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◆ この大会で樹立された記録

①
②
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④

◆ グラウンドコンディション ■フィールド競技における記号の説明

■失格の理由を示す略号の説明

Results
期　　日 令和元年5月3日(金)・4日(土)
会　　場 長野県松本平広域公園陸上競技場

(競技場コード 171020)

大会コード 19170520

第43回 中信地区陸上競技選手権大会

主　　催 中信地区陸上競技協会・松本市陸上競技協会
大北陸上競技協会・塩尻市陸上競技協会
木曽郡陸上競技協会・安曇野市陸上競技協会

月日 男女 種目 ラウンド 記録 氏名 所属(学年) 従来の記録 備考
5/3 女子 円盤投 決勝 37m91 丸山 香奈恵 大町岳陽高(3) 33m76 大会新
5/3 女子 棒高跳 決勝 3m20 有田 芽生 松本深志高(3) 2m60 大会新
5/3 女子 棒高跳 決勝 2m70 谷川 慧佳 山辺中(3) 2m60 大会新
5/3 女子 棒高跳 決勝 2m60 深尾 美希 三郷中(2) 2m60 大会ﾀｲ

豊科高(2) 12秒22 大会新
5/3 男子 110mH 決勝 14秒72 三宅 浩生 中京大(3)
5/3 女子 100m 準決勝 12秒19 北沢 栞

15秒42 大会新
5/3 男子 110mH 決勝 15秒33 東山 由輝 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 15秒42 大会新
5/3 女子 100m 決勝 12秒16 北沢 栞 豊科高(2) 12秒22 大会新

松本市陸協 32分52秒88 大会新
5/3 男子 10000m 決勝 32分09秒33 鳥羽 大地 安曇野市陸協
5/3 男子 10000m 決勝 31分43秒57 塩原 大

32分52秒88 大会新
5/3 男子 10000m 決勝 32分44秒80 松野 淳司 塩尻市陸協 32分52秒88 大会新
5/4 男子 5000mW 決勝 24分00秒66 塩島 和哉 大町岳陽高(3) 24分07秒16 大会新

松本国際高(3) 27分42秒66 大会新
5/4 女子 5000mW 決勝 27分00秒18 畑野 実優 松本国際高(3)
5/4 女子 5000mW 決勝 26分16秒54 中藤 夏葵

27分42秒66 大会新
5/4 女子 400mH 予選 1分01秒53 南澤 明音 松本大(4) 1分01秒91 大会新
5/4 女子 三段跳 決勝 10m67 木田 沙耶 松本大(3) 10m51 大会新

松本大(3) 10分08秒29 大会新
5/4 男子 3000mSC 決勝 9分58秒66 村上 裕雅 松商学園高(3)
5/4 男子 3000mSC 決勝 9分54秒34 小松 晃人

10分08秒29 大会新
5/4 女子 400mH 決勝 1分00秒62 南澤 明音 松本大(4) 1分01秒91 大会新
5/4 女子 ハンマー投 決勝 36m98 荒井 葵凪 松本大(2) 33m35 大会新

松本大 3分21秒10 大会新
水島 優(M1)
輪湖 勇哉(3)
花形 駿介(3)

5/4 男子 4x400mR 決勝 3分20秒34

渡部 翔太(2)

風速m/s 時刻 天候
5/3(金) 5/4(土) 記号 　内容 　備考

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速m/s ○ 成功・有効試技 走高跳・棒高跳気温 湿度 風向

東 1.5 －
 9:00 晴れ 19.0 28.0 東 4.0

0.9 11:00 晴れ
晴れ

× 失敗・無効試技

10:00 晴れ 20.0 44.0 西 1.0 10:00
 9:00 晴れ 18.0 39.0 東 0.6

パス19.0 42.0

12:00 晴れ 23.0 33.0 南 0.6 12:00 晴れ 22.5
21.0 39.0 東 2.3 ｒ 試合放棄

34.0 西 1.2
11:00 晴れ 22.0 34.0 南

25.0 南 1.2
14:00 曇り 23.5 24.0 東 1.92.4 14:00 晴れ 24.0 31.0 南
13:00 晴れ 23.0 29.0 東 0.9 13:00 晴れ 24.0

略号 　内　容 Rules
FS 不正スタート R162-7

22.0 西 2.0
16:00 晴れ 22.0 28.0 南 1.2
15:00 晴れ 23.5 24.0 南 0.3 15:00 晴れ 22.0

R2 リレーでバトンを落とした地点に戻ってレースを再開しなかった R170-6c



第43回中信地区陸上競技選手権大会 ｽﾀｰﾄ審判長 小川 淳

主催：中信地区陸上競技協会・松本市陸上競技協会・大北陸上競技協会・塩尻市陸上競技協会 ﾄﾗｯｸ審判長 木戸岡 和孝
　　　木曽郡陸上競技協会・安曇野市陸上競技協会 投てき審判長 山岸 彰
【開催日】 令和元年5月3日(土)～4日(日) 跳躍審判長 山岸 彰

【主催団体】 中信地区陸上競技協会 決勝記録一覧表
(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

 5/ 3 男子  +2.7 越山 遥斗(3) 10.59 落合 華七斗(3) 10.90 安藤 直哉 11.00 渡辺 丈晴(2) 11.10 ﾊﾘｽ ﾏｲﾙｽﾞ翔馬(3) 11.30 原 大樹(3) 11.45
100m 松本工高 堀金中 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本蟻ヶ崎高 松商学園高 木曽青峰高

 5/ 4  -1.1 越山 遥斗(3) 22.22 落合 華七斗(3) 22.45 渡辺 丈晴(2) 22.99 安坂 丈瑠(3) 23.14 小林 嶺(5) 23.18 酒井 幹汰(1) 23.64 木戸 亮太(1) 23.71 鈴木 慎吾(2) 24.14
200m 松本工高 堀金中 松本蟻ヶ崎高 開成中 長野高専 豊科高 松本大 北安松川中

 5/ 3 篠原 翔(3) 49.45 渡部 翔太(2) 50.16 一志 瑠衣斗(3) 50.36 輪湖 勇哉(3) 50.64 安坂 丈瑠(3) 50.71 中山 晃希(3) 51.28 岡田 遥人(1) 51.77 村上 裕太郎(2) 53.73
400m 豊科高 松本大 松本国際高 松本大 開成中 松本美須々ヶ丘高 松本国際高 松本美須々ヶ丘高

 5/ 4 大蔵 泰生(3) 2:01.94 岡田 遥人(1) 2:02.23 髙橋 優弥(2) 2:02.41 東 大志(2) 2:03.87 伊藤 珠佑(2) 2:06.50 中島 優太(3) 2:08.44 松原 功我(3) 2:09.19 沓掛 蒼大(2) 2:13.14
800m 木曽青峰高 松本国際高 豊科高 松本国際高 梓川高 塩尻志学館高 松本国際高 塩尻志学館高

 5/ 3 村上 裕雅(3) 4:12.31 黒岩 優斗(3) 4:15.74 會川 奏太(1) 4:17.82 杉原 立樹(3) 4:18.12 栗林 拓矢 4:19.75 山本 昌希 4:20.01 薛 哲平(2) 4:20.09 古川 楓馬(1) 4:21.00
1500m 松商学園高 豊科高 松商学園高 開成中 大町市陸協 松本市陸協 大町岳陽高 豊科高

 5/ 4 塩原 大 15:46.96 青木 学 15:55.15 松野 淳司 16:03.22 池田 悠司(1) 16:05.40 上条 康太 16:14.67 古川 楓馬(1) 16:21.92 成宮 崇人(4) 16:28.51 栗林 拓矢 16:38.35
5000m 松本市陸協 松本市陸協 塩尻市陸協 松本大 安曇野市陸協 豊科高 信州大 大町市陸協

 5/ 3 塩原 大 31:43.57 鳥羽 大地 32:09.33 松野 淳司 32:44.80 西沢 紀元 33:36.84 中嶋 紀彰(3) 34:36.73 中村 祐紀 35:01.95 青木 颯 35:05.85 清水 慎也 35:12.38
10000m 松本市陸協 GR 安曇野市陸協 GR 塩尻市陸協 GR 昭和電工大町 松本国際高 安曇野市陸協 安曇野市陸協 松本市陸協

 5/ 3  +1.1 三宅 浩生(3) 14.72 東山 由輝 15.33 北村 剣臣(3) 15.74 中根 颯亮(3) 16.35 木下 耀仁(2) 16.43 森 遼己(1) 16.94 太田 貴将(2) 17.15 梶川 新(3) 17.64
110mH(1.067m) 中京大 GR ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC GR 豊科高 松本県ヶ丘高 松商学園高 松商学園高 大町岳陽高 山辺中

 5/ 4 清水 泰志 53.54 洞澤 光(1) 54.72 花形 駿介(3) 55.59 川西 翔太 56.90 柳沢 優生(3) 57.50 倉田 歩夢(3) 58.42 熊谷 憲 1:21.29
400mH(0.914m) ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 松本大 松本大 with 松商学園高 松商学園高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 5/ 4 小松 晃人(3) 9:54.34 村上 裕雅(3) 9:58.66 小澤 大輝 10:24.91 斉藤 洸大(3) 10:49.18 齋藤 直哉(2) 10:53.63 高橋 巧(3) 10:57.83 村松 卓弥(3) 12:11.47 川上 烈生(3) 12:39.66

3000mSC(0.914m) 松本大 GR 松商学園高 GR 安曇野市陸協 松商学園高 松本蟻ヶ崎高 信大医陸 松本蟻ヶ崎高 松本深志高
 5/ 4 塩島 和弥(3) 24:00.66 武藤 珠樹(2) 26:54.63

5000m競歩 大町岳陽高 GR 松本工高
 5/ 4 丸山 拓哉(4) 2.01 髙田 幸之介(3) 2.00 松澤 和也(4) 1.95 松原 大輝 1.90 関本 遊大(1) 1.85 梶川 新(3) 1.75 石田 優音(3) 1.75 中塚 渓滋 1.70

走高跳 松本大 松本県ヶ丘高 松本大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松商学園高 山辺中 松本工高 DreamAC
 5/ 3 深尾 光希(2) 4.10 丸山 康生(3) 4.00 富田 雅也(2) 3.90 重田 篤希(3) 3.80 藤澤 将大(4) 3.70 田中 滉人(3) 3.70 矢花 涼平(2) 3.60 中谷 息吹(3) 3.30

棒高跳 松本工高 松本国際高 松本工高 山辺中 松本大 松本国際高 松本国際高 三郷中
 5/ 3 佐藤 賢一 7.17(-1.3) 上條 将吾 7.00(+1.1) 村瀬 直希 6.47(+0.6) 山口 諒偲(2) 6.45(+2.2) 篠原 洸樹(3) 6.29(+1.6) 阪 圭央 6.22(+1.5) 笠井 敦司(2) 5.93(+0.7) 宮澤 憲二 5.92(+3.6)

走幅跳 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 松本大AC 松本大 松商学園高 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 大町岳陽高 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
 5/ 4 菅 光輝(3) 13.26(+0.3) 大路 颯人(2) 12.44(-1.1) 深尾 光希(2) 11.97(-2.4) 富田 雅也(2) 11.82(-1.9) 日馬 正貴 11.40(-2.2)

三段跳 松本美須々ヶ丘高 信州大 松本工高 松本工高 安曇野市陸協
 5/ 4 上原 隆伸 11.70 竹内 恒平(3) 11.20 金子 周平(1) 11.07 有村 凌空(1) 10.48 大宮 直人 7.94 福田 淳 7.94 塩島 律哉(1) 7.54

砲丸投(7.260kg) ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本工高 松本大 木曽青峰高 木曽郡陸協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 豊科高
 5/ 3 山本 真光人(3) 32.10 丸山 貴由人 31.66 竹内 恒平(3) 31.35 石川 真(3) 28.51 小林 錬(3) 28.33 赤羽 裕紀(2) 27.20 皆戸 一真(1) 13.64

円盤投(2.000kg) 愛知学院大 松本大AC 松本工高 松本県ヶ丘高 豊科高 松本大 塩尻志学館高
 5/ 4 上原 隆伸 46.82 萩原 倖司(1) 45.97 神田 雅翔(2) 32.97 上條 健 27.32

ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg) ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本大 松本国際高 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC
 5/ 3 小澤 匠 49.18 平野 雄大 48.18 宮澤 克幸(2) 45.64 小平 将斗(1) 43.18 武井 謙汰(2) 34.66 難波 俊太(3) 34.02 水口 拓実(2) 32.88 小松 虎太郎(2) 23.36

やり投(800g) 松本市陸協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 豊科高 松本国際高 松商学園高 南安曇農高 田川高 大町岳陽高
 5/ 3 松本大       42.17 松商学園高       42.81 松本国際高       43.49 豊科高       43.70 松本蟻ヶ崎高       44.85 北安松川中       45.23 大町岳陽高       45.48 木曽青峰高       45.90

4×100m 松澤 和也(4) 木下 耀仁(2) 丸山 拓海(2) 橋本 涼(2) 小倉 颯太(3) 鈴木 慎吾(2) 笠井 敦司(2) 青木 洸也(3)
水島 優(5) ﾊﾘｽ ﾏｲﾙｽﾞ翔馬(3) 五十嵐 脩祐(1) 原田 翼(2) 長谷川 渡(3) 丸山 祥太(3) 太田 貴将(2) 大河内 陽人(2)
成澤 稜(3) 柳沢 優生(3) 宮島 隆輔(2) 中島 淳公(2) 中村 勇太(3) 横澤 静也(2) 宇留賀 駿(2) 新村 来聖(3)
熊谷 悟(2) 倉田 歩夢(3) 一志 瑠衣斗(3) 酒井 幹汰(1) 渡辺 丈晴(2) 小松 景介(3) 山田 航也(2) 原 大樹(3)

 5/ 4 松本大     3:20.34 豊科高     3:24.30 松本国際高     3:25.36 松本美須々ヶ丘高    3:32.91 木曽青峰高     3:35.23 松本蟻ヶ崎高     3:36.37 松本県ヶ丘高     3:40.54 鉢盛中     3:51.23
4×400m 渡部 翔太(2) GR 橋本 涼(2) 東 大志(2) 中山 晃希(3) 原 大樹(3) 小倉 颯太(3) 中根 颯亮(3) 山﨑 陽(2)

水島 優(M1) 中島 淳公(2) 一志 瑠衣斗(3) 村上 裕太郎(2) 大蔵 泰生(3) 齋藤 直哉(2) 片瀬 賢斗(2) 桃井 盛那(3)
輪湖 勇哉(3) 髙橋 優弥(2) 望月 翼(1) 渡辺 悠介(3) 木村 大起(3) 長谷川 渡(3) 村瀬 巧(2) 山田 瑛太(2)
花形 駿介(3) 篠原 翔(3) 丸山 拓海(2) 松原 誓哉(3) 和田 直己(3) 渡辺 丈晴(2) 髙田 幸之介(3) 清澤 広伸(3)



予選 5月3日 10:25
準決勝 5月3日 13:50
決勝 5月3日 15:05

長野県記録(KR)                  10.15 塚原 直貴                    東海大           2007/09/16  
大会記録(GR)                    10.71 岩田 晃                      ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ        2010        

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +0.2

 1 渡辺 丈晴(2) 松本蟻ヶ崎高     11.70 Q  1 木下 耀仁(2) 松商学園高     11.67 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ

 2 橋本 博人(3) 開成中     12.53  2 野口 陽生(3) 松本美須々ヶ丘高    12.19 
ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ ﾉｸﾞﾁ ﾊﾙｷ

 3 田多井 信吾(3) 女鳥羽中     12.95  3 小松 虎太郎(2) 大町岳陽高     12.63 
ﾀﾀｲ ｼﾝｺﾞ ｺﾏﾂ ｺﾀﾛｳ

 4 山口 洸斗(2) 波田中     13.05  4 田中 舜也(3) 女鳥羽中     13.06 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ ﾀﾅｶ ﾄｼﾔ

 5 東村 寛介(1) 豊科北中     14.45  5 藤森 亮祐(3) 高綱中     13.32 
ﾋｶﾞｼﾑﾗ ｶﾝｽｹ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ

 6 相澤 忍(2) 塩尻広陵中     16.31  6 君口 光(3) 木曽町中     14.37 
ｱｲｻﾞﾜ ｼﾞﾝ ｷﾐｸﾞﾁ ﾋｶﾙ

  永井 つかさ(2) 丸ﾉ内中       7 島 遼介(2) 清水中     14.42 
ﾅｶﾞｲ ﾂｶｻ ｼﾏ ﾘｮｳｽｹ

  村上 裕太郎(2) 松本美須々ヶ丘高       小林 健斗(3) 松本蟻ヶ崎高      
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ

  小松 誠 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野        村石 稜(2) 松本県ヶ丘高      
ｺﾏﾂ ﾏｺﾄ ﾑﾗｲｼ ﾘｮｳ

[ 3組] 風速 +1.8 [ 4組] 風速 +1.5

 1 越山 遥斗(3) 松本工高     10.88 Q  1 安藤 直哉 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野     11.09 Q
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ

 2 金子 楽斗(3) 高綱中     12.13  2 丸山 翔平(2) 南安曇農高     11.92 q
ｶﾈｺ ｶﾞｸﾄ ﾏﾙﾔﾏ  ｼｮｳﾍｲ

 3 武田 龍治(2) 鎌田中     12.35  3 山﨑 陽(2) 鉢盛中     11.94 
ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ

 4 佐藤 優(2) 高瀬中     13.01  4 林 智輝(2) 高綱中     12.49 
ｻﾄｳ ﾕｳ ﾊﾔｼ ﾄﾓｷ

 5 江津 祥太朗(3) 白馬中     13.69  5 村上 康生(2) 塩尻中     12.76 
ｺﾞｳﾂﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾑﾗｶﾐ ｺｳｾｲ

 6 永松 篤(2) 塩尻広陵中     14.13  6 横内 歩夢(3) 女鳥羽中     13.21 
ﾅｶﾞﾏﾂ ｱﾂｼ ﾖｺｳﾁ ｱﾕﾑ

 7 太谷 拓斗(1) 豊科北中     14.84  7 曽根原 悠希(2) 仁科台中     13.25 
ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾄ ｿﾈﾊﾗ  ﾊﾙｷ

  原 大輝(3) 清水中       8 武田 大和(1) 豊科北中     14.60 
ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ ﾀｹﾀﾞ ﾔﾏﾄ

  津滝 祥(3) 南安曇農高        佐藤 泰貴(2) 附属松本中      
ﾂﾀｷ  ｼｮｳ ｻﾄｳ ﾀｲｷ

[ 5組] 風速 +0.6 [ 6組] 風速 +0.5

 1 水島 優(5) 松本大     11.28 Q  1 成澤 稜(3) 松本大     11.36 Q
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ

 2 蒔田 陽一郎(3) 松本美須々ヶ丘高    11.90 q  2 大河内 陽人(2) 木曽青峰高     11.94 
ﾏｷﾀ ﾚｲｲﾁﾛｳ ｵｵｺｳﾁ ﾊﾙﾄ

 3 小林 尚矢(3) 松本国際高     12.22  3 合葉 太飛(3) 開成中     11.98 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ

 4 木曽 隆大朗(2) 白馬中     12.29  4 荻野 彪(3) 白馬中     12.75 
ｷｿ ﾘｭｳﾀﾛｳ ｵｷﾞﾉ ﾋｮｳ

 5 野中 幸樹(2) 松商学園高     12.54  5 田口 俊(3) 木曽町中     12.84 
ﾉﾅｶ ｺｳｷ ﾀｸﾞﾁ ｼｭﾝ

 6 関原 暖基(3) 丘中     13.71  6 渡辺 直弥(1) 穂高東中     13.06 
ｾｷﾊﾗ ﾊﾙｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ

 7 藤原 有冴(2) 三郷中     14.61  7 菅沼 秀悟(3) 附属松本中     14.28 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｺﾞ ｽｶﾞﾇﾏ ｼｭｳｺﾞ

  髙田 竜生(3) 信明中       8 大留 朝陽(3) 清水中     14.94 
ﾀｶﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ ｵｵﾄﾒ ｱｻﾋ

  松井 和音(3) 仁科台中        平出 純大(3) 仁科台中      
ﾏﾂｲ  ｶｽﾞﾈ ﾋﾗｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝﾀ

男子

100m

予選 通過基準  14組  1着 + 10 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  2378 2  2487

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4  7289 4  2055

3  7140 7  2326

1  6648 6  7196

9  7401 3  7285

5  7047 1  6963
DNS

2  6476 9  6293

 2311
DNS DNS

6  2330 5  2373
DNS DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  9009 8

1  2434 2  9005
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  6977 7  7422

4  7193 8  2134

5  6822 5  6412

3  6767 1  7170

9  6646 3  6897

6  6472 4  7284

 7482
DNS DNS

7  6959 9  6647
DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  2131 6

2  9056 1  9057
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  2527 2  7141

1  2325 7  1940

4  2467 6  6291

3  6830 3  6824

7  6704 4  7488

6  6457 9  6563

9  6894 8  6893
DNS DNS

8  7001 5  6958
DNS



[ 7組] 風速 +1.0 [ 8組] 風速 +0.7

 1 ﾊﾘｽ ﾏｲﾙｽﾞ翔馬(3)松商学園高     11.48 Q  1 原田 翼(2) 豊科高     11.67 Q
ﾊﾘｽ ﾏｲﾙｽﾞｼｮｳﾏ ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ

 2 藤本 元太 白馬AC     11.92 q  2 笠井 敦司(2) 大町岳陽高     11.86 q
ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ ｶｻｲ ｱﾂｼ

 3 片桐 拓真(2) 菅野中     12.09  3 中澤 歩希(2) 鉢盛中     12.25 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｸﾏ ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ

 4 小松 景介(3) 北安松川中     12.41  4 矢花 彰吾(2) 丘中     12.41 
ｺﾏﾂ ｹｲｽｹ ﾔﾊﾞﾅ ｼｮｳｺﾞ

 5 清澤 広伸(3) 鉢盛中     12.66  5 竹岡 尚輝(2) 堀金中     12.92 
ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ ﾀｹｵｶ ﾅｵｷ

 6 笠原 諒誓(3) 女鳥羽中     13.23  6 宮入 大輝(2) 開成中     13.13 
ｶｻﾊﾗ ﾘｮｳｾｲ ﾐﾔｲﾘ ﾊﾙｷ

 7 斉藤 新(2) 波田中     13.95  7 小林 知樹(2) 附属松本中     13.36 
ｻｲﾄｳ ｱﾗﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ

  日馬 正貴 安曇野市陸協        福田 淳 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野      
ｸｻﾏ ﾏｻｷ ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ

[ 9組] 風速 -0.2 [ 10組] 風速 +0.7

 1 小泉 歩夢(3) 明科高     11.51 Q  1 古田 海輝(1) 松本深志高     11.71 Q
ｺｲｽﾞﾐ ｱﾕﾑ ﾌﾙﾀ ｱｷ

 2 原 大樹(3) 木曽青峰高     11.62 q  2 竹内 寛弥(2) 松商学園高     11.92 q
ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾔ

 3 熊谷 憲 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野     12.04  3 青木 洸也(3) 木曽青峰高     12.17 
ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ ｱｵｷ ﾋﾛﾔ

 4 村松 凌典(3) 丸ﾉ内中     12.19  4 渡辺 悠介(3) 松本美須々ヶ丘高    12.26 
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ

 5 小笠原 巧真(2) 高綱中     12.86  5 今井 陽翔(3) 波田中     13.25 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾏ ｲﾏｲ ﾊﾙﾄ

 6 上條 輝太(2) 丘中     13.01  6 上村 千隼(3) 木曽町中     13.63 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳﾀ ｶﾐﾑﾗ ﾁﾊﾔ

 7 牛越 琢斗(2) 大町岳陽高     13.15  7 山田 啓介(2) 開成中     13.98 
ｳｼｺｼ ﾀｸﾄ ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ

 8 青田 聖也(2) 仁科台中     13.26   柳沢 貴之 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野      
ｱｵﾀ  ｾｲﾔ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ

[ 11組] 風速 -2.4 [ 12組] 風速 -3.2

 1 橋本 涼(2) 豊科高     11.78 Q  1 大月 洸典(3) 豊科高     11.89 Q
ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ

 2 中村 太郎(3) 松本深志高     12.23  2 太田 貴将(2) 大町岳陽高     11.92 q
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾛｳ ｵｵﾀ ﾀｶﾏｻ

 3 上條 瑞季(3) 丘中     12.53  3 荒波 友也(3) 附属松本中     12.47 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ ｱﾗﾅﾐ ﾕｳﾔ

 4 丸山 英嗣(1) 大町岳陽高     12.55  4 武田 知樹(1) 田川高     12.80 
ﾏﾙﾔﾏ ｴｲｼﾞ ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ

 5 峯村 享明(3) 北安松川中     13.06  5 西沢 櫂(3) 女鳥羽中     12.94 
ﾐﾈﾑﾗ ﾐﾁｱｷ ﾆｼｻﾞﾜ ｶｲ

 6 有江 禅(2) 開成中     13.28  6 鎌田 仁(2) 高綱中     13.02 
ｱﾘｴ ｾﾞﾝ ｶﾏﾀﾞ ｼﾞﾝ

 7 小林 佑輔(3) 菅野中     13.95  7 土屋 隼(1) 豊科北中     13.73 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ ﾂﾁﾔ ﾊﾔﾄ

 8 唐津 春樹(3) 附属松本中     14.74  8 冨田 隆嗣(2) 波田中     13.84 
ｶﾗﾂ ﾊﾙｷ ﾄﾐﾀ ﾀｶｼ

[ 13組] 風速 +1.7 [ 14組] 風速 +1.9

 1 今西 康太(3) 松商学園高     11.33 Q  1 落合 華七斗(3) 堀金中     11.09 Q
ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ

 2 青柳 旺利(2) 松本県ヶ丘高     11.97  2 酒井 幹汰(1) 豊科高     11.50 q
ｱｵﾔｷﾞ ｵｳﾘ ｻｶｲ ｶﾝﾀ

 3 宮下 裕也(2) 塩尻広陵中     12.01  3 菅 光輝(3) 松本美須々ヶ丘高    11.82 q
ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾔ ｽｶﾞ ｺｳｷ

 4 原 駿太(3) 仁科台中     12.11  4 勝野 将(2) 穂高東中     12.47 
ﾊﾗ  ｼｭﾝﾀ ｶﾂﾉ ﾏｻｼ

 5 小松 真人 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ     12.37  5 小玉 怜史(2) 菅野中     12.81 
ｺﾏﾂ ﾏｻﾄ ｺﾀﾞﾏ ﾚｲｼﾞ

 6 小林 優斗(2) 木曽町中     12.89  6 松嶋 大智(2) 豊科北中     13.30 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ ﾏﾂｼﾏ ﾀｲﾁ

 7 太田 竣介(2) 波田中     14.09   三村 琉世(2) 塩尻広陵中      
ｵｵﾀ ｼｭﾝｽｹ ﾐﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ

  北村 虹太朗(2) 堀金中        石田 朗雅(2) 旭町中      
ｷﾀﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ ｲｼﾀﾞ ｱｷﾏｻ

男子

100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

4  9091 3  2046

No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  2482 9  2548

7  6772 2  6459

8  7221 5  7421

2  7288 6  7110

3  7446 7  8759

5  9028 4  9012

6  7381 8  7458

DNS DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

2  1967 5  2494

No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  2563 6  2238

5  7043 9  2328

9  9007 4  1966

8  6463 2  6290

4  7171 7  7413

6  6898 3  9014

7  2051 8  7112

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

9  2221 5  2049

No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  2546 8  2539

6  2060 4  2932

2  6456 3  7483

7  7111 6  7172

4  6776 2  7286

3  7498 7  7382

5  7212 9  6633

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  2478 2  8755

5  6471 9  2322

4  2313 5  2532

7  9089 4  7223

6  6892 6  6576

2  7419 3  6470

9  6320 8  6636

DNS DNS

DNS
3  8753 7  7077



[ 1組] 風速 +2.3 [ 2組] 風速 +1.6

 1 水島 優(5) 松本大     10.95 Q  1 落合 華七斗(3) 堀金中     10.96 Q
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ

 2 安藤 直哉 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野     11.05 Q  2 渡辺 丈晴(2) 松本蟻ヶ崎高     11.07 Q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ

 3 原 大樹(3) 木曽青峰高     11.43 q  3 小泉 歩夢(3) 明科高     11.50 
ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ ｺｲｽﾞﾐ ｱﾕﾑ

 4 酒井 幹汰(1) 豊科高     11.52  4 菅 光輝(3) 松本美須々ヶ丘高    11.73 
ｻｶｲ ｶﾝﾀ ｽｶﾞ ｺｳｷ

 5 木下 耀仁(2) 松商学園高     11.56  5 竹内 寛弥(2) 松商学園高     11.73 
ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾔ

 6 太田 貴将(2) 大町岳陽高     11.56  6 丸山 翔平(2) 南安曇農高     12.14 
ｵｵﾀ ﾀｶﾏｻ ﾏﾙﾔﾏ  ｼｮｳﾍｲ

 7 原田 翼(2) 豊科高     11.59   今西 康太(3) 松商学園高      
ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ

 8 藤本 元太 白馬AC     11.90   大月 洸典(3) 豊科高      
ﾌｼﾞﾓﾄ ｹﾞﾝﾀ ｵｵﾂｷ ﾀｹﾉﾘ

[ 3組] 風速 +3.7

 1 越山 遥斗(3) 松本工高     10.63 Q
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ

 2 成澤 稜(3) 松本大     10.90 Q
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ

 3 ﾊﾘｽ ﾏｲﾙｽﾞ翔馬(3)松商学園高     11.29 q
ﾊﾘｽ ﾏｲﾙｽﾞｼｮｳﾏ

 4 橋本 涼(2) 豊科高     11.51 
ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ

 5 古田 海輝(1) 松本深志高     11.63 
ﾌﾙﾀ ｱｷ

 6 笠井 敦司(2) 大町岳陽高     11.65 
ｶｻｲ ｱﾂｼ

 7 大河内 陽人(2) 木曽青峰高     11.65 
ｵｵｺｳﾁ ﾊﾙﾄ

 8 蒔田 陽一郎(3) 松本美須々ヶ丘高    12.50 
ﾏｷﾀ ﾚｲｲﾁﾛｳ

風速 +2.7

 1 越山 遥斗(3) 松本工高     10.59 
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ

 2 落合 華七斗(3) 堀金中     10.90 
ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ

 3 安藤 直哉 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野     11.00 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ

 4 渡辺 丈晴(2) 松本蟻ヶ崎高     11.10 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ

 5 ﾊﾘｽ ﾏｲﾙｽﾞ翔馬(3)松商学園高     11.30 
ﾊﾘｽ ﾏｲﾙｽﾞｼｮｳﾏ

 6 原 大樹(3) 木曽青峰高     11.45 
ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ

  成澤 稜(3) 松本大      
ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ

  水島 優(5) 松本大      
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ

男子

100m
準決勝 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

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

7  9005 6  2378

5  9056 4  8755

8  2532 8  2322

9  1967 7  2563

2  2049 3  2134

4  2487 2  2494

3  9091 9  2539
DNS

6  2548 5  2478
DNS

5  2434

7  9057

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  2238

9  2046

4  2482

8  2546

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  1940

3  2325

9  9005

8  2378

記録／備考
7  2434

6  8755

DNS

4  9057
DNS

5  9056

3  2482

2  1967



予選 5月4日 10:30
準決勝 5月4日 13:55
決勝 5月4日 15:10

長野県記録(KR)                  20.35 塚原 直貴                    東海大           2006/05/24  
大会記録(GR)                    21.89 常盤 大智                    松本大           2017        

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +2.7

 1 酒井 幹汰(1) 豊科高     23.35 Q  1 斉藤 巧(3) 松本大     22.58 Q
ｻｶｲ ｶﾝﾀ ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ

 2 竹岡 尚輝(2) 堀金中     26.37 Q  2 中山 晃希(3) 松本美須々ヶ丘高    23.99 Q
ﾀｹｵｶ ﾅｵｷ ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ

 3 渡辺 直弥(1) 穂高東中     26.84  3 髙山 拓夢(2) 松商学園高     25.06 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾑ

 4 鎌田 仁(2) 高綱中     26.97  4 青木 俊輔(3) 三郷中     25.39 
ｶﾏﾀﾞ ｼﾞﾝ ｱｵｷ ｼｭﾝｽｹ

 5 百瀬 匠真(3) 女鳥羽中     28.17  5 荻野 彪(3) 白馬中     26.18 
ﾓﾓｾ ﾀｸﾏ ｵｷﾞﾉ ﾋｮｳ

 6 上村 千隼(3) 木曽町中     28.36  6 山本 蓮(2) 鉢盛中     27.41 
ｶﾐﾑﾗ ﾁﾊﾔ ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝ

  桃井 盛那(3) 鉢盛中       7 上條 剛(2) 丘中     29.08 
ﾓﾓｲ ｾﾅ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾂﾖｼ

  土方 晃希(3) 塩尻広陵中       8 萩原 諒(2) 塩尻広陵中     29.42 
ﾋｼﾞｶﾀ ｺｳｷ ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ

  山田 航也(2) 大町岳陽高        柳沢 貴之 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野      
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾔ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｶﾕｷ

[ 3組] 風速 -1.1 [ 4組] 風速 +0.0

 1 越山 遥斗(3) 松本工高     22.73 Q  1 鈴木 慎吾(2) 北安松川中     23.68 Q
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ

 2 蒔田 陽一郎(3) 松本美須々ヶ丘高    24.91 Q  2 田中 滉人(3) 松本国際高     25.18 Q
ﾏｷﾀ ﾚｲｲﾁﾛｳ ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ

 3 中根 彪貴(3) 塩尻広陵中     25.20  3 合葉 太飛(3) 開成中     25.29 
ﾅｶﾈ ﾋｭｳｷ ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ

 4 曽根原 巧真(2) 松本国際高     25.38  4 村松 凌典(3) 丸ﾉ内中     25.34 
ｿﾈﾊﾗ ﾀｸﾏ ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ

 5 窪田 大造(3) 高綱中     25.76  5 林 智輝(2) 高綱中     26.35 
ｸﾎﾞﾀ ﾀｲｿﾞｳ ﾊﾔｼ ﾄﾓｷ

 6 田口 俊(3) 木曽町中     25.81  6 小林 優斗(2) 木曽町中     26.99 
ﾀｸﾞﾁ ｼｭﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ

  須澤 拓海(2) 丘中       7 山口 洸斗(2) 波田中     27.17 
ｽｻﾞﾜ ﾀｸﾐ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ

  河上 侃太(3) 松本深志高        矢口 紘人(2) 松本深志高      
ｶﾜｶﾐ ｶﾝﾀ ﾔｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ

[ 5組] 風速 +1.8 [ 6組] 風速 -0.2

 1 落合 華七斗(3) 堀金中     22.38 Q  1 安坂 丈瑠(3) 開成中     23.69 Q
ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ

 2 丸山 康生(3) 松本国際高     23.70 Q  2 今西 康太(3) 松商学園高     23.82 Q
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ

 3 林 雅斗(2) 松商学園高     24.24 q  3 増田 空大(3) 波田中     25.07 q
ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

 4 中澤 歩希(2) 鉢盛中     24.75 q  4 古瀬 康平(1) 塩尻志学館高     25.28 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ ﾌﾙｾ ｺｳﾍｲ

 5 南村 蓮(3) 木曽町中     25.25  5 内川 洸(3) 小谷中     25.67 
ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾚﾝ ｳﾁｶﾜ ｺｳ

 6 森本 快(2) 波田中     27.14  6 深澤 来仁(1) 穂高東中     28.82 
ﾓﾘﾓﾄ ｶｲ ﾌｶｻﾜ ﾗｲﾄ

 7 藤森 亮祐(3) 高綱中     27.16   平本 夏輝(2) 松本深志高      
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂｷ

  石田 朗雅(2) 旭町中        矢花 涼平(2) 松本国際高      
ｲｼﾀﾞ ｱｷﾏｻ ﾔﾊﾞﾅ ﾘｮｳﾍｲ

男子

200m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  2532 1  9060

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7  6563 3  2490

1  8759 2  2324

6  7287 4  6824

9  7172 6  6721

2  7448 9  6458
DNS

8  6290 5  7425

4  2056 7  9014
DNS DNS

3  6488 8  6475
DNS

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

5  2325 7  2526

8  2434 6  6785

6  3150 8  7043

3  6509 4  7141

2  6291 3  6320

4  7195 9  7170

9  2225 2  2228
DNS DNS

7  6466 5  7401
DNS

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

8  2518 3  2478

6  8755 9  7138

4  7421 7  1991

5  2488 5  7416

7  7400 4  6569

3  6296 8  6842

2  7077 6  3145
DNS DNS

9  7196 2  2236
DNS



[ 7組] 風速 +1.4 [ 8組] 風速 +1.4

 1 渡辺 丈晴(2) 松本蟻ヶ崎高     23.75 Q  1 木戸 亮太(1) 松本大     23.68 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ ｷﾄﾞ ﾘｮｳﾀ

 2 小泉 歩夢(3) 明科高     23.95 Q  2 小林 嶺(5) 長野高専     23.79 Q
ｺｲｽﾞﾐ ｱﾕﾑ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ

 3 輪湖 颯(3) 梓川中     24.14 q  3 吉澤 虎伯(3) 菅野中     24.50 q
ﾜｺ ﾊﾔﾄ ﾖｼｻﾞﾜ ｺﾊｸ

 4 牛越 悠太(3) 信明中     25.17 q  4 金子 楽斗(3) 高綱中     24.85 q
ｳｼｺｼ ﾕｳﾀ ｶﾈｺ ｶﾞｸﾄ

 5 橋本 博人(3) 開成中     25.71  5 黒野 敦志(1) 松本国際高     25.51 
ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ ｸﾛﾉ ｱﾂｼ

 6 松嶋 大智(2) 豊科北中     27.70  6 大月 隼(3) 丸ﾉ内中     26.99 
ﾏﾂｼﾏ ﾀｲﾁ ｵｵﾂｷ ﾊﾔﾄ

  村石 稜(2) 松本県ヶ丘高       7 福海 空汰(3) 木曽町中     27.37 
ﾑﾗｲｼ ﾘｮｳ ﾌｸﾐ ｶﾅﾀ

  小林 愛生(3) 波田中       8 芝田 悠(3) 波田中     27.68 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｷ ｼﾊﾞﾀ ﾕｳ

[ 1組] 風速 -4.8 [ 2組] 風速 +2.2

 1 渡辺 丈晴(2) 松本蟻ヶ崎高     23.68 Q  1 越山 遥斗(3) 松本工高     21.93 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ

 2 木戸 亮太(1) 松本大     24.03 Q  2 小林 嶺(5) 長野高専     23.05 Q
ｷﾄﾞ ﾘｮｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ

 3 輪湖 颯(3) 梓川中     24.66  3 酒井 幹汰(1) 豊科高     23.10 q
ﾜｺ ﾊﾔﾄ ｻｶｲ ｶﾝﾀ

 4 中澤 歩希(2) 鉢盛中     24.97  4 丸山 康生(3) 松本国際高     23.58 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ

 5 増田 空大(3) 波田中     26.14  5 田中 滉人(3) 松本国際高     24.69 
ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ

  斉藤 巧(3) 松本大       6 髙山 拓夢(2) 松商学園高     24.83 
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾐ ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾑ

  今西 康太(3) 松商学園高       7 金子 楽斗(3) 高綱中     24.93 
ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ ｶﾈｺ ｶﾞｸﾄ

  蒔田 陽一郎(3) 松本美須々ヶ丘高      8 竹岡 尚輝(2) 堀金中     26.24 
ﾏｷﾀ ﾚｲｲﾁﾛｳ ﾀｹｵｶ ﾅｵｷ

[ 3組] 風速 +2.6

 1 落合 華七斗(3) 堀金中     22.22 Q
ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ

 2 安坂 丈瑠(3) 開成中     23.08 Q
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ

 3 鈴木 慎吾(2) 北安松川中     23.32 q
ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ

 4 中山 晃希(3) 松本美須々ヶ丘高    23.54 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ

 5 小泉 歩夢(3) 明科高     23.66 
ｺｲｽﾞﾐ ｱﾕﾑ

 6 吉澤 虎伯(3) 菅野中     24.56 
ﾖｼｻﾞﾜ ｺﾊｸ

 7 牛越 悠太(3) 信明中     24.92 
ｳｼｺｼ ﾕｳﾀ

  林 雅斗(2) 松商学園高      
ﾊﾔｼ ﾏｻﾄ

風速 -1.1

 1 越山 遥斗(3) 松本工高     22.22 
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ

 2 落合 華七斗(3) 堀金中     22.45 
ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ

 3 渡辺 丈晴(2) 松本蟻ヶ崎高     22.99 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ

 4 安坂 丈瑠(3) 開成中     23.14 
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ

 5 小林 嶺(5) 長野高専     23.18 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ

 6 酒井 幹汰(1) 豊科高     23.64 
ｻｶｲ ｶﾝﾀ

 7 木戸 亮太(1) 松本大     23.71 
ｷﾄﾞ ﾘｮｳﾀ

 8 鈴木 慎吾(2) 北安松川中     24.14 
ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ

男子

200m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

7  2563 6  9090

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  2378 3  9072

8  7018 2  7193

6  7362 7  7215

3  6636 5  7041

2  7140 8  2504

DNS
9  7412 9  7414

5  2311 4  6297

DNS

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4  9072 4  9090

記録／備考
5  2378 6  2434

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3  7421 7  2518

9  7362 5  2532

6  9060 3  2490
DNS

2  7416 8  2526

8  2325 9  8759
DNS

7  2478 2  7193
DNS

4  8755

7  7138

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  2563

2  7215

6  6785

8  2324

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3  7018

9  2488
DNS

4  2378

8  7138

記録／備考
7  2434

6  8755

9  9072

2  6785

5  9090

3  2532



予選 5月3日  9:15
準決勝 5月3日 13:20
決勝 5月3日 14:55

長野県記録(KR)                  46.54 宮沢 洋平                    法政大           2008/07/25  
大会記録(GR)                    48.25 一志 学                      ｾｷｽｲﾊｲﾑ信州      1997        
                                      吉冨 和弥                    ﾔﾏﾄﾔ             2010        

[ 1組] [ 2組]

 1 岡田 遥人(1) 松本国際高     52.43 Q  1 渡部 翔太(2) 松本大     52.17 Q
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ

 2 中山 晃希(3) 松本美須々ヶ丘高    53.53 Q  2 宇留賀 駿(2) 大町岳陽高     54.46 Q
ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ ｳﾙｶﾞ ｼｭﾝ

 3 太田 夏暉(2) 松商学園高     54.21 q  3 古田 海輝(1) 松本深志高     55.24 q
ｵｵﾀ ﾅﾂｷ ﾌﾙﾀ ｱｷ

 4 横澤 静也(2) 北安松川中     55.83  4 渡辺 悠介(3) 松本美須々ヶ丘高    56.24 
ﾖｺｻﾜ ｼｽﾞﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ

 5 桃井 盛那(3) 鉢盛中     56.32  5 山田 瑛太(2) 鉢盛中     59.11 
ﾓﾓｲ ｾﾅ ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ

 6 増田 空大(3) 波田中     58.86  6 青島 竜輝斗(3) 開成中     59.38 
ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ ｱｵｼﾏ ﾙｷﾄ

 7 福海 空汰(3) 木曽町中     59.83  7 黒野 敦志(1) 松本国際高   1:01.28 
ﾌｸﾐ ｶﾅﾀ ｸﾛﾉ ｱﾂｼ

  三浦 快介(3) 清水中       8 安土 大和斗(2) 附属松本中   1:06.31 
ﾐｳﾗ ｶｲｽｹ ｱﾝﾄﾞ ﾔﾏﾄ

[ 3組] [ 4組]

 1 安坂 丈瑠(3) 開成中     53.07 Q  1 一志 瑠衣斗(3) 松本国際高     55.30 Q
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ ｲｯｼ ﾙｲﾄ

 2 和田 直己(3) 木曽青峰高     53.68 Q  2 福嶋 竜星(2) 松本大     56.62 Q
ﾜﾀﾞ ﾅｵｷ ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｾｲ

 3 小栗 駿一(3) 松本美須々ヶ丘高    56.62  3 松原 誓哉(3) 松本美須々ヶ丘高    57.71 
ｵｸﾞﾘ ｼｭﾝｲﾁ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｾｲﾔ

 4 窪田 大造(3) 高綱中     57.77  4 奥原 時光(2) 鉢盛中   1:04.71 
ｸﾎﾞﾀ ﾀｲｿﾞｳ ｵｸﾊﾗ ﾄｷﾐﾂ

 5 柴田 莉生(3) 三郷中     59.80  5 貝梅 崚介(2) 松島中   1:11.75 
ｼﾊﾞﾀ ﾘｵ ｶｲﾊﾞｲ ﾘｮｳｽｹ

 6 米山 依岬(2) 鉢盛中   1:00.86   土方 晃希(3) 塩尻広陵中      
ﾖﾈﾔﾏ ｲｻｷ ﾋｼﾞｶﾀ ｺｳｷ

 7 清水 耀太(2) 附属松本中   1:15.93   小林 愛生(3) 波田中      
ｼﾐｽﾞ ﾖｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｷ

  曽根原 巧真(2) 松本国際高        三村 祐輝(2) 丘中      
ｿﾈﾊﾗ ﾀｸﾏ ﾐﾑﾗ ﾕｳｷ

[ 5組] [ 6組]

 1 輪湖 勇哉(3) 松本大     52.12 Q  1 篠原 翔(3) 豊科高     52.90 Q
ﾜｺ ﾕｳﾔ ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ

 2 丸山 祥太(3) 北安松川中     52.41 Q  2 山田 航也(2) 大町岳陽高     53.84 Q
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾔ

 3 村上 裕太郎(2) 松本美須々ヶ丘高    52.46 q  3 小林 亮介(3) 松本大     54.99 
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ

 4 金古 廉(3) 高綱中     56.35  4 南村 蓮(3) 木曽町中     56.60 
ｶﾈｺ ﾚﾝ ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾚﾝ

 5 木村 大起(3) 木曽青峰高     59.63  5 青木 俊輔(3) 三郷中     57.06 
ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｷ ｱｵｷ ｼｭﾝｽｹ

 6 牛越 悠太(3) 信明中   1:00.29  6 森本 快(2) 波田中   1:00.80 
ｳｼｺｼ ﾕｳﾀ ﾓﾘﾓﾄ ｶｲ

 7 安藤 倖太朗(3) 木曽町中   1:04.24  7 清水 蒼太(2) 丘中   1:09.28 
ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ

 8 耳塚 諄慶(2) 松島中   1:06.91   瀧聞 隆佑(3) 附属松本中      
ﾐﾐﾂﾞｶ ｼｭﾝｹｲ ﾀｷｷﾞｸ ﾘｭｳｽｹ

男子

400m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

9  2324 8  2052

記録／備考
5  3141 2  9064

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  6783 3  2328

3  2493 7  2238

6  7416 4  7144

7  7448 5  7423

4  6960 6  7462
DNS

8  6297 9  2504

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

5  1965 6  9070

8  7138 7  2515

6  7195 5  7420

2  2323 3  2327

7  7427 2  6488
DNS

3  6720 9  7107

4  3150 8  6460
DNS DNS

9  7465 4  7412
DNS

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

8  6775 4  2056

5  9074 7  2540

3  7197 6  6296

9  2330 9  9053

2  7018 8  7400

6  1973 3  6721

4  7105 5  7489
DNS

7  6289 2  6465



[ 1組] [ 2組]

 1 渡部 翔太(2) 松本大     50.97 Q  1 輪湖 勇哉(3) 松本大     51.41 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ ﾜｺ ﾕｳﾔ

 2 一志 瑠衣斗(3) 松本国際高     51.69 Q  2 中山 晃希(3) 松本美須々ヶ丘高    51.91 Q
ｲｯｼ ﾙｲﾄ ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ

 3 岡田 遥人(1) 松本国際高     52.59 Q  3 篠原 翔(3) 豊科高     51.92 Q
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ

 4 丸山 祥太(3) 北安松川中     53.95  4 安坂 丈瑠(3) 開成中     52.51 q
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ

 5 山田 航也(2) 大町岳陽高     53.96  5 村上 裕太郎(2) 松本美須々ヶ丘高    52.78 q
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾔ ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ

 6 宇留賀 駿(2) 大町岳陽高     54.41  6 和田 直己(3) 木曽青峰高     54.10 
ｳﾙｶﾞ ｼｭﾝ ﾜﾀﾞ ﾅｵｷ

 7 太田 夏暉(2) 松商学園高     55.21  7 福嶋 竜星(2) 松本大     55.21 
ｵｵﾀ ﾅﾂｷ ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｾｲ

 8 小林 亮介(3) 松本大     55.77   古田 海輝(1) 松本深志高      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ ﾌﾙﾀ ｱｷ

 1 篠原 翔(3) 豊科高     49.45 
ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ

 2 渡部 翔太(2) 松本大     50.16 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ

 3 一志 瑠衣斗(3) 松本国際高     50.36 
ｲｯｼ ﾙｲﾄ

 4 輪湖 勇哉(3) 松本大     50.64 
ﾜｺ ﾕｳﾔ

 5 安坂 丈瑠(3) 開成中     50.71 
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ

 6 中山 晃希(3) 松本美須々ヶ丘高    51.28 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ

 7 岡田 遥人(1) 松本国際高     51.77 
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ

 8 村上 裕太郎(2) 松本美須々ヶ丘高    53.73 
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ

男子

400m
準決勝 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7  2515 6  2324

記録／備考
4  9064 7  9074

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  6775 5  7138

6  3141 4  2540

8  2052 9  1965

9  2056 3  2330

 2238
DNS

2  2493 8  9070

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3  9053 2

6  2515

4  9074

記録／備考
9  2540

7  9064

8  3141

2  2330

3  7138

5  2324



予選 5月4日 12:40
決勝 5月4日 14:40

長野県記録(KR)                1:45.75 川元 奨                      日本大           2014/05/11  
大会記録(GR)                  1:58.67 曲田 利夫                    岐阜経済大       2006        
                                      畠山 龍大                    大町岳陽高                   

[ 1組] [ 2組]

 1 髙橋 優弥(2) 豊科高   2:09.92 Q  1 中島 優太(3) 塩尻志学館高   2:09.25 Q
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ

 2 松原 功我(3) 松本国際高   2:10.05 q  2 宇都宮 崚太(3) 附属松本中   2:11.76 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｶﾞ ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｮｳﾀ

 3 今井 雄貴(3) 塩尻広陵中   2:18.30  3 小池 陽(3) 堀金中   2:16.21 
ｲﾏｲ ﾕｳｷ ｺｲｹ ﾊﾙ

 4 木下 慎太郎(3) 附属松本中   2:18.31  4 原 拓海(2) 木曽青峰高   2:17.87 
ｷﾉｼﾀ ｼﾝﾀﾛｳ ﾊﾗ ﾀｸﾐ

 5 冨永 大輔(3) 山辺中   2:21.54  5 安藤 倖太朗(3) 木曽町中   2:28.44 
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ

 6 米山 依岬(2) 鉢盛中   2:23.45  6 田村 悠(3) 信明中   2:30.15 
ﾖﾈﾔﾏ ｲｻｷ ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ

 7 川瀬 拓郎(3) 高綱中   2:24.99  7 佐々木 翔(3) 菅野中   2:32.32 
ｶﾜｾ ﾀｸﾛｳ ｻｻｷ ｼｮｳ

 8 柳 一志(2) 木曽青峰高   2:25.64   金古 廉(3) 高綱中      
ﾔﾅｷﾞ ｶｽﾞｼ ｶﾈｺ ﾚﾝ

 9 鈴木 康介(2) 木曽町中   2:26.67 
ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ

[ 3組] [ 4組]

 1 東 大志(2) 松本国際高   2:11.83 Q  1 沓掛 蒼大(2) 塩尻志学館高   2:05.80 Q
ｱｽﾞﾏ ﾀｲｼ ｸﾂｶｹ ｿｳﾀﾞｲ

 2 畠山 史城(3) 北安松川中   2:13.99  2 伊藤 珠佑(2) 梓川高   2:05.86 q
ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｷ ｲﾄｳ ｼｭｳ

 3 平出 純大(3) 仁科台中   2:21.14  3 古畑 充稀(2) 田川高   2:12.33 
ﾋﾗｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝﾀ ﾌﾙﾊﾀ ﾐﾂﾞｷ

 4 鈴木 生人(2) 木曽町中   2:23.23  4 松田 鳳羽(2) 松本蟻ヶ崎高   2:18.20 
ｽｽﾞｷ ｲｸﾄ ﾏﾂﾀﾞ ｵｳ

 5 野口 翔大朗(3) 菅野中   2:23.46  5 岩井 翔英(2) 木曽青峰高   2:19.19 
ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ ｲﾜｲ ｼｮｳｴｲ

 6 奥原 時光(2) 鉢盛中   2:31.15  6 森 維織(2) 堀金中   2:23.24 
ｵｸﾊﾗ ﾄｷﾐﾂ ﾓﾘ ｲｵﾘ

 7 富田 覚弥(2) 附属松本中   2:48.92  7 西垣 尚弥(3) 附属松本中   2:28.90 
ﾄﾐﾀ ｶｸﾔ ﾆｼｶﾞｷ ﾅｵﾔ

  古澤 昇吾(2) 高綱中        奥原 悠月(2) 高綱中      
ﾌﾙｻﾜ ｼｮｳｺﾞ ｵｸﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ

[ 5組]

 1 大蔵 泰生(3) 木曽青峰高   2:01.10 Q
ｵｵｸﾗ ﾀｲｾｲ

 2 岡田 遥人(1) 松本国際高   2:08.12 q
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ

 3 上条 勇貴(3) 堀金中   2:14.61 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ

 4 窪田 浩志(3) 高綱中   2:18.28 
ｸﾎﾞﾀ ｺｳｼ

 5 北井 匠馬(3) 塩尻広陵中   2:18.97 
ｷﾀｲ ｼｮｳﾏ

 6 三島 成生(2) 鉢盛中   2:23.82 
ﾐｼﾏ ﾅﾙｷ

 7 林 陽向(2) 清水中   2:41.83 
ﾊﾔｼ ﾋﾅﾀ

 8 櫛原 日向(2) 木曽町中   2:43.84 
ｸｼﾊﾗ ﾋﾅﾀ

男子

800m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  2517 5  7484

記録／備考
8  2544 2  1986

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3  7485 6  1939

2  6497 7  8757

4  7427 4  7000

6  7152 3  6289

 7197
DNS

7  7194 8  7214

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  1938 9

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1  6322

6  6774 7  2158

3  3149 5  1989

2  6321 2  2381

9  6893 3  2185

4  7420 4  8758

7  7217 6  1936

 7199
DNS DNS

8  7463 9  7486

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  7174 8

2  8756

8  7198

5  1972

6  3141

3  6964

9  6299

7  6498

4  7428



 1 大蔵 泰生(3) 木曽青峰高   2:01.94 
ｵｵｸﾗ ﾀｲｾｲ

 2 岡田 遥人(1) 松本国際高   2:02.23 
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ

 3 髙橋 優弥(2) 豊科高   2:02.41 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ

 4 東 大志(2) 松本国際高   2:03.87 
ｱｽﾞﾏ ﾀｲｼ

 5 伊藤 珠佑(2) 梓川高   2:06.50 
ｲﾄｳ ｼｭｳ

 6 中島 優太(3) 塩尻志学館高   2:08.44 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀ

 7 松原 功我(3) 松本国際高   2:09.19 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｶﾞ

 8 沓掛 蒼大(2) 塩尻志学館高   2:13.14 
ｸﾂｶｹ ｿｳﾀﾞｲ

男子

800m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  2544

9  3149

4  1972

3  3141

2  2517

5  1989

8  2158

6  1986



予選 5月3日 11:35
決勝 5月3日 14:20

長野県記録(KR)                3:38.49 佐藤 清治                    佐久長聖高       1999/05/28  
大会記録(GR)                  4:01.4  中村 幸雄                    松本蟻ケ崎高校教 1980        

[ 1組] [ 2組]

 1 會川 奏太(1) 松商学園高   4:32.03 Q  1 黒岩 優斗(3) 豊科高   4:25.89 Q
ｱｲｶﾜ ｿｳﾀ ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ

 2 古川 楓馬(1) 豊科高   4:32.07 Q  2 村上 裕雅(3) 松商学園高   4:26.68 Q
ﾌﾙｶﾜ ﾌｳﾏ ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶﾞ

 3 武田 寧登(3) 白馬中   4:32.47  3 太田 佳輝(2) 松本国際高   4:28.62 
ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ ｵｵﾀ ﾖｼｷ

 4 松原 功我(3) 松本国際高   4:32.90  4 薛 信之介(2) 大町岳陽高   4:34.30 
ﾏﾂﾊﾞﾗ ｺｳｶﾞ ｾﾂ ｼﾝﾉｽｹ

 5 唐沢 拓実(3) 塩尻広陵中   4:39.85  5 岡本 悠甫(3) 仁科台中   4:34.84 
ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾐ ｵｶﾓﾄ  ﾕｳｽｹ

 6 遠藤 優裕(2) 附属松本中   4:41.23  6 大塚 壮剛(3) 附属松本中   4:37.60 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾋﾛ ｵｵﾂｶ ｿｳｺﾞｳ

 7 森 維織(2) 堀金中   4:51.29  7 上条 勇貴(3) 堀金中   4:37.64 
ﾓﾘ ｲｵﾘ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ

 8 百瀬 歩夢(2) 丘中   4:56.87  8 畠山 史城(3) 北安松川中   4:44.70 
ﾓﾓｾ ｱﾕﾑ ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｷ

 9 武藤 珠樹(2) 松本工高   5:01.51  9 窪田 浩志(3) 高綱中   4:48.76 
ﾑﾄｳ ﾀﾏｷ ｸﾎﾞﾀ ｺｳｼ

10 柳澤 昂弥(1) 塩尻志学館高   5:02.11 10 髙橋 平明(2) 松本深志高   4:51.51 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳﾔ ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｱ

11 古畑 健斗(3) 木曽町中   5:04.54 11 鈴木 生人(2) 木曽町中   4:53.23 
ﾌﾙﾊﾀ ｹﾝﾄ ｽｽﾞｷ ｲｸﾄ

12 川瀬 拓郎(3) 高綱中   5:06.85 12 三島 成生(2) 鉢盛中   4:54.57 
ｶﾜｾ ﾀｸﾛｳ ﾐｼﾏ ﾅﾙｷ

13 丸山 和孝(2) 開成中   5:08.68 13 澤栁 智也(2) 豊科南中   5:02.76 
ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾀｶ ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾄﾓﾔ

14 藤本 武和(3) 鎌田中   5:26.26 14 江幡 瑞己(3) 塩尻広陵中   5:07.86 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｹｵ ｴﾊﾞﾀ ﾐｽﾞｷ

15 宮田 陽叶(2) 仁科台中   5:32.75 15 飯澤 寬貴(2) 丘中   5:42.25 
ﾐﾔﾀ  ｱｷﾄ ｲｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾀｶ

16 島村 紘斗(2) 松島中   6:34.43 16 田中 太智(2) 旭町中   5:45.18 
ｼﾏﾑﾗ ﾋﾛﾄ ﾀﾅｶ ﾀｲﾁ

  小倉 颯太(3) 松本蟻ヶ崎高      17 齊藤 那湧太(3) 三郷中   5:48.89 
ｵｸﾞﾗ ｿｳﾀ ｻｲﾄｳ ﾅﾕﾀ

  北野 宏哉(4) 信州大      18 藤牧 幸来(3) 菅野中   7:08.45 
ｷﾀﾉ ｺｳﾔ ﾌｼﾞﾏｷ ｺｳｷ

  西條 凌太(3) 南安曇農高      
ﾆｼｼﾞｮｳ  ﾘｮｳﾀ

12  2130
DNS

16  9082 2  7216
DNS

15  2372 5  6722
DNS

4  7106 14  7078

11  6900 16  6462

10  6975 6  6495

8  7114 11  6661

12  7194 4  7428

9  6295 15  6321

5  1993 7  2231

1  2407 3  7198

13  6461 19  6774

6  8758 1  8756

2  7466 8  7460

3  6500 17  6895

17  2517 13  2047

7  6823 10  3146

14  2533 18  2466

記録／備考
18  2498 9  2542

記録／備考 順 ORD No. 氏  名 所属名

男子

1500m

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

順 ORD No. 氏  名 所属名



[ 3組] [ 4組]

 1 小坂 悠太(3) 仁科台中   4:18.66 Q  1 大塚 悠剛(3) 附属松本中   4:20.50 Q
ｺｻｶ  ﾕｳﾀ ｵｵﾂｶ ﾕｳｺﾞｳ

 2 杉原 立樹(3) 開成中   4:22.11 Q  2 栗林 拓矢 大町市陸協   4:22.82 Q
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ

 3 山本 昌希 松本市陸協   4:24.13 q  3 斉藤 洸大(3) 松商学園高   4:25.67 q
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ

 4 薛 哲平(2) 大町岳陽高   4:28.47 q  4 伊藤 珠佑(2) 梓川高   4:26.09 q
ｾﾂ ﾃｯﾍﾟｲ ｲﾄｳ ｼｭｳ

 5 廣瀬 貴志(3) 松本深志高   4:29.57  5 丸山 辰樹(3) 丸ﾉ内中   4:30.92 
ﾋﾛｾ ﾀｶｼ ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｷ

 6 沓掛 蒼大(2) 塩尻志学館高   4:29.73  6 水野 琉斗(2) 波田中   4:34.46 
ｸﾂｶｹ ｿｳﾀﾞｲ ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳﾄ

 7 元田 希海(2) 松本国際高   4:36.55  7 田中 仁之輔(3) 松本国際高   4:35.26 
ﾓﾄﾀﾞ ﾉｱ ﾀﾅｶ ｼﾞﾝﾉｽｹ

 8 小林 亮太(3) 梓川中   4:39.67  8 高橋 巧(3) 信大医陸   4:37.41 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ

 9 宮澤 陸也(3) 明科高   4:59.71  9 松田 鳳羽(2) 松本蟻ヶ崎高   4:46.68 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾘｸﾔ ﾏﾂﾀﾞ ｵｳ

10 冨永 大輔(3) 山辺中   5:02.68 10 小池 陽(3) 堀金中   4:53.87 
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ ｺｲｹ ﾊﾙ

11 鈴木 康介(2) 木曽町中   5:08.96 11 高根 夏雪(2) 仁科台中   4:54.22 
ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ ﾀｶﾈ  ﾅﾂｷ

12 田村 悠(3) 信明中   5:13.71 12 倉科 拓実(2) 大町岳陽高   5:01.13 
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ ｸﾗｼﾅ ﾀｸﾐ

13 廣島 颯絃(2) 三郷中   5:25.51 13 奥原 悠月(2) 高綱中   5:07.52 
ﾋﾛｼﾏ ｿｳｹﾞﾝ ｵｸﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ

14 一本木 雅秀(3) 丘中   5:27.14 14 城井 煌陽(2) 丘中   5:34.59 
ｲｯﾎﾟﾝｷﾞﾏｻﾋﾃﾞ ｷｲ ｺｳﾖｳ

15 武川 裕和(2) 丸ﾉ内中   5:28.30 15 浅野 卯月(3) 松島中   5:36.70 
ﾀｹｶﾜ ﾋﾛｶｽﾞ ｱｻﾉ ｳﾂﾞｷ

16 加藤 輝(2) 丘中   5:57.86   今井 雄貴(3) 塩尻広陵中      
ｶﾄｳ ﾃﾙ ｲﾏｲ ﾕｳｷ

  古澤 昇吾(2) 高綱中        岡 春輝(2) 旭町中      
ﾌﾙｻﾜ ｼｮｳｺﾞ ｵｶ ﾊﾙｷ

  久保田 興輝(2) 附属松本中      
ｸﾎﾞﾀ ｺｳｷ

 1 村上 裕雅(3) 松商学園高   4:12.31 
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶﾞ

 2 黒岩 優斗(3) 豊科高   4:15.74 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ

 3 會川 奏太(1) 松商学園高   4:17.82 
ｱｲｶﾜ ｿｳﾀ

 4 杉原 立樹(3) 開成中   4:18.12 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ

 5 栗林 拓矢 大町市陸協   4:19.75 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ

 6 山本 昌希 松本市陸協   4:20.01 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ

 7 薛 哲平(2) 大町岳陽高   4:20.09 
ｾﾂ ﾃｯﾍﾟｲ

 8 古川 楓馬(1) 豊科高   4:21.00 
ﾌﾙｶﾜ ﾌｳﾏ

 9 伊藤 珠佑(2) 梓川高   4:22.27 
ｲﾄｳ ｼｭｳ

10 大塚 悠剛(3) 附属松本中   4:30.59 
ｵｵﾂｶ ﾕｳｺﾞｳ

11 斉藤 洸大(3) 松商学園高   4:37.83 
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ

  小坂 悠太(3) 仁科台中      
ｺｻｶ  ﾕｳﾀ
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順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
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決勝 5月4日 15:15

長野県記録(KR)               13:20.80 大迫 傑                      早大             2013/11/17  
大会記録(GR)                 14:46.5  楜沢 俊明                    中央大           1986        

 1 塩原 大 松本市陸協  15:46.96 
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲ

 2 青木 学 松本市陸協  15:55.15 
ｱｵｷ ﾏﾅﾌﾞ

 3 松野 淳司 塩尻市陸協  16:03.22 
ﾏﾂﾉ ｼﾞｭﾝｼﾞ

 4 池田 悠司(1) 松本大  16:05.40 
ｲｹﾀﾞ ﾕｳｼ

 5 上条 康太 安曇野市陸協  16:14.67 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳﾀ

 6 古川 楓馬(1) 豊科高  16:21.92 
ﾌﾙｶﾜ ﾌｳﾏ

 7 成宮 崇人(4) 信州大  16:28.51 
ﾅﾙﾐﾔ ﾀｶﾄ

 8 栗林 拓矢 大町市陸協  16:38.35 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ

 9 百瀬 永吉 松本市陸協  16:43.78 
ﾓﾓｾ ﾅｶﾞﾖｼ

10 丸山 純一 安曇野市陸協  16:51.97 
ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ

11 青木 颯 安曇野市陸協  17:01.20 
ｱｵｷ ﾊﾔﾃ

12 北山 虎太郎(3) 松商学園高  17:07.35 
ｷﾀﾔﾏ ｺﾀﾛｳ

13 武本 祐樹(1) 松本深志高  17:32.86 
ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｷ

14 山田 翔大(3) 松商学園高  18:44.16 
ﾔﾏﾀﾞ ｼｮｳﾀ

  高木 一裕 安曇野市陸協      
ﾀｶｷﾞ ｶｽﾞﾋﾛ

  中村 恒太 北安曇郡陸協      
ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀ

  齋藤 直哉(2) 松本蟻ヶ崎高      
ｻｲﾄｳ ﾅｵﾔ

  西沢 紀元 昭和電工大町      
ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾓﾄ

  村松 卓弥(3) 松本蟻ヶ崎高      
ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾔ
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決勝 5月3日 14:40

長野県記録(KR)                  13.84 太田 和彰                    日本大           2014/05/17  
大会記録(GR)                    15.42 西村 慶次                    創造学園高       2017        

風速 +1.1

 1 三宅 浩生(3) 中京大     14.72 
ﾐﾔｹ ﾋﾛｷ

 2 東山 由輝 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC     15.33 
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾕｳｷ

 3 北村 剣臣(3) 豊科高     15.74 
ｷﾀﾑﾗ ｹﾝｼﾝ

 4 中根 颯亮(3) 松本県ヶ丘高     16.35 
ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ

 5 木下 耀仁(2) 松商学園高     16.43 
ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ

 6 森 遼己(1) 松商学園高     16.94 
ﾓﾘ ﾊﾙｷ

 7 太田 貴将(2) 大町岳陽高     17.15 
ｵｵﾀ ﾀｶﾏｻ

 8 梶川 新(3) 山辺中     17.64 
ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ

男子

110mH(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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予選 5月4日 11:25
決勝 5月4日 14:20

長野県記録(KR)                  49.51 中野 直哉                    早大             2016/06/24  
大会記録(GR)                    53.10 小林 航                      松本大           2018        

[ 1組] [ 2組]

 1 小林 航 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC     55.81 Q  1 清水 泰志 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC     54.11 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ

 2 花形 駿介(3) 松本大     56.11 Q  2 洞澤 光(1) 松本大     56.39 Q
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ

 3 倉田 歩夢(3) 松商学園高     57.18 Q  3 川西 翔太 with     57.06 Q
ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ

 4 熊谷 憲 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   1:01.93 q  4 柳沢 優生(3) 松商学園高     57.67 q
ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ

 5 濱田 仁介(2) 松本深志高   1:02.77  5 松原 誓哉(3) 松本美須々ヶ丘高  1:03.05 
ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞﾝｽｹ ﾏﾂﾊﾞﾗ ｾｲﾔ

  内山 晃輔(2) 豊科高        熊谷 悟(2) 松本大      
ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ

 1 清水 泰志 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC     53.54 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ

 2 洞澤 光(1) 松本大     54.72 
ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ

 3 花形 駿介(3) 松本大     55.59 
ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ

 4 川西 翔太 with     56.90 
ｶﾜﾆｼ ｼｮｳﾀ

 5 柳沢 優生(3) 松商学園高     57.50 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ

 6 倉田 歩夢(3) 松商学園高     58.42 
ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ

 7 熊谷 憲 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   1:21.29 
ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ

  小林 航 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ

記録／備考 順順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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決勝 5月4日 13:10

長野県記録(KR)                8:48.56 宮入 一海                    北佐久郡陸協     2008/10/03  
大会記録(GR)                 10:08.29 上田 桂悟                    松本国際高       2018        

 1 小松 晃人(3) 松本大   9:54.34 
ｺﾏﾂ ｱｷﾄ

 2 村上 裕雅(3) 松商学園高   9:58.66 
ﾑﾗｶﾐ ﾕｳｶﾞ

 3 小澤 大輝 安曇野市陸協  10:24.91 
ｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ

 4 斉藤 洸大(3) 松商学園高  10:49.18 
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀ

 5 齋藤 直哉(2) 松本蟻ヶ崎高  10:53.63 
ｻｲﾄｳ ﾅｵﾔ

 6 高橋 巧(3) 信大医陸  10:57.83 
ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ

 7 村松 卓弥(3) 松本蟻ヶ崎高  12:11.47 
ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾔ

 8 川上 烈生(3) 松本深志高  12:39.66 
ｶﾜｶﾐ ﾚｵ
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決勝 5月4日  9:20

長野県記録(KR)               19:03.92 藤澤 勇                      山梨学院大       2009/04/29  
大会記録(GR)                 24:07.16 大和田 悠太                  大町岳陽高       2018        

 1 塩島 和弥(3) 大町岳陽高  24:00.66 
ｼｵｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ

 2 武藤 珠樹(2) 松本工高  26:54.63 
ﾑﾄｳ ﾀﾏｷ

  田代 渉悟(3) 大町岳陽高      
ﾀｼﾛ　ｼｮｳｺﾞ

  西條 凌太(3) 南安曇農高      
ﾆｼｼﾞｮｳ  ﾘｮｳﾀ DNS

3  2044
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DNS
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予選 5月3日 12:35
決勝 5月3日 16:05

長野県記録(KR)                  40.62 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC                  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）
大会記録(GR)                    41.78                              松本大           2017        
                                      （小野澤 達也・常盤 大智・成澤 稜・斉藤 巧）
                                                                   松商学園高       2017        
                                      （伊藤 拓海・中嶋 謙・神田 来夢・柳沢 直生）

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 豊科高  2546 橋本 涼(2)     44.18 Q  1   7 松本国際高  3147 丸山 拓海(2)     44.84 Q

ﾄﾖｼﾅｺｳ ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ
 2548 原田 翼(2)  2501 五十嵐 脩祐(1)

ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｽｹ
 2547 中島 淳公(2)  2502 望月 翼(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ
 2532 酒井 幹汰(1)  3142 宮島 隆輔(2)

ｻｶｲ ｶﾝﾀ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ
 2   4 松本蟻ヶ崎高  2372 小倉 颯太(3)     46.28 q  2   3 鉢盛中  7446 清澤 広伸(3)     47.51 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｵｸﾞﾗ ｿｳﾀ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ
 2370 長谷川 渡(3)  7422 山﨑 陽(2)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ
 2371 中村 勇太(3)  7448 桃井 盛那(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ ﾓﾓｲ ｾﾅ
 2378 渡辺 丈晴(2)  7421 中澤 歩希(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ
 3   6 菅野中  7223 小玉 怜史(2)     48.25  3   4 仁科台中  6897 曽根原 悠希(2)     48.37 

ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ｺﾀﾞﾏ ﾚｲｼﾞ ﾆｼﾅﾀﾞｲﾁｭｳ ｿﾈﾊﾗ  ﾊﾙｷ
 7215 吉澤 虎伯(3)  6892 原 駿太(3)

ﾖｼｻﾞﾜ ｺﾊｸ ﾊﾗ  ｼｭﾝﾀ
 7211 安田 有志(3)  6891 西澤 蓮(3)

ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｼﾞ ﾆｼｻﾞﾜ  ﾚﾝ
 7221 片桐 拓真(2)  6890 小坂 悠太(3)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｸﾏ ｺｻｶ  ﾕｳﾀ
 4   7 山辺中  7153 村本 瑛(3)     48.72  4   5 白馬中  6822 江津 祥太朗(3)     49.28 

ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳ ﾑﾗﾓﾄ ｱｷﾗ ﾊｸﾊﾞﾁｭｳ ｺﾞｳﾂﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ
 7151 重田 篤希(3)  6830 木曽 隆大朗(2)

ｼｹﾞﾀ ｱﾂｷ ｷｿ ﾘｭｳﾀﾛｳ
 7152 冨永 大輔(3)  6825 松澤 尚弥(3)

ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ
 7150 梶川 新(3)  6824 荻野 彪(3)

ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ ｵｷﾞﾉ ﾋｮｳ
 5   5 豊科北中  6633 土屋 隼(1)     54.41  5   6 波田中  7401 山口 洸斗(2)     49.30 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾂﾁﾔ ﾊﾔﾄ ﾊﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ
 6648 東村 寛介(1)  7416 増田 空大(3)

ﾋｶﾞｼﾑﾗ ｶﾝｽｹ ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ
 6647 武田 大和(1)  7415 髙木 遼磨(3)

ﾀｹﾀﾞ ﾔﾏﾄ ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾏ
 6636 松嶋 大智(2)  7412 小林 愛生(3)

ﾏﾂｼﾏ ﾀｲﾁ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｷ
    2 丘中       6   2 筑摩野中  7243 伊藤 心(2)     49.58 

ｵｶﾁｭｳ DNS ﾁｸﾏﾉﾁｭｳ ｲﾄｳ ｼﾝ
 7246 児玉 賢人(2)

ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾄ
 7242 遠藤 翼(2)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ
 7245 横沢 颯太(2)

ﾖｺｻﾞﾜ ｿｳﾀ
    8 丸ﾉ内中          8 松本工高      

ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳ DNS ﾏﾂﾓﾄｺｳｷﾞｮｳ DNS

男子

4×100m

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   2 松商学園高  2487 木下 耀仁(2)     43.27 Q  1   6 松本大  9055 松澤 和也(4)     43.01 Q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ
 2482 ﾊﾘｽ ﾏｲﾙｽﾞ翔馬(3)  9056 水島 優(5)

ﾊﾘｽ ﾏｲﾙｽﾞｼｮｳﾏ ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 2475 柳沢 優生(3)  9057 成澤 稜(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳ ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
 2476 倉田 歩夢(3)  9044 熊谷 悟(2)

ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ
 2   8 北安松川中  6785 鈴木 慎吾(2)     45.82 q  2   2 大町岳陽高  2046 笠井 敦司(2)     46.22 q

ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜ ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ｶｻｲ ｱﾂｼ
 6775 丸山 祥太(3)  2049 太田 貴将(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ ｵｵﾀ ﾀｶﾏｻ
 6783 横澤 静也(2)  2052 宇留賀 駿(2)

ﾖｺｻﾜ ｼｽﾞﾔ ｳﾙｶﾞ ｼｭﾝ
 6772 小松 景介(3)  2056 山田 航也(2)

ｺﾏﾂ ｹｲｽｹ ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾔ
 3   7 三郷中  6717 中谷 息吹(3)     47.36  3   4 木曽青峰高  1966 青木 洸也(3)     46.59 q

ﾐｻﾄﾁｭｳ ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ｱｵｷ ﾋﾛﾔ
 6720 柴田 莉生(3)  1940 大河内 陽人(2)

ｼﾊﾞﾀ ﾘｵ ｵｵｺｳﾁ ﾊﾙﾄ
 6701 塚田 翔太郎(2)  1974 新村 来聖(3)

ﾂｶﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾆｲﾑﾗ ｸﾙｽ
 6721 青木 俊輔(3)  1967 原 大樹(3)

ｱｵｷ ｼｭﾝｽｹ ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ
 4   5 女鳥羽中  7289 田多井 信吾(3)     49.67  4   5 開成中  7141 合葉 太飛(3)     46.78 

ﾒﾄﾊﾞﾁｭｳ ﾀﾀｲ ｼﾝｺﾞ ｶｲｾｲﾁｭｳ ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ
 7286 西沢 櫂(3)  7138 安坂 丈瑠(3)

ﾆｼｻﾞﾜ ｶｲ ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ
 7283 芦田 弘誠(3)  7140 橋本 博人(3)

ｱｼﾀﾞ ｺｳｾｲ ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ
 7285 田中 舜也(3)  7144 青島 竜輝斗(3)

ﾀﾅｶ ﾄｼﾔ ｱｵｼﾏ ﾙｷﾄ
 5   6 塩尻広陵中  6509 中根 彪貴(3)     50.22  5   3 堀金中  8756 上条 勇貴(3)     48.24 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾅｶﾈ ﾋｭｳｷ ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ
 6471 宮下 裕也(2)  8759 竹岡 尚輝(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾔ ﾀｹｵｶ ﾅｵｷ
 6491 中村 陸人(3)  8753 北村 虹太朗(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｸﾄ ｷﾀﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ
 6472 永松 篤(2)  8755 落合 華七斗(3)

ﾅｶﾞﾏﾂ ｱﾂｼ ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ
 6   3 附属松本中  7498 唐津 春樹(3)     57.88  6   7 高綱中  7172 鎌田 仁(2)     48.37 

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ｶﾗﾂ ﾊﾙｷ ﾀｶﾂﾅﾁｭｳ ｶﾏﾀﾞ ｼﾞﾝ
 7483 荒波 友也(3)  7193 金子 楽斗(3)

ｱﾗﾅﾐ ﾕｳﾔ ｶﾈｺ ｶﾞｸﾄ
 7458 小林 知樹(2)  7170 林 智輝(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ ﾊﾔｼ ﾄﾓｷ
 7499 海野 幸之介(3)  7195 窪田 大造(3)

ｳﾝﾉ ｺｳﾉｽｹ ｸﾎﾞﾀ ﾀｲｿﾞｳ
    4 松本美須々ヶ丘高 2322 菅 光輝(3)       7   8 木曽町中  6291 田口 俊(3)     50.12 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳｺｳ ｽｶﾞ ｺｳｷ DQ ｷｿﾏﾁﾁｭｳ ﾀｸﾞﾁ ｼｭﾝ
 2330 村上 裕太郎(2) FS  6320 小林 優斗(2)

ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ
 2328 渡辺 悠介(3)  6290 上村 千隼(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ ｶﾐﾑﾗ ﾁﾊﾔ
 2324 中山 晃希(3)  6296 南村 蓮(3)

ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾚﾝ

4×100m
男子



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 松本大  9055 松澤 和也(4)     42.17 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ
 9056 水島 優(5)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 9057 成澤 稜(3)

ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
 9044 熊谷 悟(2)

ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ
 2   7 松商学園高  2487 木下 耀仁(2)     42.81 

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
 3   5 松本国際高  3147 丸山 拓海(2)     43.49 

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ
 2501 五十嵐 脩祐(1)

ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｽｹ
 3142 宮島 隆輔(2)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾘｭｳｽｹ
 2515 一志 瑠衣斗(3)

ｲｯｼ ﾙｲﾄ
 4   4 豊科高  2546 橋本 涼(2)     43.70 

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
 2532 酒井 幹汰(1)

ｻｶｲ ｶﾝﾀ
 5   3 松本蟻ヶ崎高  2372 小倉 颯太(3)     44.85 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｵｸﾞﾗ ｿｳﾀ
 2370 長谷川 渡(3)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ
 2371 中村 勇太(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ
 2378 渡辺 丈晴(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ
 6   8 北安松川中  6785 鈴木 慎吾(2)     45.23 

ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜ ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ
 6775 丸山 祥太(3)

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ
 6783 横澤 静也(2)

ﾖｺｻﾜ ｼｽﾞﾔ
 6772 小松 景介(3)

ｺﾏﾂ ｹｲｽｹ
 7   9 大町岳陽高  2046 笠井 敦司(2)     45.48 

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ｶｻｲ ｱﾂｼ
 2049 太田 貴将(2)

ｵｵﾀ ﾀｶﾏｻ
 2052 宇留賀 駿(2)

ｳﾙｶﾞ ｼｭﾝ
 2056 山田 航也(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾔ
 8   2 木曽青峰高  1966 青木 洸也(3)     45.90 

ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ｱｵｷ ﾋﾛﾔ
 1940 大河内 陽人(2)

ｵｵｺｳﾁ ﾊﾙﾄ
 1974 新村 来聖(3)

ﾆｲﾑﾗ ｸﾙｽ
 1967 原 大樹(3)

ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ

男子

4×100m
決勝



予選 5月4日  9:00
決勝 5月4日 15:50

長野県記録(KR)                3:14.08                              ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC      2018/8/26   
                                      （岩田 晃・近藤 雅哉・浦野 泰希・小林 英和）
大会記録(GR)                  3:21.10                              松本大           2016        
                                      （小林 航・水島 優・清水 泰志・浦野 泰希）

[ 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 豊科高  2546 橋本 涼(2)   3:30.68 Q  1   3 松本大  9064 渡部 翔太(2)   3:26.70 Q

ﾄﾖｼﾅｺｳ ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ
 2547 中島 淳公(2)  9057 成澤 稜(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ
 2548 原田 翼(2)  9053 小林 亮介(3)

ﾊﾗﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ
 2540 篠原 翔(3)  9040 花形 駿介(3)

ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ
 2   8 松本国際高  3149 東 大志(2)   3:32.72 Q  2   6 松本美須々ヶ丘 2324 中山 晃希(3)   3:34.15 Q

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲ ｱｽﾞﾏ ﾀｲｼ ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳｺｳ ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ
 2515 一志 瑠衣斗(3)  2330 村上 裕太郎(2)

ｲｯｼ ﾙｲﾄ ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ
 2502 望月 翼(1)  2322 菅 光輝(3)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ ｽｶﾞ ｺｳｷ
 2501 五十嵐 脩祐(1)  2323 小栗 駿一(3)

ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｽｹ ｵｸﾞﾘ ｼｭﾝｲﾁ
 3   7 木曽青峰高  1973 木村 大起(3)   3:36.06 Q  3   4 松本蟻ヶ崎高  2372 小倉 颯太(3)   3:36.28 Q

ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｷ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｵｸﾞﾗ ｿｳﾀ
 1972 大蔵 泰生(3)  2374 村松 卓弥(3)

ｵｵｸﾗ ﾀｲｾｲ ﾑﾗﾏﾂ ﾀｸﾔ
 1967 原 大樹(3)  2370 長谷川 渡(3)

ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ
 1965 和田 直己(3)  2378 渡辺 丈晴(2)

ﾜﾀﾞ ﾅｵｷ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ
 4   3 三郷中  6717 中谷 息吹(3)   3:51.35  4   7 松本県ヶ丘高  2279 中根 颯亮(3)   3:37.89 q

ﾐｻﾄﾁｭｳ ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ
 6720 柴田 莉生(3)  2312 片瀬 賢斗(2)

ｼﾊﾞﾀ ﾘｵ ｶﾀｾ ｹﾝﾄ
 6701 塚田 翔太郎(2)  2314 村瀬 巧(2)

ﾂｶﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾑﾗｾ ﾀｸﾐ
 6721 青木 俊輔(3)  2277 髙田 幸之介(3)

ｱｵｷ ｼｭﾝｽｹ ﾀｶﾀﾞ  ｺｳﾉｽｹ
 5   5 木曽町中  6291 田口 俊(3)   3:53.91  5   5 鉢盛中  7422 山﨑 陽(2)   3:51.09 q

ｷｿﾏﾁﾁｭｳ ﾀｸﾞﾁ ｼｭﾝ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ
 6297 福海 空汰(3)  7448 桃井 盛那(3)

ﾌｸﾐ ｶﾅﾀ ﾓﾓｲ ｾﾅ
 6296 南村 蓮(3)  7423 山田 瑛太(2)

ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾚﾝ ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ
 6321 鈴木 生人(2)  7446 清澤 広伸(3)

ｽｽﾞｷ ｲｸﾄ ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ
    6 附属松本中  7489 瀧聞 隆佑(3)      

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ﾀｷｷﾞｸ ﾘｭｳｽｹ DQ
 7484 宇都宮 崚太(3) R170-6(1-2

ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｮｳﾀ
 7461 大塚 悠剛(3)

ｵｵﾂｶ ﾕｳｺﾞｳ
 7460 大塚 壮剛(3)

ｵｵﾂｶ ｿｳｺﾞｳ

男子

4×400m

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 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 松本大  9064 渡部 翔太(2)   3:20.34 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ 大会新
 9056 水島 優(5)

ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ
 9074 輪湖 勇哉(3)

ﾜｺ ﾕｳﾔ
 9040 花形 駿介(3)

ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ
 2   7 豊科高  2546 橋本 涼(2)   3:24.30 

ﾄﾖｼﾅｺｳ ﾊｼﾓﾄ ﾘｮｳ
 2547 中島 淳公(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾖｼﾋﾛ
 2544 髙橋 優弥(2)

ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ
 2540 篠原 翔(3)

ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ
 3   4 松本国際高  3149 東 大志(2)   3:25.36 

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
 3147 丸山 拓海(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ
 4   5 松本美須々ヶ丘 2324 中山 晃希(3)   3:32.91 

ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳｺｳ ﾅｶﾔﾏ ｺｳｷ
 2330 村上 裕太郎(2)

ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ
 2328 渡辺 悠介(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ
 2327 松原 誓哉(3)

ﾏﾂﾊﾞﾗ ｾｲﾔ
 5   8 木曽青峰高  1967 原 大樹(3)   3:35.23 

ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ﾊﾗ ﾀﾞｲｼﾞｭ
 1972 大蔵 泰生(3)

ｵｵｸﾗ ﾀｲｾｲ
 1973 木村 大起(3)

ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｷ
 1965 和田 直己(3)

ﾜﾀﾞ ﾅｵｷ
 6   9 松本蟻ヶ崎高  2372 小倉 颯太(3)   3:36.37 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｵｸﾞﾗ ｿｳﾀ
 2376 齋藤 直哉(2)

ｻｲﾄｳ ﾅｵﾔ
 2370 長谷川 渡(3)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾜﾀﾙ
 2378 渡辺 丈晴(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ
 7   2 松本県ヶ丘高  2279 中根 颯亮(3)   3:40.54 

ﾏﾂﾓﾄ ｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ﾅｶﾈ ｿｳｽｹ
 2312 片瀬 賢斗(2)

ｶﾀｾ ｹﾝﾄ
 2314 村瀬 巧(2)

ﾑﾗｾ ﾀｸﾐ
 2277 髙田 幸之介(3)

ﾀｶﾀﾞ  ｺｳﾉｽｹ
 8   3 鉢盛中  7422 山﨑 陽(2)   3:51.23 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ
 7448 桃井 盛那(3)

ﾓﾓｲ ｾﾅ
 7423 山田 瑛太(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ
 7446 清澤 広伸(3)

ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ

4×400m
決勝

男子



決勝 5月4日  9:50

長野県記録(KR)                   2.18 吉田 剛                      仙台大           2002/05/19  
大会記録(GR)                     2.02 松原 大輝                    ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野     2015        

1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 1m95 2m00 2m03 2m03 2m01
丸山 拓哉(4) 松本大 - - - - - - - - o -
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ - - o - - - o xxx x o
髙田 幸之介(3) 松本県ヶ丘高 - - - - - - - - - -
ﾀｶﾀﾞ  ｺｳﾉｽｹ - - - o o o o xxx x x
松澤 和也(4) 松本大 - - - - - - - - - -
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ - - o - xo o xxx
松原 大輝 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 - - - - - - - - - -
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾀﾞｲｷ - - o o o - xxx
関本 遊大(1) 松商学園高 - - - - - - - - - -
ｾｷﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ o o o xo xxx
梶川 新(3) 山辺中 - - - - - - - o o o
ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ o o xxx
石田 優音(3) 松本工高 - - - - - - - - - o
ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ xxo o xxx
中塚 渓滋 DreamAC - - - - - - - o xxo o
ﾅｶﾂｶ ｹｲｼﾞ o xxx
中村 勇太(3) 松本蟻ヶ崎高 - - - - - - - - - o
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾀ xo xxx
髙田 真平(2) 附属松本中 - - - - - o o o xo xo
ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ xxx
安田 有志(3) 菅野中 - - - - - - o o o xxx
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｼﾞ
松澤 尚弥(3) 白馬中 - - - - - o xo xxo xxo xxx
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ
村本 瑛(3) 山辺中 - - - - - - o o xxx
ﾑﾗﾓﾄ ｱｷﾗ
塚田 翔太郎(2) 三郷中 - - - - o o o xxx
ﾂｶﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ
古谷 拓海(3) 波田中 - - o o o xo xxx
ﾌﾙﾔ ﾀｸﾐ
筒木 順(2) 高綱中 o o o o xo xo xxx
ﾂﾂｷ ｼﾞｭﾝ
青栁 空(3) 三郷中 - - o o xo xo xxx
ｱｵﾔｷﾞ ｿﾗ
丸山 英嗣(1) 大町岳陽高 - - o o xxo xo xxx
ﾏﾙﾔﾏ ｴｲｼﾞ
山田 瑛太(2) 鉢盛中 - o o o o xxx
ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ
小笠原 巧真(2) 高綱中 o o o o xxx
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾏ
牛越 琢斗(2) 大町岳陽高 o o xo xo xxx
ｳｼｺｼ ﾀｸﾄ
坂口 楽人(2) 豊科北中 - - - xxo xxx
ｻｶｸﾞﾁ ｻｻﾄ
上條 優人(2) 鉢盛中 o xo o xxx
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ
下原 斗輝(2) 鉢盛中 DNS
ｼﾓﾊﾗ ﾄｷ
清澤 広伸(3) 鉢盛中 DNS
ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ
山﨑 陽(2) 鉢盛中 DNS
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ
片瀬 賢斗(2) 松本県ヶ丘高 DNS
ｶﾀｾ ｹﾝﾄ
榎本 崚冴(4) 信州大 DNS
ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳｺﾞ

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m20 1m25 1m60 1m65

記録 備考

1 27  9041  2.01

1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55

4 25  9010  1.90

5 21  2496  1.85

2 28  2277  2.00

3 24  9055  1.95

8 20  9000  1.70

9 18  2371  1.70

6 23  7150  1.75

7 19  2432  1.75

12 16  6825  1.60

13 17  7153  1.55

10 14  7477  1.65

11 12  7211  1.60

16 2  7173  1.45

16 7  6719
 1.45

14 13  6701  1.50

15 15  7417  1.45

20 4  7171  1.35

21 9  2051  1.35

18 8  2060  1.45

19 11  7423  1.40

3  7426      

5  7446      

22 6  6638  1.35

23 1  7424  1.30

26  9078      

10  7422      

22  2312      



決勝 5月3日 10:00

長野県記録(KR)                   5.40 松澤ジアン成治               中京大           2013/08/04  
大会記録(GR)                     4.80 加藤 渡                      信州工業高       1995        

3m10 3m20 3m30 3m40 3m50 3m60 3m70 3m80 3m90 4m00
4m10 4m20

深尾 光希(2) 松本工高 - - - - - - - - - -  4.10
ﾌｶｵ ｺｳｷ - - - - - - - xxo - o

o xxx
丸山 康生(3) 松本国際高 - - - - - - - - - -  4.00
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ - - - - - - - o - xo

xxx
富田 雅也(2) 松本工高 - - - - - - - - - -  3.90
ﾄﾐﾀ ﾏｻﾔ - - - - - - xxo xxo o xxx

重田 篤希(3) 山辺中 - - - - - - - - - -  3.80
ｼｹﾞﾀ ｱﾂｷ - - - - - o - o xxx

藤澤 将大(4) 松本大 - - - - - - - - - -  3.70
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ - - - - - o o xxx

田中 滉人(3) 松本国際高 - - - - - - - - - -  3.70
ﾀﾅｶ ﾋﾛﾄ - - xo - o - o xxx

矢花 涼平(2) 松本国際高 - - - - - - - - - -  3.60
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｮｳﾍｲ - - - - xxo xxo xxx

中谷 息吹(3) 三郷中 - - - - - - - - - xxo  3.30
ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ o xxo o xxx

青柳 寛司(3) 田川高 - - - - - - - - o o  3.00
ｱｵﾔｷﾞ ｶﾝｼﾞ xxx

藤原 颯槻(3) 三郷中 - - - o - o o o xxx  2.80
ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳｷ

山田 隼平(2) 松本深志高 - - - - o xo o o xxx  2.80
ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

東本 遥大(2) 三郷中 xo o o o xo o xxx  2.60
ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾖｳﾀﾞｲ

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
2m10 2m20 2m90 3m00

記録 備考

1 12  2405

2m30 2m40 2m50 2m60 2m70 2m80

2 10  2518

3 8  2404

4 11  7151

5 9  9066

6 6  2526

7 7  3145

8 5  6717

9 4  2183

12 1  6705

10 3  6723

11 2  2233



決勝 5月3日 14:00

長野県記録(KR)                   7.94 嶺村 鴻汰                    筑波大           2014/06/08  
大会記録(GR)                     7.68 佐藤 賢一                    ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ        2012        

 ３回の
 最高記録

佐藤 賢一 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   6.88  6.81   x    6.88   6.86  7.17  7.06   7.17 
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ   +1.5  +1.4         +1.5   -0.4  -1.3  +1.3   -1.3
上條 将吾 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ   6.72  6.66  6.77   6.77    x   7.00  6.90   7.00 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺﾞ   +2.1  +1.8  -0.1   -0.1         +1.1  +0.1   +1.1
村瀬 直希 松本大AC    x   6.35  6.27   6.35   5.87  6.44  6.47   6.47 
ﾑﾗｾ ﾅｵｷ         +2.1  +1.4   +2.1   -1.3  +0.5  +0.6   +0.6
山口 諒偲(2) 松本大   6.21  6.24   x    6.24   6.27  6.34  6.45   6.45 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ   +1.9  +1.3         +1.3   -1.4  +1.6  +2.2   +2.2
篠原 洸樹(3) 松商学園高   6.21  6.29  6.00   6.29   5.70   x   6.29   6.29 
ｼﾉﾊﾗ ｺｳｷ   +2.5  +2.4  -0.7   +2.4   -1.3        +1.6   +1.6
阪 圭央 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ   6.22   x   6.14   6.22    x   6.18  5.90   6.22 
ｻｶ ﾖｼﾋｻ   +1.5        +0.3   +1.5         +1.0  +1.4   +1.5
笠井 敦司(2) 大町岳陽高    x   3.52  5.93   5.93    x   5.80   -    5.93 
ｶｻｲ ｱﾂｼ         +1.1  +0.7   +0.7         +0.8         +0.7
宮澤 憲二 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   5.92  5.69  5.73   5.92   5.66  5.79  5.61   5.92 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ   +3.6  +0.7  +1.6   +3.6   -0.1  +1.0  -1.9   +3.6
杏 直樹(2) 松本大   5.78  5.62  5.91   5.91             5.91 
ｶﾗﾓﾓ ﾅｵｷ   +2.6  +0.7  -0.2   -0.2                      -0.2
野本 駿介(2) 松本深志高    x    x   5.86   5.86             5.86 
ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ               +1.0   +1.0                      +1.0
片瀬 賢斗(2) 松本県ヶ丘高    x   5.80  5.81   5.81             5.81 
ｶﾀｾ ｹﾝﾄ         +1.9  -1.9   -1.9                      -1.9
村本 瑛(3) 山辺中   5.58  5.64  5.15   5.64             5.64 
ﾑﾗﾓﾄ ｱｷﾗ   +0.7  +1.2  +1.6   +1.2                      +1.2
百瀬 洋夢(3) 穂高西中    x   5.46  5.17   5.46             5.46 
ﾓﾓｾ ﾋﾛﾑ         +2.2  +1.9   +2.2                      +2.2
髙籏 雅紘(3) 松商学園高    x   5.28  5.39   5.39             5.39 
ﾀｶﾊﾀ ﾏｻﾋﾛ         +1.3  +1.4   +1.4                      +1.4
大月 隼(3) 丸ﾉ内中   5.34   x   4.77   5.34             5.34 
ｵｵﾂｷ ﾊﾔﾄ   +1.4        +1.8   +1.4                      +1.4
髙木 遼磨(3) 波田中   5.06  5.21  5.30   5.30             5.30 
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾏ   +1.0  +1.4  +1.0   +1.0                      +1.0
西澤 蓮(3) 仁科台中    x   5.29  5.05   5.29             5.29 
ﾆｼｻﾞﾜ  ﾚﾝ         +1.3  +1.8   +1.3                      +1.3
中村 陸人(3) 塩尻広陵中   4.69  5.25   x    5.25             5.25 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｸﾄ   +1.4  +1.5         +1.5                      +1.5
中山 直久(3) 明科高   5.24   x   5.12   5.24             5.24 
ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾋｻ   +1.0        +2.0   +1.0                      +1.0
松澤 尚弥(3) 白馬中   4.88  5.06  5.20   5.20             5.20 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ   +2.0  +1.7  +1.0   +1.0                      +1.0
青木 洸也(3) 木曽青峰高   5.15  4.73  4.90   5.15             5.15 
ｱｵｷ ﾋﾛﾔ   +1.0  +1.6  +0.8   +1.0                      +1.0
柴田 莉生(3) 三郷中   4.75  4.98   x    4.98             4.98 
ｼﾊﾞﾀ ﾘｵ   +1.4  +1.1         +1.1                      +1.1
三浦 翔太(3) 木曽町中    x   4.76  4.96   4.96             4.96 
ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ         +1.1  +0.8   +0.8                      +0.8
北村 虹太朗(2) 堀金中    x   4.93  4.91   4.93             4.93 
ｷﾀﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ         +0.9  +1.8   +0.9                      +0.9
筒木 順(2) 高綱中   4.91  4.90  4.91   4.91             4.91 
ﾂﾂｷ ｼﾞｭﾝ   +1.9  +1.9  +0.3   +0.3                      +0.3
新村 来聖(3) 木曽青峰高    x   3.63  4.73   4.73             4.73 
ﾆｲﾑﾗ ｸﾙｽ         +2.2  +2.3   +2.3                      +2.3
芦田 弘誠(3) 女鳥羽中   4.58  4.54  4.71   4.71             4.71 
ｱｼﾀﾞ ｺｳｾｲ   +1.7  +0.8  +1.7   +1.7                      +1.7
坂口 楽人(2) 豊科北中    x   4.62  4.24   4.62             4.62 
ｻｶｸﾞﾁ ｻｻﾄ         +2.1  +0.5   +2.1                      +2.1
海野 幸之介(3) 附属松本中   4.58   x   4.58   4.58             4.58 
ｳﾝﾉ ｺｳﾉｽｹ   +2.3        +2.3   +2.3                      +2.3
上條 優人(2) 鉢盛中    x    x   4.55   4.55             4.55 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ               +1.2   +1.2                      +1.2
伊藤 心(2) 筑摩野中   4.54  4.43  4.33   4.54             4.54 
ｲﾄｳ ｼﾝ   +1.2  +2.5  +0.8   +1.2                      +1.2
務台 貴斗(2) 三郷中   4.49   x   4.31   4.49             4.49 
ﾑﾀｲ ﾀｶﾄ   +0.7        +1.2   +0.7                      +0.7
下原 斗輝(2) 鉢盛中   4.44  4.43  4.48   4.48             4.48 
ｼﾓﾊﾗ ﾄｷ   +2.9  +2.7  +1.3   +1.3                      +1.3
小林 怜央(2) 穂高西中   4.32  4.25  4.43   4.43             4.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ   +2.8  +0.4  +0.7   +0.7                      +0.7
山本 蓮(2) 鉢盛中   4.28   x   4.33   4.33             4.33 
ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝ   +2.3        +0.6   +0.6                      +0.6
中山 太智(2) 波田中   3.86  4.31  4.05   4.31             4.31 
ﾅｶﾔﾏ ﾀｲﾁ   +1.0  +0.6  +1.2   +0.6                      +0.6

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

3 53  9076

4 51  9048

1 54  9015

2 50  9004

7 45  2046

8 40  9006

5 49  2483

6 42  9003

11 47  2312

12 36  7153

9 46  9039

10 39  2234

15 33  7041

16 31  7415

13 32  6590

14 38  2484

19 34  2565

20 20  6825

17 26  6891

18 28  6491

23 23  6292

24 30  8753

21 35  1966

22 29  6720

27 24  7283

28 16  6638

25 17  7173

26 27  1974

31 4  7243

32 7  6703

29 22  7499

30 19  7424

35 11  7425

36 10  7383

33 2  7426

34 12  6591



 ３回の
 最高記録

上條 真生(2) 木曽町中   4.24  3.90  4.07   4.24             4.24 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｵ   +2.0  +0.6  -0.1   +2.0                      +2.0
胡桃 孝哉(3) 穂高西中    x    x   4.24   4.24             4.24 
ｸﾙﾐ ｺｳｽｹ               -1.2   -1.2                      -1.2
下會所 麟太(3) 木曽町中   4.22   x   3.26   4.22             4.22 
ｼﾓｶｲｼｮｳ ﾘﾝﾀ   +0.7        +1.7   +0.7                      +0.7
高橋 伸英(2) 開成中   4.13  3.89  4.04   4.13             4.13 
ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ   +1.6  +1.9  +0.7   +1.6                      +1.6
西沢 爽人(2) 波田中   4.03  3.81  3.91   4.03             4.03 
ﾆｼｻﾞﾜ ｱｷﾄ   +1.0  +1.0  +1.6   +1.0                      +1.0
横内 歩夢(3) 女鳥羽中   3.89  3.93  3.99   3.99             3.99 
ﾖｺｳﾁ ｱﾕﾑ   +2.1  +2.3  +1.0   +1.0                      +1.0
吉田 安吾(2) 木曽町中    x   3.78   x    3.78             3.78 
ﾖｼﾀﾞ ｱﾝｺﾞ         +0.8         +0.8                      +0.8
太谷 拓斗(1) 豊科北中   3.20  2.67  2.56   3.20             3.20 
ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾄ   +2.3  +0.2  -0.4   +2.3                      +2.3
古瀬 康平(1) 塩尻志学館高    x    -    -                   NM
ﾌﾙｾ ｺｳﾍｲ                                                   
大月 佑太(2) 菅野中                            DNS
ｵｵﾂｷ ﾕｳﾀ                                                   
美甘 紘誠(2) 丘中                            DNS
ﾐｶﾓ ｺｳｾｲ                                                   
内倉 宗潤(3) 附属松本中                            DNS
ｳﾁｸﾗ ｿｳｼﾞｭﾝ                                                   
鳥羽 亮太(2) 松本県ヶ丘高                            DNS
ﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ                                                   
大路 颯人(2) 信州大                            DNS
ｵｵｼﾞ ﾊﾔﾄ                                                   
樋口 拓也 塩尻市陸協                            DNS
ﾋｸﾞﾁ ﾀｸﾔ                                                   
石田 優音(3) 松本工高                            DNS
ｲｼﾀﾞ ﾕｳﾄ                                                   
武井 孝史朗(3) 松商学園高                            DNS
ﾀｹｲ ｺｳｼﾛｳ                                                   
榎本 崚冴(4) 信州大                            DNS
ｴﾉﾓﾄ ﾘｮｳｺﾞ                                                   

記録 備考

37 13  6298

男子

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

38 14  6595

39 8  6294

-4- -5- -6-

42 3  7284

43 1  6323

40 5  7113

41 6  7384

9  7229

18  6467

44 15  6646

25  1991

41  9081

43  9030

21  7487

37  2310

48  9078

44  2432

52  2479



決勝 5月4日 14:25

長野県記録(KR)                  16.98 石川 和義                    筑波大           2004/10/10  
大会記録(GR)                    14.42 中村 一郎                    北安松川中教     1985        

 ３回の
 最高記録

菅 光輝(3) 松本美須々ヶ丘高 12.49 12.52 12.83  12.83  12.47 13.06 13.26  13.26 
ｽｶﾞ ｺｳｷ   -2.5  -2.9  -1.8   -1.8   -3.2  -0.5  +0.3   +0.3
大路 颯人(2) 信州大  11.96 12.05 12.44  12.44  11.56 11.73 11.58  12.44 
ｵｵｼﾞ ﾊﾔﾄ   -2.1  -3.0  -1.1   -1.1   -2.9  -2.1  -3.1   -1.1
深尾 光希(2) 松本工高  11.75 11.59 11.97  11.97    x  11.75 11.27  11.97 
ﾌｶｵ ｺｳｷ   -2.2  -2.3  -2.4   -2.4         -1.4  -1.9   -2.4
富田 雅也(2) 松本工高  11.78 11.82 11.66  11.82  11.32 11.77   x   11.82 
ﾄﾐﾀ ﾏｻﾔ   -0.9  -1.9  -2.2   -1.9   -1.7  -2.7         -1.9
日馬 正貴 安曇野市陸協    x  11.40 11.13  11.40  11.12 11.35   x   11.40 
ｸｻﾏ ﾏｻｷ         -2.2  -1.3   -2.2   -3.7  -2.4         -2.2
中山 直久(3) 明科高    x    x    x        x    x    x      NM
ﾅｶﾔﾏ ﾅｵﾋｻ                                                   
小栗 駿一(3) 松本美須々ヶ丘高   x    x    x        x    x    x      NM
ｵｸﾞﾘ ｼｭﾝｲﾁ                                                   
鳥羽 亮太(2) 松本県ヶ丘高                            DNS
ﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ                                                   
村瀬 巧(2) 松本県ヶ丘高                            DNS
ﾑﾗｾ ﾀｸﾐ                                                   
佐藤 賢一 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC                            DNS
ｻﾄｳ ｹﾝｲﾁ                                                   

5  2314

10  9015

2  2323

3  2310

5 4  9028

1  2565

3 6  2405

4 7  2404

1 9  2322

2 8  9081

備考

男子

三段跳

決勝

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



決勝 5月4日 10:10

長野県記録(KR)                  16.11 三浦 理                      国士舘大         1995/09/15  
大会記録(GR)                    13.48 三浦 均                      梓川高教         1980        

 ３回の
 最高記録

上原 隆伸 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ
竹内 恒平(3) 松本工高
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ
金子 周平(1) 松本大
ｶﾈｺ ｼｭｳﾍｲ
有村 凌空(1) 木曽青峰高
ｱﾘﾑﾗ ﾘｸ
大宮 直人 木曽郡陸協
ｵｵﾐﾔ ﾅｵﾄ
福田 淳 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
ﾌｸﾀﾞ ｱﾂｼ
塩島 律哉(1) 豊科高
ｼｵｼﾞﾏ ﾘﾂﾔ
小林 和夫 上伊那郡陸協
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ

                    

   7.34    x   7.54  7.10  7.54   6.87

3  9077       

7 8  2531   7.34  7.10

   x    7.89   7.94   x    x   7.94 

   7.94    x    x   7.94  7.94    x

6 2  9012   7.84  7.89

5 1  9093   7.78  7.94

  9.68  10.48  10.05   x  10.35 10.48 

  11.07    x    x  10.11 11.07  11.07

4 5  1975   9.82 10.48

3 6  9043    x    x

 11.03  11.20    x  11.17   x  11.20 

  11.18  11.70   x    x  11.70  11.18

2 4  2431  11.20 11.16

1 7  9011  10.98   x

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月3日 10:10

長野県記録(KR)                  50.52 北林 栄峰                    順天堂大         1980/04/26  
大会記録(GR)                    46.96 三浦 均                      梓川高教         1982        

 ３回の
 最高記録

山本 真光人(3) 愛知学院大
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｺﾄ
丸山 貴由人 松本大AC
ﾏﾙﾔﾏ ｷﾕﾄ
竹内 恒平(3) 松本工高
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾍｲ
石川 真(3) 松本県ヶ丘高
ｲｼｶﾜ ﾏｺﾄ
小林 錬(3) 豊科高
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ
赤羽 裕紀(2) 松本大
ｱｶﾊﾈ ﾕｳｷ
皆戸 一真(1) 塩尻志学館高
ｶｲﾄ ｶｽﾞﾏｻ

 13.64  11.85  12.12    x  13.04 13.647 1  1994  12.12 10.58

 28.33 

6 2  9061  27.20   x  25.60  27.20  25.71   x  25.10 27.20 

   x   28.33    x  27.77   x5 3  2543  28.33 26.32

 31.35 

4 4  2307  22.24 24.15 27.79  27.79  27.45 28.51 28.02 28.51 

 26.49  31.35  30.82 29.35 30.883 5  2431    x  31.35

 32.10 

2 6  9075  30.45 30.90 29.27  30.90    x  31.66 31.42 31.66 

   x   31.48  30.69 29.95 32.101 7  9019  31.14 31.48

-4- -5- -6- 記録 備考

男子

円盤投(2.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



決勝 5月4日 14:00

長野県記録(KR)                  62.50 佐々木 茂雄                  東海大           1987/08/27  
大会記録(GR)                    47.60 東井 航平                    信州大           2018        

 ３回の
 最高記録

上原 隆伸 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ
萩原 倖司(1) 松本大
ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳｼ
神田 雅翔(2) 松本国際高
ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾄ
上條 健 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ
小林 和夫 上伊那郡陸協 DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ

       2  9077          

 24.68  27.32    x    x

          

   x  27.32 

  32.04    x  32.97 31.95 32.97 

4 1  9017  27.32 26.24

3 3  3144  30.53 32.04   x

 45.70  45.97  41.82   x    x  45.97 

  46.82  45.34   x    x  46.82 

2 5  9069  44.23 45.97

1 4  9011  43.47 46.82 44.62

-3- -4- -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 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 5月3日 14:05

長野県記録(KR)                  72.50 塩川 拓                      国武大           2017/03/18  
大会記録(GR)                    63.85 丸山 幹稀                    松本大           2016        

 ３回の
 最高記録

小澤 匠 松本市陸協
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾐ
平野 雄大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀﾞｲ
宮澤 克幸(2) 豊科高
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾂﾕｷ
小平 将斗(1) 松本国際高
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ
武井 謙汰(2) 松商学園高
ﾀｹｲ ｹﾝﾀ
難波 俊太(3) 南安曇農高
ﾅﾝﾊﾞ  ｼｭﾝﾀ
水口 拓実(2) 田川高
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ﾀｸﾐ
小松 虎太郎(2) 大町岳陽高
ｺﾏﾂ ｺﾀﾛｳ

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

やり投(800g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

2 7  9013  45.28 43.76

1 8  9035  47.50 47.38

 44.56  45.28  45.18 40.92 48.18 48.18 

  49.18  44.70   -  45.20 49.18  49.18

4 2  2503  40.70   x

3 6  2549  45.64 41.72

 41.14  41.14  43.18 39.36 37.28 43.18 

  45.64  34.60 40.66 35.40 45.64    x

6 5  2132  31.42 31.50

5 4  2492  34.62 33.08

 34.02  34.02  32.82 28.04 32.06 34.02 

  34.62  34.66   x  34.52 34.66  34.42

8 1  2055  20.08   x

7 3  2184    x    x

 23.36  23.36  21.90 23.20   x  23.36 

  32.88    x    x    -  32.88  32.88
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