
大会コード 18170702

： ２０１８年４月２９日（日）
： 長野県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： 松本市 松本体育協会 松本市陸上競技協会
： 松本市陸上競技協会
： 青山 陸生
： 小幡 泰俊(トラック) 小松 茂美(フィールド)
： 北野 文彦

■この大会で樹立された記録

■グラウンドコンディション

■失格の略号の説明 ■フィールド競技における記号の説明
不正スタート (R162-7) 成功・有効試技 
他の競技者を妨害した (R163-2) (走高跳・棒高跳)
他のレーンに入った (R163-3a) 失敗・無効試技
縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b) パス
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (R163-5) 試合放棄
競技者がトラックから勝手に離脱した (R163-6)
ハードルを越えなかった (R168-7)
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)
故意にハードルを倒した (R168-7b)
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
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16:00 晴 南東 2.0 26.5 24.0
15:00 晴 東 2.0 26.5 29.0
14:00 晴 東南東 2.8 26.5 24.0
13:00 晴 東南東 2.9 26.5 24.0
12:00 晴 東南東 3.8 25.5 27.0
11:00 晴 東 4.5 24.0 28.0
10:00 晴 東南東 2.7 22.5 28.0
9:00 晴 南西 2.5 20.5 32.0
8:30 晴 東南東 2.1 20.0 36.0

(m/s) (℃) (%)
時刻 天候 風向 風速 気温 湿度

西村 陽杜(3)
柳沢 直生(3)

小池 孝憲(3) 県高校生記録
中嶋 謙(3) 41秒06

県高校生新 男子 4x100mR 決勝 40秒95 松商学園高
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ﾄﾗｯｸ審判長 小幡泰俊
跳躍審判長 小松茂美
投擲審判長 小松茂美

【開催日】 平成30年4月29日（日） 記録主任： 北野文彦

【主催団体】 主催：松本市・松本市陸上競技協会・（一財）松本体育 決勝記録一覧表
(KR:県高校新) 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
 4/29 男子  +2.3 佐藤 賢一 10.89 小池 孝憲(3) 10.98 安藤 直哉 11.06 内山 幹雄 11.10 輪湖 幸太(3) 11.24 小野澤 達也(4) 11.29 塩野入 信栄 11.38

100m ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 松商学園高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本美須々ヶ丘 松本大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
 4/29 花形 駿介(2) 50.86 丸山 玲央(4) 51.97 佐竹 哲寛(3) 52.77 一志 瑠衣斗(2) 53.67 横澤 秀飛(2) 53.67 小林 亮介(2) 54.62 長谷川 渡(2) 54.63 丸山 康生(2) 55.49

400m 松本大 松本大 松商学園高 松本国際高 松本深志高 松本大 松本蟻ヶ崎高 松本国際高
 4/29 和田 輝(3) 1:59.11 天児 幹治(3) 2:04.52 関﨑 暁武(2) 2:06.32 堀田 雅司(3) 2:07.50 逢澤 智広 2:08.45 小倉 颯太(2) 2:09.09 斉藤 洸大(2) 2:11.30 村田 俊(2) 2:15.72

800m 松本国際高 松本深志高 松本深志高 松本美須々ヶ丘 松本市陸協 松本蟻ヶ崎高 松商学園高 松本深志高
 4/29 降籏 一誓(3) 15:57.86 塩原 大 15:57.95 関 喜明 16:34.04 百瀬 永吉 16:52.29 古澤 彰大(2) 17:14.91 清水 慎也 17:20.50 廣瀬 貴志(2) 17:38.52 松原 功我(2) 17:55.84

5000m 松商学園高 松本市陸協 松本市陸協 松本市陸協 松本国際高 松本市陸協 松本深志高 松本国際高
 4/29 丸山 拓哉(3) 2.03 松澤 和也(3) 1.95 高田 幸之介(2) 1.95 都筑 悠佑(3) 1.85 宮入 太優(3) 1.85 榎本 崚冴(3) 1.85 片瀬 賢斗(1) 1.80

走高跳 松本大 松本大 松本県ヶ丘高 松本深志高 松本国際高 信州大 松本県ヶ丘高
 4/29 小野澤 達也(4)6.78(+0.2) 山本 祐己(2) 6.68(+0.2) 村瀬 直希(4) 6.68(+0.5) 武井 孝史朗(2)6.14(+0.3) 城山 達也(3) 6.04(+3.7) 奥原 隼太 6.01(-1.3) 篠原 洸樹(2) 5.98(+0.4) 宮島 隆輔(3) 5.98(+1.4)

走幅跳 松本大 松商学園高 松本大 松商学園高 松本県ヶ丘高 with 松商学園高 松本国際高
 4/29 平野 雄大(3) 47.93 穗苅 康人(3) 44.50 福元 聖矢(4) 39.95 城山 達也(3) 38.40 福田 淳 33.80 上原 隆伸 30.48 矢ヶ崎 至門(3) 29.04 水口 拓実(1) 27.92

やり投(0.800kg) 梓川高 松商学園高 信州大 松本県ヶ丘高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松商学園高 田川高
 4/29 松商学園高(A)      40.95 松本国際高(A)      43.50 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野      44.60 松本県ヶ丘高      46.05 松本国際高(B)      46.60 田川高       48.39

4×100m 小池 孝憲(3) KR 竹内 貴史(3) 安藤 直哉 三澤 弘季(3) 宮島 隆輔(3) 渡邊 駿(3)
中嶋 謙(3) 一志 瑠衣斗(2) 内山 幹雄 中根 颯亮(2) 田中 滉人(2) 倉澤 一熙(2)
西村 陽杜(3) 丸山 拓海(1) 塩野入 信栄 高田 幸之介(2) 矢花 涼平(1) 青柳 寛司(2)
柳沢 直生(3) 中島 大智(1) 宮澤 憲二 城山 達也(3) 丸山 康生(2) 宮下 陽平(3)

 4/29 中学男子  +3.0 田中 幸輔(3) 11.93 輪湖 颯(2) 12.16 原 大輝(2) 12.24 三代澤 侑希(3) 12.28 合葉 太飛(2) 12.39 吉澤 虎伯(2) 12.43 金子 楽斗(2) 12.46 重田 篤希(2) 12.75
100m 菅野中 梓川中 清水中 清水中 開成中 菅野中 高綱中 山辺中

 4/29 安坂 丈瑠(2) 52.20 小坂 駿翔(3) 53.55 佐藤 寿樹(3) 56.15 坂之上 碧(3) 57.62 梶川 新(2) 59.03 小田 隼斗(3) 59.18 青島 竜輝斗(2) 1:00.17 瀧聞 隆佑(2) 1:02.60
400m 開成中 丸ﾉ内中 附属松本中 附属松本中 山辺中 開成中 開成中 附属松本中

 4/29 西村 大貴(3) 4:36.85 鈴木 章訓(3) 4:40.99 野瀬 杜馬(3) 4:43.01 野口 翔大朗(2) 4:46.63 清水 遥斗(3) 4:52.35 宇都宮 崚太(2) 4:52.37 金古 廉(2) 4:58.65 樋口 仁志(3) 5:00.18
1500m 菅野中 女鳥羽中 梓川中 菅野中 附属松本中 附属松本中 高綱中 附属松本中

 4/29 武本 祐樹(3) 9:33.29 大塚 悠剛(2) 9:54.20 大塚 壮剛(2) 9:54.44 小澤 拓真(3) 10:05.02 中野 晃(3) 10:24.89 青木 海斗(3) 10:32.68 柳澤 昂弥(3) 10:34.67 杉原 立樹(2) 10:40.54
3000m 菅野中 附属松本中 附属松本中 菅野中 鎌田中 菅野中 鉢盛中 開成中

 4/29  +2.0 森 遼己(3) 15.76 上條 楓希(3) 17.12 近藤 大介(3) 18.47 鏑木 拓真(3) 18.67 木島 拓(3) 19.43 市川 圭斗(2) 19.43 牛越 悠太(2) 20.65 大月 武(3) 24.90
110mH(0.914m) 信明中 鉢盛中 鉢盛中 附属松本中 梓川中 開成中 信明中 梓川中

 4/29 関本 遊大(3) 1.78 塩野﨑 秀(3) 1.55 小澤 慶(3) 1.40 安田 有志(2) 1.35 村本 瑛(2) 1.30 古谷 拓海(2) 1.30
走高跳 鎌田中 梓川中 山辺中 菅野中 山辺中 波田中

 4/29 伊藤 洋介(3) 5.77(+2.7) 中沢 真斗(3) 5.54(+4.9) 松尾 秀彦(3) 5.50(+2.2) 大月 隼(2) 5.27(+1.9) 髙木 遼磨(2) 5.05(+2.8) 中嶋 隆介(3) 5.01(+3.1) 牛田 真夢(2) 4.86(+3.0) 梨子田 翔真(2)4.39(-1.6)
走幅跳 山辺中 梓川中 山辺中 丸ﾉ内中 波田中 山辺中 梓川中 梓川中

 4/29 川上 大輝(3) 9.33 大澤 真叶(3) 8.98 齊藤 智也(3) 8.72 西牧 城(3) 8.57 中村 賢将(3) 8.07 髙橋 勇翔(2) 7.98 武田 マカナ(3) 7.75 米久保 光希(3) 7.69
砲丸投(5.000kg) 山辺中 波田中 波田中 清水中 梓川中 開成中 丸ﾉ内中 波田中

 4/29 開成中(A)       48.20 鉢盛中       48.35 波田中       48.86 山辺中       49.13 梓川中(A)       49.75 高綱中       50.31 梓川中(B)       50.53 開成中(B)       50.93
4×100m 合葉 太飛(2) 清澤 広伸(2) 齊藤 智也(3) 伊藤 洋介(3) 中沢 真斗(3) 藤森 亮祐(2) 大月 武(3) 福澤 康生(2)

安坂 丈瑠(2) 上條 楓希(3) 髙木 遼磨(2) 小澤 慶(3) 中村 賢将(3) 金子 楽斗(2) 牛田 真夢(2) 小田 隼斗(3)
市川 圭斗(2) 麻原 彌仁(3) 大澤 真叶(3) 中嶋 隆介(3) 塩野﨑 秀(3) 塩原 慶宣(3) 野瀬 杜馬(3) 青島 竜輝斗(2)
橋本 博人(2) 近藤 大介(3) 栁澤 健太(3) 梶川 新(2) 輪湖 颯(2) 窪田 浩志(2) 大越 温真(2) 杉原 立樹(2)

 4/29 小学男子 島内小(B)       59.17 清水小 旭町小     1:01.93 島内小(A)     1:02.24 ｺﾒｯﾄ波田     1:04.77 二子小     1:05.40
4×100m 五味 直登(6) 原 悠真(4) 阿部 康介(6) 清水 尋志(4) 髙浪 暖己(5) 菊田 琥斗(5)

黄木 秀悟(6) 浅輪 陽希(6) 松﨑 晴(5) 澤渡 奏太(4) 冨田 俊司(5) 中村 琉之介(4)
清水 湊志(6) 井原 洋貴(6) 田所 宗治(5) 川﨑 晴翔(4) 東 琉羽空(5) 中林 達希(4)
平山 将大(6) 原 琢真(6) 美里 晃汰(5) 佃 悠輔(4) 大月 陽輝(5) 井上 蓮太(6)

 4/29 小学4_6男子 大野 羽琉(6) 13.86 酒井 大貴(6) 13.99 中村 駿汰(6) 14.03 酒本 悠慎(6) 14.12 三原 貴成(5) 14.61 井上 蓮太(6) 14.68 川上 颯大(6) 14.94 古野 頑人(5) 15.16
100m ｺﾒｯﾄ波田 ｺﾒｯﾄ波田 旭町小 鎌田小 芳川小 二子小 開智小 ｺﾒｯﾄ波田

 4/29 濱野 大輝(6) 3:15.07 上条 優雅(6) 3:24.81 小林 昌弘(6) 3:26.24 清水 和玖(6) 3:31.72 河邊 龍斗(4) 3:34.45 阿部 颯人(5) 3:39.31 小林 陽琉(6) 3:39.67 武本 直樹(4) 3:41.40
1000m 芳川小 ｺﾒｯﾄ波田 芳川小 島内小 開智小 菅野小 鎌田小 菅野小

 4/29 西村 連太朗(6)3.58(+1.0) 美里 晃汰(5) 3.50(+0.8) 野邑 一心(5) 3.34(+0.8) 甕 昴琉(6) 3.23(-0.2) 青木 翔(5) 3.06(-0.4) 森村 悠希也(5)2.93(-1.3) 松永 誠太(4) 2.92(-2.3) 塚田 紘也(5) 2.81(+1.7)
走幅跳 岡田小 旭町小 ｺﾒｯﾄ波田 ｺﾒｯﾄ波田 岡田小 菅野小 旭町小 ｺﾒｯﾄ波田

 4/29 鶴見 勇斗(6) 44.37 齋藤 圭吾(6) 38.86 田中 旭(6) 38.59 中野 浬(6) 37.65 清水 裕直(6) 36.50 片倉 彪我(6) 35.12 伊藤 日哲(5) 34.76 山﨑 将太郎(6) 34.52
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 芳川小 大野川小 芳川小 開智小 岡田小 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ ｺﾒｯﾄ波田 大野川小



[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +2.0

 1 大野 羽琉(6)     13.86  1 酒本 悠慎(6)     14.12 
ｵｵﾉ ﾊﾙ ｺﾒｯﾄ波田 ｻｹﾓﾄ ﾕｳﾏ 鎌田小

 2 中村 駿汰(6)     14.03  2 井上 蓮太(6)     14.68 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 旭町小 ｲﾉｳｴ ﾚﾝﾀ 二子小

 3 川上 颯大(6)     14.94  3 萩原 雄夢(5)     15.31 
ｶﾜｶﾐ ｿｳﾀ 開智小 ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳﾑ ｺﾒｯﾄ波田

 4 竹中 遥紀(4)     16.28  4 舩坂 大介(5)     15.50 
ﾀｹﾅｶ  ﾊﾙｷ 筑摩小 ﾌﾅｻｶ ﾀﾞｲｽｹ 島内小

 5 坂本 優気(6)     16.66  5 小林 丈航(6)     16.15 
ｻｶﾓﾄ ﾕｳｷ 田川小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾙ 菅野小

 6 髙山 愛雅(4)     16.99  6 原 悠真(4)     16.56 
ﾀｶﾔﾏ ｱｲｶﾞ 島内小 ﾊﾗ ﾕｳﾏ 清水小

 7 鈴木 慎一郎(4)     17.41  7 山田 翔斗(5)     16.91 
ｽｽﾞｷ ｼﾝｲﾁﾛｳ 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾄ 開智小

 8 松田 空樹(4)     18.43  8 麻原 啓太(4)     18.10 
ﾏﾂﾀﾞ ｸｳｼﾞｭ 菅野小 ｱｻﾊﾗ ｹｲﾀ 源池小

 9 原 凜太朗(4)     18.90 松澤 朋生(5)
ﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ 鎌田小 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾄﾓｷ 旭町小

[ 3組] 風速 +0.8 [ 4組] 風速 +0.9

 1 三原 貴成(5)     14.61  1 菊田 琥斗(5)     15.28 
ﾐﾊﾗ ｷﾅﾘ 芳川小 ｷｸﾀ ｺﾄ 二子小

 2 古野 頑人(5)     15.16  2 新田 直己(4)     16.02 
ﾌﾙﾉ ｹﾞﾝﾄ ｺﾒｯﾄ波田 ﾆｯﾀ ﾅｵｷ 清水小

 3 柿崎 友徳(6)     15.41  3 臼田 陽結(4)     16.48 
ｶｷｻﾞｷ ﾄﾓﾅﾘ 開智小 ｳｽﾀﾞ ﾊﾙｲ 岡田小

 4 村松 洸典(6)     15.43  4 矢野 碧人(5)     17.00 
ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｽｹ 田川小 ﾔﾉ ﾘｸﾄ 菅野小

 5 中野 響介(5)     15.98  5 櫻井 聡瑛(5)     17.60 
ﾅｶﾉ ｷｮｳｽｹ 芝沢小 ｻｸﾗｲ ｿｳｴｲ 今井小

 6 田所 宗治(5)     16.48  6 瀧澤 風伍(4)     17.61 
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾑﾈﾊﾙ 旭町小 ﾀｷｻﾞﾜ ﾌｳｺﾞ 安曇小

 7 古神子 知紘(5)     16.63  7 川合 玄也(4)     19.18 
ｺｶｺﾞ ﾁﾋﾛ 島内小 ｶﾜｲ ｹﾞﾝﾔ 鎌田小

 8 浅原 統(4)     16.76  8 塩畑 太朗(4)     19.83 
ｱｻﾊﾗ ｽﾏﾙ 鎌田小 ｼｵﾊﾀ ﾀﾛｳ 島内小

 9 松田 拓大(5)     16.97 
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾄ 菅野小

[ 5組] 風速 +2.2

 1 酒井 大貴(6)     13.99 
ｻｶｲ ﾀｲｷ ｺﾒｯﾄ波田

 2 小林 湊(5)     16.00 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾅﾄ 田川小

 3 中島 瑛心(5)     16.06 
ﾅｶｼﾞﾏ ｴｲｼﾝ 清水小

 4 鈴木 晴六(6)     16.33 
ｽｽﾞｷ ﾊﾛ 芳川小

 5 松﨑 晴(5)     16.70 
ﾏﾂｻﾞｷ ｾｲ 旭町小

 6 田島 生織(5)     16.88 
ﾀｼﾞﾏ ｲｵﾘ 開智小

 7 花村 結貴(5)     17.16 
ﾊﾅﾑﾗ ﾕｳｷ 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ

 8 中林 達希(4)     19.10 
ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷ 二子小

7   246

5   283

9   139

8   178

6   233

2   299

3   112

4   254

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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1   138
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9   172
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6   275

3   174

2   243

1   121

7   140

小学4_6男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 大野 羽琉(6) ｺﾒｯﾄ波田     13.86 (+1.4)   1   1
   2 酒井 大貴(6) ｺﾒｯﾄ波田     13.99 (+2.2)   5   1
   3 中村 駿汰(6) 旭町小     14.03 (+1.4)   1   2
   4 酒本 悠慎(6) 鎌田小     14.12 (+2.0)   2   1
   5 三原 貴成(5) 芳川小     14.61 (+0.8)   3   1
   6 井上 蓮太(6) 二子小     14.68 (+2.0)   2   2
   7 川上 颯大(6) 開智小     14.94 (+1.4)   1   3
   8 古野 頑人(5) ｺﾒｯﾄ波田     15.16 (+0.8)   3   2
   9 菊田 琥斗(5) 二子小     15.28 (+0.9)   4   1
  10 萩原 雄夢(5) ｺﾒｯﾄ波田     15.31 (+2.0)   2   3
  11 柿崎 友徳(6) 開智小     15.41 (+0.8)   3   3
  12 村松 洸典(6) 田川小     15.43 (+0.8)   3   4
  13 舩坂 大介(5) 島内小     15.50 (+2.0)   2   4
  14 中野 響介(5) 芝沢小     15.98 (+0.8)   3   5
  15 小林 湊(5) 田川小     16.00 (+2.2)   5   2
  16 新田 直己(4) 清水小     16.02 (+0.9)   4   2
  17 中島 瑛心(5) 清水小     16.06 (+2.2)   5   3
  18 小林 丈航(6) 菅野小     16.15 (+2.0)   2   5
  19 竹中 遥紀(4) 筑摩小     16.28 (+1.4)   1   4
  20 鈴木 晴六(6) 芳川小     16.33 (+2.2)   5   4
  21 臼田 陽結(4) 岡田小     16.48 (+0.9)   4   3
  21 田所 宗治(5) 旭町小     16.48 (+0.8)   3   6
  23 原 悠真(4) 清水小     16.56 (+2.0)   2   6
  24 古神子 知紘(5) 島内小     16.63 (+0.8)   3   7
  25 坂本 優気(6) 田川小     16.66 (+1.4)   1   5
  26 松﨑 晴(5) 旭町小     16.70 (+2.2)   5   5
  27 浅原 統(4) 鎌田小     16.76 (+0.8)   3   8
  28 田島 生織(5) 開智小     16.88 (+2.2)   5   6
  29 山田 翔斗(5) 開智小     16.91 (+2.0)   2   7
  30 松田 拓大(5) 菅野小     16.97 (+0.8)   3   9
  31 髙山 愛雅(4) 島内小     16.99 (+1.4)   1   6
  32 矢野 碧人(5) 菅野小     17.00 (+0.9)   4   4
  33 花村 結貴(5) 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ     17.16 (+2.2)   5   7
  34 鈴木 慎一郎(4) 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ     17.41 (+1.4)   1   7
  35 櫻井 聡瑛(5) 今井小     17.60 (+0.9)   4   5
  36 瀧澤 風伍(4) 安曇小     17.61 (+0.9)   4   6
  37 麻原 啓太(4) 源池小     18.10 (+2.0)   2   8
  38 松田 空樹(4) 菅野小     18.43 (+1.4)   1   8
  39 原 凜太朗(4) 鎌田小     18.90 (+1.4)   1   9
  40 中林 達希(4) 二子小     19.10 (+2.2)   5   8
  41 川合 玄也(4) 鎌田小     19.18 (+0.9)   4   7
  42 塩畑 太朗(4) 島内小     19.83 (+0.9)   4   8
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組 順位
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タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考



[ 1組] [ 2組]

 1 濱野 大輝(6)   3:15.07  1 小林 昌弘(6)   3:26.24 
ﾊﾏﾉ ﾀﾞｲｷ 芳川小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 芳川小

 2 上条 優雅(6)   3:24.81  2 清水 和玖(6)   3:31.72 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｶﾞ ｺﾒｯﾄ波田 ｼﾐｽﾞ ﾜｸ 島内小

 3 河邊 龍斗(4)   3:34.45  3 阿部 颯人(5)   3:39.31 
ｶﾜﾍﾞ ﾘｭｳﾄ 開智小 ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ 菅野小

 4 武本 直樹(4)   3:41.40  4 小林 陽琉(6)   3:39.67 
ﾀｹﾓﾄ ﾅｵｷ 菅野小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ 鎌田小

 5 手塚 悠登(5)   3:43.93  5 髙木 大地(6)   3:45.98 
ﾃﾂﾞｶ ﾕｳﾄ 菅野小 ﾀｶｷﾞ ﾀﾞｲﾁ 筑摩小

 6 木山沢 侑希(6)   3:49.51  6 笠原 涼(6)   3:46.06 
ｷﾔﾏｻﾞﾜ ﾕｳｷ 鎌田小 ｶｻﾊﾗ ﾘｮｳ 芳川小

 7 安坂 充瑠(6)   4:00.13  7 杜 大地(6)   3:50.72 
ｱｻﾞｶ ﾐﾂﾙ 筑摩小 ﾕｽﾞﾘﾊ ﾀﾞｲﾁ 岡田小

 8 南波 勇吹(5)   4:04.04  8 塩原 颯太(4)   4:07.45 
ﾅﾝﾊﾞ ｲﾌﾞｷ 鎌田小 ｼｵﾊﾗ ｿｳﾀ 島内小

 9 竹澤 龍飛(4)   4:05.40  9 高宮 大地(5)   4:41.18 
ﾀｹｻﾞﾜ ﾘｭｳﾋ 芝沢小 ﾀｶﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ ｺﾒｯﾄ波田

10 石川 稜馬(5)   4:44.28 櫻井 亮太(6)
ｲｼｶﾜ ﾘｮｳﾏ ｺﾒｯﾄ波田 ｻｸﾗｲ ﾘｮｳﾀ 鎌田小
金井 龍馬(5)
ｶﾅｲ ﾘｮｳﾏ 島内小

   1 濱野 大輝(6) 芳川小     3:15.07   1   1
   2 上条 優雅(6) ｺﾒｯﾄ波田     3:24.81   1   2
   3 小林 昌弘(6) 芳川小     3:26.24   2   1
   4 清水 和玖(6) 島内小     3:31.72   2   2
   5 河邊 龍斗(4) 開智小     3:34.45   1   3
   6 阿部 颯人(5) 菅野小     3:39.31   2   3
   7 小林 陽琉(6) 鎌田小     3:39.67   2   4
   8 武本 直樹(4) 菅野小     3:41.40   1   4
   9 手塚 悠登(5) 菅野小     3:43.93   1   5
  10 髙木 大地(6) 筑摩小     3:45.98   2   5
  11 笠原 涼(6) 芳川小     3:46.06   2   6
  12 木山沢 侑希(6) 鎌田小     3:49.51   1   6
  13 杜 大地(6) 岡田小     3:50.72   2   7
  14 安坂 充瑠(6) 筑摩小     4:00.13   1   7
  15 南波 勇吹(5) 鎌田小     4:04.04   1   8
  16 竹澤 龍飛(4) 芝沢小     4:05.40   1   9
  17 塩原 颯太(4) 島内小     4:07.45   2   8
  18 高宮 大地(5) ｺﾒｯﾄ波田     4:41.18   2   9
  19 石川 稜馬(5) ｺﾒｯﾄ波田     4:44.28   1  10
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順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 島内小(B)   263 五味 直登(6)     59.17 

ｼﾏｳﾁｼｮｳB ｺﾞﾐ ﾅｵﾄ
  258 黄木 秀悟(6)

ｵｳｷﾞ ｼｭｳｺﾞ
  267 清水 湊志(6)

ｼﾐｽﾞ ｿｳｼ
  272 平山 将大(6)

ﾋﾗﾔﾏ ﾏｻﾋﾛ
 2   3 清水小   229 原 悠真(4)   1:01.93 

ｼﾐｽﾞｼｮｳ ﾊﾗ ﾕｳﾏ
  232 浅輪 陽希(6)

ｱｻﾜ ﾊﾙｷ
  226 井原 洋貴(6)

ｲﾊﾗ ﾋﾛｷ
  228 原 琢真(6)

ﾊﾗ ﾀｸﾏ
 2   5 旭町小   135 阿部 康介(6)   1:01.93 

ｱｻﾋﾏﾁｼｮｳ ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ
  139 松﨑 晴(5)

ﾏﾂｻﾞｷ ｾｲ
  141 田所 宗治(5)

ﾀﾄﾞｺﾛ ﾑﾈﾊﾙ
  142 美里 晃汰(5)

ﾐｻﾄ ｺｳﾀ
 4   4 島内小(A)   266 清水 尋志(4)   1:02.24 

ｼﾏｳﾁｼｮｳA ｼﾐｽﾞ ﾋﾛｼ
  273 澤渡 奏太(4)

ｻﾜﾄﾞ ｿｳﾀ
  269 川﨑 晴翔(4)

ｶﾜｻｷ ﾊﾙﾄ
  271 佃 悠輔(4)

ﾂｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ
 5   6 ｺﾒｯﾄ波田   134 髙浪 暖己(5)   1:04.77 

ｺﾒｯﾄﾊﾀ ﾀｶﾅﾐ ﾊﾙｷ
  129 冨田 俊司(5)

ﾄﾐﾀ ｼｭﾝｼﾞ
  126 東 琉羽空(5)

ｱｽﾞﾏ ﾙｳｸ
  120 大月 陽輝(5)

ｵｵﾂｷ ﾊﾙｷ
 6   7 二子小   278 菊田 琥斗(5)   1:05.40 

ﾌﾀｺﾞｼｮｳ ｷｸﾀ ｺﾄ
  282 中村 琉之介(4)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ
  283 中林 達希(4)

ﾅｶﾊﾞﾔｼ ﾀﾂｷ
  276 井上 蓮太(6)

ｲﾉｳｴ ﾚﾝﾀ

小学男子

4×100m

決勝



 ３回の
 最高記録

西村 連太朗(6)   3.58  3.56  3.57   3.58    3.58 
ﾆｼﾑﾗ ﾚﾝﾀﾛｳ 岡田小   +1.0  +0.4  +0.5   +1.0    +1.0
美里 昇汰(5)   3.18  3.49  3.50   3.50    3.50 
ﾐｻﾄ ｺｳﾀ 旭町小   +1.3  +2.2  +0.8   +0.8    +0.8
野邑 一心(5)   3.24  3.11  3.34   3.34    3.34 
ﾉﾑﾗ ｲｯｼﾝ ｺﾒｯﾄ波田   -0.6  -0.1  +0.8   +0.8    +0.8
甕 昴琉(6)    x    x   3.23   3.23    3.23 
ﾓﾀｲ ｽﾊﾞﾙ ｺﾒｯﾄ波田   -0.2   -0.2    -0.2
青木 翔(5)   3.06  2.77  2.71   3.06    3.06 
ｱｵｷ ｶｹﾙ 岡田小   -0.4  +1.4  +1.1   -0.4    -0.4
森村 悠希也(5)    x   2.93  2.88   2.93    2.93 
ﾓﾘﾑﾗ ﾕｷﾔ 菅野小   -1.3  +1.8   -1.3    -1.3
松永 誠太(4)   2.77   x   2.92   2.92    2.92 
ﾏﾂﾅｶﾞ ｾｲﾀ 旭町小   -1.2   -2.3   -2.3    -2.3
塚田 紘也(5)   2.81   x   2.78   2.81    2.81 
ﾂｶﾀﾞ ﾋﾛﾅﾘ ｺﾒｯﾄ波田   +1.7   +1.4   +1.7    +1.7
木村 文哉(4)   2.74   x   2.66   2.74    2.74 
ｷﾑﾗ ﾌﾐﾔ 旭町小   -0.2    0.0   -0.2    -0.2
小野澤 将来(4)    x    x   2.49   2.49    2.49 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾏｻｷ 二子小   +3.4   +3.4    +3.4
金田 照平(4)   2.19  2.35   x    2.35    2.35 
ｶﾈﾀﾞ ｼｮｳﾍｲ 芝沢小   +0.4  +1.3    +1.3    +1.3
阿部 康介(6)   2.22  2.30  2.14   2.30    2.30 
ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ 旭町小   +1.9  +1.1  +2.1   +1.1    +1.1
吉田 壮真(6)    x   2.12   x    2.12    2.12 
ﾖｼﾀﾞ ｿｳﾏ ｺﾒｯﾄ波田   -0.1    -0.1    -0.1
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走幅跳
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順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



 ３回の
 最高記録

鶴見 勇斗(6)
ﾂﾙﾐ ﾊﾔﾄ 芳川小
齋藤 圭吾(6)
ｻｲﾄｳ ｹｲｺﾞ 大野川小
田中 旭(6)
ﾀﾅｶ ｱｻﾋ 芳川小
中野 浬(6)
ﾅｶﾉ ｶｲﾘ 開智小
清水 裕直(6)
ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾅｵ 岡田小
片倉 彪我(6)
ｶﾀｸﾗ ﾋｭｳｶﾞ 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ
伊藤 日哲(5)
ｲﾄｳ ﾋｻﾄ ｺﾒｯﾄ波田
山﨑 将太郎(6)
ﾔﾏｻﾞｷ ｼｮｳﾀﾛｳ 大野川小
松田 夏輝(6)
ﾏﾂﾀﾞ ﾅﾂｷ 芳川小
中山 和弥(5)
ﾅｶﾔﾏ ﾅｺﾞﾐ 安曇小
西塔 康太(6)
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 芝沢小
両角 聡真(6)
ﾓﾛｽﾞﾐ ｿｳﾏ 岡田小
矢野 成悟(5)
ﾔﾉ ｾｲｺﾞ 旭町小
山田 快人(5)
ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ ｺﾒｯﾄ波田
中村 琉之介(4)
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 二子小
西村 眞次朗(4)
ﾆｼﾑﾗ ｼﾝｼﾞﾛｳ 岡田小
岩坂 惇(5)
ｲﾜｻｶ ｱﾂ ｺﾒｯﾄ波田
田中 大稀(6)
ﾀﾅｶ ﾋﾛｷ 今井小
田中 伶弥(4)
ﾀﾅｶ ﾚｲﾔ 今井小
山本 胤盟(5) 欠場
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｸﾒｲ ｺﾒｯﾄ波田
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   x  14.24   x

 16.99  16.99  16.99 

  19.71  19.71 

18 6   197
 13.81   x

17 8   102
 19.71 18.75 17.33

 20.53  22.10  22.10 

  22.20  22.20 

16 7   156
   x  22.10

15 10   282
 17.73 20.28 22.20

 23.01  23.01  23.01 

  24.67  24.67 

14 5   109
 22.82 18.92

13 13   144
 21.53 22.17 24.67

 24.54  25.87  25.87 

  27.39  27.39 

12 17   163
 19.71 25.87

11 2   208
 27.25 27.39 22.15

 23.87  28.73  28.73 

  30.92  30.92 

10 9   148
 28.73 26.67

9 16   295
 30.92 29.87 27.00

 31.02  34.52  34.52 

  34.76  34.76 

8 19   237
 32.65 34.52

7 14   101
 32.41 30.61 34.76

 35.12  35.12  35.12 

  36.50  36.50 

6 1   248
 31.44 30.29

5 12   154
 29.18 36.50 34.87

 34.60  37.65  37.65 

  38.59  38.59 

4 3   177
 37.65   x

3 20   298
 38.59 35.45 36.01

 36.70  38.86  38.86 

  44.37  44.37 

2 18   239
 36.37 38.86

1 15   297
 44.37 42.31 43.95

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

小学4_6男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



[ 1組] 風速 +2.3 [ 2組] 風速 +2.0

 1 田中 幸輔(3)     12.11 Q  1 金子 楽斗(2)     12.40 Q
ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 菅野中 ｶﾈｺ ｶﾞｸﾄ 高綱中

 2 三代澤 侑希(3)     12.34 Q  2 合葉 太飛(2)     12.53 Q
ﾐﾖｻﾜ ﾕｳｷ 清水中 ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ 開成中

 3 橋本 博人(2)     12.59  3 小野澤 巧光(3)     12.93 
ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ 開成中 ｵﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 菅野中

 4 石田 朗雅(1)     12.83  4 小池 楽穫(3)     13.03 
ｲｼﾀﾞ ｱｷﾏｻ 旭町中 ｺｲｹ ﾗｸ 附属松本中

 5 清澤 広伸(2)     13.42  5 芝田 悠(2)     13.58 
ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ 鉢盛中 ｼﾊﾞﾀ ﾕｳ 波田中

 6 髙橋 将詠(3)     13.94  6 笠井 遙人(2)     14.11 
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｴｲ 梓川中 ｶｻｲ ﾊﾙﾄ 梓川中

 7 唐津 春樹(2)     14.62 藤本 武和(2)
ｶﾗﾂ ﾊﾙｷ 附属松本中 ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｹｵ 鎌田中

 8 有賀 功亮(3)     16.39 古田 海輝(3)
ｱﾙｶﾞ ｺｳｽｹ 高綱中 ﾌﾙﾀ ｱｷ 丸ﾉ内中
栁澤 健太(3) 田中 舜也(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹﾝﾀ 波田中 ﾀﾅｶ ﾄｼﾔ 女鳥羽中

[ 3組] 風速 +2.2 [ 4組] 風速 +2.8

 1 輪湖 颯(2)     12.13 Q  1 原 大輝(2)     12.26 Q
ﾜｺ ﾊﾔﾄ 梓川中 ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 清水中

 2 重田 篤希(2)     12.79 Q  2 吉澤 虎伯(2)     12.33 Q
ｼｹﾞﾀ ｱﾂｷ 山辺中 ﾖｼｻﾞﾜ ｺﾊｸ 菅野中

 3 増田 空大(2)     12.93  3 塩原 慶宣(3)     13.21 
ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 波田中 ｼｵﾊﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ 高綱中

 4 村松 凌典(2)     13.01  4 今井 陽翔(2)     13.37 
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ 丸ﾉ内中 ｲﾏｲ ﾊﾙﾄ 波田中

 5 佐々木 真事(3)     13.06  5 笠井 留偉(3)     13.91 
ｻｻｷ ﾏｺﾄ 清水中 ｶｻｲ ﾙｲ 梓川中

 6 藤森 亮祐(2)     13.75  6 菅沼 秀悟(2)     14.91 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ 高綱中 ｽｶﾞﾇﾏ ｼｭｳｺﾞ 附属松本中

 7 本田 智哉(3)     13.91 麻原 彌仁(3)
ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾔ 菅野中 ｱｻﾊﾗ ﾔﾄ 鉢盛中
西沢 櫂(2) 横内 歩夢(2)
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｲ 女鳥羽中 ﾖｺｳﾁ ｱﾕﾑ 女鳥羽中
桃井 盛那(2) 河野 統徳(3)
ﾓﾓｲ ｾｲﾅ 鉢盛中 ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 才教学園中

風速 +3.0

 1 田中 幸輔(3)     11.93 
ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 菅野中

 2 輪湖 颯(2)     12.16 
ﾜｺ ﾊﾔﾄ 梓川中

 3 原 大輝(2)     12.24 
ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 清水中

 4 三代澤 侑希(3)     12.28 
ﾐﾖｻﾜ ﾕｳｷ 清水中

 5 合葉 太飛(2)     12.39 
ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ 開成中

 6 吉澤 虎伯(2)     12.43 
ﾖｼｻﾞﾜ ｺﾊｸ 菅野中

 7 金子 楽斗(2)     12.46 
ｶﾈｺ ｶﾞｸﾄ 高綱中

 8 重田 篤希(2)     12.75 
ｼｹﾞﾀ ｱﾂｷ 山辺中

6  7193

3  7151

2  7141

9  7215

4  6959

8  6953

記録／備考
7  7202

5  7362

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  7284
欠場

8  7500
欠場

3  7488

4  7444
欠場

9  7413

1  7345

5  7215

7  7192

氏  名 所属名 記録／備考
2  6959

4  7286
欠場

8  7448
欠場

3  7196

6  7200

1  7043

9  6947

2  7151

7  7416

順 ﾚｰﾝ No.
5  7362

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  7036
欠場

7  7285
欠場

5  7374

2  6975
失格

3  7491

9  7414

1  7141

8  7203

記録／備考
4  7193

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  7406
欠場

順

2  7191

1  7355

6  7498

4  7446

8  7140

7  7077

記録／備考
9  7202

3  6953

中学男子

100m

予選 通過基準  4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



[ 1組] [ 2組]

 1 安坂 丈瑠(2)     56.33 Q  1 小坂 駿翔(3)     55.31 Q
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 開成中 ｺｻｶ ｼｭﾝﾄ 丸ﾉ内中

 2 佐藤 寿樹(3)     56.93 Q  2 坂之上 碧(3)     57.95 Q
ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 附属松本中 ｻｶﾉｳｴ ﾋｶﾙ 附属松本中

 3 小田 隼斗(3)     59.41 Q  3 梶川 新(2)   1:00.75 Q
ｵﾀﾞ ﾊﾔﾄ 開成中 ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ 山辺中

 4 瀧聞 隆佑(2)   1:00.67 q  4 青島 竜輝斗(2)   1:01.13 q
ﾀｷｷﾞｸ ﾘｭｳｽｹ 附属松本中 ｱｵｼﾏ ﾙｷﾄ 開成中

 5 吉崎 寿起(3)   1:02.42  5 窪田 大造(2)   1:01.47 
ﾖｼｻﾞｷ ﾄｼｷ 梓川中 ｸﾎﾞﾀ ﾀｲｿﾞｳ 高綱中

 6 松野 裕哉(3)   1:05.26  6 三浦 快介(2)   1:06.18 
ﾏﾂﾉ ﾕｳﾔﾏﾂ 清水中 ﾐｳﾗ ｶｲｽｹ 清水中

 7 藤牧 幸来(2)   1:20.63  7 上嶋 洋輝(3)   1:08.86 
ﾌｼﾞﾏｷ ｺｳｷ 菅野中 ｶﾐｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 梓川中

 1 安坂 丈瑠(2)     52.20 
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 開成中

 2 小坂 駿翔(3)     53.55 
ｺｻｶ ｼｭﾝﾄ 丸ﾉ内中

 3 佐藤 寿樹(3)     56.15 
ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 附属松本中

 4 坂之上 碧(3)     57.62 
ｻｶﾉｳｴ ﾋｶﾙ 附属松本中

 5 梶川 新(2)     59.03 
ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ 山辺中

 6 小田 隼斗(3)     59.18 
ｵﾀﾞ ﾊﾔﾄ 開成中

 7 青島 竜輝斗(2)   1:00.17 
ｱｵｼﾏ ﾙｷﾄ 開成中

 8 瀧聞 隆佑(2)   1:02.60 
ﾀｷｷﾞｸ ﾘｭｳｽｹ 附属松本中

2  7144

3  7489

8  7150

9  7133

4  7494

5  7493

7  7138

6  7033

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  7144

所属名 記録／備考
4  7033

3  7493

順 ﾚｰﾝ No.

2  7150

氏  名

3  7216

5  7195

8  7350

7  6960

2  7351

8  6957

5  7133

4  7489

記録／備考
7  7138

6  7494

中学男子

400m

予選 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



 1 西村 大貴(3)   4:36.85 
ﾆｼﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 菅野中

 2 鈴木 章訓(3)   4:40.99 
ｽｽﾞｷ ｱｷﾉﾘ 女鳥羽中

 3 野瀬 杜馬(3)   4:43.01 
ﾉｾ ﾄｳﾏ 梓川中

 4 野口 翔大朗(2)   4:46.63 
ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 菅野中

 5 清水 遥斗(3)   4:52.35 
ｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 附属松本中

 6 宇都宮 崚太(2)   4:52.37 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｮｳﾀ 附属松本中

 7 金古 廉(2)   4:58.65 
ｶﾈｺ ﾚﾝ 高綱中

 8 樋口 仁志(3)   5:00.18 
ﾋｸﾞﾁ ﾋﾄｼ 附属松本中

 9 大越 温真(2)   5:07.53 
ｵｵｺｼ ﾊﾙﾏ 梓川中

10 田村 遥(2)   5:07.77 
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 信明中

11 青木 大河(2)   5:10.05 
ｱｵｷ ﾀｲｶﾞ 梓川中

12 上野 祥弥(2)   5:12.40 
ｳｴﾉ ｼｮｳﾔ 梓川中

13 窪田 浩志(2)   5:13.79 
ｸﾎﾞﾀ ｺｳｼ 高綱中

14 並木 蒼真(3)   5:15.83 
ﾅﾐｷ ｿｳﾏ 菅野中

15 百瀬 匠真(2)   5:19.88 
ﾓﾓｾ ﾀｸﾏ 女鳥羽中

16 川瀬 拓郎(2)   5:26.25 
ｶﾜｾ ﾀｸﾛｳ 高綱中

17 吉江 太陽(3)   5:45.21 
ﾖｼｴ ﾀｲﾖｳ 菅野中
丸山 辰樹(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｷ 丸ﾉ内中

18  7204

9  7042
欠場

8  7287

1  7194

5  7198

10  7210

15  7377

3  7371

11  7372

13  7000

7  7197

6  7496

4  7495

12  7484

17  7349

14  7217

16  7206

2  7280

中学男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



 1 武本 祐樹(3)   9:33.29 
ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｷ 菅野中

 2 大塚 悠剛(2)   9:54.20 
ｵｵﾂｶ ﾕｳｺﾞｳ 附属松本中

 3 大塚 壮剛(2)   9:54.44 
ｵｵﾂｶ ｿｳｺﾞｳ 附属松本中

 4 小澤 拓真(3)  10:05.02 
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 菅野中

 5 中野 晃(3)  10:24.89 
ﾅｶﾉ ｱｷﾗ 鎌田中

 6 青木 海斗(3)  10:32.68 
ｱｵｷ ｶｲﾄ 菅野中

 7 柳澤 昂弥(3)  10:34.67 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳﾔ 鉢盛中

 8 杉原 立樹(2)  10:40.54 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ 開成中

 9 黒岩 優樹(3)  10:46.41 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳｷ 女鳥羽中

10 木下 慎太郎(2)  11:00.63 
ｷﾉｼﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 附属松本中

11 新宮 彩巴(3)  11:20.55 
ｼﾝｸﾞｳ ｲﾛﾊ 清水中

12 西垣 尚弥(2)  11:50.18 
ﾆｼｶﾞｷ ﾅｵﾔ 附属松本中

13 佐々木 翔(2)  11:52.47 
ｻｻｷ ｼｮｳ 菅野中
冨永 大輔(2)
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ 山辺中 欠場

14  7214

11  7152

4  6948

3  7486

13  7281

7  7485

8  7442

10  7139

9  6972

6  7205

1  7460

12  7208

2  7207

5  7461

中学男子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



風速 +2.0

 1 森 遼己(3)     15.76 
ﾓﾘ ﾊﾙｷ 信明中

 2 上條 楓希(3)     17.12 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾌｳｷ 鉢盛中

 3 近藤 大介(3)     18.47 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ 鉢盛中

 4 鏑木 拓真(3)     18.67 
ｶﾌﾞﾗｷﾞ ﾀｸﾏ 附属松本中

 5 木島 拓(3)     19.43 
ｷｼﾞﾏ ﾀｸ 梓川中

 6 市川 圭斗(2)     19.43 
ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ 開成中

 7 牛越 悠太(2)     20.65 
ｳｼｺｼ ﾕｳﾀ 信明中

 8 大月 武(3)     24.90 
ｵｵﾂｷ ﾀｹﾙ 梓川中
高木 宙夢(3)
ﾀｶｷﾞ ﾋﾛﾑ 清水中

2  6949
欠場

5  7018

4  7352

6  7347

3  7142

9  7441

8  7490

1  7017

7  7445

中学男子

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



[ 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 開成中(A)  7141 合葉 太飛(2)     47.71 Q  1   6 山辺中  7169 伊藤 洋介(3)     48.81 Q

ｶｲｾｲﾁｭｳA ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳ ｲﾄｳ ﾖｳｽｹ
 7138 安坂 丈瑠(2)  7155 小澤 慶(3)

ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ ｵｻﾞﾜ ｹｲ
 7140 橋本 博人(2)  7167 中嶋 隆介(3)

ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ
 7142 市川 圭斗(2)  7150 梶川 新(2)

ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ
 2   3 波田中  7407 齊藤 智也(3)     49.42 Q  2   7 高綱中  7196 藤森 亮祐(2)     50.52 Q

ﾊﾀﾁｭｳ ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ ﾀｶﾂﾅﾁｭｳ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ
 7415 髙木 遼磨(2)  7193 金子 楽斗(2)

ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾏ ｶﾈｺ ｶﾞｸﾄ
 7408 大澤 真叶(3)  7192 塩原 慶宣(3)

ｵｵｻﾜ ﾏｻﾄ ｼｵﾊﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ
 7406 栁澤 健太(3)  7198 窪田 浩志(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹﾝﾀ ｸﾎﾞﾀ ｺｳｼ
 3   8 梓川中(A)  7346 中沢 真斗(3)     49.85 Q  3   2 開成中(B)  7146 福澤 康生(2)     50.58 Q

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳA ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾄ ｶｲｾｲﾁｭｳB ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｾｲ
 7348 中村 賢将(3)  7133 小田 隼斗(3)

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｽｹ ｵﾀﾞ ﾊﾔﾄ
 7354 塩野﨑 秀(3)  7144 青島 竜輝斗(2)

ｼｵﾉｻﾞｷ ｼｭｳ ｱｵｼﾏ ﾙｷﾄ
 7362 輪湖 颯(2)  7139 杉原 立樹(2)

ﾜｺ ﾊﾔﾄ ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ
 4   4 鉢盛中  7446 清澤 広伸(2)     50.31 q  4   8 梓川中(B)  7352 大月 武(3)     50.64 q

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳB ｵｵﾂｷ ﾀｹﾙ
 7445 上條 楓希(3)  7373 牛田 真夢(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾌｳｷ ｳｼﾀﾞ ﾏﾅﾑ
 7442 柳澤 昂弥(3)  7349 野瀬 杜馬(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳﾔ ﾉｾ ﾄｳﾏ
 7441 近藤 大介(3)  7372 大越 温真(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ ｵｵｺｼ ﾊﾙﾏ
 5   7 菅野中  7202 田中 幸輔(3)     50.73  5   5 附属松本中  7498 唐津 春樹(2)     51.23 

ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ｶﾗﾂ ﾊﾙｷ
 7203 小野澤 巧光(3)  7494 佐藤 寿樹(3)

ｵﾉｻﾞﾜ ﾀｸﾐ ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ
 7200 本田 智哉(3)  7491 小池 楽穫(3)

ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾔ ｺｲｹ ﾗｸ
 7201 矢島 聡士(3)  7489 瀧聞 隆佑(2)

ﾔｼﾞﾏ ｻﾄｼ ﾀｷｷﾞｸ ﾘｭｳｽｹ
 6   6 女鳥羽中  7285 田中 舜也(2)     51.12  6   3 丸ﾉ内中  7043 村松 凌典(2)     52.75 

ﾒﾄﾊﾞﾁｭｳ ﾀﾅｶ ﾄｼﾔ ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ
 7286 西沢 櫂(2)  7033 小坂 駿翔(3)

ﾆｼｻﾞﾜ ｶｲ ｺｻｶ ｼｭﾝﾄ
 7283 芦田 弘誠(2)  7041 大月 隼(2)

ｱｼﾀﾞ ｺｳｾｲ ｵｵﾂｷ ﾊﾔﾄ
 7284 横内 歩夢(2)  7037 武田 マカナ(3)

ﾖｺｳﾁ ｱﾕﾑ ﾀｹﾀﾞ ﾏｶﾅ
  5 清水中  6959 原 大輝(2)   4 信明中  7000 田村 遥(2)

ｼﾐｽﾞﾁｭｳ ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 欠場 ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ 失格
 6953 三代澤 侑希(3)  7017 森 遼己(3) R1(3-4)

ﾐﾖｻﾜ ﾕｳｷ ﾓﾘ ﾊﾙｷ
 6947 佐々木 真事(3)  7019 山越 大輝(3)

ｻｻｷ ﾏｺﾄ ﾔﾏｺｼ ﾀﾞｲｷ
 6946 小澤 慶文(3)  7018 牛越 悠太(2)

ｵｻﾞﾜ ﾖｼﾌﾐ ｳｼｺｼ ﾕｳﾀ

中学男子

4×100m

予選 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 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 開成中(A)  7141 合葉 太飛(2)     48.20 

ｶｲｾｲﾁｭｳA ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ
 7138 安坂 丈瑠(2)

ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ
 7142 市川 圭斗(2)

ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ
 7140 橋本 博人(2)

ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ
 2   2 鉢盛中  7446 清澤 広伸(2)     48.35 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ
 7445 上條 楓希(3)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾌｳｷ
 7444 麻原 彌仁(3)

ｱｻﾊﾗ ﾔﾄ
 7441 近藤 大介(3)

ｺﾝﾄﾞｳ ﾀﾞｲｽｹ
 3   7 波田中  7407 齊藤 智也(3)     48.86 

ﾊﾀﾁｭｳ ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ
 7415 髙木 遼磨(2)

ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾏ
 7408 大澤 真叶(3)

ｵｵｻﾜ ﾏｻﾄ
 7406 栁澤 健太(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹﾝﾀ
 4   4 山辺中  7169 伊藤 洋介(3)     49.13 

ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳ ｲﾄｳ ﾖｳｽｹ
 7155 小澤 慶(3)

ｵｻﾞﾜ ｹｲ
 7167 中嶋 隆介(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ
 7150 梶川 新(2)

ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ
 5   9 梓川中(A)  7346 中沢 真斗(3)     49.75 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳA ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾄ
 7348 中村 賢将(3)

ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｽｹ
 7354 塩野﨑 秀(3)

ｼｵﾉｻﾞｷ ｼｭｳ
 7362 輪湖 颯(2)

ﾜｺ ﾊﾔﾄ
 6   5 高綱中  7196 藤森 亮祐(2)     50.31 

ﾀｶﾂﾅﾁｭｳ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ
 7193 金子 楽斗(2)

ｶﾈｺ ｶﾞｸﾄ
 7192 塩原 慶宣(3)

ｼｵﾊﾗ ﾖｼﾉﾌﾞ
 7198 窪田 浩志(2)

ｸﾎﾞﾀ ｺｳｼ
 7   3 梓川中(B)  7352 大月 武(3)     50.53 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳB ｵｵﾂｷ ﾀｹﾙ
 7373 牛田 真夢(2)

ｳｼﾀﾞ ﾏﾅﾑ
 7349 野瀬 杜馬(3)

ﾉｾ ﾄｳﾏ
 7372 大越 温真(2)

ｵｵｺｼ ﾊﾙﾏ
 8   8 開成中(B)  7146 福澤 康生(2)     50.93 

ｶｲｾｲﾁｭｳB ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｾｲ
 7133 小田 隼斗(3)

ｵﾀﾞ ﾊﾔﾄ
 7144 青島 竜輝斗(2)

ｱｵｼﾏ ﾙｷﾄ
 7139 杉原 立樹(2)

ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ

決勝



1m70 1m75 1m78 1m81
関本 遊大(3) - - - - - - o o o o
ｾｷﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 鎌田中 o o o xxx
塩野﨑 秀(3) - - - - o xo o xo xxx
ｼｵﾉｻﾞｷ ｼｭｳ 梓川中
小澤 慶(3) - - - o o xxx
ｵｻﾞﾜ ｹｲ 山辺中
安田 有志(2) - - - o xxx
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 菅野中
村本 瑛(2) - - xo xxx
ﾑﾗﾓﾄ ｱｷﾗ 山辺中
古谷 拓海(2) o xo xo xxx
ﾌﾙﾔ ﾀｸﾐ 波田中

6 1  7417
 1.30

4 3  7211
 1.35

5 2  7153
 1.30

2 5  7354
 1.55

3 4  7155
 1.40

1m65

1 6  6973
 1.78

記録 備考
1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



 ３回の
 最高記録

伊藤 洋介(3)   5.59  5.77   -    5.77    x   5.39  4.95   5.77 
ｲﾄｳ ﾖｳｽｹ 山辺中   -0.8  +2.7    +2.7   +4.4  +2.8   +2.7
中沢 真斗(3)   4.97  5.31   -    5.31    x   5.54   x    5.54 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾏｻﾄ 梓川中   +0.4  +0.5    +0.5   +4.9    +4.9
松尾 秀彦(3)   4.67  5.06  5.06   5.06    x   5.29  5.50   5.50 
ﾏﾂｵ ﾋﾃﾞﾋｺ 山辺中   +0.6  +2.5  +1.2   +1.2   +2.0  +2.2   +2.2
大月 隼(2)   4.93  5.11  4.85   5.11   4.93  5.27  4.97   5.27 
ｵｵﾂｷ ﾊﾔﾄ 丸ﾉ内中   +3.4  +2.2  +2.1   +2.2   +4.6  +1.9  +1.0   +1.9
髙木 遼磨(2)   4.94  4.70   -    4.94   2.36  4.00  5.05   5.05 
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾏ 波田中   +2.8  +2.2    +2.8   +3.0  +3.5  +2.8   +2.8
中嶋 隆介(3)   4.78  5.01  4.66   5.01   4.81  3.33  4.67   5.01 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ 山辺中   +1.0  +3.1  +1.0   +3.1   +1.9  +1.5  +2.2   +3.1
牛田 真夢(2)    x   4.61   -    4.61   3.28  4.86   x    4.86 
ｳｼﾀﾞ ﾏﾅﾑ 梓川中   +0.3    +0.3   +3.6  +3.0    +3.0
梨子田 翔真(2)   4.39  4.39  4.34   4.39   4.22  4.30  4.29   4.39 
ﾅｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ 梓川中   +1.6  -1.6  +3.1   -1.6   +2.0  +1.9  +2.1   -1.6
春宮 勇也(3)   4.01  3.90  3.92   4.01    4.01 
ﾊﾙﾐﾔ ﾕｳﾔ 波田中   +2.7  +3.8  +0.3   +2.7    +2.7
芦田 弘誠(2)    x   3.98   -    3.98    3.98 
ｱｼﾀﾞ ｺｳｾｲ 女鳥羽中   +0.5    +0.5    +0.5
内倉 宗潤(2)   3.92  3.42  3.96   3.96    3.96 
ｳﾁｸﾗ ｿｳｼﾞｭﾝ 附属松本中   +2.8  +3.7  +2.8   +2.8    +2.8
清水 悠雅(2)   3.96   x    x    3.96    3.96 
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶﾞ 梓川中   +4.0    +4.0    +4.0
矢島 聡士(3)   3.94   -    -    3.94    3.94 
ﾔｼﾞﾏ ｻﾄｼ 菅野中   +4.0    +4.0    +4.0
塩原 倖太郎(3)    x   3.56   x    3.56    3.56 
ｼｵﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ 丸ﾉ内中   +2.0    +2.0    +2.0
中野 凌伽(2)   3.37  3.37   x    3.37    3.37 
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｶﾞ 鎌田中   +2.3  -0.4    -0.4    -0.4
三木 基弘(3)    - 欠場
ﾐｷ ﾓﾄﾋﾛ 波田中

8  7411

14 3  7034

15 1  6974

12 6  7375

13 12  7201

10 4  7283

11 5  7487

8 2  7378

9 7  7410

6 9  7167

7 11  7373

4 10  7041

5 15  7415

2 13  7346

3 16  7168

記録 備考

1 14  7169

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

中学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



 ３回の
 最高記録

川上 大輝(3)
ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｷ 山辺中
大澤 真叶(3)
ｵｵｻﾜ ﾏｻﾄ 波田中
齊藤 智也(3)
ｻｲﾄｳ ﾄﾓﾔ 波田中
西牧 城(3)
ﾆｼﾏｷ ｼﾞｮｳ 清水中
中村 賢将(3)
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｽｹ 梓川中
髙橋 勇翔(2)
ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 開成中
武田 マカナ(3)
ﾀｹﾀﾞ ﾏｶﾅ 丸ﾉ内中
米久保 光希(3)
ﾖﾈｸﾎﾞ ﾐﾂｷ 波田中
水野 生(3)
ﾐｽﾞﾉ ｲﾌﾞ 清水中
福澤 康生(2)
ﾌｸｻﾞﾜ ｺｳｾｲ 開成中
春宮 洸也(3)
ﾊﾙﾐﾔ ｺｳﾔ 波田中

  6.05    x   6.05   6.05
11 2  7405

  5.75

  6.32   6.42   6.42 

   6.65   6.65 

10 6  7146
  5.95  6.42

9 1  6952
  6.52  6.65  6.60

  7.69   7.69   6.59  6.71  6.58  7.69 

   7.75   7.66  7.67  7.45  7.75 

8 3  7412
  6.33  5.35

7 5  7037
  7.65  7.75  7.38

  7.79   7.79    x   7.98   x   7.98 

   8.02   8.07  8.02  7.81  8.07 

6 10  7147
   x    x

5 7  7348
  7.90  8.02  7.72

  8.57   8.57    x   7.46  7.56  8.57 

   8.72   8.48  8.71  8.58  8.72 

4 4  6951
  7.83   x

3 8  7407
  8.72  8.43  8.47

  8.82   8.82   8.32  8.83  8.98  8.98 

   8.89   8.36  8.68  9.33  9.33 

記録

2 11  7408
  8.26  8.31

1 9  7156
  8.60

-1-

  8.89

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

  8.56

-2- 備考

中学男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 +1.9

 1 塩野入 信栄     11.52 Q  1 安藤 直哉     11.04 Q
ｼｵﾉｲﾘ ｼﾝｴｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 2 青木 大知(3)     11.66  2 小野澤 達也(4)     11.32 q
ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ 松本美須々ヶ丘 ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 松本大

 3 権田 将拓(3)     12.00  3 輪湖 幸太(3)     11.34 q
ｺﾞﾝﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 松本蟻ヶ崎高 ﾜｺ ｺｳﾀ 松本美須々ヶ丘

 4 宮下 陽平(3)     12.07  4 市川 拓也(4)     11.36 
ﾐﾔｼﾀ ﾖｳﾍｲ 田川高 ｲﾁｶﾜ ﾀｸﾔ 信州大

 5 丸山 拓海(1)     12.22  5 高木 秀昭     12.25 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ 松本国際高 ﾀｶｷﾞﾋﾃﾞｱｷ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

 6 杏 朋樹(1)     12.80  6 中根 颯亮(2)     12.27 
ｶﾗﾓﾓ ﾄﾓｷ 梓川高 ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ 松本県ヶ丘高

 7 惣洞 侑大     13.91  7 小林 尚矢(2)     12.67 
ｿｳﾎﾞﾗ ﾕｳﾀ 京ｾﾗ長野 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 松本国際高
神田 来夢(3)  8 堺 信一     13.68 
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 松商学園高 ｻｶｲ ｼﾝｲﾁ 松本市民

[ 3組] 風速 +2.6 [ 4組] 風速 +0.4

 1 穗苅 康人(3)     11.04 Q  1 内山 幹雄     11.17 Q
ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 松商学園高 ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 2 村石 稜(1)     11.44  2 今西 康太(2)     11.37 
ﾑﾗｲｼ ﾘｮｳ 松本県ヶ丘高 ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 松商学園高

 3 中村 太郎(2)     11.60  3 長谷川 渡(2)     11.59 
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ 松本深志高 ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎高

 4 中山 晃希(2)     11.69  4 河上 侃太(2)     11.98 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ 松本美須々ヶ丘 ｶﾜｶﾐ ｶﾝﾀ 松本深志高

 5 小林 健斗(2)     11.85  5 小林 匠己     12.05 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ 松本蟻ヶ崎高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ ﾄﾐﾀｱｽﾘｰﾂ

 6 河合 輝(2)     11.93  6 青柳 寛司(2)     12.93 
ｶﾜｲ ｱｷﾗ 松本秀峰高 ｱｵﾔｷﾞ ｶﾝｼﾞ 田川高
小松 誠 成澤 稜(2)
ｺﾏﾂ ﾏｺﾄ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松本大
本田 翔哉(3) 矢花 涼平(1)
ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾔ 田川高 ﾔﾊﾞﾅ ﾘｮｳﾍｲ 松本国際高

[ 5組] 風速 +1.0

 1 小池 孝憲(3)     11.01 Q
ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ 松商学園高

 2 佐藤 賢一     11.05 q
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 3 上條  肇(3)     11.49 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊｼﾞﾒ 松本美須々ヶ丘

 4 三澤 弘季(3)     11.83 
ﾐｻﾜ ﾋﾛｷ 松本県ヶ丘高

 5 中村 勇太(2)     12.38 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 松本蟻ヶ崎高
渡邊 駿(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 田川高
田中 滉人(2)
ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ 松本国際高

風速 +2.3

 1 佐藤 賢一     10.89 
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 小池 孝憲(3)     10.98 
ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ 松商学園高

 3 安藤 直哉     11.06 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 4 内山 幹雄     11.10 
ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 5 輪湖 幸太(3)     11.24 
ﾜｺ ｺｳﾀ 松本美須々ヶ丘

 6 小野澤 達也(4)     11.29 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 松本大

 7 塩野入 信栄     11.38 
ｼｵﾉｲﾘ ｼﾝｴｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
穗苅 康人(3)
ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 松商学園高 棄権

9  9008

5  2462

2  2343

3  9045

6  9005

4  9009

8  9012

7  2464

7  2526
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  2371

6  2181
欠場

3  2346

4  2275

8  2464

2  9012

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  9035
欠場

3  3145
欠場

9  9011

7  2183

4  2370

5  2225

欠場

氏  名 所属名 記録／備考
8  9009

6  2478

4  9003
欠場

9  2179

2  2373

7  2971

3  2221

6  2324

ﾚｰﾝ No.
8  2462

5  2311

4  9048

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

8  2279

5  2527

3  9024

7  9014

6  9045

2  2343

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
9  9005

3  9013

6  2497

2  3147

7  2152

4  2368

5  2180

9  2345

男子

100m

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／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
8  9008



[ 1組] [ 2組]

 1 花形 駿介(2)     51.39 Q  1 一志 瑠衣斗(2)     52.02 Q
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 松本大 ｲｯｼ ﾙｲﾄ 松本国際高

 2 丸山 玲央(4)     52.23 Q  2 横澤 秀飛(2)     53.05 Q
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松本大 ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾄ 松本深志高

 3 佐竹 哲寛(3)     53.15 Q  3 長谷川 渡(2)     53.24 Q
ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ 松商学園高 ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎高

 4 小栗 駿一(2)     57.29  4 小林 亮介(2)     53.58 q
ｵｸﾞﾘ ｼｭﾝｲﾁ 松本美須々ヶ丘 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 松本大

 5 宮下 陽平(3)     59.22  5 丸山 康生(2)     54.83 q
ﾐﾔｼﾀ ﾖｳﾍｲ 田川高 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 松本国際高

 6 惣洞 侑大   1:08.06  6 渡邊 駿(3)     57.99 
ｿｳﾎﾞﾗ ﾕｳﾀ 京ｾﾗ長野 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ 田川高
横山 絢大(3) 本田 翔哉(3)
ﾖｺﾔﾏ ｹﾝﾀ 松本国際高 ﾎﾝﾀﾞ ｼｮｳﾔ 田川高
石曽根 歩(3) 熊谷 悟(1)
ｲｼｿﾞﾈ ｱﾕﾑ 松本国際高 ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ 松本大

柳沢 優生(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 松商学園高

 1 花形 駿介(2)     50.86 
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 松本大

 2 丸山 玲央(4)     51.97 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松本大

 3 佐竹 哲寛(3)     52.77 
ｻﾀｹ ﾃﾂﾋﾛ 松商学園高

 4 一志 瑠衣斗(2)     53.67 
ｲｯｼ ﾙｲﾄ 松本国際高

 5 横澤 秀飛(2)     53.67 
ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾄ 松本深志高

 6 小林 亮介(2)     54.62 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 松本大

 7 長谷川 渡(2)     54.63 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎高

 8 丸山 康生(2)     55.49 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 松本国際高

9  2370

2  9156

5  2232

3  9036

8  2461

6  2515

記録／備考
4  9037

7  9046

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  9038
欠場

6  2475
欠場

8  2181

4  2179
欠場

1  9036

7  9156

9  2232

2  2370

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考
3  2515

7  2509
欠場

9  2512

8  2180

3  9013

5  2461

1  2323

2  9046

男子

400m

予選 通過基準  2組  3着 + 2 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
4  9037



[ 1組] [ 2組]

 1 和田 輝(3)   1:59.11  1 関﨑 暁武(2)   2:06.32 
ﾜﾀﾞ ﾋｶﾙ 松本国際高 ｾｷｻﾞｷ ｱｷﾑ 松本深志高

 2 天児 幹治(3)   2:04.52  2 堀田 雅司(3)   2:07.50 
ｱﾏｺ ｶﾝｼﾞ 松本深志高 ﾎｯﾀ ﾏｻｼ 松本美須々ヶ丘

 3 逢澤 智広   2:08.45  3 小倉 颯太(2)   2:09.09 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 松本市陸協 ｵｸﾞﾗ ｿｳﾀ 松本蟻ヶ崎高

 4 村田 俊(2)   2:15.72  4 斉藤 洸大(2)   2:11.30 
ﾑﾗﾀ ｼｭﾝ 松本深志高 ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ 松商学園高

 5 古畑 充稀(1)   2:17.20  5 元田 希海(1)   2:15.88 
ﾌﾙﾊﾀ ﾐｽﾞｷ 田川高 ﾓﾄﾀﾞ ﾉｿﾞﾐ 松本国際高

 6 伊藤 珠佑(1)   2:21.09  6 瀨戸 優孝(1)   2:22.11 
ｲﾄｳ  ｼｭｳ 梓川高 ｾﾄ ﾕﾀｶ 松本国際高
太田 佳輝(1) 金子 晟也
ｵｵﾀ ﾖｼｷ 松本国際高 ｶﾈｺ ｾｲﾔ 松本自衛隊

   1 和田 輝(3) 松本国際高     1:59.11   1   1
   2 天児 幹治(3) 松本深志高     2:04.52   1   2
   3 関﨑 暁武(2) 松本深志高     2:06.32   2   1
   4 堀田 雅司(3) 松本美須々ヶ丘     2:07.50   2   2
   5 逢澤 智広 松本市陸協     2:08.45   1   3
   6 小倉 颯太(2) 松本蟻ヶ崎高     2:09.09   2   3
   7 斉藤 洸大(2) 松商学園高     2:11.30   2   4
   8 村田 俊(2) 松本深志高     2:15.72   1   4
   9 元田 希海(1) 松本国際高     2:15.88   2   5
  10 古畑 充稀(1) 田川高     2:17.20   1   5
  11 伊藤 珠佑(1) 梓川高     2:21.09   1   6
  12 瀨戸 優孝(1) 松本国際高     2:22.11   2   6

 9016
 2372

 2158
 3143

 2481
 2224
 3148
 2185

組 順位
 2511
 2249
 2227
 2342

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

5  9022
欠場

4  3146
欠場

6  3148

8  3143

2  2372

4  2481

所属名 記録／備考
7  2227

3  2342

No. 氏  名

8  9016

2  2511

5  2224

3  2185

6  2158

男子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 順所属名 記録／備考 ﾚｰﾝ

7  2249



 1 降籏 一誓(3)  15:57.86 
ﾌﾘﾊﾀ ｲｯｾｲ 松商学園高

 2 塩原 大  15:57.95 
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲ 松本市陸協

 3 関 喜明  16:34.04 
ｾｷ ﾖｼｱｷ 松本市陸協

 4 百瀬 永吉  16:52.29 
ﾓﾓｾ ﾅｶﾞﾖｼ 松本市陸協

 5 古澤 彰大(2)  17:14.91 
ﾌﾙｻﾜ ｱｷﾋﾛ 松本国際高

 6 清水 慎也  17:20.50 
ｼﾐｽﾞ ｼﾝﾔ 松本市陸協

 7 廣瀬 貴志(2)  17:38.52 
ﾋﾛｾ ﾀｶｼ 松本深志高

 8 松原 功我(2)  17:55.84 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｶﾞ 松本国際高

 9 上條 春翔(2)  18:58.97 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾊﾙﾄ 松本国際高

10 山本 昌希  19:21.05 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本市陸協

11 佐藤 真治(2)  19:21.06 
ｻﾄｳ ｼﾝｼﾞ 松本国際高
山田 翔大(2)
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ 松商学園高

9  2516

3  2486
欠場

7  2522

12  9019

2  2223

5  2517

11  2521

8  9020

6  9021

10  9017

1  2474

4  9018

男子

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



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）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 松商学園高(A)  2464 小池 孝憲(3)     40.95 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳA ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ 県高校新
 2495 中嶋 謙(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ
 2498 西村 陽杜(3)

ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ
 2496 柳沢 直生(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵ
 2   5 松本国際高(A)  2506 竹内 貴史(3)     43.50 

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲA ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ
 2515 一志 瑠衣斗(2)

ｲｯｼ ﾙｲﾄ
 3147 丸山 拓海(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ
 2524 中島 大智(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ
 3   6 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  9005 安藤 直哉     44.60 

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ
 9009 内山 幹雄

ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ
 9008 塩野入 信栄

ｼｵﾉｲﾘ ｼﾝｴｲ
 9010 宮澤 憲二

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ
 4   3 松本県ヶ丘高  2275 三澤 弘季(3)     46.05 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ﾐｻﾜ ﾋﾛｷ
 2279 中根 颯亮(2)

ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ
 2277 高田 幸之介(2)

ﾀｶﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ
 2280 城山 達也(3)

ｼﾛﾔﾏ ﾀﾂﾔ
 5   7 松本国際高(B)  3142 宮島 隆輔(3)     46.60 

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲB ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ
 2526 田中 滉人(2)

ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ
 3145 矢花 涼平(1)

ﾔﾊﾞﾅ ﾘｮｳﾍｲ
 9156 丸山 康生(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ
 6   2 田川高  2181 渡邊 駿(3)     48.39 

ﾀｶﾞﾜｺｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｭﾝ
 2190 倉澤 一熙(2)

ｸﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ
 2183 青柳 寛司(2)

ｱｵﾔｷﾞ ｶﾝｼﾞ
 2180 宮下 陽平(3)

ﾐﾔｼﾀ ﾖｳﾍｲ
  4 松商学園高(B)

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳB 欠場

男子

4×100m

決勝



丸山 拓哉(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 松本大
松澤 和也(3)
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 松本大
高田 幸之介(2)
ﾀｶﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ 松本県ヶ丘高
都筑 悠佑(3)
ﾂﾂﾞｸ ﾕｳｽｹ 松本深志高
宮入 太優(3)
ﾐﾔｲﾘ ﾀｲﾕｳ 松本国際高
榎本 崚冴(3)
ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳｺﾞ 信州大
片瀬 賢斗(1)
ｶﾀｾ ｹﾝﾄ 松本県ヶ丘高
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走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



 ３回の
 最高記録

小野澤 達也(4)    -   6.66   x    6.66   6.70  6.78   x    6.78 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾀﾂﾔ 松本大   +0.6    +0.6   +2.0  +0.2    +0.2
山本 祐己(2)   6.63  6.68  6.67   6.68    x    x    x    6.68 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 松商学園高   +1.6  +0.2  +1.6   +0.2    +0.2
村瀬 直希(4)    x    x   5.97   5.97   6.41  6.28  6.68   6.68 
ﾑﾗｾ ﾅｵｷ 松本大   -1.3   -1.3   -0.7  -0.1  +0.5   +0.5
武井 孝史朗(2)   6.05  6.08   x    6.08    x   6.14  6.10   6.14 
ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ 松商学園高   +4.8  +0.1    +0.1   +0.3  +0.6   +0.3
城山 達也(3)   6.04  6.03  5.82   6.04   5.89  5.70  5.93   6.04 
ｼﾛﾔﾏ ﾀﾂﾔ 松本県ヶ丘高   +3.7  +2.1  -0.9   +3.7   +2.1  -2.8  +0.2   +3.7
奥原 隼太    x    x   6.01   6.01   5.95   x    x    6.01 
ｵｸﾊﾗ ｼｭﾝﾀ with   -1.3   -1.3   -1.2    -1.3
篠原 洸樹(2)   5.98  5.79  5.84   5.98   5.89  5.88  5.98   5.98 
ｼﾉﾊﾗ ｺｳｷ 松商学園高   +0.6  +1.8  +2.5   +0.6   +2.1  +1.5  +0.4   +0.4
宮島 隆輔(3)   2.67   x   5.98   5.98    x    x    x    5.98 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ 松本国際高   -0.7   +1.4   +1.4    +1.4
佐々木 量紀(2)   5.89  5.92   x    5.92    5.92 
ｻｻｷ ﾄﾓﾉﾘ 信大医陸   -0.7  +2.7    +2.7    +2.7
矢ヶ崎 至門(3)   5.85   -    x    5.85    5.85 
ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ 松商学園高   -2.6  -1.5    -2.6    -2.6
長野 慎(2)   5.81  3.51   x    5.81    5.81 
ﾅｶﾞﾉ ｼﾝ 松本深志高   -0.6  +2.1    -0.6    -0.6
佐藤 賢一    -    -   5.80   5.80    5.80 
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   -0.5   -0.5    -0.5
草間 拓海(2)    x   5.69  5.65   5.69    5.69 
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 信州大   +1.4  -0.5   +1.4    +1.4
宮澤 憲二   5.48  5.65  5.50   5.65    5.65 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +1.7  +2.8  -0.2   +2.8    +2.8
中根 颯亮(2)    x   5.60   x    5.60    5.60 
ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ 松本県ヶ丘高   +2.8    +2.8    +2.8
鳥羽 亮太(1)   5.33  4.19  4.11   5.33    5.33 
ﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 松本県ヶ丘高   +2.0  +3.0  +0.8   +2.0    +2.0
中山 晃希(2)   5.08  5.31  5.08   5.31    5.31 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ 松本美須々ヶ丘   -0.4  +1.7  +0.5   +1.7    +1.7
山本 将裕(3)    x    x    x     x 記録なし
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻﾋﾛ 松本深志高   -1.5
平野 雄大(3) 欠場
ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 梓川高
上條 健 欠場
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
高木 秀昭 欠場
ﾀｶｷﾞﾋﾃﾞｱｷ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

3  9006

5  9014

14  2252

2  2165

16 9  2310

17 1  2324

14 7  9010

15 6  2279

12 21  9012

13 10  9026

10 13  2463

11 4  2222

8 19  3142

9 8  9031

6 11  9001

7 12  2483

4 17  2479

5 15  2280

2 18  2477

3 16  9032

記録 備考

1 20  9045

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

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



 ３回の
 最高記録

平野 雄大(3)
ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀﾞｲ 梓川高
穗苅 康人(3)
ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 松商学園高
福元 聖矢(4)
ﾌｸﾓﾄ ｾｲﾔ 信州大
城山 達也(3)
ｼﾛﾔﾏ ﾀﾂﾔ 松本県ヶ丘高
福田 淳
ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
矢ヶ崎 至門(3)
ﾔｶﾞｻｷ ｼﾓﾝ 松商学園高
水口 拓実(1)
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 田川高
倉澤 一熙(2)
ｸﾗｻﾜ ｶｽﾞｷ 田川高

 20.78  20.78   o   20.78
9 1  2190

   o

   o   26.62    o  27.92   o  27.92 

  29.04    x    o    -  29.04 

8 2  2184
 26.62   o

7 3  2463
 29.04   x    o

   o   30.48    o    x    x  30.48 

  33.80    o    o    o  33.80 

6 4  9004
   o  30.48

5 5  9007
   o    o  33.80

   o   38.07    o    o  38.40 38.40 

  38.17    o  39.95   o  39.95 

4 6  2280
 38.07   o

3 7  9023
   o    x  38.17

 44.50  44.50    x    o    o  44.50 

  47.93    o    o    o  47.93 

記録

2 9  2462
   o    o

1 8  2165
   o

-1-

   o

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

 47.93

-2- 備考

男子

やり投(0.800kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
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