
大会コード 19170003

： ２０１９年４月１３日(土) － １４日(日)
： 県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： 一般財団法人長野陸上競技協会
： (公財)長野県スポーツ協会・長野県教育委員会

長野県高等学校体育連盟・長野県中学校体育連盟
： 松本市教育委員会・信濃毎日新聞社
： 内山 了治
： 玉城 良二(トラック)　 中津 敦喜(スタート)　

内堀 俊彦(跳躍)　 酒井 剛(跳躍)　
小林 至(投てき)　 小林 初美(招集所)　

： 瀧沢 佳生

■この大会で樹立された記録

■グラウンドコンディション
4月13日(土) 4月14日(日)

■失格の略号の説明
不正スタート (R162-7)
他のレーンに入った (R163-3a)
縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b)
ﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で3名以上がレッドカードを出した (R230-7a)
ﾛｽ・ｵﾌﾞ・ｺﾝﾀｸﾄとﾍﾞﾝﾄ･ﾆｰ で3名以上がレッドカードを出した (R230-7a)
リレーでテイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった (R170-7)
()内は区間を表す　 (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走

■フィールド競技における記号の説明
成功・有効試技  (走高跳・棒高跳) パス
失敗・無効試技 試合放棄
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第59回長野県陸上競技春季大会 ｽﾀｰﾄ審判長 中津 敦喜

兼 第74回国民体育大会陸上競技長野県予選会 ﾄﾗｯｸ審判長 玉城 良二
跳躍審判長 酒井 剛/内堀 俊彦

【開催日】 2019年4月13日-14日 投てき審判長 小林 至
【主催団体】 長野陸上競技協会 招集所審判長 小林 初美

決勝記録一覧表 記録主任 瀧沢 佳生

(GR:大会新) 男  子 【競技場】松本平広域公園陸上競技場
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

 4/14 男子  -1.7 川上 真弥 10.92 内堀 直也 11.30 川井 渓太(4) 11.43 成澤 稜(3) 11.47 水島 優(M) 11.51 神津 颯冬(2) 11.54 髙橋 和真(4) 11.54 中山 勇輝(3) 11.60

100m 東  京･iMARe ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 北海道教大 松本大 松本大 佐久長聖高 長野高専 文化学園長野高

 4/13 男子  +0.4 樋口 一馬(3) 21.31 川上 真弥 21.41 岩田 晃 21.71 髙橋 和真(4) 21.95 中村 颯人(3) 22.16 内堀 直也 22.32 篠原 翔(3) 22.36 鴨志田 巽(3) 22.72

200m 法大 東  京･iMARe ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 長野高専 長野工高 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 豊科高 上田高

 4/14 男子 小林 航 49.27 児玉 悠作(1) 49.43 篠原 翔(3) 49.98 髙橋 一輝(4) 50.19 一志 瑠衣斗(3) 51.56 青山 諒成(3) 51.87

400m ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 法大 豊科高 長野高専 松本国際高 松川高

 4/13 男子 髙橋 一輝(4) 1:53.39 二見 優輝(2) 1:53.43 鈴木 風春(3) 1:56.55 林 亮太(3) 1:57.35 白井 雅人(3) 2:00.12 大蔵 泰生(3) 2:00.21 牧田 蒼斗(2) 2:00.35 島田 佳祐(4) 2:01.80

800m 長野高専 諏訪清陵高 信州大 上田高 信州大 木曽青峰高 信州大 長野高専

 4/14 男子 上原 雄大 4:08.35 小林 季生 4:11.64 板東 健志(3) 4:11.84 松野 邦大(4) 4:12.50 島田 佳祐(4) 4:12.84 北野 宏哉(4) 4:13.09 金澤 拓則 4:13.39 丸山 拓真(3) 4:13.39

1500m ｻﾝ工業 ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ 徳  島･信州大 信州大 長野高専 信州大 松本市陸協 長野日大高

 4/13 男子少年B 吉岡 大翔(3) 8:57.03 山川 拓馬(1) 9:00.67 花岡 寿哉(1) 9:15.90 會川 奏太(1) 9:22.67 菅沼 蒼太(1) 9:23.17 田所 夢太郎(3) 9:23.89 益山 颯琉(1) 9:24.42 矢澤 蓮太郎(3) 9:24.83

3000m 川中島中 上伊那農高 上田西高 松商学園高 上伊那農高 富士見中 上田西高 赤穂中

 4/13 男子 牛山 純一 14:47.42 高梨 良介 14:55.64 鳥羽 大地 15:12.16 村澤 智啓 15:12.52 金澤 拓則 15:13.08 矢島 琉聖(2) 15:22.00 羽場 圭汰(2) 15:25.85 坪井 響己(4) 15:28.84

5000m ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ ﾄｰﾊﾂ 安曇野市陸協 長野吉田AC 松本市陸協 東海大諏訪高 上伊那農高 信州大

 4/14 男子  -2.3 吉村 健吾 14.76 三宅 浩生(3) 15.03 小林 周平(2) 15.47 越山 遥斗(3) 15.97 三宅 航平(2) 16.11 岩瀬 巧巳(3) 16.60 北村 剣臣(3) 17.09

110mH(1.067m) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 中京大 城西大 松本工高 信州大 長野高 豊科高

 4/14 男子少年共通  -3.9 飯島 大陽(2) 15.37 宮澤 武流(2) 15.48 漆原 奏哉(1) 16.13 土屋 海斗(1) 16.65 玉城 善多(1) 16.68 森 遼己(1) 16.77 吉田 真輝(2) 17.86

110mH(0.991m) 佐久長聖高 佐久長聖高 佐久長聖高 佐久長聖高 市立長野高 松商学園高 長野工高

 4/13 男子 小林 英和 52.56 小林 航 53.59 児玉 悠作(1) 54.18 熊谷 悟(2) 54.24 清水 泰志 54.30 花形 駿介(3) 55.69 洞澤 光(1) 58.46

400mH(0.914m) ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 法大 松本大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 松本大 松本大

 4/13 男子 割田 雄磨 9:44.02 關 凱人(2) 9:46.66 小松 晃人(3) 9:47.98 小林 琉弥(3) 9:51.30 田中 亮丞(3) 9:57.37 村上 裕雅(3) 9:57.83 征矢 快誠(2) 10:13.86 田中 圭(3) 10:20.59

3000mSC(0.914m) 長野市陸協 信州大 松本大 上田西高 長野日大高 松商学園高 上田西高 長野日大高

 4/13 男子 小林 亮太(3) 21:06.80 清水 海地(3) 21:22.46 塩入 洋弥(3) 22:32.62 高橋 響希(3) 23:19.18 井上 祐希(2) 23:41.92 塩島 和弥(3) 23:42.30 牧島 駿太(2) 24:41.23 矢島 朋幸 24:42.72
5000m競歩 東海大諏訪高 長野日大高 長野工高 上田西高 長野日大高 大町岳陽高 伊那北高 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 4/13 男子 佐久長聖高       42.83 国武大       42.83 長野高専       42.96 信州大       43.02 市立長野高       43.15 上伊那農高       43.28 豊科高       43.42 松商学園高       43.48
4×100m 山口 大貴(2) 竹内 貴史(1) 宮林 祥汰(3) 三澤 駿之介(4) 常田 龍輝(2) 酒井 龍介(3) 橋本 涼(2) 木下 耀仁(2)

神津 颯冬(2) 山浦 貫人(4) 宮澤 陽斗(4) 永田 光央(4) 小山 敦司(2) 有賀 匠吾(2) 原田 翼(2) ﾊﾘｽﾏｲﾙｽﾞ翔馬(3)

佐野 希汐(2) 澁谷 拓見(2) 髙橋 和真(4) 成田 大遥(2) 荒木 涼太(2) 関 雄飛(3) 中島 淳公(2) 柳沢 優生(3)

宮崎 日向(1) 松下 優太(4) 小林 嶺(5) 上田 健太(2) 齊藤 舜太郎(2) 小濱 律(3) 篠原 翔(3) 倉田 歩夢(3)

 4/14 男子 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC     3:18.67 松本大     3:21.45 佐久長聖高     3:22.88 長野高専     3:25.33 諏訪清陵高     3:26.30 上伊那農高     3:28.31 松本国際高     3:33.89
4×400m 岩田 晃 渡部 翔太(2) 古厩 海聖(3) 角田 啓太(2) 中澤 新(3) 酒井 龍介(3) 東 大志(2)

小林 航 熊谷 悟(2) 柏木 優(3) 髙橋 和真(4) 林 泰希(3) 小濱 律(3) 一志 瑠衣斗(3)

清水 泰志 輪湖 勇哉(3) 宮澤 武流(2) 天利 友哉(3) 菊池 樹輝(3) 有賀 匠吾(2) 望月 翼(1)

小林 英和 花形 駿介(3) 宮崎 日向(1) 髙橋 一輝(4) 二見 優輝(2) 登内 和也(3) 五十嵐 脩祐(1)

 4/13 男子 芋川 駿 2.05 片平 大地 1.95 塚田 龍太朗(2) 信州大 1.90 松澤 和也(4) 1.90 赤羽 健一(3) 1.90 榎本 凌冴(4) 1.90

走高跳 長野吉田AC 長野吉田AC 髙田 幸之介(3) 松本県ヶ丘高 松本大 下諏訪向陽高 信州大

林 知彦 eSDesign 大塚 樹也(4)

新潟医福大

 4/14 男子 有賀 玄太(1) 4.20 安部 桂史郎(3) 4.00 深尾 光希(2) 4.00 富田 雅也(2) 3.70 重田 篤希(3) 3.70 河手 祥吾(3) 3.60 西山 星輝(3) 3.40 中島 啓介(3) 3.40

棒高跳 高遠高 原中 松本工高 松本工高 山辺中 高遠高 高遠高 屋代高

 4/13 男子 内山 朋也(3) 7.37(+1.7) 山浦 渓斗(1) 7.26(+1.2) 佐藤 賢一 7.14(+1.2) 日向 一機(M) 6.94(+1.0) 上條 将吾 6.92(-0.1) 小池 哲平(3) 6.81(-0.7) 深沢 友昭(3) 6.81(+1.8) 武井 孝史朗(3) 6.77(+1.0)

走幅跳 筑波大 国武大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 信州大 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 長野吉田高 松本大 松商学園高

 4/14 男子 櫻井 大幹 14.99(+3.3) 佐藤 賢一 14.97(+2.5) 日向 一機(M) 14.71(+2.8) 塚田 奏(2) 13.98(+3.6) 山本 祐己(3) 13.39(+2.4) 天利 友哉(3) 13.26(+3.0) 工藤 健央(4) 13.11(+1.0) 小山 敦司(2) 12.97(+2.6)

三段跳 長野市陸協 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 信州大 長野吉田高 松商学園高 長野高専 信州大 市立長野高

 4/13 男子 松野 太輝 9.79 小林 拓矢 9.48 橋澤 克之 8.54

砲丸投(7.260kg) かもしか倶楽部 FIVETOOL 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

 4/13 男子高校 髙橋 理人(3) 13.10 竹内 恒平(3) 12.50 永田 智哉(2) 12.06 久保川 優士(2) 11.75 小林 浩都(2) 11.72 小林 翔一(3) 11.20 西牧 幸太(2) 10.98 山田 大輝(2) 10.31

砲丸投(6.000kg) 須坂創成高 松本工高 諏訪二葉高 上田東高 市立長野高 須坂創成高 長野商高 飯山高

 4/13 男子少年B 有村 凌空(1) 12.88 梶川 新(3) 9.31 松澤 尚弥(3) 8.26 小林 一成(3) 7.53

砲丸投(5.000kg) 木曽青峰高 山辺中 白馬中 浅間中



第59回長野県陸上競技春季大会 ｽﾀｰﾄ審判長 中津 敦喜

兼 第74回国民体育大会陸上競技長野県予選会 ﾄﾗｯｸ審判長 玉城 良二
跳躍審判長 酒井 剛/内堀 俊彦

【開催日】 2019年4月13日-14日 投てき審判長 小林 至
【主催団体】 長野陸上競技協会 招集所審判長 小林 初美

決勝記録一覧表 記録主任 瀧沢 佳生

(GR:大会新) 男  子 【競技場】松本平広域公園陸上競技場
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

 4/13 男子 大庭 達也 42.45 上原 隆伸 35.31 草間 拓海(3) 31.82 宮澤 利将 30.98 沼田 尚路(3) 29.67 小林 和夫 26.04 小林 拓矢 25.77 橋澤 克之 22.87
円盤投(2.000kg) NTFｸﾗﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 信州大 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 信州大 上伊那郡陸協 FIVETOOL 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

 4/13 男子高校 赤尾 聡良(3) 38.02 岡村 樹優(3) 37.97 竹内 恒平(3) 34.80 小林 翔一(3) 34.33 久保川 優士(2) 34.28 山田 勇里(3) 33.80 青木 友汰(2) 33.06 梨子田 峻(2) 32.69
円盤投(1.750kg) 上田染谷丘高 池田工高 松本工高 須坂創成高 上田東高 梓川高 松本美須々ヶ丘高 飯山高

 4/14 男子 上原 隆伸 44.19 小林 和夫 31.48 上條 健 27.65

ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg) ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 上伊那郡陸協 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 4/14 男子高校 山田 勇里(3) 53.20 石井 優登(3) 43.91 竹前 拓海(3) 39.39 神田 雅翔(2) 37.61 梨子田 峻(2) 33.67 大日方 栄貴(2) 32.14 野口 陽生(3) 31.51 石坂 駿太(2) 31.48

ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 梓川高 GR 長野工高 更級農高 松本国際高 飯山高 長野高専 松本美須々ヶ丘高 更級農高

 4/14 男子 矢ヶ崎 奨 60.83 藤川 想詩(2) 56.78 斉藤 元気 56.30 宮澤 優斗(2) 54.10 小泉 陸人(3) 52.70 友田 利男 52.59 宮沢 颯助(3) 50.65 今井 侑志(4) 50.55

やり投(800g) NTFｸﾗﾌﾞ 信州大 NTFｸﾗﾌﾞ 山梨学大 野沢南高 下伊那郡陸協 野沢北高 長野高専



予選 4月14日 11:50
準決勝 4月14日 14:45
決勝 4月14日 16:05

長野県記録(KR)                  10.15 塚原 直貴                    東海大           2007/09/16  
長野県高校記録(KR)              10.32 塚原 直貴                    東海大三高       2003/07/30  
大会記録(GR)                    10.54 西村 陽杜                    松商学園高       2018        

[ 1組] 風速 -2.2 [ 2組] 風速 -0.4

 1 内堀 直也     11.43 Q  1 川井 渓太(4)     11.30 Q
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｶﾜｲ ｹｲﾀ 北海道教大

 2 安藤 直哉     11.47  2 関口 竣介(3)     11.39 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｾｷｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ 屋代高

 3 小根山 慶汰(2)     11.66  3 松下 優太(4)     11.70 
ｵﾈﾔﾏ ｹｲﾀ 長野俊英高 ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ 国武大

 4 阿部 勇希(3)     11.96  4 古賀 直信(2)     11.89 
ｱﾍﾞ ﾕｳｷ 諏訪実高 ｺｶﾞ ﾅｵﾉﾌﾞ 辰野高

 5 村上 椋一(2)     11.98  5 橋本 涼(2)     11.91 
村上 椋一 下諏訪向陽高 ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 豊科高

 6 吉井 一博     11.98   本多 倖基(M)      
ﾖｼｲ ｶｽﾞﾋﾛ かもしか倶楽部 ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ 信州大

 7 青木 駿哉(3)     12.13   塩野入 信栄      
ｱｵｷ ｼｭﾝﾔ 中野西高 ｼｵﾉｲﾘ ｼﾝｴｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

  武井 孝史朗(3)        中島 淳公(2)      
ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ 松商学園高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 豊科高

  浦野 快生(2)        萩 亜斗夢      
ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ 伊那北高 ﾊｷ ﾞｱﾄﾑ しんすぷりんと

[ 3組] 風速 +0.3 [ 4組] 風速 +0.1

 1 成澤 稜(3)     11.15 Q  1 樋口 一馬(3)     10.93 Q
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松本大 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 法大

 2 中澤 新(3)     11.36 q  2 中山 勇輝(3)     11.26 q
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 諏訪清陵高 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 文化学園長野高

 3 藤島 大翔(3)     11.66  3 鴨志田 巽(3)     11.44 
ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ 上田染谷丘高 ｶﾓｼﾀﾞ ﾀﾂﾐ 上田高

 4 樋口 創太(1)     11.81  4 河野 統徳(1)     11.57 
ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ 佐久長聖高 ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 東海大諏訪高

 5 成田 大遥(2)     11.86  5 ﾊﾘｽ ﾏｲﾙｽﾞ 翔馬(3     11.61 
ﾅﾘﾀ ﾀｲﾖｳ 信州大 ﾊﾘｽﾏｲﾙｽﾞｼｮｳﾏ 松商学園高

 6 伊東 拓海(1)     12.02  6 伊藤 司騎(1)     11.67 
ｲﾄ ｳﾀｸﾐ 長野日大高 ｲﾄｳ ｼｷ 佐久長聖高

 7 柳沢 貴之     12.43  7 山口 大貴(2)     11.70 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 佐久長聖高

  永田 光央(4)       8 小林 光輝(3)     11.71 
ﾅｶﾞﾀ ﾐﾂｵ 信州大 ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 松川高

  荻原 凌我(3)       9 辻浦 知主(1)     11.95 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾘｮｳｶﾞ 赤穂高 ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 小諸高

[ 5組] 風速 +1.0 [ 6組] 風速 -0.1

 1 岩田 晃     11.15 Q  1 三澤 駿之介(4)     11.26 Q
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大

 2 岩瀬 巧巳(3)     11.46  2 與川 夢翔(3)     11.38 
ｲﾜｾ ﾀｸﾐ 長野高 ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ 上田西高

 3 高橋 江成(3)     11.48  3 市川 凛太朗(4)     11.39 
ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 飯山高 ｲﾁｶﾜ ﾘﾝﾀﾛｳ 城西大

 4 三嶋 蒼生(3)     11.82  4 有賀 匠吾(2)     11.61 
ﾐｼﾏ ｱｵｲ 下伊那農高 ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 上伊那農高

 5 中沢 一晴(1)     11.89  5 酒井 龍介(3)     11.68 
ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾊﾙ 佐久長聖高 ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 上伊那農高

 6 春日 伊吹(2)     11.90  6 丸岡 精二     12.01 
ｶｽｶﾞ ｲﾌﾞｷ 飯山高 ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 7 竹内 貴史(1)     11.91  7 河上 侃太(3)     12.03 
ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ 国武大 ｶﾜｶﾐ ｶﾝﾀ 松本深志高

  松澤 和也(4)        今西 康太(3)      
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 松本大 ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 松商学園高

  中島 大智(3)        篠澤 蒼平(3)      
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 松本国際高 ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 佐久長聖高DNS DNS
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[ 7組] 風速 -1.1 [ 8組] 風速 +1.4

 1 宮下 翼(1)     11.31 Q  1 川上 真弥 東  京     10.76 Q
ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 信州大 ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾔ iMARe

 2 神津 颯冬(2)     11.32 q  2 原 泰三(3)     11.29 q
ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ 佐久長聖高 ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小諸高

 3 落合 華七斗(3)     11.40  3 矢口 紘人(2)     11.45 
ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 堀金中 ﾔｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ 松本深志高

 4 山田 大輝     11.62  4 遠山 龍之介(2)     11.47 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ しんすぷりんと ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 東海大諏訪高

 5 佐藤 裕樹(3)     11.76  5 原 大樹(3)     11.48 
ｻﾄｳ ﾕｳｷ 信州大 ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ 木曽青峰高

 6 山口 大輝(2)     11.82  6 青木 大知     12.08 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 諏訪二葉高 ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ ﾄﾐﾀｱｽﾘｰﾂ

 7 原田 翼(2)     11.91   原 惇也(2)      
ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 豊科高 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 佐久長聖高

 8 水野 大地(3)     12.23   内山 幹雄      
ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ 長野東部中 ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

  山浦 貫人(4)        小澤 宗尭(2)      
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 国武大 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 赤穂高

[ 9組] 風速 -1.5 [ 10組] 風速 +1.7

 1 松井 一陽     11.25 Q  1 髙橋 和真(4)     11.09 Q
ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ eSDesign ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 長野高専

 2 水島 優(M)     11.36 q  2 松岡 龍哉(3)     11.24 q
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松本大 ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾔ 屋代高

 3 齊藤 舜太郎(2)     11.41  3 佐藤 大樹(3)     11.45 
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀﾛｳ 市立長野高 ｻﾄｳ ﾋﾛｷ 須坂創成高

 4 加賀見 一輝     11.48  4 小林 嶺(5)     11.51 
ｶｶﾞﾐ ｲｯｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 長野高専

 5 今井 頼人(1)     11.67  5 今井 知樹     11.59 
ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 東海大諏訪高 ｲﾏｲ ﾄﾓｷ 長野高専AC

 6 市川 凌大(1)     11.67  6 中畑 恭介     12.41 
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ 東海大諏訪高 ﾅｶﾊﾀ ｷｮｳｽｹ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 7 倉田 歩夢(3)     11.71   原山 泰成(3)      
ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 松商学園高 ﾊﾗﾔﾏ ﾀｲｾｲ 長野工高

 8 曽根 康太(1)     11.77   佐野 希汐(2)      
ｿﾈ ｺｳﾀ 市立長野高 ｻﾉ ｷｾｷ 佐久長聖高

  大月 洸典(3)      
ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 豊科高

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -2.3

 1 川上 真弥 東  京     10.90 Q  1 内堀 直也     11.37 Q
ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾔ iMARe ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 成澤 稜(3)     11.27 Q  2 髙橋 和真(4)     11.39 Q
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松本大 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 長野高専

 3 川井 渓太(4)     11.36 Q  3 神津 颯冬(2)     11.46 Q
ｶﾜｲ ｹｲﾀ 北海道教大 ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ 佐久長聖高

 4 中山 勇輝(3)     11.46 q  4 水島 優(M)     11.48 q
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 文化学園長野高 ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松本大

 5 中澤 新(3)     11.51  5 松井 一陽     11.56 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 諏訪清陵高 ﾏﾂｲ ｶｽﾞｱｷ eSDesign

 6 宮下 翼(1)     11.55   三澤 駿之介(4)      
ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ 信州大 ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大

 7 原 泰三(3)     11.58   樋口 一馬(3)      
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小諸高 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 法大

  岩田 晃        松岡 龍哉(3)      
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾔ 屋代高

風速 -1.7

 1 川上 真弥 東  京     10.92  5 水島 優(M)     11.51 
ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾔ iMARe ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ 松本大

 2 内堀 直也     11.30  6 神津 颯冬(2)     11.54 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ 佐久長聖高

 3 川井 渓太(4)     11.43  7 髙橋 和真(4)     11.54 
ｶﾜｲ ｹｲﾀ 北海道教大 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 長野高専

 4 成澤 稜(3)     11.47  8 中山 勇輝(3)     11.60 
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松本大 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 文化学園長野高

5  9081

3  9080

6  9166

2  2722

 91779

8  2803

7  9003

4  9047

氏  名 所属名 記録／備考

DNS
2  1707 7  9176

DNS
5

DNS DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ No.

 9039 9  1449

8  9100 6  9106

7  9177 2  2803

9  2722 3  9080

3   115 4  9182

4  9081 5  9166

準決勝

6  9003 8  9047
順 ﾚｰﾝ No.

4    42 9  9033

No. 氏  名 所属名 記録／備考

通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

DNS
8  2539

DNS

3   870 8  2805
DNS

7  9055 2  9163

2    44 7  9167

9  2476 4  1173

1  9182 6  9166

5   864 3   963

6  9080 5  1449

No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS DNS

 9034
DNS

DNS
9   477

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

9  5496 5

8  9059

3  9104 4  1967

4  2548 1  2813

2  2606 7  9037

6  9020 6    48

1  8755 2  2228

7  2803 3  1707

所属名 記録／備考
5  9100 8  9003

氏  名ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

男子

100m

順

記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 4月13日 11:55
決勝 4月13日 16:00

長野県記録(KR)                  20.35 塚原 直貴                    東海大           2006/05/24  
長野県高校記録(KR)              20.93 塚原 直貴                    東海大三高       2003/07/12  
大会記録(GR)                    20.94 原 翔太                      ｽｽﾞｷ浜松AC       2017        

[ 1組] 風速 +0.0 [ 2組] 風速 +0.0

 1 中村 颯人(3)     22.17 q  1 髙橋 和真(4)     21.98 q
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 長野工高 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 長野高専

 2 鴨志田 巽(3)     22.38 q  2 越山 遥斗(3)     22.45 
ｶﾓｼﾀﾞ ﾀﾂﾐ 上田高 ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 松本工高

 3 三澤 駿之介(4)     22.71  3 中山 勇輝(3)     23.03 
ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｷ 文化学園長野高

 4 倉田 歩夢(3)     22.84  4 横山 弥晏(2)     23.05 
ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 松商学園高 ﾖｺﾔﾏ ﾐﾊﾙ 長野工高

 5 中澤 新(3)     23.24  5 佐藤 裕樹(3)     23.40 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ 諏訪清陵高 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 信州大

 6 酒井 龍介(3)     23.30  6 曽根 康太(1)     23.53 
ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ 上伊那農高 ｿﾈ ｺｳﾀ 市立長野高

 7 仲村渠 海都(3)     23.66  7 中島 淳公(2)     23.63 
ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ 赤穂高 ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ 豊科高

  肥後 琉之介(1)       8 小澤 宗尭(2)     23.75 
ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖高 ｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 赤穂高

  佐野 希汐(2)       9 山田 海斗(2)     24.14 
ｻﾉ ｷｾｷ 佐久長聖高 ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ 伊那弥生ヶ丘高

[ 3組] 風速 +0.2 [ 4組] 風速 -0.8

 1 小坂 晃大(3)     22.52  1 篠原 翔(3)     22.36 q
ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 東海大諏訪高 ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科高

 2 松岡 龍哉(3)     22.55  2 丸岡 精二     23.22 
ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾔ 屋代高 ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

 3 林 泰希(3)     22.61  3 井上 広章(2)     23.35 
ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 諏訪清陵高 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ 長野日大高

 4 山口 大貴(2)     22.96  4 上田 健太(2)     23.47 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 佐久長聖高 ｳｴﾀﾞ ｹﾝﾀ 信州大

 5 永田 光央(4)     23.20  5 白澤 稜馬(2)     24.06 
ﾅｶﾞﾀ ﾐﾂｵ 信州大 ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ 佐久長聖高

 6 小根山 慶汰(2)     23.43   斉藤 巧(3)      
ｵﾈﾔﾏ ｹｲﾀ 長野俊英高 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ 松本大

 7 小林 光輝(3)     23.75   伊澤 拓人(2)      
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 松川高 ｲｻﾜ ﾀｸﾄ 伊那北高

  今井 知樹        浦野 泰希      
ｲﾏｲ ﾄﾓｷ 長野高専AC ｳﾗﾉ ﾀｲｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

  荻原 凌我(3)        原山 泰成(3)      
ｵｷﾞﾜﾗ ﾘｮｳｶﾞ 赤穂高 ﾊﾗﾔﾏ ﾀｲｾｲ 長野工高

[ 5組] 風速 +0.2 [ 6組] 風速 +0.9

 1 川上 真弥 東  京     21.66 q  1 樋口 一馬(3)     21.31 q
ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾔ iMARe ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 法大

 2 渡辺 丈晴(2)     22.70  2 落合 華七斗(3)     22.65 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ 松本蟻ヶ崎高 ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 堀金中

 3 小濱 律(3)     22.71  3 柏木 優(3)     23.06 
ｺﾊﾏ ﾘﾂ 上伊那農高 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 佐久長聖高

 4 神津 颯冬(2)     22.75  4 古厩 海聖(3)     23.13 
ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ 佐久長聖高 ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 佐久長聖高

 5 唐澤 秀作(3)     23.22  5 山口 大輝(2)     23.71 
ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ 伊那弥生ヶ丘高 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 諏訪二葉高

 6 橋本 涼(2)     23.51   内山 幹雄      
ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ 豊科高 ｳﾁﾔﾏ ﾐｷｵ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 7 青木 駿哉(3)     23.60   成澤 稜(3)      
ｱｵｷ ｼｭﾝﾔ 中野西高 ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ 松本大

  青木 大知        小林 周平(2)      
ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ ﾄﾐﾀｱｽﾘｰﾂ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 城西大

  大月 洸典(3)        今西 康太(3)      
ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ 豊科高 ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 松商学園高

DNS DNS
7  2539 9  2478

DNS DNS

DNS
2  9037 6  9091

DNS
1   929 4  9081

3  2546 2  9034

8   440 7  2606

5  2803 5  2808

4   334 3  2809

6  9167 8  9038
DNS

9  2378 1  8755

DNS DNS
7   481 9  1173

6  9003 8  9176
No. 氏  名

DNS DNS

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

3  9096 6  2812

1   536 7   430

4  3123 2  9082
DNS

9  2843 1  9113

5   117 3  1277

7  2849 5   477

8  1449 5  9058

DNS
9  2805 9   445

2    56 4  2540
No. 氏  名

DNS

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

8   482 2  2547

2   332 4   870

5  1766 6  2434

1   115 8  9104

6  2476 7  1177

3  9106 1  2722

男子

200m

予選 通過基準  7組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
4  1169 3  9166

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



[ 7組] 風速 +0.6

 1 岩田 晃     21.82 q
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 内堀 直也     22.12 q
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 3 宮崎 日向(1)     22.73 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 佐久長聖高

 4 遠山 龍之介(2)     22.74 
ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ 東海大諏訪高

 5 長谷川 渡(3)     22.85 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎高

 6 小林 嶺(5)     23.14 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 長野高専

 7 藤島 大翔(3)     23.41 
ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ 上田染谷丘高

 8 横澤 秀飛(3)     24.26 
ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾄ 松本深志高

  篠澤 蒼平(3)      
ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 佐久長聖高

風速 +0.4

 1 樋口 一馬(3)     21.31 
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ 法大

 2 川上 真弥 東  京     21.41 
ｶﾜｶﾐ ｼﾝﾔ iMARe

 3 岩田 晃     21.71 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 4 髙橋 和真(4)     21.95 
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 長野高専

 5 中村 颯人(3)     22.16 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 長野工高

 6 内堀 直也     22.32 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 7 篠原 翔(3)     22.36 
ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科高

 8 鴨志田 巽(3)     22.72 
ｶﾓｼﾀﾞ ﾀﾂﾐ 上田高

3  2540

2  1766

9  9047

8  1169

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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予選 4月14日 13:25
決勝 4月14日 15:20

長野県記録(KR)                  46.54 宮沢 洋平                    法政大           2008/07/25  
長野県高校記録(KR)              46.98 塚田 英彦                    上田東高         1993/08/02  
大会記録(GR)                    47.55 中野 直哉                    飯田病院         2018        

[ 1組] [ 2組]

 1 髙橋 一輝(4)     50.48 Q  1 児玉 悠作(1)     49.52 Q
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 長野高専 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 法大

 2 横山 弥晏(2)     51.45  2 井上 広章(2)     51.77 
ﾖｺﾔﾏ ﾐﾊﾙ 長野工高 ｲﾉｳｴ ﾋﾛｱｷ 長野日大高

 3 安坂 丈瑠(3)     51.65  3 塚田 響(2)     52.52 
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 開成中 ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 岩村田高

 4 和田 響一(3)     52.47  4 岡田 遥人(1)     53.01 
ﾜﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ 飯山高 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 松本国際高

 5 登内 和也(3)     53.32  5 輪湖 勇哉(3)     53.13 
ﾄﾉｳﾁ ｶｽﾞﾔ 上伊那農高 ﾜｺ ﾕｳﾔ 松本大

  近藤 雅哉       6 田中 駿吉(2)     53.40 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾀﾅｶ ｼｭﾝｷﾁ 長野南高

  伊澤 拓人(2)       7 白澤 稜馬(2)     53.69 
ｲｻﾜ ﾀｸﾄ 伊那北高 ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ 佐久長聖高

  横澤 秀飛(3)       8 丸山 玲央     54.08 
ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾄ 松本深志高 ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 松大AC

  加藤 佑弥(2)        仲村渠 海都(3)      
ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 長野高 ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ 赤穂高

[ 3組] [ 4組]

 1 篠原 翔(3)     49.36 Q  1 小坂 晃大(3)     50.13 Q
ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科高 ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 東海大諏訪高

 2 青山 諒成(3)     50.88 q  2 林 泰希(3)     52.03 
ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 松川高 ﾊﾔｼ ﾀｲｷ 諏訪清陵高

 3 一志 瑠衣斗(3)     50.91 q  3 原 大貴(3)     52.14 
ｲｯｼ ﾙｲﾄ 松本国際高 ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ 伊那弥生ヶ丘高

 4 宮崎 日向(1)     52.58  4 和田 直己(3)     53.92 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 佐久長聖高 ﾜﾀﾞ ﾅｵｷ 木曽青峰高

 5 関 雄飛(3)     52.91  5 井手 翼(3)     54.18 
ｾｷ ﾕｳﾋ 上伊那農高 ｲﾃﾞ ﾂﾊﾞｻ 諏訪清陵高

 6 土屋 舜太朗(3)     53.69  6 髙崎 真地(3)     54.62 
ﾂﾁﾔ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岩村田高 ﾀｶｻｷ ｼﾝｼﾞ 長野高専

  中村 颯人(3)        渡部 翔太(2)      
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 長野工高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 松本大

  内山 晃輔(2)        肥後 琉之介(1)      
ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ 豊科高 ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖高

  内山 力哉(2)        髙島 蒼太(2)      
ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ 城西大 ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ 長野工高

[ 5組] [ 6組]

 1 小林 航     51.60 Q  1 中野 直哉     49.14 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 飯田病院

 2 伊藤 良多     53.20  2 柏木 優(3)     51.12 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ かもしか倶楽部 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 佐久長聖高

 3 原 玲緒(3)     53.74  3 長谷川 渡(3)     52.60 
ﾊﾗ ﾚｵ 諏訪二葉高 ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ 松本蟻ヶ崎高

 4 有賀 匠吾(2)     55.07  4 輪湖 颯(2)     53.18 
ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ 上伊那農高 ﾜｺ ﾊﾔﾄ 梓川中

  浦野 泰希       5 森 紘輔(2)     54.14 
ｳﾗﾉ ﾀｲｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾓﾘ ｺｳｽｹ 上田東高

  中島 啓貴(3)       6 菊池 樹輝(3)     54.62 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 長野工高 ｷｸﾁ ｲﾂｷ 諏訪清陵高

  堀込 碧(3)       7 角崎 雅武(2)     56.30 
ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 小諸高 ｶｸｻﾞｷ ﾏｻﾑ 松本美須々ヶ丘高

  新井 翔壱(3)        古厩 海聖(3)      
ｱﾗｲ ｶｲﾁ 長野商高 ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 佐久長聖高

  北村 隆之介(1)        松本 直大(3)      
ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖高 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 東海大諏訪高

男子
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予選 通過基準  6組  1着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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 1 小林 航     49.27 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 児玉 悠作(1)     49.43 
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 法大

 3 篠原 翔(3)     49.98 
ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 豊科高

 4 髙橋 一輝(4)     50.19 
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 長野高専

 5 一志 瑠衣斗(3)     51.56 
ｲｯｼ ﾙｲﾄ 松本国際高

 6 青山 諒成(3)     51.87 
ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳｾｲ 松川高

  中野 直哉      
ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 飯田病院

  小坂 晃大(3)      
ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 東海大諏訪高

男子
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予選 4月13日 13:40
決勝 4月13日 15:45

長野県記録(KR)                1:45.75 川元 奨                      日本大           2014/05/11  
長野県高校記録(KR)            1:48.46 川元 奨                      北佐久農高       2010/10/24  
大会記録(GR)                  1:52.83 池田 伸                      青学大           1983        

[ 1組] [ 2組]

 1 島田 佳祐(4)   2:01.03 Q  1 鈴木 風春(3)   1:57.29 Q
ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 長野高専 ｽｽﾞｷ ﾌｳｼｭﾝ 信州大

 2 山岸 成(2)   2:02.20  2 土屋 舜太朗(3)   2:01.34 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾅﾙ 長野高 ﾂﾁﾔ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岩村田高

 3 柳澤 光(3)   2:03.23  3 横山 貴弘(2)   2:01.65 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋｶﾙ 岡谷東高 ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 長野商高

 4 和田 直己(3)   2:04.12  4 河西 希隆(2)   2:01.93 
ﾜﾀﾞ ﾅｵｷ 木曽青峰高 ｶｻｲｷ ﾘｭｳ 赤穂高

 5 春日 雄大郎(3)   2:16.61  5 伊藤 珠佑(2)   2:06.35 
ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ 伊那北高 ｲﾄｳ ｼｭｳ 梓川高

  松本 直大(3)       6 落合 涼太(3)   2:07.27 
ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ 東海大諏訪高 ｵﾁｱｲ ﾘｮｳﾀ 飯山高

  佐藤 公一郎(3)       7 手塚 智也(2)   2:07.88 
ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 上田染谷丘高 ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓﾔ 上田西高

  望月 脩真(2)        村岡 拓海(3)      
ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｭｳﾏ 松本深志高 ﾑﾗｵｶ ﾀｸﾐ 長野高専

[ 3組] [ 4組]

 1 牧田 蒼斗(2)   1:58.16 Q  1 林 亮太(3)   1:58.60 Q
ﾏｷﾀ ｱｵﾄ 信州大 ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ 上田高

 2 菊池 樹輝(3)   2:00.35  2 白井 雅人(3)   1:58.89 q
ｷｸﾁ ｲﾂｷ 諏訪清陵高 ｼﾗｲ ﾏｻﾄ 信州大

 3 中村 駿吾(2)   2:00.77  3 内田 飛河(2)   2:00.35 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 信州大 ｳﾁﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 上田西高

 4 岡田 遥人(1)   2:01.23  4 宮脇 祐歩(3)   2:00.80 
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 松本国際高 ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾎ 伊那北高

 5 後沢 大紀(3)   2:01.94  5 関﨑 暁武(3)   2:03.14 
ｺﾞｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 松川高 ｾｷｻﾞｷ ｱｷﾑ 松本深志高

 6 髙橋 優弥(2)   2:01.97  6 正村 圭一郎(3)   2:04.58 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 豊科高 ｼｮｳﾑﾗ ｹｲｲﾁﾛｳ 上田高

 7 竹内 滉一(1)   2:02.75  7 渡辺 諒征(2)   2:05.63 
ﾀｹｳﾁ ｺｳｲﾁ 城西大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｾｲ 市立長野高

 8 藤井 勇気(2)   2:08.29  8 稲生 元希(3)   2:11.92 
ﾌｼﾞｲ ﾕｳｷ 長野西高 ｲﾉｳ ｹﾞﾝｷ 長野吉田高

[ 5組] [ 6組]

 1 二見 優輝(2)   1:57.74 Q  1 髙橋 一輝(4)   1:57.41 Q
ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ 諏訪清陵高 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 長野高専

 2 大蔵 泰生(3)   1:59.38 q  2 小坂 悠太(3)   1:59.46 
ｵｵｸﾗ ﾀｲｾｲ 木曽青峰高 ｺｻｶ ﾕｳﾀ 仁科台中

 3 太田 佳輝(2)   2:03.72  3 降籏 賢人(M)   2:01.24 
ｵｵﾀ ﾖｼｷ 松本国際高 ﾌﾙﾊﾀ ｹﾝﾄ 名大

 4 町田 駿(2)   2:04.61  4 井内 一朗(3)   2:04.77 
ﾏﾁﾀﾞ ｼｭﾝ 野沢南高 ｲｳﾁ ｲﾁﾛｳ 伊那弥生ヶ丘高

 5 小澤 優希(2)   2:05.22  5 松本 啓吾(2)   2:07.49 
ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 岩村田高 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｺﾞ 上田染谷丘高

 6 秋山 智行(1)   2:06.28  6 森 紘輔(2)   2:09.13 
ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 佐久長聖高 ﾓﾘ ｺｳｽｹ 上田東高

 7 北村 隆之介(1)   2:06.28   北澤 俊弥(2)      
ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖高 ｷﾀｻﾞﾜ ﾄｼﾔ 長野日大高

 8 中島 啓貴(3)   2:07.44   古平 颯(2)      
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛｷ 長野工高 ｺﾀﾞｲﾗ ｿｳ 長野日大高

 1 髙橋 一輝(4)   1:53.39 
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 長野高専

 2 二見 優輝(2)   1:53.43 
ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ 諏訪清陵高

 3 鈴木 風春(3)   1:56.55 
ｽｽﾞｷ ﾌｳｼｭﾝ 信州大

 4 林 亮太(3)   1:57.35 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ 上田高

 5 白井 雅人(3)   2:00.12 
ｼﾗｲ ﾏｻﾄ 信州大

 6 大蔵 泰生(3)   2:00.21 
ｵｵｸﾗ ﾀｲｾｲ 木曽青峰高

 7 牧田 蒼斗(2)   2:00.35 
ﾏｷﾀ ｱｵﾄ 信州大

 8 島田 佳祐(4)   2:01.80 
ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 長野高専
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予選 4月14日 12:45
決勝 4月14日 16:20

長野県記録(KR)                3:38.49 佐藤 清治                    佐久長聖高       1999/05/28  
長野県高校記録(KR)            3:38.49 佐藤 清治                    佐久長聖高       1999/05/28  
大会記録(GR)                  3:54.13 上野 裕一郎                  佐久長聖高       2003        

[ 1組] [ 2組]

 1 金澤 拓則   4:17.35 Q  1 板東 健志(3) 徳  島   4:13.17 Q
ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 松本市陸協 ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 信州大

 2 島田 佳祐(4)   4:17.76 Q  2 北野 宏哉(4)   4:13.24 Q
ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 長野高専 ｷﾀﾉ ｺｳﾔ 信州大

 3 小松 晃人(3)   4:18.95  3 花岡 寿哉(1)   4:16.34 q
ｺﾏﾂ ｱｷﾄ 松本大 ﾊﾅｵｶ ﾋｻﾔ 上田西高

 4 會川 奏太(1)   4:20.58  4 宮島 宇明(3)   4:16.73 
ｱｲｶﾜ ｿｳﾀ 松商学園高 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 松川高

 5 征矢 快誠(2)   4:22.27  5 手塚 智也(2)   4:18.50 
ｿﾔ ｶｲｾｲ 上田西高 ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓﾔ 上田西高

 6 成宮 崇人(4)   4:22.87  6 中村 駿吾(2)   4:18.64 
ﾅﾙﾐﾔ ﾀｶﾄ 信州大 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 信州大

 7 池田 俊太(3)   4:23.71  7 鳥羽大地   4:19.39 
ｲｹﾀﾞ ｼｭﾝﾀ 須坂高 ﾄﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ 安曇野市陸協

 8 松尾 悠登(3)   4:26.17  8 松下 純也(3)   4:24.12 
ﾏﾂｵ ﾊﾙﾄ 下諏訪社中 ﾏﾂｼﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 飯田風越高

 9 井内 一朗(3)   4:26.48  9 中川 雄太(2)   4:24.80 
ｲｳﾁ ｲﾁﾛｳ 伊那弥生ヶ丘高 ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ 長野工高

10 薛 哲平(2)   4:26.49 10 薛 信之介(2)   4:25.30 
ｾﾂ ﾃｯﾍﾟｲ 大町岳陽高 ｾﾂ ｼﾝﾉｽｹ 大町岳陽高

11 青木 陽   4:30.22 11 瀧澤 裕之(3)   4:27.52 
ｱｵｷ ｱｷﾗ 塩尻市陸協 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 上田高

12 髙藤 陽樹(3)   4:30.47 12 牧島 涼也(2)   4:36.09 
ﾀｶﾄｳ ﾊﾙｷ 飯山高 ﾏｷｼﾏ ﾘｮｳﾔ 伊那東部中

13 鈴木 陽太(2)   4:30.88   中村 将也(3)      
ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀ 信州大 ﾅｶﾑﾗ ﾏｻﾔ 長野日大高

14 高橋 響希(3)   4:31.01   片桐 悠人(2)      
ﾀｶﾊｼ ﾋﾋﾞｷ 上田西高 ｶﾀｷﾞﾘ ﾕｳﾄ 長野日大高

  依田 健汰(2)        渡辺 優樹      
ﾖﾀﾞ ｹﾝﾀ 上田西高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 塩尻市陸協

  田中 大輝      
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 長野市陸協

[ 3組] [ 4組]

 1 松野 邦大(4)   4:13.82 Q  1 小林 季生   4:13.03 Q
ﾏﾂﾉ ｸﾆﾋﾛ 信州大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ

 2 上原 雄大   4:14.23 Q  2 丸山 拓真(3)   4:13.37 Q
ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ ｻﾝ工業 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ 長野日大高

 3 村上 裕雅(3)   4:15.59 q  3 内田 飛河(2)   4:13.91 q
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶﾞ 松商学園高 ｳﾁﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 上田西高

 4 田所 夢太郎(3)   4:17.97  4 宮脇 祐歩(3)   4:14.11 q
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ 富士見中 ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾎ 伊那北高

 5 塩入 洋弥(3)   4:19.12  5 山岸 成(2)   4:19.37 
ｼｵｲﾘ ﾋﾛﾔ 長野工高 ﾔﾏｷﾞｼ ﾅﾙ 長野高

 6 益山 颯琉(1)   4:21.14  6 関﨑 暁武(3)   4:20.75 
ﾏｽﾔﾏ ﾊﾙ 上田西高 ｾｷｻﾞｷ ｱｷﾑ 松本深志高

 7 小林 琉弥(3)   4:23.24  7 伊藤 珠佑(2)   4:22.79 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ 上田西高 ｲﾄｳ ｼｭｳ 梓川高

 8 廣瀬 貴志(3)   4:25.99  8 武田 寧登(3)   4:26.16 
ﾋﾛｾ ﾀｶｼ 松本深志高 ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ 白馬中

 9 木内 万璃(1)   4:28.82  9 中村 春稀(2)   4:27.31 
ｷｳﾁ ﾊﾞﾝﾘ 諏訪清陵高 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ 上田西高

10 正村 圭一郎(3)   4:29.32 10 柴 尚玖(3)   4:27.73 
ｼｮｳﾑﾗ ｹｲｲﾁﾛｳ 上田高 ｼﾊﾞ ﾅｵﾋｻ 伊那弥生ヶ丘高

11 落合 涼太(3)   4:30.21 11 町田 駿(2)   4:32.38 
ｵﾁｱｲ ﾘｮｳﾀ 飯山高 ﾏﾁﾀﾞ ｼｭﾝ 野沢南高

12 安藤 悠希(3)   4:52.55 12 西澤 佑真(3)   4:42.15 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｷ 飯田風越高 ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 屋代高

  椎名 一郎(2)        白川 友一      
ｼｲﾅ ｲﾁﾛｳ 伊那北高 ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 須坂市陸協

  藤井 太喜(3)        牧田 蒼斗(2)      
ﾌｼﾞｲ ﾀｲｷ 須坂高 ﾏｷﾀ ｱｵﾄ 信州大

  大峡 翔太        白井 雅人(3)      
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 須坂市陸協 ｼﾗｲ ﾏｻﾄ 信州大
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 1 上原 雄大   4:08.35 
ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾀﾞｲ ｻﾝ工業

 2 小林 季生   4:11.64 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ

 3 板東 健志(3) 徳  島   4:11.84 
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 信州大

 4 松野 邦大(4)   4:12.50 
ﾏﾂﾉ ｸﾆﾋﾛ 信州大

 5 島田 佳祐(4)   4:12.84 
ｼﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ 長野高専

 6 北野 宏哉(4)   4:13.09 
ｷﾀﾉ ｺｳﾔ 信州大

 7 金澤 拓則   4:13.39 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 松本市陸協

 8 丸山 拓真(3)   4:13.39 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾏ 長野日大高

 9 宮脇 祐歩(3)   4:15.19 
ﾐﾔﾜｷ ﾕｳﾎ 伊那北高

10 花岡 寿哉(1)   4:17.06 
ﾊﾅｵｶ ﾋｻﾔ 上田西高

11 村上 裕雅(3)   4:17.08 
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶﾞ 松商学園高

12 内田 飛河(2)   4:31.87 
ｳﾁﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 上田西高

決勝 4月13日 16:10

長野県高校記録(KR)            8:05.82 佐藤 悠基                    佐久長聖高       2004/06/05  
長野県中学記録(CR)            8:31.86 永田 慎介                    鉢盛中           2003/10/29  
大会記録(GR)                  8:31.23 髙森 健吾                    佐久長聖高       2011

 1 吉岡 大翔(3)   8:57.03 
ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾄ 川中島中

 2 山川 拓馬(1)   9:00.67 
ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾏ 上伊那農高

 3 花岡 寿哉(1)   9:15.90 
ﾊﾅｵｶ ﾋｻﾔ 上田西高

 4 會川 奏太(1)   9:22.67 
ｱｲｶﾜ ｿｳﾀ 松商学園高

 5 菅沼 蒼太(1)   9:23.17 
ｽｶﾞﾇﾏ ｿｳﾀ 上伊那農高

 6 田所 夢太郎(3)   9:23.89 
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ 富士見中

 7 益山 颯琉(1)   9:24.42 
ﾏｽﾔﾏ ﾊﾙ 上田西高

 8 矢澤 蓮太郎(3)   9:24.83 
ﾔｻﾞﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ 赤穂中

 9 長谷部 直大(3)   9:29.87 
ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ 赤穂中

10 和田 瑛登(3)   9:30.29 
ﾜﾀﾞ ｱｷﾄ 戸倉上山田中

11 新井 虎次郎(3)   9:38.86 
ｱﾗｲ ｺｼﾞﾛｳ 佐久長聖中

12 大場 晴仁(1)   9:38.91 
ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾋﾄ 上伊那農高

13 丸山 辰樹(3)   9:41.63 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｷ 丸ﾉ内中

14 栁澤 直希(1)   9:52.64 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾅｵｷ 上田千曲高

15 宇都宮 崚太(3)   9:53.99 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｮｳﾀ 信大附属松本中

16 武田 寧登(3)  10:02.14 
ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ 白馬中

  武本 祐樹(1)      
ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｷ 松本深志高
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決勝 4月13日 16:25

長野県記録(KR)               13:20.80 大迫 傑                      早大             2013/11/17  
長野県高校記録(KR)           13:45.23 佐藤 悠基                    佐久長聖高       2004/08/05  
大会記録(GR)                 14:14.94 ｼﾞｭﾘｱｽ ｵｸｲｸﾜ                 ｶﾉｳｸﾗﾌﾞ          1995        

 1 牛山 純一  14:47.42   髙藤 陽樹(3)      
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ ﾀｶﾄｳ ﾊﾙｷ 飯山高

 2 高梨 良介  14:55.64   荒井 佑輔      
ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ ｱﾗｲ ﾕｳｽｹ 須坂市陸協

 3 鳥羽 大地  15:12.16   三井 航志(3)      
ﾄﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ 安曇野市陸協 ﾐﾂｲ ｺｳｼ 長野日大高

 4 村澤 智啓  15:12.52   坂東 健志(3) 徳  島      
ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 長野吉田AC ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ 信州大

 5 金澤 拓則  15:13.08 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ 松本市陸協

 6 矢島 琉聖(2)  15:22.00 
ﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ 東海大諏訪高

 7 羽場 圭汰(2)  15:25.85 
ﾊﾊﾞ ｹｲﾀ 上伊那農高

 8 坪井 響己(4)  15:28.84 
ﾂﾎﾞｲ ﾋﾋﾞｷ 信州大

 9 小林 季生  15:31.52 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ

10 依田 健汰(2)  15:33.10 
ﾖﾀﾞ ｹﾝﾀ 上田西高

11 上条 康太  15:41.18 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳﾀ 安曇野市陸協

12 樋口 正晃  15:44.28 
ﾋｸﾞﾁ  ﾏｻﾕｷ 上伊那郡陸協

13 野部 勇貴(4)  15:50.75 
ﾉﾍﾞ ﾕｳｷ 信州大

14 松野 淳司  15:51.06 
ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ 塩尻市陸協

15 青木 学  15:53.26 
ｱｵｷ ﾏﾅﾌﾞ 松本市陸協

16 黒岩 優斗(3)  15:56.81 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ 豊科高

17 三井 悦志(3)  15:59.12 
ﾐﾂｲ ｴﾂｼ 長野日大高

18 鈴木 駿平(2)  16:10.37 
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝﾍﾟｲ 上伊那農高

19 田中 大輝  16:11.23 
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｷ 長野市陸協

20 成宮 崇人(4)  16:12.03 
ﾅﾙﾐﾔ ﾀｶﾄ 信州大

21 北澤 翔馬(3)  16:14.30 
ｷﾀｻﾞﾜ ｼｮｳﾏ 長野吉田高

22 林 大輔(2)  16:14.47 
ﾊﾔｼ ﾀﾞｲｽｹ 信州大

23 松﨑 文哉(3)  16:18.15 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 東海大諏訪高

24 青木 陽  16:19.16 
ｱｵｷ ｱｷﾗ 塩尻市陸協

25 青木 雅史  16:24.07 
ｱｵｷ ﾏｻｼ 長野市陸協

26 安田 圭佑(4)  16:29.84 
ﾔｽﾀﾞ ｹｲｽｹ 信州大

27 宮島 宇明(3)  16:46.67 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀｶｱｷ 松川高

28 小林 史弥(2)  16:49.11 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ 東海大諏訪高

29 山田 陽太郎(4)  17:20.28 
ﾔﾏﾀﾞ ﾖｳﾀﾛｳ 信州大

30 塚原 和人(4)  17:24.72 
ﾂｶﾊﾗ ｶｽﾞﾄ 信州大

31 久保田 祐梨(3)  17:47.74 
ｸﾎﾞﾀ ﾕｳﾘ 上伊那農高

  丸山 航平      
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾍｲ 中野市陸協

  大峡 翔太      
ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 須坂市陸協

  宮入 一海      
ﾐﾔｲﾘ ﾓﾄﾐ 北佐久郡陸協

  山岸 雄気      
ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳｷ 須坂市陸協

  小森 勇志      
ｺﾓﾘ ﾕｳｼ 長野市陸協

ORD No. 氏  名

男子

5000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

DNS
9  1056 36  9145

DNS
8  9159 39  9128

所属名 記録／備考
5  9016 20

11   343

DNS
33  9049 38  1283

DNS
40  9183

7    52

  834

35  9123

13  9017

29  1907

27  9048

34  9089

4  9132

14  9171

28  9051

12  9068

32  1287

26   339

1  2542

31  9114

24  1086

22  9133

23    41

30  9052

6  9170

21   336

2  9094

25   538

16  9107

37  9121

19    50

DNS

3  9153
DNF

17  9147
DNF

10  9178
DNS

15  9146
DNS

18  9169



予選 4月14日 14:15
決勝 4月14日 15:50

長野県記録(KR)                  13.84 太田 和彰                    日本大           2014/05/17  
長野県高校記録(KR)              14.44 早川 恭平                    長野吉田高       2009/08/02  
大会記録(GR)                    14.62 高橋 智男                    飯山市陸協       2001        

[ 1組] 風速 -3.2 [ 2組] 風速 -3.3

 1 三宅 浩生(3)     15.17 Q  1 小林 周平(2)     15.41 Q
ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 中京大 ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 城西大

 2 東山 由輝     15.90 q  2 三宅 航平(2)     15.90 q
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾖｼｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾐﾀｹ ｺｳﾍｲ 信州大

 3 赤羽 健一(3)     16.61  3 上原 優太(2)     16.46 
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 下諏訪向陽高 ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾀ 信州大

 4 澁谷 拓見(2)     16.69  4 青山 真之介(3)     17.13 
ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ 国武大 ｱｵﾔﾏ ｼﾝﾉｽｹ 松代高

 5 太田 貴将(2)     17.12  5 中根 颯亮(3)     17.43 
ｵｵﾀ ﾀｶﾏｻ 大町岳陽高 ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ 松本県ヶ丘高

 6 宮林 祥汰(3)     18.08  6 浅沼 都夫(2)     18.61 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 長野高専 ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ 岩村田高

 7 小島 力(3)     20.31   石田 優音(3)      
ｺｼﾞﾏ ﾘｷ 飯山高 ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 松本工高

  市川 遥葵(2)        星野 青空(2)      
ｲﾁｶﾜ ﾊﾙｷ 松代高 ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖高

[ 3組] 風速 +0.4 [ 4組] 風速 -2.1

 1 岩瀬 巧巳(3)     16.13 Q  1 吉村 健吾     15.00 Q
ｲﾜｾ ﾀｸﾐ 長野高 ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 北村 剣臣(3)     16.28 q  2 越山 遥斗(3)     16.21 q
ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 豊科高 ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 松本工高

 3 小平 桜雅(2)     16.88  3 塚田 龍太朗(2)     16.48 
ｺﾀﾞｲﾗ ｵｳｶﾞ 岡谷南高 ﾂｶﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 信州大

 4 勝山 誠也(3)     17.28  4 相羽 俊輝(4)     16.65 
ｶﾂﾔﾏ ﾏｻﾔ 須坂創成高 ｱｲﾊﾞ ﾄｼｷ 信州大

 5 小山 宗一朗(3)     17.68  5 草間 拓海(3)     17.54 
ｺﾔﾏ ｿｳｲﾁﾛｳ 諏訪実高 ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 信州大

  宮澤 晃大       6 木下 耀仁(2)     18.00 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｷﾋﾛ 中野市陸協 ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ 松商学園高

  清水 泰志       7 逸見 崚輔(2)     18.26 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ 伊那北高

  横山 陽之(4)      
ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾕｷ 信州大

風速 -2.3

 1 吉村 健吾     14.76 
ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 三宅 浩生(3)     15.03 
ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ 中京大

 3 小林 周平(2)     15.47 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 城西大

 4 越山 遥斗(3)     15.97 
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 松本工高

 5 三宅 航平(2)     16.11 
ﾐﾀｹ ｺｳﾍｲ 信州大

 6 岩瀬 巧巳(3)     16.60 
ｲﾜｾ ﾀｸﾐ 長野高

 7 北村 剣臣(3)     17.09 
ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾝ 豊科高

  東山 由輝      
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾖｼｷ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

3  2434

8  9046
DNS

9  9105

4  1127

2  2541

所属名 記録／備考
6  9056

7  9152

5  9091

3  9045 5   427
DNS

4  9098

8    80 2  9118

2  9154 7  2487

7   245 6  9122

 1127 3  9056

5   958 4  9117

3  2049 9  2279

所属名 記録／備考

5   829 2  2432
DNS

ﾚｰﾝ No. 氏  名

DNS

順 ﾚｰﾝ

9  3525 8  1611

2  1420 4  2841

男子

110mH(1.067m)

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
8  9152 3  9091

所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

7  9046 5  9105

所属名 記録／備考

DNS

DNS

DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4  9063 6  1417

6

ﾚｰﾝ No. 氏  名

  166 7  9112

順

6  2541 8  2434

No. 氏  名
9



決勝 4月14日 15:45

長野県高校記録(KR)              14.38 早川 恭平                    長野吉田高       2007/07/07  
長野県中学記録(CR)              14.78 早川 恭平                    裾花中           2006/10/29  
大会記録(GR)                    15.23 早川 恭平                    長野吉田高       2007        

風速 -3.9

 1 飯島 大陽(2)     15.37 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 佐久長聖高

 2 宮澤 武流(2)     15.48 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 佐久長聖高

 3 漆原 奏哉(1)     16.13 
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ 佐久長聖高

 4 土屋 海斗(1)     16.65 
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 佐久長聖高

 5 玉城 善多(1)     16.68 
ﾀﾏｷ ｾﾞﾝﾀ 市立長野高

 6 森 遼己(1)     16.77 
ﾓﾘ ﾊﾙｷ 松商学園高

 7 吉田 真輝(2)     17.86 
ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ 長野工高

男子少年共通

110mH(0.991m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  2845

3  2846

6  2802

8  2842

2  1186

5   871

7  2495



予選 4月13日 12:50

長野県記録(KR)                  49.51 中野 直哉                    早大             2016/06/24  
長野県高校記録(KR)              51.36 小池 佑始                    東海大三高       2002/10/22  
大会記録(GR)                    50.62 中野 直哉                    飯田病院         2018        

[ 1組] [ 2組]

 1 小林 英和     53.78 Q  1 中野 直哉     52.13 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 飯田病院

 2 洞澤 光(1)     55.84 q  2 花形 駿介(3)     54.59 q
ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 松本大 ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 松本大

 3 宮澤 武流(2)     57.48  3 與川 夢翔(3)     56.79 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 佐久長聖高 ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ 上田西高

 4 塚田 千紘(3)     59.75  4 内山 力哉(2)     58.38 
ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ 下諏訪向陽高 ｳﾁﾔﾏ ﾘｷﾔ 城西大

 5 山内 一輝(1)     59.89  5 逸見 崚輔(2)     58.93 
ﾔﾏｳﾁ ｶｽﾞｷ 松本大 ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ 伊那北高

 6 関 雄飛(3)   1:00.07  6 柳沢 優生(3)   1:00.63 
ｾｷ ﾕｳﾋ 上伊那農高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ 松商学園高

 7 新井 翔壱(3)   1:00.50  7 森 拓己(2)   1:01.13 
ｱﾗｲ ｶｲﾁ 長野商高 ﾓﾘ ﾀｸﾐ 松本蟻ヶ崎高

 8 本山 雄大(2)   1:00.93  8 浦野 亜武(2)   1:01.67 
ﾓﾄﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 飯山高 ｳﾗﾉ ｱﾑ 赤穂高

 9 中根 颯亮(3)   1:01.98   加藤 佑弥(2)      
ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ 松本県ヶ丘高 ｶﾄｳ ﾕｳﾔ 長野高

[ 3組] [ 4組]

 1 熊谷 悟(2)     53.43 Q  1 小林 航     53.74 Q
ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ 松本大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 児玉 悠作(1)     54.00 q  2 清水 泰志     54.44 q
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 法大 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 3 中山 晃希(3)     57.24  3 川西 翔太     56.99 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ 松本美須々ヶ丘高 ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ with

 4 内山 晃輔(2)     58.12  4 石川 泰地(3)     57.51 
ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ 豊科高 ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 野沢北高

 5 宮林 祥汰(3)     58.27  5 堀込 碧(3)     58.05 
ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 長野高専 ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 小諸高

 6 塚田 響(2)     59.34  6 山崎 伶弥(2)     58.19 
ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 岩村田高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲﾔ 上田染谷丘高

  髙島 蒼太(2)       7 豊田 利彦   1:00.96 
ﾀｶｼﾏ ｿｳﾀ 長野工高 ﾄﾖﾀﾞ ﾄｼﾋｺ 長野市陸協

  丸山 拓海(2)        熊谷 憲      
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ 松本国際高 ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 1 小林 英和     52.56 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 小林 航     53.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 3 児玉 悠作(1)     54.18 
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 法大

 4 熊谷 悟(2)     54.24 
ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ 松本大

 5 清水 泰志     54.30 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 6 花形 駿介(3)     55.69 
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ 松本大

 7 洞澤 光(1)     58.46 
ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 松本大

  中野 直哉      
ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 飯田病院 DNF

決勝

3  9085

6  9174

8  9045

2  9071

9  9175

4  9073

記録／備考
5  9042

7  9043

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

5  9085 7  9071

男子

400mH(0.914m)

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

順
8  9042 6  9174

4   169 1  9093

1  2842 2  1908

9  9075 8   427

2  1140 9  2380

3   331 3  2475

DNS

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

7   809 4   479

6  9175 9  9045

6  2279 5  3106

8  9073 3  9043
No. 氏  名

9  3525 5  1706

3  1615 6  1851

2  2545 4  1529

5  2324 7  9007

7  3147
DNS DNS

4  1181 8  9172
DNS

2  9031



決勝 4月13日 14:35

長野県記録(KR)                8:48.56 宮入 一海                    北佐久郡陸協     2008/10/03  
長野県高校記録(KR)            8:51.11 山本 嵐                      佐久長聖高       2017/08/02  
大会記録(GR)                  9:05.43 宮入 一海                    北佐久郡陸協     2007        

 1 割田 雄磨   9:44.02 
ﾜﾘﾀ ﾕｳﾏ 長野市陸協

 2 關 凱人(2)   9:46.66 
ｾｷ ｶｲﾄ 信州大

 3 小松 晃人(3)   9:47.98 
ｺﾏﾂ ｱｷﾄ 松本大

 4 小林 琉弥(3)   9:51.30 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾔ 上田西高

 5 田中 亮丞(3)   9:57.37 
ﾀﾅｶ ﾘｮｳｽｹ 長野日大高

 6 村上 裕雅(3)   9:57.83 
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶﾞ 松商学園高

 7 征矢 快誠(2)  10:13.86 
ｿﾔ ｶｲｾｲ 上田西高

 8 田中 圭(3)  10:20.59 
ﾀﾅｶ ｹｲ 長野日大高

 9 二見 拓輝(2)  10:25.79 
ﾌﾀﾐ ﾋﾛｷ 諏訪清陵高

10 上原 海里(3)  10:35.94 
ｳｴﾊﾗ ﾜﾀﾘ 長野日大高

11 橘 昌希(2)  10:59.14 
ﾀﾁﾊﾞﾅ ﾏｻｷ 信州大

  藤井 太喜(3)      
ﾌｼﾞｲ ﾀｲｷ 須坂高

  大塚 創太(2)      
ｵｵﾂｶ ｿｳﾀ 長野日大高

  宮入 一海      
ﾐﾔｲﾘ ﾓﾄﾐ 北佐久郡陸協

  薛 哲平(2)      
ｾﾂ ﾃｯﾍﾟｲ 大町岳陽高

8  9136

男子

3000mSC(0.914m)

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
10  9168

4  9076

6  2786

11  1300

9  2466

12  1906

13  1281

7   119

3  1294

14  9099

2   987

DNS
15  2048

DNS

DNF
1  1280

DNS
5  9178



決勝 4月13日 10:50

長野県記録(KR)               19:03.92 藤澤 勇                      山梨学院大       2009/04/29  
長野県高校記録(KR)           19:45.72 高田 浩二                    松川高           2001/05/27  
大会記録(GR)                 20:26.12 青木 学                      長野市陸協       2015        

 1 小林 亮太(3)  21:06.80 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 東海大諏訪高

 2 清水 海地(3)  21:22.46 
ｼﾐｽﾞ ｶｲﾁ 長野日大高

 3 塩入 洋弥(3)  22:32.62 
ｼｵｲﾘ ﾋﾛﾔ 長野工高

 4 高橋 響希(3)  23:19.18 
ﾀｶﾊｼ ﾋﾋﾞｷ 上田西高

 5 井上 祐希(2)  23:41.92 
ｲﾉｳｴ ﾕｳｷ 長野日大高

 6 塩島 和弥(3)  23:42.30 
ｼｵｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 大町岳陽高

 7 牧島 駿太(2)  24:41.23 
ﾏｷｼﾏ ｼｭﾝﾀ 伊那北高

 8 矢島 朋幸  24:42.72 
ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 9 西條 凌太(3)  26:06.09 
ﾆｼｼﾞｮｳ ﾘｮｳﾀ 南安曇農高

10 武藤 珠樹(2)  26:31.91 
ﾑﾄｳ ﾀﾏｷ 松本工高

11 岩田 晃治(2)  27:15.29 
ｲﾜﾀ ｺｳｼﾞ 下諏訪向陽高

12 飯塚 義博  29:43.79 
ｲｲｽﾞｶ ﾖｼﾋﾛ 伊那AC

13 大和 健  30:11.97 
ﾔﾏﾄ ﾀｹｼ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

14 田代 渉悟(3)  30:30.80 
ﾀｼﾛ ｼｮｳｺﾞ 大町岳陽高

15 山口 雄飛(2)  33:52.21 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾋ 更級農高

  皿井 泰光      
ｻﾗｲ ﾔｽﾐﾂ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

  中村 悠太(3)      
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 長野南高

  川野 晃(2)      
ｶﾜﾉ ﾋｶﾙ 長野工高

  目黒 道裕(3)      
ﾒｸﾞﾛ ﾐﾁﾋﾛ 松川高

DNS
14   537

DNS

DQ (K3)
11  1237

DQ (K2)
9  1182

19  2754

4  9025

17  9156

13  2045

18   154

16  9050

15  2130

12  2407

10   428

8  9057

6  1276

7  2044

3  1172

5  2789

2  1298

男子

5000m競歩

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
1    43



予選 4月13日 10:15
決勝 4月13日 14:25

長野県記録(KR)             40.62                              ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC      2015/09/05  
                                      （高木 佑希・岩田 晃・吉冨 和弥・佐藤 賢一）
長野県高校記録(KR)         40.95                              松商学園高       2018/04/29  
                                      （小池 孝憲・中嶋 謙・西村 陽杜・柳沢 直生）
大会記録(GR)               41.20                              ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC      2016        
                                      （高木 佑希・岩田 晃・内堀 直也・佐藤 賢一）

[ 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 国武大  9062 竹内 貴史(1)     43.39 Q  1   3 松商学園高  2487 木下 耀仁(2)     43.93 Q

ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ
 9059 山浦 貫人(4)  2482 ﾊﾘｽﾏｲﾙｽﾞ翔馬(3)

ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ ﾊﾘｽﾏｲﾙｽﾞｼｮｳﾏ
 9063 澁谷 拓見(2)  2475 柳沢 優生(3)

ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ
 9061 松下 優太(4)  2476 倉田 歩夢(3)

ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ
 2   8 小諸高  2821 篠澤 啓輔(3)     44.10  2   4 赤穂高   477 小澤 宗尭(2)     44.00 

ｺﾓﾛｺｳ ｻｻｻﾞﾜ ｹｲｽｹ ｱｶﾎｺｳ ｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ
 1706 堀込 碧(3)   476 浦野 晃平(2)

ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ ｳﾗﾉ ｺｳﾍｲ
 2823 辻浦 知主(1)   482 仲村渠 海都(3)

ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ
 1707 原 泰三(3)   481 荻原 凌我(3)

ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ ｵｷﾞﾜﾗ ﾘｮｳｶﾞ
 3   2 松本深志高  2225 河上 侃太(3)     45.36  3   8 長野工高  1186 吉田 真輝(2)     44.63 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ｶﾜｶﾐ ｶﾝﾀ ﾅｶﾞﾉｺｳｺｳ ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ
 2228 矢口 紘人(2)  1173 原山 泰成(3)

ﾔｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ ﾊﾗﾔﾏ ﾀｲｾｲ
 2234 野本 駿介(2)  1177 横山 弥晏(2)

ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ ﾖｺﾔﾏ ﾐﾊﾙ
 2232 横澤 秀飛(3)  1169 中村 颯人(3)

ﾖｺｻﾜ ｼｭｳﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ
 4   9 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  9033 中畑 恭介     45.37  4   2 伊那北高   412 北原 大雅(3)     45.06 

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ﾅｶﾊﾀ ｷｮｳｽｹ ｲﾅｷﾀｺｳ ｷﾀﾊﾗ ﾀｲｶﾞ
 9027 安藤 直哉   411 上野 俊瑛(3)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ ｳｴﾉ ｼｭﾝｴｲ
 9029 吉田 幹弘   423 荻原 浩太郎(2)

ﾖｼﾀﾞ ﾓﾄﾋﾛ ｵｷﾞﾊﾗ ｺｳﾀﾛｳ
 9030 金子 司   422 浦野 快生(2)

ｶﾈｺ ﾂｶｻ ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ
    3 諏訪西中  7755 宮﨑 志貴(2)       5   7 岩村田高  1611 浅沼 都夫(2)     45.68 

ｽﾜﾆｼﾁｭｳ ﾐﾔｻﾞｷ ｼｷ DQ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ
 7750 金子 和優(2) R1(1-2)  1609 市ヶ谷 将英(3)

ｶﾈｺ ｶｽﾞﾔ ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ
 7752 小松 裕昭(2)  1616 中澤 颯太(2)

ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ
 7759 宮下 和秀(2)  1615 塚田 響(2)

ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾋﾃﾞ ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ
    7 諏訪東理大  9144 齊藤 功将(2)       6   9 野沢南高  1567 小泉 陸人(3)     46.43 

ｽﾜﾄｳｷｮｳﾘｶﾀﾞｲ ｻｲﾄｳ ﾉﾘﾏｻ DQ ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ
 9141 渡邊 嵩一(2) R1(2-3)  1565 小松 風雅(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶｲﾁ ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ
 9143 和田 雄太(2)  1571 町田 駿(2)

ﾜﾀﾞﾕｳﾀ ﾏﾁﾀﾞ ｼｭﾝ
 9142 梅木 健新(2)  1569 山本 拳心(3)

ｳﾒｷ ｹﾝｼﾝ ﾔﾏﾓ ﾄｹﾝｼﾝ
    5 松代高       7   5 堀金中  8756 上条 勇貴(3)     48.27 

ﾏﾂｼﾛｺｳ DNS ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ
 8759 竹岡 尚輝(2)

ﾀｹｵｶ ﾅｵｷ
 8753 北村 虹太朗(2)

ｷﾀﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ
 8755 落合 華七斗(3)

ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ
    6 南箕輪中  8042 武井 海斗(2)       8   6 三郷中  6717 中谷 息吹(3)     49.70 

ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾀｹｲ ｶｲﾄ DNS ﾐｻﾄﾁｭｳ ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ
 8048 坂口 真麒(3)  6720 柴田 莉生(3)

ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻｷ ｼﾊﾞﾀ ﾘｵ
 8049 伊藤 嶺(2)  6701 塚田 翔太郎(2)

ｲﾄｳ ﾚｲ ﾂｶﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ
 8051 石原 一輝(2)  6721 青木 俊輔(3)

ｲｼﾊﾗ ｲﾂｷ ｱｵｷ ｼｭﾝｽｹ

男子

4×100m

予選 通過基準  6組  1着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 信州大  9106 三澤 駿之介(4)     43.71 Q  1   3 豊科高  2546 橋本 涼(2)     43.68 Q

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ ﾄﾖｼﾅｺｳ ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ
 9096 永田 光央(4)  2548 原田 翼(2)

ﾅｶﾞﾀ ﾐﾂｵ ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ
 9116 成田 大遥(2)  2547 中島 淳公(2)

ﾅﾘﾀ ﾀｲﾖｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ
 9113 上田 健太(2)  2540 篠原 翔(3)

ｳｴﾀﾞ ｹﾝﾀ ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ
 2   6 松本国際高  3147 丸山 拓海(2)     44.15  2   6 屋代高  1452 中島 啓介(3)     44.98 

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ ﾔｼﾛｺｳ ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｽｹ
 2501 五十嵐 脩祐(1)  1449 松岡 龍哉(3)

ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｽｹ ﾏﾂｵｶ ﾘｭｳﾔ
 3142 宮島 隆輔(2)  1455 徳竹 諒真(3)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ ﾄｸﾀｹ ﾘｮｳﾏ
 2515 一志 瑠衣斗(3)  1450 関口 竣介(3)

ｲｯｼ ﾙｲﾄ ｾｷｸﾞﾁ ｼｭﾝｽｹ
 3   5 諏訪清陵高   126 鈴木 千紘(1)     44.51  3   8 小諸東中  4304 山本 赳瑠(2)     45.57 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ
  115 中澤 新(3)  4299 伊藤 壮一郎(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ
  122 渡辺 圭尚(2)  4296 南澤 爽太(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｼｮｳ ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ
  117 林 泰希(3)  4303 佐々木 隆之介(2)

ﾊﾔｼ ﾀｲｷ ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
 4   9 上田染谷丘高  1851 山崎 伶弥(2)     44.87  4   5 大町岳陽高  2046 笠井 敦司(3)     46.54 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲﾔ ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ｶｻｲ ｱﾂｼ
 1846 藤島 大翔(3)  2049 太田 貴将(2)

ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ ｵｵﾀ ﾀｶﾏｻ
 1843 上原 一輝(3)  2052 宇留賀 駿(2)

ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｷ ｳﾙｶﾞ ｼｭﾝ
 1848 深井 成志朗(3)  2056 山田 航也(2)

ﾌｶｲ ｾｲｼﾛｳ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾔ
 5   4 須坂創成高   966 丸山 達己(2)     46.23  5   4 上田高  1774 浜 太智(2)     46.58 

ｽｻﾞｶｿｳｾｲｺｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｷ ｳｴﾀﾞｺｳ ﾊﾏ ﾀｲﾁ
  963 佐藤 大樹(3)  1776 吉田 晃太朗(2)

ｻﾄｳ ﾋﾛｷ ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ
  960 小森 巧巳(3)  1773 小須田 知新(2)

ｺﾓﾘ ﾀｸﾐ ｺｽﾀﾞ ﾁｼﾝ
  958 勝山 誠也(3)  1766 鴨志田 巽(3)

ｶﾂﾔﾏ ﾏｻﾔ ｶﾓｼﾀﾞ ﾀﾂﾐ
    3 松本美須々ヶ丘 2322 菅 光輝(3)          2 松本大  9087 輪湖 勇哉(3)      

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳｺｳ ｽｶﾞ ｺｳｷ DQ ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾜｺ ﾕｳﾔ DQ
 2330 村上 裕太郎(2) R1(2-3)  9080 水島 優(M) R1(2-3)

ﾑﾗｶﾐﾕｳﾀﾛｳ ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 2329 角崎 雅武(2)  9078 松澤 和也(4)

ｶｸｻﾞｷ ﾏｻﾑ ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ
 2324 中山 晃希(3)  9081 成澤 稜(3)

ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
    8 富士見中  7929 矢沢 佑真(3)          7 木曽青峰高  1966 青木 洸也(3)      

ﾌｼﾞﾐﾁｭｳ ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ DQ ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ｱｵｷ ﾋﾛﾔ DQ
 7928 名取 勇人(3) R1(1-2)  1940 大河内 陽人(2) R1(2-3)

ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ ｵｵｺｳﾁ ﾊﾙﾄ
 7925 窪田 翔真(3)  1974 新村 来聖(3)

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ ﾆｲﾑﾗ ｸﾙｽ
 7926 小平 悟(3)  1967 原 大樹(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄﾙ ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ
    7 しんすぷりんと          9 城西大      

ｼﾝｽﾌﾟﾘﾝﾄ DNS ｼﾞｮｳｻｲﾀﾞｲ DNS

男子

4×100m



[ 5組] [ 6組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 佐久長聖高  2843 山口 大貴(2)     42.83 Q  1   2 市立長野高   865 常田 龍輝(2)     43.66 Q

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾄｷﾀ ﾘｭｳｷ
 2803 神津 颯冬(2)   866 小山 敦司(2)

ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ ｺﾔﾏ ｱﾂｼ
 2805 佐野 希汐(2)   867 荒木 涼太(2)

ｻﾉ ｷｾｷ ｱﾗｷ ﾘｮｳﾀ
 2806 宮崎 日向(1)   864 齊藤 舜太郎(2)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀﾛｳ
 2   6 長野高専  3525 宮林 祥汰(3)     43.25 q  2   8 上伊那農高   332 酒井 龍介(3)     43.70 q

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ ｶﾐｲﾅﾉｳｺｳ ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ
 9161 宮澤 陽斗(4)   337 有賀 匠吾(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ
 9166 髙橋 和真(4)   331 関 雄飛(3)

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ ｾｷ ﾕｳﾋ
 9163 小林 嶺(5)   334 小濱 律(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ ｺﾊﾏ ﾘﾂ
 3   8 下諏訪向陽高   156 村上 椋一(2)     44.14  3   7 松本蟻ヶ崎高  2373 小林 健斗(3)     44.59 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｲﾁ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ
  166 赤羽 健一(3)  2370 長谷川 渡(3)

ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ
  169 塚田 千紘(3)  2371 中村 勇太(3)

ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ
  167 大淵 翔也(3)  2378 渡辺 丈晴(2)

ｵｵﾌﾞﾁ ｼｮｳﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ
 4   7 伊那弥生ヶ丘高  445 山田 海斗(2)     44.52  4   5 飯山高   801 今井 夏希(2)     45.40 

ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ ｲｲﾔﾏｺｳ ｲﾏｲ ﾅﾂｷ
  440 唐澤 秀作(3)   805 春日 伊吹(2)

ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ ｶｽｶﾞ ｲﾌﾞｷ
  437 原 大貴(3)   826 西澤 悠生(3)

ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ ﾆｼｻﾞﾜ ﾕｳｷ
  449 三沢 和輝(2)   835 高橋 江成(3)

ﾐｻﾜ ｶｽﾞｷ ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ
 5   5 丘中  6457 関原 暖基(3)     49.15  5   6 高遠高   383 丸山 怜治(3)     46.47 

ｵｶﾁｭｳ ｾｷﾊﾗ ﾊﾙｷ ﾀｶﾄｵｺｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｼﾞ
 6456 上條 瑞季(3)   371 有賀 玄太(1)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ
 6463 上條 輝太(2)   387 北原 香音(2)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳﾀ ｷﾀﾊﾗ ｶﾉﾝ
 6459 矢花 彰吾(2)   382 西山 星輝(3)

ﾔﾊﾞﾅ ｼｮｳｺﾞ ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｷ
 6   3 伊那東部中  8121 樋口 シンジ(3)     53.61  6   3 春富中  8163 荻原 諒太     47.62 

ｲﾅﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾋｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ ﾊﾙﾄﾐﾁｭｳ ｵｷﾞﾜﾗ  ﾘｮｳﾀ
 8126 伊藤 聖覧(3)  8168 酒井 洸一

ｲﾄｳ ｾｲﾗﾝ ｻｶｲ  ｺｳｲﾁ
 8131 土屋 颯太(2)  8166 伊藤 優作

ﾂﾁﾔ ｿｳﾀ ｲﾄｳ  ﾕｳｻｸ
 8129 伊藤 史(3)  8171 下平 真吾

ｲﾄｳ ﾁｶ ｼﾓﾀﾞｲﾗ  ｼﾝｺﾞ
    9 長野商高  1141 尾身 健人(3)          4 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC      

ﾅｶﾞﾉｼｮｳｺｳ ｵﾐ ｹﾝﾄ DQ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC DNS
 1140 新井 翔壱(3) R1(3-4)

ｱﾗｲ ｶｲﾁ
 1150 傳田 季風(2)

ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾄｷｶｾﾞ
 1148 佐藤 柊(2)

ｻﾄｳ ｼｭｳ
    2 長野高      

ﾅｶﾞﾉｺｳ DNS

男子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 佐久長聖高  2843 山口 大貴(2)     42.83 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ (42.824)
 2803 神津 颯冬(2)

ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ
 2805 佐野 希汐(2)

ｻﾉ ｷｾｷ
 2806 宮崎 日向(1)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ
 2   6 国武大  9062 竹内 貴史(1)     42.83 

ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ ﾀｹｳﾁ ﾀｶﾌﾐ (42.827)
 9059 山浦 貫人(4)

ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ
 9063 澁谷 拓見(2)

ｼﾌﾞﾔ ﾀｸﾐ
 9061 松下 優太(4)

ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ
 3   2 長野高専  3525 宮林 祥汰(3)     42.96 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ
 9161 宮澤 陽斗(4)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ
 9166 髙橋 和真(4)

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ
 9163 小林 嶺(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ
 4   9 信州大  9106 三澤 駿之介(4)     43.02 

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ
 9096 永田 光央(4)

ﾅｶﾞﾀ ﾐﾂｵ
 9116 成田 大遥(2)

ﾅﾘﾀ ﾀｲﾖｳ
 9113 上田 健太(2)

ｳｴﾀﾞ ｹﾝﾀ
 5   7 市立長野高   865 常田 龍輝(2)     43.15 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾄｷﾀ ﾘｭｳｷ
  866 小山 敦司(2)

ｺﾔﾏ ｱﾂｼ
  867 荒木 涼太(2)

ｱﾗｷ ﾘｮｳﾀ
  864 齊藤 舜太郎(2)

ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀﾛｳ
 6   3 上伊那農高   332 酒井 龍介(3)     43.28 

ｶﾐｲﾅﾉｳｺｳ ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ
  337 有賀 匠吾(2)

ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ
  331 関 雄飛(3)

ｾｷ ﾕｳﾋ
  334 小濱 律(3)

ｺﾊﾏ ﾘﾂ
 7   5 豊科高  2546 橋本 涼(2)     43.42 

ﾄﾖｼﾅｺｳ ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ
 2548 原田 翼(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ
 2547 中島 淳公(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ
 2540 篠原 翔(3)

ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ
 8   8 松商学園高  2487 木下 耀仁(2)     43.48 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ
 2482 ﾊﾘｽﾏｲﾙｽﾞ翔馬(3)

ﾊﾘｽﾏｲﾙｽﾞｼｮｳﾏ
 2475 柳沢 優生(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ
 2476 倉田 歩夢(3)

ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ

4×100m
決勝

男子



予選 4月14日  9:55
決勝 4月14日 16:40

長野県記録(KR)                3:14.08                              ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC      2018/08/26  
                                      （岩田 晃・近藤 雅哉・浦野 泰希・小林 英和）
長野県高校記録(KR)            3:15.22                              市立長野高       2017/11/03  
                                      （宮下 翼・池田 翔紀・児玉 悠作・小出 郁弥）
大会記録(GR)                  3:17.13                              ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC      2018        
                                      （岩田 晃・小林 英和・浦野 泰希・近藤 雅哉）

[ 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   9 長野高専  3525 宮林 祥汰(3)   3:23.32 Q  1   2 佐久長聖高  2808 古厩 海聖(3)   3:22.59 Q

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾐﾔﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ
 9166 髙橋 和真(4)  2809 柏木 優(3)

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ
 3520 天利 友哉(3)  2842 宮澤 武流(2)

ｱﾏﾘ ﾄﾓﾔ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ
 9165 髙橋 一輝(4)  2806 宮崎 日向(1)

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ
 2   6 諏訪清陵高   115 中澤 新(3)   3:25.10 q  2   6 東海大諏訪高    51 鷲見 隼翔(2)   3:25.63 q

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ｽﾐ ﾊﾔﾄ
  117 林 泰希(3)    58 松本 直大(3)

ﾊﾔｼ ﾀｲｷ ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ
  118 菊池 樹輝(3)    48 遠山 龍之介(2)

ｷｸﾁ ｲﾂｷ ﾄｵﾔﾏ ﾘｭｳﾉｽｹ
  120 二見 優輝(2)    56 小坂 晃大(3)

ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ
 3   8 松商学園高  2476 倉田 歩夢(3)   3:36.31  3   4 松本蟻ヶ崎高  2378 渡辺 丈晴(2)   3:31.27 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ
 2475 柳沢 優生(3)  2380 森 拓己(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ ﾓﾘ ﾀｸﾐ
 2488 林 雅斗(2)  2371 中村 勇太(3)

ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ
 2493 太田 夏暉(2)  2370 長谷川 渡(3)

ｵｵﾀ ﾅﾂｷ ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ
 4   2 伊那北高   391 佐野 修一郎(2)   3:36.67  4   5 松本美須々ヶ丘 2324 中山 晃希(3)   3:31.41 

ｲﾅｷﾀｺｳ ｻﾉ ｼｭｳｲﾁﾛｳ ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳｺｳ ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ
  418 春日 雄大郎(3)  2329 角崎 雅武(2)

ｶｽｶﾞ ﾕｳﾀﾛｳ ｶｸｻﾞｷ ﾏｻﾑ
  427 逸見 崚輔(2)  2330 村上 裕太郎(2)

ﾍﾝﾐ ﾘｮｳｽｹ ﾑﾗｶﾐﾕｳﾀﾛｳ
  422 浦野 快生(2)  2328 渡辺 悠介(3)

ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ
 5   7 上田東高  1813 佐藤 智哉(2)   3:42.10  5   7 伊那弥生ヶ丘高  442 太田 一希(2)   3:31.79 

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ ｲﾅﾔﾖｲｶﾞｵｶｺｳ ｵｵﾀ ｶｽﾞｷ
 1798 森 紘輔(2)   437 原 大貴(3)

ﾓﾘ ｺｳｽｹ ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ
 1797 遠藤 佳斗(2)   440 唐澤 秀作(3)

ｴﾝﾄﾞｳｹｲﾄ ｶﾗｻﾜ ｼｭｳｻｸ
 1808 柳澤 和也(2)   441 井内 一朗(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾔ ｲｳﾁ ｲﾁﾛｳ
 6   5 かもしか倶楽部 9013 大峽 惟嵩   3:42.19  6   8 岩村田高  1615 塚田 響(2)   3:36.19 

ｶﾓｼｶ倶楽部 ｵｵﾊﾞ ﾀﾀﾞﾀｶ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ
 9008 伊藤 良多  1607 土屋 舜太朗(3)

ｲﾄｳ ﾘｮｳﾀ ﾂﾁﾔ ｼｭﾝﾀﾛｳ
 9011 宮尾 淳矢  1610 小澤 優希(2)

ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ
 9010 吉井 一博  1612 津留 大輔(2)

ﾖｼｲ ｶｽﾞﾋﾛ ﾂﾙ ﾀﾞｲｽｹ
 7   4 須坂創成高   963 佐藤 大樹(3)   3:54.49  7   3 長野商高  1150 傳田 季風(2)   3:41.66 

ｽｻﾞｶｿｳｾｲｺｳ ｻﾄｳ ﾋﾛｷ ﾅｶﾞﾉｼｮｳｺｳ ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾄｷｶｾﾞ
  968 佐藤 晃太(2)  1148 佐藤 柊(2)

ｻﾄｳ ｺｳﾀ ｻﾄｳ ｼｭｳ
  958 勝山 誠也(3)  1143 横山 貴弘(2)

ｶﾂﾔﾏ ﾏｻﾔ ﾖｺﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ
  960 小森 巧巳(3)  1146 中村 耕太朗(2)

ｺﾓﾘ ﾀｸﾐ ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ
    3 信州大          9 長野工高      

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ DNS ﾅｶﾞﾉｺｳｺｳ DNS

男子

4×400m

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



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 松本大  9087 輪湖 勇哉(3)   3:23.72 Q  1   9 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC  9045 清水 泰志   3:24.57 Q

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾜｺ ﾕｳﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ
 9083 渡部 翔太(2)  9042 小林 英和

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ
 9085 洞澤 光(1)  9039 岩田 晃

ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ ｲﾜﾀ ｱｷﾗ
 9071 花形 駿介(3)  9043 小林 航

ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ
 2   4 上伊那農高   332 酒井 龍介(3)   3:24.73 q  2   5 豊科高  2545 内山 晃輔(2)   3:29.96 

ｶﾐｲﾅﾉｳｺｳ ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ ﾄﾖｼﾅｺｳ ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ
  334 小濱 律(3)  2547 中島 淳公(2)

ｺﾊﾏ ﾘﾂ ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ
  337 有賀 匠吾(2)  2546 橋本 涼(2)

ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ
  333 登内 和也(3)  2540 篠原 翔(3)

ﾄﾉｳﾁ ｶｽﾞﾔ ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ
 3   3 松本国際高  3149 東 大志(2)   3:26.68 q  3   3 下諏訪向陽高   168 笠原 智哉(3)   3:38.30 

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲ ｱｽﾞﾏ ﾀｲｼ ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ｶｻﾊﾗ ﾄﾓﾔ
 2515 一志 瑠衣斗(3)   169 塚田 千紘(3)

ｲｯｼ ﾙｲﾄ ﾂｶﾀﾞ ﾁﾋﾛ
 2502 望月 翼(1)   156 村上 椋一(2)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ ﾑﾗｶﾐ ﾘｮｳｲﾁ
 3147 丸山 拓海(2)   152 畔上 和真(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ ｱｾﾞｶﾞﾐ ｶｽﾞﾏ
 4   9 赤穂高   476 浦野 晃平(2)   3:32.34  4   4 飯山高   809 本山 雄大(2)   3:39.55 

ｱｶﾎｺｳ ｳﾗﾉ ｺｳﾍｲ ｲｲﾔﾏｺｳ ﾓﾄﾔﾏ ﾕｳﾀﾞｲ
  477 小澤 宗尭(2)   828 和田 響一(3)

ｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ ﾜﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ
  472 河西 希隆(2)   810 山本 迅哉(2)

ｶｻｲｷ ﾘｭｳ ﾔﾏﾓﾄ ｼﾞﾝﾔ
  482 仲村渠 海都(3)   807 高山 皓也(2)

ﾅｶﾝﾀﾞｶﾘ ｶｲﾄ ﾀｶﾔﾏ ﾋﾛﾔ
 5   5 小諸高  1707 原 泰三(3)   3:32.59  5   8 野沢南高  1565 小松 風雅(3)   3:43.61 

ｺﾓﾛｺｳ ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ
 1710 小松 大和(3)  1571 町田 駿(2)

ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ ﾏﾁﾀﾞ ｼｭﾝ
 2821 篠澤 啓輔(3)  1567 小泉 陸人(3)

ｻｻｻﾞﾜ ｹｲｽｹ ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ
 1706 堀込 碧(3)  1569 山本 拳心(3)

ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ ﾔﾏﾓ ﾄｹﾝｼﾝ
 6   6 大町岳陽高  2046 笠井 敦司(3)   3:37.85     2 上田染谷丘高      

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ｶｻｲ ｱﾂｼ ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ DNS
 2047 薛 信之介(2)

ｾﾂ ｼﾝﾉｽｹ
 2056 山田 航也(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾔ
 2048 薛 哲平(2)

ｾﾂ ﾃｯﾍﾟｲ
 7   8 木曽青峰高  1973 木村 大起(3)   3:41.98     6 松川高      

ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｷ ﾏﾂｶﾜｺｳ DNS
 1972 大蔵 泰生(3)

ｵｵｸﾗ ﾀｲｾｲ
 1939 原 拓海(2)

ﾊﾗ ﾀｸﾐ
 1965 和田 直己(3)

ﾜﾀﾞ ﾅｵｷ
    2 城西大          7 屋代高      

ｼﾞｮｳｻｲﾀﾞｲ DNS ﾔｼﾛｺｳ DNS

男子

4×400m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC  9039 岩田 晃   3:18.67 

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｲﾜﾀ ｱｷﾗ
 9043 小林 航

ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ
 9045 清水 泰志

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ
 9042 小林 英和

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾃﾞｶｽﾞ
 2   6 松本大  9083 渡部 翔太(2)   3:21.45 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ
 9073 熊谷 悟(2)

ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ
 9087 輪湖 勇哉(3)

ﾜｺ ﾕｳﾔ
 9071 花形 駿介(3)

ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ
 3   4 佐久長聖高  2808 古厩 海聖(3)   3:22.88 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ
 2809 柏木 優(3)

ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ
 2842 宮澤 武流(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ
 2806 宮崎 日向(1)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ
 4   7 長野高専  3515 角田 啓太(2)   3:25.33 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ｶﾄﾞﾀ ｹｲﾀ
 9166 髙橋 和真(4)

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ
 3520 天利 友哉(3)

ｱﾏﾘ ﾄﾓﾔ
 9165 髙橋 一輝(4)

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ
 5   8 諏訪清陵高   115 中澤 新(3)   3:26.30 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾗﾀ
  117 林 泰希(3)

ﾊﾔｼ ﾀｲｷ
  118 菊池 樹輝(3)

ｷｸﾁ ｲﾂｷ
  120 二見 優輝(2)

ﾌﾀﾐ ﾕｳｷ
 6   9 上伊那農高   332 酒井 龍介(3)   3:28.31 

ｶﾐｲﾅﾉｳｺｳ ｻｶｲ ﾘｭｳｽｹ
  334 小濱 律(3)

ｺﾊﾏ ﾘﾂ
  337 有賀 匠吾(2)

ｱﾙｶﾞ ｼｮｳｺﾞ
  333 登内 和也(3)

ﾄﾉｳﾁ ｶｽﾞﾔ
 7   3 松本国際高  3149 東 大志(2)   3:33.89 

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲ ｱｽﾞﾏ ﾀｲｼ
 2515 一志 瑠衣斗(3)

ｲｯｼ ﾙｲﾄ
 2502 望月 翼(1)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ
 2501 五十嵐 脩祐(1)

ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｽｹ
    2 東海大諏訪高      

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ DNS

男子

4×400m
決勝



決勝 4月13日 13:45

長野県記録(KR)                   2.18 吉田 剛                      仙台大           2002/05/19  
長野県高校記録(KR)               2.17 小柳 和朗                    中野実高         1990/07/07  
大会記録(GR)                     2.15 関 泰一                      長野ｽｽﾞｷ         1980        

芋川 駿
ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ 長野吉田AC
片平 大地
ｶﾀﾋﾗ ﾀﾞｲﾁ 長野吉田AC
塚田 龍太朗(2)
ﾂｶﾀﾞ ﾘｭｳﾀﾛｳ 信州大
髙田 幸之介(3)
ﾀｶﾀﾞ  ｺｳﾉｽｹ 松本県ヶ丘高
林 知彦
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋｺ eSDesign
松澤 和也(4)
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 松本大
赤羽 健一(3)
ｱｶﾊﾈ ｹﾝｲﾁ 下諏訪向陽高
榎本 凌冴(4)
ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳｺﾞ 信州大
大塚 樹也(4)
ｵｵﾂｶ ﾐｷﾔ 新潟医福大
成田 昂暉(2)
ﾅﾘﾀ ｺｳｷ 信州大
土屋 海斗(1)
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 佐久長聖高
林 力輝(3)
ﾊﾔｼ ﾘｷ 飯田風越高
細川 隼(3)
ﾎｿｶﾜ ﾊﾔﾄ 下諏訪向陽高
丸山 怜治(3)
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｲｼﾞ 高遠高
黒田 海斗(2)
ｸﾛﾀﾞ ｶｲﾄ 松商学園高
天利 友哉(3)
ｱﾏﾘ ﾄﾓﾔ 長野高専
大久保 海翔(3)
ｵｵｸﾎﾞ ｶｲﾄ 飯田風越高
板倉 魁士(1)
ｲｵﾀｸﾗ ｶｲﾄ 中野立志館高
片瀬 賢斗(2)
ｶﾀｾ ｹﾝﾄ 松本県ヶ丘高
角田 啓太(2)
ｶﾄﾞﾀ ｹｲﾀ 長野高専
松井 駿介(2)
ﾏﾂｲ ｼｭﾝｽｹ 下諏訪向陽高
中村 勇太(3) NM
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ 松本蟻ヶ崎高
羽生田 倫世(3) DNS
ﾊﾆｳﾀﾞ ﾘﾝｾﾞ 中野立志館高
丸山 拓哉(4) DNS
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ 松本大

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 2m10 記録所属名 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 備考
1 23  9157 - - - -

o o

1m95 1m98 2m01 2m05

- o - xo xo xxx  2.05

 1.90

2 21  9160 - - - -

o o o xxx

- xxx  1.95

3 14  9122

3 24  9180 - - - - o xxx

3 22  2277 - - - o o xxx

- -

 1.90xo xxx

 1.90xo xxx

 1.90

 1.90

6 19  9078 - - - o

xo o7 16   166

8 10  9097 - o - o xxo xxx

8 18  9138 - - - o xxo xxx

o xo

 1.80

 1.85xxx

 1.90

 1.90

10 17  9115 - - o o

o xxx11 5  2846

11 8   604 o o o xxx

13 13   171 o o xo xxx

- o

 1.75

 1.75

 1.80

 1.80

14 2   383 xo o xxx

xxx15 7  2468

16 6  3520 xo xo xxx

16 9   603
xo xo xxx

o xo

 1.75

 1.75

 1.75

 1.75

18 11   903 o xxo xxx

xxx18 12  2312

 1.70

20 4  3515 o xxx  1.70

21 1   155 xxo xxx

o xxo

     

15   890

3  2371 xxx

     20  9072

     



決勝 4月14日 10:30

長野県記録(KR)                   5.40 松澤 ジアン成治              中京大           2013/08/04  
長野県高校記録(KR)               5.11 松澤 ジアン成治              高遠高           2009/07/20  
大会記録(GR)                     5.11 内山 朋也                    筑波大           2017        

4m20 4m40
有賀 玄太(1) - - - - - - - - - -
ｱﾙｶﾞ ｹﾞﾝﾀ 高遠高 xo xxx
安部 桂史郎(3) - - - - - - x- - o -
ｱﾍﾞ ｹｲｼﾛｳ 原中 xxx
深尾 光希(2) - - - - - - o xxo xo xxx
ﾌｶｵ ｺｳｷ 松本工高
富田 雅也(2) - - - - xxo o xxx
ﾄﾐﾀ ﾏｻﾔ 松本工高
重田 篤希(3) - - - - o xxo xxx
ｼｹﾞﾀ ｱﾂｷ 山辺中
河手 祥吾(3) - - - o xo xxx
ｶﾜﾃ ｼｮｳｺﾞ 高遠高
西山 星輝(3) - o o o xxx
ﾆｼﾔﾏ ｼｮｳｷ 高遠高
中島 啓介(3) - o xo o xxx
ﾅｶｼﾞﾏ ｹｲｽｹ 屋代高
伊藤 拓也 - - xo xo xxx
ｲﾄｳ ﾀｸﾔ ｻﾝ工業
中谷 息吹(3) - o o xxo xxx
ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ 三郷中
田口 壱星(3) xo o xxx
ﾀｸﾞﾁ ｲｯｾｲ 原中
青柳 寛司(3) o xo xxx
ｱｵﾔｷﾞ ｶﾝｼﾞ 田川高
両角 駿介(3) o xxx
ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ 永明中
北原 香音(2) - - - - xxx NM
ｷﾀﾊﾗ ｶﾉﾝ 高遠高
恒川 直登(3) - - - - - - xr NM
ﾂﾈｶﾜ ﾅｵﾄ 伊那北高
藤澤 将大(4) - - - - xxx NM
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ 松本大
石坂 巽海(3) - - - - - - - - xxx NM
ｲｼｻﾞｶ ﾀﾂﾐ 中野立志館高
関 知大 - - - - - - xxx NM
ｾｷ ﾄﾓﾋﾛ 松大AC
村中 智彦 DNS
ﾑﾗﾅｶ ﾄﾓﾋｺ 松本市陸協
小山 吉明 DNS
ｺﾔﾏ ﾖｼｱｷ 須坂陸協
織原 晴海(2) DNS
ｵﾘﾊﾗ ﾊﾙﾐ 中野立志館高
内山 朋也(3) DNS
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 筑波大

19   889
     

22

3  9149      

 9066      

18  9069      

21  9151      

7   896      

11 1  8682  3.00

12 4

10   387      

 2183  3.00

13 6  7800  2.80

15  9084      

14   416      

5 11  7151  3.70

6 8

8 9  1452  3.40

  381  3.60

7 5   382  3.40

10 2  6717  3.40

9 12  9014  3.40

4 13  2404  3.70

男子

棒高跳

決勝

順位 試技
3m40 3m60

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
2m80 3m00 3m20

備考

3 16  2405  4.00

1 20   371  4.20

3m70 3m80 3m90 4m00 4m10
記録

2 17  7896  4.00



決勝 4月13日 10:00

長野県記録(KR)                   7.94 嶺村 鴻汰                    筑波大           2014/06/08  
長野県高校記録(KR)               7.61 嶺村 鴻汰                    大町高           2010/10/02  
大会記録(GR)                     7.75 深沢 宏之                    日大             2015        

 ３回の
 最高記録

内山 朋也(3)   7.15  7.14  7.03   7.15   5.70   x   7.37   7.37 
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓﾔ 筑波大   +1.6  +0.5  -0.8   +1.6   +1.2        +1.7   +1.7
山浦 渓斗(1)   7.13  7.22   -    7.22   7.24   x   7.26   7.26 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 国武大   -0.5  +1.7         +1.7   +0.5        +1.2   +1.2
佐藤 賢一   6.52  6.77  6.60   6.77   6.83  7.14  7.07   7.14 
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   +1.6  +0.2  -2.1   +0.2   +0.5  +1.2  +0.9   +1.2
日向 一機(M)   6.81  6.73  6.54   6.81   6.94   x   6.61   6.94 
ﾋﾅﾀ ｲｯｷ 信州大   +0.7  +1.5  -0.2   +0.7   +1.0        +0.4   +1.0
上條 将吾   6.85  6.84   x    6.85   6.72  6.92  6.81   6.92 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺﾞ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ   +0.9  +0.0         +0.9   -0.6  -0.1  +0.6   -0.1
小池 哲平(3)   6.47  6.80  6.67   6.80   6.81  6.70  6.49   6.81 
ｺｲｹ ﾃｯﾍﾟｲ 長野吉田高   -0.4  +0.4  +1.3   +0.4   -0.7  +0.8  +0.7   -0.7
深沢 友昭(3)   6.47  6.59  6.81   6.81   6.68   x    x    6.81 
ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ 松本大   +1.9  +1.1  +1.8   +1.8   +1.5               +1.8
武井 孝史朗(3)   6.73   -    x    6.73   6.53  6.77   x    6.77 
ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ 松商学園高   +0.8               +0.8   +1.2  +1.0         +1.0
竹入 聡一郎(3)    x   6.69  6.48   6.69             6.69 
ﾀｹｲﾘ ｿｳｲﾁﾛｳ 筑波大         +0.0  +0.8   +0.0                      +0.0
原 泰三(3)   6.57  6.56   x    6.57             6.57 
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小諸高   +0.3  +0.8         +0.3                      +0.3
常田 龍輝(2)   6.46  6.32  6.47   6.47             6.47 
ﾄｷﾀ ﾘｭｳｷ 市立長野高   +0.2  +0.9  +2.4   +2.4                      +2.4
石田 優音(3)    x   6.42  6.41   6.42             6.42 
ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ 松本工高         +0.2  +0.4   +0.2                      +0.2
山本 祐己(3)   6.37  6.26  6.21   6.37             6.37 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 松商学園高   +0.0  +0.1  -0.1   +0.0                      +0.0
伊藤 司騎(1)   6.28  6.12   x    6.28             6.28 
ｲﾄｳ ｼｷ 佐久長聖高   +0.5  +0.8         +0.5                      +0.5
浦野 快生(2)    -   6.26  6.24   6.26             6.26 
ｳﾗﾉ ｶｲｾｲ 伊那北高         +0.4  +3.6   +0.4                      +0.4
原 惇也(2)    x    x   6.25   6.25             6.25 
ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 佐久長聖高               +0.6   +0.6                      +0.6
宮下 駿介(3)   6.21  6.16  6.21   6.21             6.21 
ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 丸子修学館高   +0.6  +0.3  +1.2   +0.6                      +0.6
榎本 凌冴(4)   6.21   x    x    6.21             6.21 
ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳｺﾞ 信州大   +2.2               +2.2                      +2.2
小松 大和(3)    x   6.19  6.05   6.19             6.19 
ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ 小諸高         -0.4  -0.4   -0.4                      -0.4
辻浦 知主(1)    -   6.12  6.18   6.18             6.18 
ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 小諸高         +0.4  +1.6   +1.6                      +1.6
伊藤 悠人(3)    x   6.06   x    6.06             6.06 
ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 信州大         +0.9         +0.9                      +0.9
戸澤 裕介    x   6.04  5.94   6.04             6.04 
ﾄｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ FIVETOOL         +0.7  -0.5   +0.7                      +0.7
篠原 洸樹(3)    x    x   5.99   5.99             5.99 
ｼﾉﾊﾗ ｺｳｷ 松商学園高               +0.5   +0.5                      +0.5
佐藤 智哉(2)   5.98  5.83  3.18   5.98             5.98 
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 上田東高   +2.1  +1.5  +0.0   +2.1                      +2.1
笠井 敦司(3)   5.72  5.93  5.57   5.93             5.93 
ｶｻｲ ｱﾂｼ 大町岳陽高   +3.8  +1.4  +0.3   +1.4                      +1.4
関本 涼我(2)    x    x   5.90   5.90             5.90 
ｾｷﾓﾄ ﾘｮｳｶﾞ 長野吉田高               +0.8   +0.8                      +0.8
長野 慎(3)    x    x   5.76   5.76             5.76 
ﾅｶﾞﾉ ｼﾝ 松本深志高               +0.2   +0.2                      +0.2
中村 洋平(1)    x   5.64  5.70   5.70             5.70 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 小諸高         -0.8  -0.5   -0.5                      -0.5
八田 奨梧(1)   5.23   x   5.66   5.66             5.66 
ﾊｯﾀ ｼｮｳｺﾞ 長野吉田高   +2.4        +1.4   +1.4                      +1.4
佐々木 量紀(3)   5.36   x    x    5.36             5.36 
ｻｻｷ ﾄﾓﾉﾘ 信大医陸   +2.5               +2.5                      +2.5
上野 太暉(3)   4.06   x    x    4.06             4.06 
ｳｴﾉ ﾀｲｷ 丸子修学館高   +1.3               +1.3                      +1.3
野本 駿介(2)    x    x    x                   NM
ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ 松本深志高                                                   
春日 伊吹(2)    x    -    x                   NM
ｶｽｶﾞ ｲﾌﾞｷ 飯山高                                                   
大郷 佳已斗(3)    x    x    x                   NM
ﾀﾞｲｺﾞｳ ｶｲﾄ 諏訪実高                                                   
阪 圭央                            DNS
ｻｶ ﾖｼﾋｻ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ                                                   

19  9024

30 15  9137

31 8  1747

2   805

9    78

1  2234

27 11  2222

28 10  2822

29 5  1078

24 17  1813

25 6  2046

26 3  1054

23 18  2483

18 16  9097

19 13  1710

20

21 7  9095

22 14  9000

4  2823

15 22   422

16 28  2813

17 25  1748

12 12  2432

13 33  2477

14 27  2815

11 23   865

6 29  1087

7 21  9079

8

9 31  9150

10 30  1707

-6- 記録 備考-3-

26  2479

3 34  9041

4 37  9126

5 36

1 35  9151

2 38  9060

 9026

-4- -5-

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

小林 蓮(3)                            DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪二葉高                                                   
杏 直樹(2)                            DNS
ｶﾗﾓﾓ ﾅｵｷ 松本大                                                   
小林 祐紀                            DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｷ FIVETOOL                                                   

記録 備考

20   131

24  9070

32  9002

-4- -5- -6-

男子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



決勝 4月14日 13:35

長野県記録(KR)                  16.98 石川 和義                    筑波大           2004/10/10  
長野県高校記録(KR)              15.58 石川 和義                    中野実高         2000/09/02  
大会記録(GR)                    16.05 石川 和義                    長野吉田AC       2015        

 ３回の
 最高記録

櫻井 大幹  14.33 14.44   x   14.44  14.73   x  14.99  14.99 
ｻｸﾗｲ  ﾋﾛﾓﾄ 長野市陸協   +2.4  +2.2         +2.2   +4.0        +3.3   +3.3
佐藤 賢一  13.64 14.95 14.97  14.97  14.80 14.82 14.85  14.97 
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   +2.5  +4.7  +2.5   +2.5   +2.2  +2.6  +3.1   +2.5
日向 一機(M)  14.22 14.39 13.32  14.39  14.71 14.51 14.62  14.71 
ﾋﾅﾀ ｲｯｷ 信州大   +1.7  +1.1  +4.2   +1.1   +2.8  +2.7  +2.7   +2.8
塚田 奏(2)    x    x  13.71  13.71  13.98 13.63 13.38  13.98 
ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾀ 長野吉田高               +2.0   +2.0   +3.6  +3.3  +2.8   +3.6
山本 祐己(3)  13.06   x  13.36  13.36  13.39   -    x   13.39 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 松商学園高   +2.4        +1.6   +1.6   +2.4               +2.4
天利 友哉(3)  12.97 12.60   x   12.97  12.83 13.26 13.25  13.26 
ｱﾏﾘ ﾄﾓﾔ 長野高専   +0.8  +2.9         +0.8   +2.2  +3.0  +3.4   +3.0
工藤 健央(4)    x  12.92 13.00  13.00  13.11   x  12.79  13.11 
ｸﾄﾞｳ ﾀｹﾋﾛ 信州大         +1.3  +2.0   +2.0   +1.0        +3.1   +1.0
小山 敦司(2)  12.91 12.80 12.87  12.91    -  12.97   x   12.97 
ｺﾔﾏ ｱﾂｼ 市立長野高   +4.4  +3.3  +4.0   +4.4         +2.6         +2.6
塩澤 昂(2)  12.79 12.79 12.23  12.79            12.79 
ｼｵｻﾞﾜ ｺｳ 飯田高   +2.2  +2.3  +3.3   +2.2                      +2.2
高橋 江成(3)  12.47 12.73 12.55  12.73            12.73 
ﾀｶﾊｼ ｺｳｾｲ 飯山高   +3.6  +3.0  +2.6   +3.0                      +3.0
一之瀬 弘聖(3)  12.60 12.62 12.71  12.71            12.71 
ｲﾁﾉｾ  ﾋﾛｱｷ 上田千曲高   +2.3  +2.3  +3.1   +3.1                      +3.1
大郷 佳已斗(3)  12.52 12.70   x   12.70            12.70 
ﾀﾞｲｺﾞｳ ｶｲﾄ 諏訪実高   +1.2  +3.0         +3.0                      +3.0
片瀬 賢斗(2)  12.64   x    x   12.64            12.64 
ｶﾀｾ ｹﾝﾄ 松本県ヶ丘高   +1.8               +1.8                      +1.8
勝山 誠也(3)  12.61   -    x   12.61            12.61 
ｶﾂﾔﾏ ﾏｻﾔ 須坂創成高   +2.0               +2.0                      +2.0
菅 光輝(3)    x  12.44 12.55  12.55            12.55 
ｽｶﾞ ｺｳｷ 松本美須々ヶ丘高        +1.5  +0.7   +0.7                      +0.7
奥村 駿樹(2)    x    x  12.48  12.48            12.48 
ｵｸﾑﾗ ｼｭﾝｷ 須坂高               +0.7   +0.7                      +0.7
宮島 隆輔(2)  12.36   x  12.30  12.36            12.36 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ 松本国際高   +1.8        +3.5   +1.8                      +1.8
市ヶ谷 将英(3)    x  12.16   x   12.16            12.16 
ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ 岩村田高         +2.3         +2.3                      +2.3
早坂 晃太(3)    x    x    x                   NM
ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ 野沢北高                                                   
佐藤 智哉(2)    x    x    x                   NM
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 上田東高                                                   
春原 拓実(2)    x    x    x                   NM
ｽﾉﾊﾗ  ﾀｸﾐ 上田千曲高                                                   
田中 佑樹(3)    x    x    -                   NM
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 信州大                                                   
宮下 駿介(3)    x    x    x                   NM
ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 丸子修学館高                                                   
森田 捷斗(3)    x    x    x                   NM
ﾓﾘﾀ ﾊﾔﾄ 松代高                                                   
小林 蓮(3)                            DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪二葉高                                                   
大島 卓仁(M)                            DNS
ｵｵｼﾏ ﾀｸﾄ 信州大                                                   
小池 哲平(3)                            DNS
ｺｲｹ ﾃｯﾍﾟｲ 長野吉田高                                                   
金子 司                            DNS
ｶﾈｺ ﾂｶｻ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野                                                   

備考

男子

三段跳

決勝

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

1 27  9173

2 28  9041

3 25  9126

4 22  1052

5 23  2477

6 15  3520

7 16  9103

8 17   866

9 6   563

10 18   835

11 13  1878

12 1    78

13 11  2312

14 21   958

15 7  2322

16 10   991

17 4  3142

18 5  1609

2  1533

3  1813

8  1883

9  9124

12  1748

20  1415

14   131

19  9119

24  1087

26  9030



決勝 4月13日 14:00

長野県記録(KR)                  16.11 三浦 理                      国士舘大         1995/09/15  
長野県高校記録(KR)                    
大会記録(GR)                    13.86 三浦 均                      梓川高教         1983        

 ３回の
 最高記録

松野 太輝
ﾏﾂﾉ ﾀｲｷ かもしか倶楽部
小林 拓矢
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ FIVETOOL
橋澤 克之
ﾊｼｻﾞﾜ  ｶﾂﾕｷ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

決勝 4月13日 14:00

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)                    13.74 和田 啓汰                    更級農高         2017        

 ３回の
 最高記録

髙橋 理人(3)
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 須坂創成高
竹内 恒平(3)
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ 松本工高
永田 智哉(2)
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 諏訪二葉高
久保川 優士(2)
ｸﾎﾞｶﾜ ﾕｳﾄ 上田東高
小林 浩都(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾄ 市立長野高
小林 翔一(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁ 須坂創成高
西牧 幸太(2)
ﾆｼﾏｷ ｺｳﾀ 長野商高
山田 大輝(2)
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 飯山高
井浦 椋介(3)
ｲｳﾗ ﾘｮｳｽｹ 須坂創成高
原田 将希(3)
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｷ 諏訪実高
武井 謙汰(2)
ﾀｹｲ ｹﾝﾀ 松商学園高
山戸 敢太(2)
ﾔﾏﾄ ｶﾝﾀ 中野立志館高
西尾 樹(3)
ﾆｼｵ ﾀﾂｷ 木曽青峰高
山﨑 裕道(2)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾐﾁ 更級農高
松﨑 悠弥(3)
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾔ 佐久長聖高
水口 拓実(2)
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 田川高
茂手木 宏至(2)
ﾓﾃｷﾞ ｺｳｼﾞ 飯山高
神田 雅翔(2) DNS
ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾄ 松本国際高

  8.54   8.49   8.54   8.53   x    r

  9.48 

  9.79   9.79   9.36  9.44  9.09

  9.42   9.48   9.24   x   9.45

  9.79 

-5- -6- 記録 備考

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ -4-氏  名 所属名 -1- -2- -3-

男子高校

砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

1 3  9012   9.71   x

3 2  9155   8.54   x

2 1  9001   8.30  9.48

備考

1 18   959  12.83 12.78 13.10  13.10    x  12.88

-2- -3- -4- -5- -6- 記録

   x  13.10 

 12.06 12.50 

3 16  2607  11.47 11.33 11.72  11.72

2 17  2431  12.02 12.04 12.14  12.14  12.10 12.50

5 13   869  10.66 10.83

 11.51 12.06 11.62 12.06 

4 15  1796  10.42 11.51 11.58

 10.94  10.94  10.98 11.72 10.76 11.72 

  11.58  11.61 11.75   x  11.75 

7 5  1145  10.20   x

6 10   965  10.79 10.66

 10.60  10.60  10.98 10.32 10.84 10.98 

  10.79  10.80 11.20 10.88 11.20  10.19

9 14   961   9.78 10.12

8 12   811  10.29   x

 10.16  10.16           10.16 

  10.31  10.03   x   9.96 10.31  10.31

11 7  2492   8.90  9.26

10 4    76    x  10.12

  9.96   9.96            9.96 

  10.12           10.12   9.46

13 9  1964   9.80  9.29

12 6   901   9.19  9.94

  9.82   9.82            9.82 

   9.94            9.94   9.42

15 3  2807   9.28   x

14 8  2755   9.77  9.55

  9.62   9.62            9.62 

   9.77            9.77    x

17 2   804
  8.54  8.45

16 1  2184   9.19  9.42

  9.42   9.42            9.42 

   9.42            9.42   8.51

                 11  3144          



決勝 4月13日 14:00

長野県中学記録(CR)              13.45 竹村 地智                    東北             2013/10/05  
大会記録(GR)                    12.94 池上 大希                    松本工高         2017        

 ３回の
 最高記録

有村 凌空(1)
ｱﾘﾑﾗ ﾘｸ 木曽青峰高
梶川 新(3)
ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ 山辺中
松澤 尚弥(3)
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 白馬中
小林 一成(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ 浅間中

男子少年B

備考

1 4  1975  11.82 11.69

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

 10.39  11.82  12.41 12.29 12.88 12.88 

-4- -5- -6- 記録

3 2  6825   7.48  7.15

2 3  7150   8.77  8.75

  7.42   7.48   7.85  8.03  8.26  8.26 

   8.77   7.72  8.83  9.31  9.31   8.51

   7.37   7.28  5.70  7.53  7.53 4 1  4139   7.17  7.37  6.94



決勝 4月13日  9:55

長野県記録(KR)                  50.52 北林 栄峰                    順大　　         1980/04/26  
大会記録(GR)                    50.52 北林 栄峰                    順大             1980        

 ３回の
 最高記録

大庭 達也
ｵｵﾊﾞ ﾀﾂﾔ NTFｸﾗﾌﾞ
上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
草間 拓海(3)
ｸｻﾏ ﾀｸﾐ 信州大
宮澤 利将
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾄｼﾏｻ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
沼田 尚路(3)
ﾇﾏﾀ ｼｮｳｼﾞ 信州大
小林 和夫
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 上伊那郡陸協
小林 拓矢
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ FIVETOOL
橋澤 克之
ﾊｼｻﾞﾜ  ｶﾂﾕｷ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

決勝 4月13日  9:55

長野県高校記録(KR)              45.21 笹野 弘充                    丸子実高         2005/06/26  
大会記録(GR)                    40.84 藤原 一斗                    穂高商高         2016        

 ３回の
 最高記録

赤尾 聡良(3)
ｱｶｵ ｿﾗ 上田染谷丘高
岡村 樹優(3)
ｵｶﾑﾗ ｼｹﾞﾏｻ 池田工高
竹内 恒平(3)
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ 松本工高
小林 翔一(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳｲﾁ 須坂創成高
久保川 優士(2)
ｸﾎﾞｶﾜ ﾕｳﾄ 上田東高
山田 勇里(3)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾘ 梓川高
青木 友汰(2)
ｱｵｷ ﾕｳﾀ 松本美須々ヶ丘高
梨子田 峻(2)
ﾅｼﾀﾞ ｼｭﾝ 飯山高
中澤 惇哉(3)
ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 飯山高
齋藤 勇輝(3)
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 中野立志館高
石川 真(3)
ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ 松本県ヶ丘高
大淵 翔也(3)
ｵｵﾌﾞﾁ ｼｮｳﾔ 下諏訪向陽高
西尾 樹(3)
ﾆｼｵ ﾀﾂｷ 木曽青峰高
髙橋 理人(3)
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ 須坂創成高
中村 響己(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾋﾋﾞｷ 梓川高
小林 錬(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 豊科高
山田 大輝(2) NM
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 飯山高
永田 智哉(2) NM
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 諏訪二葉高
塚田 陽樹(3) DNS
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 小諸高
鈴木 智也(3) DNS
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾔ 中野立志館高

3 5

記録

 31.48  31.48

 30.98 27.58

 25.26

 34.82 34.52

   x  31.03 9118  28.80 25.77

4

 33.872 7  9032  33.95   x  35.31 35.31 

備考

1 8  9005  40.09 41.59 42.45  42.45  41.53

-4- -5- -6-

 40.46 42.20 42.45 

男子

円盤投(2.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

 27.99 30.98 6  9023  25.19

 31.82 31.82 

  30.98    x  28.59

  33.95

 26.04 

円盤投(1.750kg)

決勝

   x  29.67 29.67 

  25.95  21.49   x

   x  25.677 4

6 1

5

 22.87   x

男子高校

3  28.57

  25.77

   x  22.87 

 24.45   x  25.95

-3- -4- -5-

  28.57    x

 26.04

 9111    x  28.03

  22.87    x    x

 25.77 

 38.02 

2 16  2090  35.87 37.97 34.16  37.97 

8 2  9155    x

 9001  23.64 25.77 24.04

 9088

備考

1 20  1841  35.76 38.02   x   38.02  31.12

-1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録

4 19   965  34.33 27.25 33.66  34.33

-6-

 35.87   x

   x    x  36.48

3 18  2431  34.05 31.83   x

  37.97

 32.75 33.79 27.70

-2-

 34.33 

  34.05  32.53 34.80 32.38 34.80 

6 12  2151    x  31.41

5 17  1796  34.28   x   34.28  32.85   x  32.12 34.28  32.93

 33.64  33.64  33.80   x  31.31 33.80 

8 10   808    x  32.69

7 9  2331  32.88 32.78   33.06  32.72 32.59   x  33.06  33.06

   x   32.69    x  31.48 30.84 32.69 

10 15   892    x  31.80

9 6   825    x  32.31   32.31           32.31  29.62

   x   31.80           31.80 

12 8   167  29.24   -

11 13  2307  29.75   x   31.24           31.24  31.24

   -   29.24           29.24 

14 14   959  25.79 27.62

13 5  1964    x  28.47   28.78           28.78  28.78

 28.65  28.65           28.65 

16 4  2543    x    x

15 2  2160  25.33 27.56   27.56           27.56  24.77

 23.80  23.80           23.80 

11  2607    x    x

1   811
   x    x                     x

   x                  

7   894       

3  1709                           

                    



決勝 4月14日  9:35

長野県記録(KR)                  62.50 佐々木 茂雄                  東海大           1987/08/27  
大会記録(GR)                    57.58 丑沢 和彦                    中京大           1989        

 ３回の
 最高記録

上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
小林 和夫
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 上伊那郡陸協
上條 健
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

決勝 4月14日  9:35

長野県高校記録(KR)              57.29 笹野 弘充                    丸子実高         2005/10/23  
大会記録(GR)                    52.68 瀧本 高博                    松本美須々ヶ丘   2014        

 ３回の
 最高記録

山田 勇里(3) 大会新
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾘ 梓川高
石井 優登(3)
ｲｼｲ ﾕｳﾄ 長野工高
竹前 拓海(3)
ﾀｹﾏｴ ﾀｸﾐ 更級農高
神田 雅翔(2)
ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾄ 松本国際高
梨子田 峻(2)
ﾅｼﾀﾞ ｼｭﾝ 飯山高
大日方 栄貴(2)
ｵﾋﾞﾅﾀ ｴｲｷ 長野高専
野口 陽生(3)
ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｷ 松本美須々ヶ丘高
石坂 駿太(2)
ｲｼｻﾞｶ ｼｭﾝﾀ 更級農高
石川 真(3)
ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ 松本県ヶ丘高
茂手木 宏至(2)
ﾓﾃｷﾞ ｺｳｼﾞ 飯山高

  22.23           22.23 10 1   804    x  22.23   x

 26.65  27.87           27.87 

  30.27  31.12 29.91 31.48 31.48  30.27

9 2  2307    x  27.87

8 4  2751    x  26.72

 37.61 37.61 

7 3  2326  23.93 31.51

6 6  3527    x  30.25

   x   31.51  29.58 31.40 28.88 31.51 

  30.25  30.90 32.14   x  32.14  29.79

5 5   808  33.67   x

   x  39.39 39.08 39.39 

4 7  3144    x    x  33.29

 29.74  33.67    x  30.39   x  33.67 

  33.29    x  36.07

   x  43.91 

3 8  2756  38.77 37.55   x   38.77

2 9  1176    x  36.15 38.00  38.00  43.84 43.91

備考

1 10  2151    x  49.57 51.44  51.44  52.88 53.20

-2- -3- -4- -5- -6- 記録

 44.16 53.20 

1 3  9032  41.80 43.41

3 1  9044  27.24   x

2 2  9088  29.95 29.46

男子高校

ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

-5- -6- 記録 備考

男子

ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ -4-氏  名 所属名 -1- -2- -3-

 27.65  27.65  27.65  25.26 26.30   x

 31.48 

 44.19  44.19  40.16   x  43.06

 31.48  31.48  29.07 28.36 29.18

 44.19 



決勝 4月14日 15:00

長野県記録(KR)                  72.50 塩川 拓                      国武大           2017/03/18  
長野県高校記録(KR)              62.58 小林 強                      上田東高         1989/07/02  
大会記録(GR)                    67.34 田中 完次                    大北陸協         1997        

 ３回の
 最高記録

矢ヶ崎 奨
ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ NTFｸﾗﾌﾞ
藤川 想詩(2)
ﾌｼﾞｶﾜ ｿｳｼ 信州大
斉藤 元気
ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝｷ NTFｸﾗﾌﾞ
宮澤 優斗(2)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ 山梨学大
小泉 陸人(3)
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 野沢南高
友田 利男
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ 下伊那郡陸協
宮沢 颯助(3)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｽｹ 野沢北高
今井 侑志(4)
ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ 長野高専
竹前 拓海(3)
ﾀｹﾏｴ ﾀｸﾐ 更級農高
石山 丈(3)
ｲｼﾔﾏ ｼﾞｮｳ 長野日大高
松永 春樹
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙｷ 長野吉田AC
近澤 健太(4)
ﾁｶｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 信州大
山岸 大耀(3)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾀｲﾖｳ 長野吉田高
平野 雄大
ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀﾞｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
山口 雄也(3)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 篠ﾉ井高
宮澤 克幸(2)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾂﾕｷ 豊科高
柳澤 和也(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾔ 上田東高
倉田 優希
ｸﾗﾀ ﾏｻｷ eSDesign
齋藤 勇輝(3) DNF
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 中野立志館高
平澤 賢也(2) DNS
ﾋﾗｻﾜ ｹﾝﾔ 高遠高

男子

やり投(800g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考

1 20  9006  59.24 55.79 58.89  59.24  55.50

-2- -3-

 60.83 

記録

 56.78   x

-4- -5- -6-

 59.83 60.83

2 19  9125  55.94 55.78 55.89    -  56.78 

3 12  9004  48.05 56.30

4 18  9064  54.10   x    x    x  54.10 

 52.09  56.30  51.55 55.24   x  56.30 

  54.10  53.03 52.86

  55.94

 48.74  52.70  51.51 44.75 52.53 52.70 

  52.59  47.63 49.83 52.59  50.08 52.59 

5 16  1567  49.75 52.70

6 15  9054  46.72   x

 47.96  50.65  47.75   x  45.33 50.65 

  49.70  50.55 49.81 48.52  48.46 50.55 

7 8  1531    x  50.65

8 11  9162  49.70   x

 48.60  48.60           48.60 

  48.47        48.47     48.47 

9 13  2756  48.53 46.50

10 17  1260  45.81 46.91

 42.91  47.34           47.34 

  47.01        47.01     47.01 

11 10  9158  47.34   x

12 5  9101  44.79 45.81

 45.99  45.99           45.99 

  45.02        45.02     45.02 

13 4  1049  45.41 44.38

14 9  9035  40.93 43.50

 43.87  43.87           43.87 

  43.41        42.16     43.41 

15 6  1399    x  43.04

16 2  2549  43.41 42.50

17 1  1808
 42.85 37.88

             

18 14  9181  41.64 42.22   x

 21.46  42.85           42.85 

  42.22       

   

    42.22 

7   892              

       3   386                 
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