2496

4  2499

3  2540

7  2538

5  1960

9  2076

8  2475

2  2082



予選 9月2日 11:20
決勝 9月3日 12:10

長野県高校記録(KR)            1:48.46 川元 奨                      北佐久農業       2010/10/24  
大会記録(GR)                  1:54.82 伊藤 秀充                    大町             2007        

[ 1組] [ 2組]

 1 古川 晴貴(2)   2:05.43 Q  1 小澤 大輝(2)   2:04.64 Q
ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ 木曽青峰 ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 大町岳陽

 2 天児 幹治(2)   2:06.06 q  2 堀田 雅司(2)   2:05.57 q
ｱﾏｺ ｶﾝｼﾞ 松本深志 ﾎｯﾀ ﾏｻｼ 松本美須々ヶ丘

 3 横矢 明大(1)   2:09.10  3 大蔵 泰生(1)   2:06.81 q
ﾖｺﾔ ｱｷﾋﾛ 松本美須々ヶ丘 ｵｵｸﾗ ﾀｲｾｲ 木曽青峰

 4 小倉 颯太(1)   2:11.86  4 原 昂生(1)   2:09.36 
ｵｸﾞﾗ ｿｳﾀ 松本蟻ヶ崎 ﾊﾗ ｺｳｾｲ 松本深志

 5 小山 恭慶(2)   2:13.53  5 横山 絢大(2)   2:13.68 
ｺﾔﾏ ﾀｶﾖｼ 松本工 ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ 創造学園

 6 田代 渉悟(1)   2:37.89  6 中川 晴喜(2)   2:18.89 
ﾀｼﾛ ｼｮｳｺﾞ 大町岳陽 ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ 塩尻志学館
菅野 輝(1)
ｶﾝﾉ ﾋｶﾙ 創造学園

[ 3組]

 1 畠山 龍大(2)   2:04.87 Q
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 大町岳陽

 2 福岡 歩武(2)   2:06.53 q
ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ 豊科

 3 和田 直己(1)   2:07.92 q
ﾜﾀﾞ ﾅｵｷ 木曽青峰

 4 中嶋 紀彰(1)   2:10.47 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘｱｷ 創造学園

 5 関﨑 暁武(1)   2:14.94 
ｾｷｻﾞｷ ｱｷﾑ 松本深志

 6 中島 優太(1)   2:16.20 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 塩尻志学館

 1 小澤 大輝(2)   1:59.67 
ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 大町岳陽

 2 畠山 龍大(2)   2:00.15 
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 大町岳陽

 3 古川 晴貴(2)   2:06.59 
ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ 木曽青峰

 4 福岡 歩武(2)   2:06.71 
ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ 豊科

 5 天児 幹治(2)   2:07.61 
ｱﾏｺ ｶﾝｼﾞ 松本深志

 6 堀田 雅司(2)   2:07.99 
ﾎｯﾀ ﾏｻｼ 松本美須々ヶ丘

 7 大蔵 泰生(1)   2:08.43 
ｵｵｸﾗ ﾀｲｾｲ 木曽青峰

 8 和田 直己(1)   2:13.96 
ﾜﾀﾞ ﾅｵｷ 木曽青峰

2  1965

5  2342

9  1972

3  2249

7  1961

8  2538

6  2080

所属名 記録／備考
4  2074

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

2  1986

決勝

7  2227

3  1965

6  2523

5  2538

所属名 記録／備考
4  2080

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7  2002

3  2226

6  2342

氏  名 所属名 記録／備考
4  2074

欠場

順 ﾚｰﾝ No.

2  1972

5  2509

2  2045

8  3141

7  2428

6  2321

3  2372

5  2249

4  1961
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

男子

800m

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

所属名 記録／備考



予選 9月1日 10:55
決勝 9月1日 14:20

長野県高校記録(KR)            3:38.49 佐藤 清治                    佐久長聖         1999/05/28  
大会記録(GR)                  4:01.26 篠原 槙介                    松商学園         2002        

[ 1組] [ 2組]

 1 畠山 龍大(2)   4:26.62 Q  1 黒岩 優斗(1)   4:37.77 Q
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 大町岳陽 ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ 豊科

 2 降籏 一誓(2)   4:28.16 Q  2 横矢 明大(1)   4:38.14 Q
ﾌﾘﾊﾀ ｲｯｾｲ 松商学園 ﾖｺﾔ ｱｷﾋﾛ 松本美須々ヶ丘

 3 中村 剛(2)   4:28.81 Q  3 上田 桂悟(2)   4:39.44 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 塩尻志学館 ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 創造学園

 4 廣瀬 貴志(1)   4:31.42 q  4 北山 虎太郎(1)   4:43.34 
ﾋﾛｾ ﾀｶｼ 松本深志 ｷﾀﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 松商学園

 5 村松 卓弥(1)   4:37.00  5 野村 拓未(2)   4:44.11 
ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾔ 松本蟻ヶ崎 ﾉﾑﾗ ﾀｸﾐ 田川

 6 高木 龍之介(2)   4:42.54  6 大和田 悠太(2)   4:44.27 
ﾀｶｷﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 松本工 ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳﾀ 大町岳陽

 7 田中 仁之輔(1)   4:44.17  7 小山 恭慶(2)   4:46.40 
ﾀﾅｶ ｼﾞﾝﾉｽｹ 創造学園 ｺﾔﾏ ﾀｶﾖｼ 松本工

 8 二木 敦也(2)   4:47.33  8 古厩 信作(2)   5:01.91 
ﾌﾀﾂｷﾞ ｱﾂﾔ 梓川 ﾌﾙﾏﾔ ｼﾝｻｸ 塩尻志学館

 9 宮澤 陸也(1)   5:17.68  9 上田 大貴(1)   5:15.36 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｸﾔ 明科 ｳｴﾀﾞ ﾋﾛﾀｶ 穂高商

[ 3組]

 1 小澤 大輝(2)   4:32.44 Q
ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 大町岳陽

 2 菅沼 直紘(2)   4:32.45 Q
ｽｶﾞﾇﾏ ﾅｵﾋﾛ 松本深志

 3 和田 輝(2)   4:32.96 Q
ﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ 創造学園

 4 大蔵 泰生(1)   4:34.59 q
ｵｵｸﾗ ﾀｲｾｲ 木曽青峰

 5 小倉 颯太(1)   4:36.67 q
ｵｸﾞﾗ ｿｳﾀ 松本蟻ヶ崎

 6 中島 優太(1)   4:50.49 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ 塩尻志学館

 7 斉藤 洸大(1)   4:51.10 
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 松商学園

 8 西條 凌太(1)   5:04.33 
ﾆｼｼﾞｮｳ ﾘｮｳﾀ 南安曇農
堀田 雅司(2)
ﾎｯﾀ ﾏｻｼ 松本美須々ヶ丘

 1 小澤 大輝(2)   4:14.55 
ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 大町岳陽

 2 畠山 龍大(2)   4:16.24 
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 大町岳陽

 3 菅沼 直紘(2)   4:16.42 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾅｵﾋﾛ 松本深志

 4 上田 桂悟(2)   4:16.86 
ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 創造学園

 5 中村 剛(2)   4:20.18 
ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 塩尻志学館

 6 横矢 明大(1)   4:20.45 
ﾖｺﾔ ｱｷﾋﾛ 松本美須々ヶ丘

 7 和田 輝(2)   4:20.50 
ﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ 創造学園

 8 降籏 一誓(2)   4:21.13 
ﾌﾘﾊﾀ ｲｯｾｲ 松商学園

 9 黒岩 優斗(1)   4:23.58 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ 豊科

10 廣瀬 貴志(1)   4:41.04 
ﾋﾛｾ ﾀｶｼ 松本深志

11 小倉 颯太(1)   4:41.08 
ｵｸﾞﾗ ｿｳﾀ 松本蟻ヶ崎
大蔵 泰生(1)
ｵｵｸﾗ ﾀｲｾｲ 木曽青峰

8  2372

2  1972

9  2474

10  2321

欠場

6  2542

11  2223

12  2511

 2250

4  2504

3  2001

1  2074

7  2080

5

 2130

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

決勝
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 2372
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2  2481

3
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1  2511
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8
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9  2074
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6  2171 4  2005
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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

氏  名 所属名順



決勝 9月3日 11:30

長野県高校記録(KR)           13:45.23 佐藤 悠基                    佐久長聖         2004/08/05  
大会記録(GR)                 15:11.1  鈴木 俊文                    松本工業         1992        

 1 川上 烈生(1)  16:05.38 
ｶﾜｶﾐ ﾚｵ 松本深志

 2 菅沼 直紘(2)  16:11.31 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾅｵﾋﾛ 松本深志

 3 上田 桂悟(2)  16:17.41 
ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 創造学園

 4 降籏 一誓(2)  16:27.06 
ﾌﾘﾊﾀ ｲｯｾｲ 松商学園

 5 和田 輝(2)  16:54.53 
ﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ 創造学園

 6 黒岩 優斗(1)  16:58.08 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ 豊科

 7 中村 剛(2)  17:04.84 
ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ 塩尻志学館

 8 北山 虎太郎(1)  17:05.32 
ｷﾀﾔﾏ ｺﾀﾛｳ 松商学園

 9 久保田 隼仁(2)  17:32.01 
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 創造学園

10 三間 玲緒(1)  18:35.23 
ﾐﾂﾏ ﾚｵ 都市大塩尻

11 二木 敦也(2)  18:39.18 
ﾌﾀﾂｷﾞ ｱﾂﾔ 梓川

12 北澤 光記(2)  18:40.61 
ｷﾀｻﾞﾜ ｺｳｷ 松本深志

13 山田 翔大(1)  19:30.72 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 松商学園

14 小澤 賢也(2)  19:43.61 
ｵｻﾞﾜ ｹﾝﾔ 松本蟻ヶ崎
横内 亮太(1)
ﾖｺｳﾁ ﾘｮｳﾀ 松本秀峰

男子

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  2229

7  2250

12  2504

8  2474

5  2511

2  2542

15  2001

13  2480

1  2505

10  2454

9  2171

14  2256

6  2972
欠場

4  2486

11  2367



決勝 9月1日 13:50

長野県高校記録(KR)              14.44 早川 恭平                    長野吉田         2009/08/02  
大会記録(GR)                    15.44 三宅 浩生                    松商学園         2015        

風速 +0.1

 1 越山 遥斗(1)     15.68 
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 松本工

 2 北村 剣臣(1)     16.04 
ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 豊科

 3 倉田 歩夢(1)     16.08 
ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 松商学園

 4 中山 晃希(1)     16.87 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ 松本美須々ヶ丘

 5 中根 颯亮(1)     19.54 
ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ 松本県ヶ丘

 6 青柳 哲大(2)     24.39 
ｱｵﾔｷﾞ ﾃﾂﾋﾛ 松本工
小池 孝憲(2)
ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ 松商学園

5  2434

男子

110mH(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  2279

6  2541

4  2476

欠場

3  2421

7  2324

2  2464



予選 9月2日 10:20
決勝 9月2日 12:10

長野県高校記録(KR)              51.36 小池 佑始                    東海大三         2002/10/22  
大会記録(GR)                    54.16 下里　直弥                   松商学園         2008        

[ 1組] [ 2組]

 1 洞澤 光(2)     58.44 Q  1 加藤 優馬(2)     58.58 Q
ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 大町岳陽 ｶﾄｳ ﾕｳﾏ 豊科

 2 越山 遥斗(1)     59.52 Q  2 倉田 歩夢(1)     58.89 Q
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 松本工 ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 松商学園

 3 田口 翔斗(2)   1:01.89 q  3 中山 晃希(1)     59.16 q
ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ 木曽青峰 ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ 松本美須々ヶ丘

 4 長谷川 渡(1)   1:01.90 q  4 一志 瑠衣斗(1)   1:00.17 q
ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎 ｲｯｼ ﾙｲﾄ 創造学園

 5 北村 剣臣(1)   1:04.87  5 中根 颯亮(1)   1:07.87 
ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 豊科 ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ 松本県ヶ丘
小池 孝憲(2)
ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ 松商学園

 1 洞澤 光(2)     56.93 
ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 大町岳陽

 2 加藤 優馬(2)     58.43 
ｶﾄｳ ﾕｳﾏ 豊科

 3 一志 瑠衣斗(1)     59.54 
ｲｯｼ ﾙｲﾄ 創造学園

 4 倉田 歩夢(1)   1:00.65 
ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 松商学園

 5 田口 翔斗(2)   1:00.68 
ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ 木曽青峰

 6 中山 晃希(1)   1:01.39 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ 松本美須々ヶ丘

 7 長谷川 渡(1)   1:06.32 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎

 8 越山 遥斗(1)   1:11.00 
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 松本工

8  2324

2  2370

6  2434

3  1960

9  2515

7  2476

4  2537

所属名 記録／備考
5  2079

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

2  2279

決勝

4  2464
欠場

5  2515

3  2476

6  2324

記録／備考
4  2537

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  2541

3  1960

7  2370

6  2434

所属名 記録／備考
5  2079

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

男子

400mH(0.914m)

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

順



決勝 9月2日 13:20

長野県高校記録(KR)            8:51.11 山本 嵐                      佐久長聖         2017/08/02  
大会記録(GR)                  9:33.7  中村 洋隆                    白馬             1991        

 1 上田 桂悟(2)  10:08.77 
ｳｴﾀﾞ ｹｲｺﾞ 創造学園

 2 杠 幹大(2)  10:20.79 
ﾕｽﾞﾘﾊ ﾐｷﾋﾛ 松本深志

 3 川上 烈生(1)  10:25.12 
ｶﾜｶﾐ ﾚｵ 松本深志

 4 村松 卓弥(1)  11:03.20 
ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾔ 松本蟻ヶ崎

 5 高木 龍之介(2)  11:05.21 
ﾀｶｷﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 松本工

 6 久保田 隼仁(2)  11:11.09 
ｸﾎﾞﾀ ﾊﾔﾄ 創造学園

 7 古澤 彰大(1)  11:18.27 
ﾌﾙｻﾜ ｱｷﾋﾛ 創造学園

 8 斉藤 洸大(1)  11:31.14 
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 松商学園

 9 小澤 賢也(2)  11:40.89 
ｵｻﾞﾜ ｹﾝﾔ 松本蟻ヶ崎

10 古厩 信作(2)  11:51.75 
ﾌﾙﾏﾔ ｼﾝｻｸ 塩尻志学館

11 三間 玲緒(1)  12:03.80 
ﾐﾂﾏ ﾚｵ 都市大塩尻

12 山田 翔大(1)  12:17.36 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 松商学園

13 宮澤 陸也(1)  12:51.79 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｸﾔ 明科
堀田 雅司(2)
ﾎｯﾀ ﾏｻｼ 松本美須々ヶ丘 欠場

13  2562

2  2342

3  2486

8  2005

5  2454

11  2367

4  2521

9  2481

7  2505

1  2374

10  2426

12  2229

14  2504

6  2251

男子

3000mSC(0.914m)

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月3日 10:15

長野県高校記録(KR)           19:45.72 高田 浩二                    松川             2001/05/27  
大会記録(GR)                 23:15.33 高橋 涼太                    豊科             2012        

 1 細川 大吾(1)  24:06.03 
ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ 松本工

 2 大和田 悠太(2)  25:11.37 
ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳﾀ 大町岳陽

 3 塩島 和弥(1)  25:55.28 
ｼｵｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 大町岳陽

男子

5000m競歩

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  2044

1  2435

2  2075



予選 9月1日 10:40
決勝 9月2日 14:10

長野県高校記録(KR)              41.06 松商学園                     松商学園         2012/07/29  
（藤森 未知也・樋口 克治・的場 亮太・宮澤 裕輝）

大会記録(GR)                    41.79 松商学園                     松商学園         2015        
（成澤 稜・斉藤 巧・樋口 一馬・三宅 浩生）

[ 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 松商学園  2497 神田 来夢(2)     41.46 Q  1   4 松本美須々ヶ丘  2346 上條 肇(2)     44.31 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 大会新 ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ
 2495 中嶋 謙(2)  2343 輪湖 幸太(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ ﾜｺｺｳﾀ
 2498 西村 陽杜(2)  2344 石井 琢海(2)

ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ ｲｼｲ ﾀｸﾐ
 2464 小池 孝憲(2)  2345 青木 大知(2)

ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ
 2   5 豊科  2541 北村 剣臣(1)     43.88 Q  2   5 創造学園  2518 丸山 康生(1)     44.36 Q

ﾄﾖｼﾅ ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾝ ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ
 2539 大月 洸典(1)  2524 中島 大智(1)

ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ
 2538 福岡 歩武(2)  2515 一志 瑠衣斗(1)

ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ ｲｯｼ ﾙｲﾄ
 2540 篠原 翔(1)  2506 竹内 貴史(2)

ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ
 3   6 大町岳陽  2077 山形 一歩(2)     44.61 q  3   3 松本深志  2225 河上 侃太(1)     45.92 q

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳ ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯﾎﾟ ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ｶﾜｶﾐ ｶﾝﾀ
 2082 鹿川 和樹(2)  2252 山本 将裕(2)

ｼｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ
 2076 坂井 健留(2)  2221 中村 太郎(1)

ｻｶｲ ﾀｹﾙ ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ
 2079 洞澤 光(2)  2232 横澤 秀飛(1)

ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾄ
 4   7 松本工  2403 中島 翔生(1)     45.26 q  4   6 木曽青峰  1967 原 大樹(1)     46.83 

ﾏﾂﾓﾄｺｳ ﾅｶｼﾞﾏ ｼｮｳｷ ｷｿｾｲﾎｳ ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ
 2434 越山 遥斗(1)  1962 上村 洋介(2)

ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ ｶﾐﾑﾗ ﾖｳｽｹ
 2432 石田 優音(1)  1963 松原 光哉(2)

ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾂﾔ
 2425 髙木 大輔(2)  1960 田口 翔斗(2)

ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ
 5   2 松本県ヶ丘  2279 中根 颯亮(1)     46.76 q  5   2 松本蟻ヶ崎  2373 小林 健斗(1)     48.07 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ
 2275 三澤 弘季(2)  2368 権田 将拓(2)

ﾐｻﾜ ﾋﾛｷ ｺﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ
 2277 高田 幸之介(1)  2371 中村 勇太(1)

ﾀｶﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ
 2278 中野 龍星(2)  2370 長谷川 渡(1)

ﾅｶﾉ ﾘｭｳｾｲ ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ
 6   3 田川  2181 渡邊 駿(2)     48.15 

ﾀｶﾞﾜ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ
 2180 宮下 陽平(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾖｳﾍｲ
 2182 野村 拓未(2)

ﾉﾑﾗ ﾀｸﾐ
 2179 本田 翔哉(2)

ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾔ

男子

4×100m

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



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 松商学園  2497 神田 来夢(2)     41.58 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 大会新
 2495 中嶋 謙(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ
 2498 西村 陽杜(2)

ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ
 2496 柳沢 直生(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ
 2   5 豊科  2541 北村 剣臣(1)     44.53 

ﾄﾖｼﾅ ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾝ
 2539 大月 洸典(1)

ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ
 2538 福岡 歩武(2)

ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ
 2540 篠原 翔(1)

ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ
 3   6 松本美須々ヶ丘  2346 上條 肇(2)     44.67 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ
 2343 輪湖 幸太(2)

ﾜｺｺｳﾀ
 2344 石井 琢海(2)

ｲｼｲ ﾀｸﾐ
 2345 青木 大知(2)

ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ
 4   4 創造学園  2518 丸山 康生(1)     44.88 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ
 2524 中島 大智(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ
 2515 一志 瑠衣斗(1)

ｲｯｼ ﾙｲﾄ
 2506 竹内 貴史(2)

ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ
 5   9 大町岳陽  2077 山形 一歩(2)     45.09 

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳ ﾔﾏｶﾞﾀ ｲｯﾎﾟ
 2082 鹿川 和樹(2)

ｼｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ
 2046 笠井 敦司(1)

ｶｻｲ ｱﾂｼ
 2081 松原 聖将(2)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ
 6   3 松本深志  2225 河上 侃太(1)     46.55 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ｶﾜｶﾐ ｶﾝﾀ
 2252 山本 将裕(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ
 2221 中村 太郎(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ
 2222 長野 慎(1)

ﾅｶﾞﾉ ｼﾝ
 7   2 松本県ヶ丘  2279 中根 颯亮(1)     47.26 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶ ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ
 2275 三澤 弘季(2)

ﾐｻﾜ ﾋﾛｷ
 2278 中野 龍星(2)

ﾅｶﾉ ﾘｭｳｾｲ
 2307 石川 真(1)

ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ
 8   8 松本工  2433 池上 大希(1)     48.46 

ﾏﾂﾓﾄｺｳ ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾛｷ
 2403 中島 翔生(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ｼｮｳｷ
 2430 西村 浩希(2)

ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ
 2425 髙木 大輔(2)

ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ

男子

4×100m
決勝



予選 9月2日 15:30
決勝 9月3日 14:30

長野県高校記録(KR)            3:15.32 長野日大                     長野日大         1994/08/04  
（小林 修・目黒 武志・今井 洋平・山本 彰一）

大会記録(GR)                  3:22.8  松本美須々ヶ丘               松本美須々ヶ丘   1989        
（百瀬・中野・鮒井・大田）

[ 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 松商学園  2496 柳沢 直生(2)   3:25.50 Q  1   4 大町岳陽  2076 坂井 健留(2)   3:29.90 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳ ｻｶｲ ﾀｹﾙ
 2497 神田 来夢(2)  2074 小澤 大輝(2)

ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ
 2475 柳沢 優生(1)  2080 畠山 龍大(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
 2499 山口 竜也(2)  2082 鹿川 和樹(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ ｼｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ
 2   6 木曽青峰  1960 田口 翔斗(2)   3:35.89 Q  2   5 豊科  2539 大月 洸典(1)   3:29.93 Q

ｷｿｾｲﾎｳ ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ ﾄﾖｼﾅ ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ
 1965 和田 直己(1)  2540 篠原 翔(1)

ﾜﾀﾞ ﾅｵｷ ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ
 1972 大蔵 泰生(1)  2541 北村 剣臣(1)

ｵｵｸﾗ ﾀｲｾｲ ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾝ
 1961 古川 晴貴(2)  2538 福岡 歩武(2)

ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ
 3   5 創造学園  2509 横山 絢大(2)   3:36.96 q  3   6 松本美須々ヶ丘  2324 中山 晃希(1)   3:36.02 q

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ
 2518 丸山 康生(1)  2345 青木 大知(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ
 2512 石曽根 歩(2)  2342 堀田 雅司(2)

ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ ﾎｯﾀ ﾏｻｼ
 2515 一志 瑠衣斗(1)  2343 輪湖 幸太(2)

ｲｯｼ ﾙｲﾄ ﾜｺｺｳﾀ
 4   3 松本工  2435 細川 大吾(1)   3:50.34 q  4   3 松本深志  2249 天児 幹治(2)   3:39.85 q

ﾏﾂﾓﾄｺｳ ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｺﾞ ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ｱﾏｺ ｶﾝｼﾞ
 2430 西村 浩希(2)  2226 原 昂生(1)

ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ ﾊﾗ ｺｳｾｲ
 2428 小山 恭慶(2)  2227 関﨑 暁武(1)

ｺﾔﾏ ﾀｶﾖｼ ｾｷｻﾞｷ ｱｷﾑ
 2425 髙木 大輔(2)  2251 杠 幹大(2)

ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ ﾕｽﾞﾘﾊ ﾐｷﾋﾛ
 5   7 塩尻志学館  2002 中川 晴喜(2)   3:52.28  5   2 松本蟻ヶ崎  2372 小倉 颯太(1)   3:51.17 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝ ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙｷ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｵｸﾞﾗ ｿｳﾀ
 2001 中村 剛(2)  2371 中村 勇太(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾂﾖｼ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ
 1986 中島 優太(1)  2373 小林 健斗(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ
 2005 古厩 信作(2)  2370 長谷川 渡(1)

ﾌﾙﾏﾔ ｼﾝｻｸ ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ
  2 田川

ﾀｶﾞﾜ 欠場

男子

4×400m

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



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 松商学園  2496 柳沢 直生(2)   3:24.09 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ
 2495 中嶋 謙(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ
 2475 柳沢 優生(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ
 2499 山口 竜也(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ
 2   4 大町岳陽  2076 坂井 健留(2)   3:29.06 

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳ ｻｶｲ ﾀｹﾙ
 2074 小澤 大輝(2)

ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ
 2080 畠山 龍大(2)

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
 2082 鹿川 和樹(2)

ｼｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ
 3   6 木曽青峰  1960 田口 翔斗(2)   3:32.67 

ｷｿｾｲﾎｳ ﾀｸﾞﾁ ｼｮｳﾄ
 1972 大蔵 泰生(1)

ｵｵｸﾗ ﾀｲｾｲ
 1962 上村 洋介(2)

ｶﾐﾑﾗ ﾖｳｽｹ
 1961 古川 晴貴(2)

ﾌﾙｶﾜ ﾊﾙｷ
 4   8 創造学園  2509 横山 絢大(2)   3:35.14 

ｿｳｿﾞｳｶﾞｸｴﾝ ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ
 2518 丸山 康生(1)

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ
 2512 石曽根 歩(2)

ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ
 2515 一志 瑠衣斗(1)

ｲｯｼ ﾙｲﾄ
 5   7 豊科  2539 大月 洸典(1)   3:35.89 

ﾄﾖｼﾅ ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ
 2538 福岡 歩武(2)

ﾌｸｵｶ ｱﾕﾑ
 2541 北村 剣臣(1)

ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾝ
 2542 黒岩 優斗(1)

ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ
 6   9 松本美須々ヶ丘  2324 中山 晃希(1)   3:40.44 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ
 2345 青木 大知(2)

ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ
 2321 横矢 明大(1)

ﾖｺﾔ ｱｷﾋﾛ
 2342 堀田 雅司(2)

ﾎｯﾀ ﾏｻｼ
 7   3 松本工  2434 越山 遥斗(1)   3:40.71 

ﾏﾂﾓﾄｺｳ ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ
 2432 石田 優音(1)

ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ
 2425 髙木 大輔(2)

ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲｽｹ
 2430 西村 浩希(2)

ﾆｼﾑﾗ ｺｳｷ
 8   2 松本深志  2224 村田 俊(1)   3:43.13 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼ ﾑﾗﾀ ｼｭﾝ
 2249 天児 幹治(2)

ｱﾏｺ ｶﾝｼﾞ
 2227 関﨑 暁武(1)

ｾｷｻﾞｷ ｱｷﾑ
 2226 原 昂生(1)

ﾊﾗ ｺｳｾｲ

4×400m
決勝

男子



決勝 9月2日 13:30

長野県高校記録(KR)               2.17 小柳 和朗                    中野実業         1990/07/07  
大会記録(GR)                     1.96 北野 恭平                    松商学園         2010        

1m92 1m95 1m98
宮入 太優(2) - - - - - - - o o o
ﾐﾔｲﾘ ﾀｲﾕｳ 創造学園 xo xo xxx
高田 幸之介(1) - - - - - o o xo o o
ﾀｶﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ 松本県ヶ丘 xo xxx
都筑 悠佑(2) - - - o o o o x- xx
ﾂﾂﾞｸ ﾕｳｽｹ 松本深志
相澤 翼(2) - - - - xo o o xxx
ｱｲｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 松本深志
石井 琢海(2) - - - o o o xxx
ｲｼｲ ﾀｸﾐ 松本美須々ヶ丘
二村 峻平(2) - - - - xxo /
ﾆﾑﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ 松本県ヶ丘
上嶋 辰輝(2) - - o o xxx
ｳｴｼﾏ ﾀﾂｷ 塩尻志学館
青柳 哲大(2) - - o o xxx
ｱｵﾔｷﾞ ﾃﾂﾋﾛ 松本工
中村 勇太(1) - xo xo o xxx
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 松本蟻ヶ崎
菅 光輝(1) - xxo o xxx
ｽｶﾞ ｺｳｷ 松本美須々ヶ丘
髙橋 駿斗(1) o xxo xxo xxx
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝﾄ 松本蟻ヶ崎

11 1  2375
 1.60

10 4  2322
 1.60

9 3  2371
 1.65

7 5  2421
 1.65

7 2  2004
 1.65

6 7  2276
 1.70

5 6  2344
 1.75

4 10  2254
 1.80

3 8  2255
 1.80

2 9  2277
 1.92

1 11  2507
 1.95

1m86 1m89
記録所属名

1m50 1m55

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名
1m70 1m751m60 1m65

備考
1m80 1m83



決勝 9月2日 10:30

長野県高校記録(KR)               5.11 松澤ジアン成治               高遠             2009/07/20  
大会記録(GR)                     4.25 松沢 昭典                    松本県ヶ丘       1995        

2m80 2m90 3m00 3m10 3m20 3m30 3m40 3m50
都筑 悠佑(2) - - - - - - - - - -
ﾂﾂﾞｸ ﾕｳｽｹ 松本深志 - - o - o - o xxx
宮下 陽平(2) - - - - - - - - - -
ﾐﾔｼﾀ ﾖｳﾍｲ 田川 - - o - o xxo xo xxx
丸山 康生(1) - - - - - - - o - xo
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 創造学園 o xo xxx
田中 滉人(1) o o o o xo o xo xxx
ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ 創造学園
長野 慎(1) o o o o o xo xxx
ﾅｶﾞﾉ ｼﾝ 松本深志
相澤 翼(2) 欠場
ｱｲｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 松本深志

5 1

4 2

4  2254

3 3  2518
 2.90

 2222
 2.30

 2526
 2.40

2 6  2180
 3.40

 3.40

記録
2m702m40 2m50 2m60

1 5  2255

備考
1m60 1m80 2m00 2m10 2m20 2m30

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月1日 13:30

長野県高校記録(KR)               7.61 嶺村 鴻汰                    大町             2010/10/02  
大会記録(GR)                     7.11 中野 涼介                    松本深志         2013        

 ３回の
 最高記録

穗苅 康人(2)   6.52   6.82   6.89    6.89   6.76    -    -    6.89 
ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 松商学園   +0.4   +0.2   +1.0    +1.0   -0.8    +1.0
山本 祐己(1)    x   6.13   6.06    6.13   6.38   6.56   6.78    6.78 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 松商学園   +1.0   +1.0    +1.0   -1.3   +0.7   -0.4    -0.4
神田 来夢(2)   6.69   6.61    x    6.69    -    x    x    6.69 
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 松商学園   +1.4   -0.7    +1.4    +1.4
松原 聖将(2)    x   6.18   5.93    6.18   6.28    x    x    6.28 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｷﾖﾏｻ 大町岳陽   -1.1    0.0    -1.1   -0.8    -0.8
平野 雄大(2)   5.45   5.58   5.76    5.76   5.89   5.58    x    5.89 
ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 梓川   +0.6   +1.0   +0.9    +0.9   -0.5    0.0    -0.5
宮川 蓮(2)    x   5.88    x    5.88    x    x    -    5.88 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝ 創造学園   +0.7    +0.7    +0.7
中島 翔生(1)   5.67   5.12   4.53    5.67   5.23   5.25   5.31    5.67 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｮｳｷ 松本工   +1.6   +0.9   -1.1    +1.6    0.0    0.0   -0.3    +1.6
笠井 敦司(1)   5.38   5.57   5.44    5.57   5.09   5.40   5.43    5.57 
ｶｻｲ ｱﾂｼ 大町岳陽   +1.4   -0.3   +1.3    -0.3   +0.2   -1.2   +0.6    -0.3
宮島 辰弥(2)   5.41   5.23   4.06    5.41    5.41 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾂﾔ 南安曇農   +2.2   +0.8   -1.0    +2.2    +2.2
長野 慎(1)   5.30    x    x    5.30    5.30 
ﾅｶﾞﾉ ｼﾝ 松本深志   -0.5    -0.5    -0.5
中山 直久(1)   5.24   5.08   5.25    5.25    5.25 
ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾋｻ 明科   -1.2   +1.8   +1.1    +1.1    +1.1
上嶋 辰輝(2)   5.04   5.14   5.25    5.25    5.25 
ｳｴｼﾏ ﾀﾂｷ 塩尻志学館   +0.4   +0.8   +1.3    +1.3    +1.3
小泉 歩夢(1)   4.61   4.52   4.95    4.95    4.95 
ｺｲｽﾞﾐ ｱﾕﾑ 明科   -0.3    0.0   +0.9    +0.9    +0.9
北原 翔(1)    x   4.64   4.82    4.82    4.82 
ｷﾀﾊﾗ ｼｮｳ 松本工   +0.3   +0.6    +0.6    +0.6
鹿川 和樹(2)    -    x    x 記録なし
ｼｶｶﾞﾜ ｶｽﾞｷ 大町岳陽
山本 将裕(2)    x    x    x 記録なし
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 松本深志
二村 峻平(2) 欠場
ﾆﾑﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ 松本県ヶ丘

3  2276

13  2082

15  2252

13 5  2563

14 4  2402

11 7  2565

12 9  2004

9 11  2129

10 6  2222

7 10  2403

8 8  2046

5 12  2165

6 17  2508

3 16  2497

4 18  2081

1 19  2462

2 14  2477

男子

走幅跳

決勝

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



決勝 9月3日 11:30

長野県高校記録(KR)              15.58 石川 和義                    中野実業         2000/09/02  
大会記録(GR)                    14.18 宮澤 基                      松本県ヶ丘       1987        

 ３回の
 最高記録

山本 祐己(1)    x  13.28    x   13.28  13.20    x  12.86   13.28 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 松商学園   +0.9    +0.9   +2.0   +0.5    +0.9
宮川 蓮(2)  11.94    x  12.37   12.37    x  12.30  12.36   12.37 
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝ 創造学園   -1.7   -0.6    -0.6   +2.1   -1.0    -0.6
山本 将裕(2)  11.91    x  10.65   11.91  12.10  10.72  11.42   12.10 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 松本深志   +0.5   -1.6    +0.5   +2.2   -0.9   -0.5    +2.2
高田 幸之介(1)  11.49  11.47  11.69   11.69  10.69  10.08  10.24   11.69 
ﾀｶﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ 松本県ヶ丘   -1.7   +0.6   +0.1    +0.1   +0.1   -2.8   -2.1    +0.1
宮入 太優(2)  11.63  11.38  11.66   11.66  11.53  11.19  11.02   11.66 
ﾐﾔｲﾘ ﾀｲﾕｳ 創造学園   -0.4   -0.2   -1.4    -1.4   +1.3   +0.4   +0.5    -1.4
杠 幹大(2)  11.50  11.09  11.01   11.50  11.03  11.03    x   11.50 
ﾕｽﾞﾘﾊ ﾐｷﾋﾛ 松本深志   +1.8   +0.5   +0.8    +1.8   +0.1   -0.7    +1.8
中村 太郎(1)    x  10.91  10.91   10.91  10.84  10.92  11.21   11.21 
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ 松本深志   +0.2   -1.0    -1.0   +1.5   -1.5   +1.2    +1.2
中山 直久(1)    x    x  10.05   10.05    x    x    x   10.05 
ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾋｻ 明科   -2.1    -2.1    -2.1
小泉 歩夢(1)    x    x    x 記録なし
ｺｲｽﾞﾐ ｱﾕﾑ 明科
二村 峻平(2) 欠場
ﾆﾑﾗ ｼｭﾝﾍﾟｲ 松本県ヶ丘

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 記録 備考

1 10  2477

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

2 8  2508

3 7  2252

4 4  2277

5 6  2507

6 5  2251

7 2  2221

9  2276

8 1  2565

3  2563



決勝 9月2日  9:30

長野県高校記録(KR)              14.76 米倉 朋輝                    長野工高         2015/7/31   
大会記録(GR)                    12.69 下條 久佳                    木曽青峰         2009        

 ３回の
 最高記録

金子 周平(2)
ｶﾈｺ ｼｭｳﾍｲ 松本工
池上 大希(1)
ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾛｷ 松本工
竹内 恒平(1)
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ 松本工
加藤 耀央(2)
ｶﾄｳ ﾈｵ 松本蟻ヶ崎
穗苅 康人(2)
ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 松商学園
本山 岳志(2)
ﾓﾄﾔﾏ ﾀｹｼ 松本深志
ハリス マイルズ翔馬(1)
ﾊﾘｽ ﾏｲﾙｽﾞ ｼｮｳﾏ 松商学園
西田 和樹(2)
ﾆｼﾀﾞ ｶｽﾞｷ 松本美須々ヶ丘
下村 亮也(2)
ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳﾔ 木曽青峰
後藤 翔(2)
ｺﾞﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 明科
村瀬 陽樹(2)
ﾑﾗｾ ﾊﾙｷ 梓川
山田 勇里(1)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾘ 梓川
丸山 隆一(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ 梓川
西尾 樹(1)
ﾆｼｵ ﾀﾂｷ 木曽青峰
小林 錬(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 豊科
倉澤 一熙(1)
ｸﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ 田川
牛山 裕也(2) 欠場
ｳｼﾔﾏ ﾕｳﾔ 都市大塩尻

-2- -4-

男子

砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

 12.30

備考

1 20  2424
 11.70    x  11.86   11.86

-3- 記録-5- -6-

 12.66  12.57  12.66 

2 18  2433
 10.72  10.93  11.36 11.25  11.63   11.63  11.02  11.63 

3 14  2431
 10.67  10.24  10.40   10.67  11.16

 10.74  11.28 

 10.62  11.35  11.35 

 10.73 10.05  11.28
4 19  2366

  9.96  10.74  11.28

 11.03   11.03    x
5 17  2462

   -    -    -  11.03 

16  2247
 10.83   9.66  10.50  10.83

 10.85

 10.34  10.83 
6

 10.08

7 13  2482
  9.57    x  10.25

8

 10.55

11  2347
  7.78   9.62   9.64   9.99   x   9.32   9.62   9.99 

 10.08   9.95  10.28   10.25  10.28

9 15  1959
   x   9.52   8.67    9.52

  9.27 

  9.52 

   9.27
10 9  2555

  9.27   8.20   8.39

  8.22    8.89
11 12  2164

  8.74   8.89 

10  2151
  8.77   7.81    8.77

  8.89

  8.77 
12

  8.69

13 6  2166
  8.39   8.47    -

 1964
   x   8.25   8.25 

  8.47    8.47

15 7  2543
  7.15

8
  8.00    8.25

14

16 5  2190
   x   7.18    7.18  6.90

  7.57   7.06    7.57

  7.18 

  7.57 

4  2441
   =    =    =



決勝 9月3日 10:00

長野県高校記録(KR)              45.21 笹野 弘充                    丸子実業         2005/06/26  
大会記録(GR)                    38.07 下條 久佳                    木曽青峰         2009        

 ３回の
 最高記録

三澤 弘季(2)
ﾐｻﾜ ﾋﾛｷ 松本県ヶ丘
村瀬 陽樹(2)
ﾑﾗｾ ﾊﾙｷ 梓川
西牧 寛海(2)
ﾆｼﾏｷ ﾋﾛﾐ 塩尻志学館
池上 大希(1)
ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾛｷ 松本工
吉澤 佑(2)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｽｸ 塩尻志学館
丸山 隆一(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳｲﾁ 梓川
ハリス マイルズ翔馬(1)
ﾊﾘｽ ﾏｲﾙｽﾞ ｼｮｳﾏ 松商学園
本山 岳志(2)
ﾓﾄﾔﾏ ﾀｹｼ 松本深志
石川 真(1)
ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ 松本県ヶ丘
竹内 恒平(1)
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ 松本工
西牧 廉(2)
ﾆｼﾏｷ ﾚﾝ 松本工
西尾 樹(1)
ﾆｼｵ ﾀﾂｷ 木曽青峰
長瀬 直樹(2)
ﾅｶﾞｾ ﾅｵｷ 梓川
堀内 舜(1)
ﾎﾘｳﾁ ｼｭﾝ 明科
小林 錬(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 豊科
下村 亮也(2)
ｼﾓﾑﾗ ﾘｮｳﾔ 木曽青峰
野中 優海(2)
ﾉﾅｶ ﾕｳ 松本県ヶ丘
後藤 翔(2) 欠場
ｺﾞﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 明科

 20.44 
17 9  2274

   x

4  2555

 1959
 21.59

 20.44    o   20.44

  22.87

 21.59 

 22.87 

316

  24.53
14

   o    o   21.59

   x

 2567
   o    o  24.53

15 5  2543
   o  22.87

13 11  2168
 25.02

 24.53 
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3 19  2003
   o
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 32.36

   x  30.21    x  30.21

  31.92    x    x  32.36 

 33.27    o  33.27  32.23   32.23
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2 18  2164
   o  31.92    o

氏  名 所属名 -1- 記録 備考

1 20  2275
   x    o

-2- -3- -4- -6-

男子

円盤投(1.750kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 9月1日 10:30

長野県高校記録(KR)              57.29 笹野 弘充                    丸子実業         2005/10/23  
大会記録(GR)                    49.25 上條 文汰                    梓川             2012        

 ３回の
 最高記録

萩原 倖司(2)
ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳｼ 梓川
野中 優海(2)
ﾉﾅｶ ﾕｳ 松本県ヶ丘
金子 周平(2)
ｶﾈｺ ｼｭｳﾍｲ 松本工
山田 勇里(1)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾘ 梓川
中島 翔也(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾔ 梓川
後藤 翔(2)
ｺﾞﾄｳ ﾂﾊﾞｻ 明科
大倉 弘人(1)
ｵｵｸﾗ ﾋﾛﾄ 創造学園
野口 陽生(1)
ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 松本美須々ヶ丘
石川 真(1)
ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ 松本県ヶ丘
西牧 寛海(2) 欠場
ﾆｼﾏｷ ﾋﾛﾐ 塩尻志学館

 14.95 

6  2003

   x    x   14.95

 18.84 

9 3  2307
 14.95

   o    o    o 18.84    x   18.84

 21.78 

8 2  2326
   x

   o    x    o   o    o   21.78

6 5

7 4  2528
 21.78

 33.68    o    x    o

   o    o

   o    o   33.68

  31.34

5 8  2167
 33.68

 34.92    x

 2555
   o  31.34    o

 33.81    x

 33.32  33.32

 33.81    o   x    o   31.06

   o    x   o    o   34.92

4 1  2151
 31.06

3 7  2424
 34.92

1
   o   46.18

 2274

10  2172

 38.88    x   38.88
2 9

   o

   x    o

 38.88    o   o    o

-2-

 46.18    x

-5- 備考-3- -6- 記録-4-

   x

順位 試技

 46.18 

男子

ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg)

決勝

所属名 -1-ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名



決勝 9月1日 12:45

長野県高校記録(KR)              62.58 小林 強                      上田東           1989/07/02  
大会記録(GR)                    57.96 小林 誠矢                    創造学園         2016        

 ３回の
 最高記録

中野 龍星(2)
ﾅｶﾉ ﾘｭｳｾｲ 松本県ヶ丘
吉澤 佑(2)
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｽｸ 塩尻志学館
西牧 廉(2)
ﾆｼﾏｷ ﾚﾝ 松本工
三澤 弘季(2)
ﾐｻﾜ ﾋﾛｷ 松本県ヶ丘
池上 大希(1)
ｲｹｶﾞﾐ ﾋﾛｷ 松本工
長尾 渓(2)
ﾅｶﾞｵ ｹｲ 松本工
平野 雄大(2)
ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 梓川
難波 俊太(1)
ﾅﾝﾊﾞ ｼｭﾝﾀ 南安曇農
萩原 倖司(2)
ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳｼ 梓川
大倉 弘人(1)
ｵｵｸﾗ ﾋﾛﾄ 創造学園
長瀬 直樹(2)
ﾅｶﾞｾ ﾅｵｷ 梓川
倉澤 一熙(1) 欠場
ｸﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ 田川

  23.09  23.09 

10

2  2190
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   x

   o

   o

   o  41.71 

  44.57    -    -    o

  46.09    -
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2

9

   -    -

   o
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  49.20    o    o    o  49.20 

   -   -

1 12  2278
   o  49.20

11  1992
 46.09

-6- 記録所属名 -1- -2- -3- 備考

男子

やり投(0.800kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 -4- -5-



第１日目 2017/ 9/ 1
第２日目 2017/ 9/ 2

長野県高校記録(KR)               5499 山浦 貫人                    岩村田高         2015/6/20   
大会記録(GR)                     4563 村中 智彦                    松商学園         2010        

[第１日目]

穗苅 康人(2) 11.48(-0.8)  6.82(+0.3)       10.80       54.44   2684
ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 松商学園     757     771     534     622      1
石田 優音(1) 12.12(-0.8)  6.07(+1.2)       10.00       54.65   2329
ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 松本工     628     602     486     613      2
矢ヶ崎 至門(2) 12.04(-0.8)  6.03(+0.3)        8.00       55.27   2190
ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ 松商学園     643     593     366     588      3
宮川 蓮(2) 12.39(-0.8)  6.23(+2.0)        7.90       59.78   1994
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾚﾝ 創造学園     576     637     360     421      5
城山 達也(2) 12.91(-0.8)  5.67(+1.7)        6.70       56.70   1821
ｼﾛﾔﾏ ﾀﾂﾔ 松本県ヶ丘     483     516     290     532      7
竹内 貴史(2) 11.69(-0.8)  5.60(-1.0)        7.44       56.10   2103
ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 創造学園     713     502     333     555      4
河上 侃太(1) 12.30(-0.8)  5.36(+1.9)        4.93       58.03   1716
ｶﾜｶﾐ ｶﾝﾀ 松本深志     593     453     187     483      8
横澤 秀飛(1) 12.21(-0.8)  5.54(+0.6)        5.91       54.66   1957
ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾄ 松本深志     610     490     244     613      6
中村 太郎(1) DNS DNS DNS DNS
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ 松本深志    DNS

 2221

 2280

 2506

 2225

 2232

 2462

 2432

 2463

 2508

400m
１日目得点

順位

男子

八種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 100m LJ SP



[第２日目]

穗苅 康人(2) 16.69(-0.9)       48.27        1.70     5:06.54   4971    1 大会新
松商学園     657     563     544     523

石田 優音(1) 17.42(-0.9)       31.06        1.75     4:45.90   4453    2
松本工     581     314     585     644

矢ヶ崎 至門(2) 17.79(-0.9)       27.43        1.55     5:22.24   3861    3
松商学園     544     263     426     438

宮川 蓮(2) 18.27(-0.9)       30.10        1.70     5:44.26   3670    4
創造学園     499     301     544     332

城山 達也(2) 20.46(-0.9)       33.55        1.50     4:54.59   3464    5
松本県ヶ丘     314     349     389     591

竹内 貴史(2) 20.53(-0.9)       21.20        1.55     5:21.42   3459    6
創造学園     309     178     426     443

河上 侃太(1) 18.62(-0.9)       17.52        1.40     5:27.28   3040    7
松本深志     466     128     317     413

横澤 秀飛(1) DNS DNS 欠場
松本深志

中村 太郎(1) DNS DNS 欠場
松本深志

 2225

 2232

 2221

 2462

 2432

 2463

 2508

 2280

 2506

総合
順位 備考

得点

男子

八種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ
氏  名

110mH JT HJ 1500m
所属名



決勝 9月1日 15:35

長野県高校記録(KR)              10.32 塚原 直貴                    東海大三         2003/07/30  

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 -0.5

 1 神田 来夢(2)     11.19  1 今西 康太(1)     11.48 
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 松商学園 ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 松商学園

 2 田中 滉人(1)     12.34  2 蒔田 陽一郎(1)     12.07 
ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ 創造学園 ﾏｷﾀ ﾚｲｲﾁﾛｳ 松本美須々ヶ丘

 3 野口 陽生(1)     12.43  3 ハリス マイルズ翔馬(1)     12.48 
ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 松本美須々ヶ丘 ﾊﾘｽ ﾏｲﾙｽﾞ ｼｮｳﾏ 松商学園

 4 渡辺 悠介(1)     12.57  4 松原 誓哉(1)     12.49 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 松本美須々ヶ丘 ﾏﾂﾊﾞﾗ ｾｲﾔ 松本美須々ヶ丘

 5 青木 洸也(1)     12.59  5 小林 尚矢(1)     12.58 
ｱｵｷ ﾋﾛﾔ 木曽青峰 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 創造学園

Ｄ

決勝 9月3日  9:30

長野県高校記録(KR)              20.93 塚原 直貴                    東海大三         2003/07/12  

風速 -0.6

 1 山口 竜也(2)     22.67 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾂﾔ 松商学園

 2 今西 康太(1)     23.69 
ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 松商学園

 3 小林 知季(2)     23.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ 松商学園

 4 佐竹 哲寛(2)     23.86 
ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ 松商学園

 5 北村 剣臣(1)     25.11 
ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 豊科

 6 松原 光哉(2)     25.77 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾐﾂﾔ 木曽青峰

 7 青木 洸也(1)     26.26 
ｱｵｷ ﾋﾛﾔ 木曽青峰
柳沢 優生(1)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 松商学園
加藤 優馬(2)
ｶﾄｳ ﾕｳﾏ 豊科

決勝 9月1日 11:30

長野県高校記録(KR)              46.98 塚田 英彦                    上田東           1993/08/02  

[ 1組] [ 2組]

 1 佐竹 哲寛(2)     54.72  1 和田 直己(1)     55.19 
ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ 松商学園 ﾜﾀﾞ ﾅｵｷ 木曽青峰

[ 3組]

今西 康太(1)
ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 松商学園

ｵｰﾌﾟﾝ男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  2478

欠場

No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  2500

 2541

6  1963

 2499

9  2478

8  2537
欠場

7  2461

欠場

3

1  1966

2  2475



決勝 9月1日 10:55

長野県高校記録(KR)            3:38.49 佐藤 清治                    佐久長聖         1999/05/28  

[ 1組] [ 2組]

 1 佐藤 真治(1)   4:56.31  1 中嶋 紀彰(1)   4:42.93 
ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 創造学園 ﾅｶｼﾞﾏ ﾉﾘｱｷ 創造学園

 2 上條 春翔(1)   5:06.92  2 田代 渉悟(1)   5:20.47 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊﾙﾄ 創造学園 ﾀｼﾛ ｼｮｳｺﾞ 大町岳陽
山田 翔大(1)
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 松商学園

[ 3組]

 1 松原 功我(1)   4:47.86 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｶﾞ 創造学園
菅野 輝(1)
ｶﾝﾉ ﾋｶﾙ 創造学園

決勝 9月3日 11:30

長野県高校記録(KR)           13:45.23 佐藤 悠基                    佐久長聖         2004/08/05  

 1 田中 仁之輔(1)  17:56.77 
ﾀﾅｶ ｼﾞﾝﾉｽｹ 創造学園

 2 松原 功我(1)  18:24.87 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｶﾞ 創造学園

 3 上條 春翔(1)  18:59.23 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊﾙﾄ 創造学園

 4 佐藤 真治(1)  19:14.72 
ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 創造学園
斉藤 洸大(1)
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 松商学園

ｵｰﾌﾟﾝ男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
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ｵｰﾌﾟﾝ男子
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決勝

順 No. 氏  名
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決勝 9月1日 13:30

長野県高校記録(KR)               7.61 嶺村 鴻汰                    大町             2010/10/02  

 ３回の
 最高記録

篠原 洸樹(1)   5.75   5.25   5.55    5.75    5.75 
ｼﾉﾊﾗ ｺｳｷ 松商学園   +1.9   +0.4   +1.0    +1.9    +1.9
髙籏 雅紘(1) 欠場
ﾀｶﾊﾀ ﾏｻﾋﾛ 松商学園

決勝 9月2日  9:30

長野県高校記録(KR)              14.76 米倉 朋輝                    長野工高         2015/7/31   

 ３回の
 最高記録

西牧 廉(2)
ﾆｼﾏｷ ﾚﾝ 松本工
中島 翔也(2)
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｮｳﾔ 梓川
長尾 渓(2) 欠場
ﾅｶﾞｵ ｹｲ 松本工

決勝 9月3日 10:00

長野県高校記録(KR)              45.21 笹野 弘充                    丸子実業         2005/06/26  

 ３回の
 最高記録

萩原 倖司(2)
ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳｼ 梓川
山田 勇里(1)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾘ 梓川

ｵｰﾌﾟﾝ男子

砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技

1  2484
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2 1
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ｵｰﾌﾟﾝ男子
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決勝

記録 備考

1 2  2483
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円盤投(1.750kg)

決勝
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