
競技会コード 19170709

： ２０１９年９月２９日（日）
： 長野県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： 松本市・一般財団法人松本体育協会・松本市陸上競技協会
： 松本市陸上競技協会
： 青山 陸生
： 小幡 泰俊(トラック)　　小松 茂美(フィールド)
： 北野文彦

■この大会で樹立された記録

■グラウンドコンディション

■失格の略号の説明 ■フィールド競技における記号の説明
不正スタート (R162-7) 成功・有効試技 
他の競技者を妨害した (R163-2) (走高跳・棒高跳)
他のレーンに入った (R163-3a) 失敗・無効試技
縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b) パス
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (R163-5) 試合放棄
競技者がトラックから勝手に離脱した (R163-6)
ハードルを越えなかった (R168-7)
足又は脚がハードルをはみ出してバーの高さより低い位置を通った (R168-7a)
故意にハードルを倒した (R168-7b)

リレーでテイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった (R170-7)

()内は区間を表す　 (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走
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記録の種類 クラス
高橋 勇翔(3) 14m07

時刻 天候 風向 風速 気温 湿度

県中学新 中学男子 砲丸投げ 決勝 14ｍ11 開成中

8:45 晴れ 北東 0.4 24.5 57.0
(m/s) (℃) (%)

10:00 晴れ 南東 0.8 27.0 52.0
9:00 晴れ 南 0.8 25.5 57.0

12:00 晴れ 東南東 1.0 29.0 45.0
11:00 晴れ 東南東 0.8 29.0 43.0

14:00 晴れ 南 1.1 30.0 44.0
13:00 晴れ 西 1.4 30.0 44.0

16:00 晴れ 南西 2.0 28.0 48.0
15:00 晴れ 南東 0.7 29.0 49.0
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第６２回松本市市民体育大会秋季大会 ﾄﾗｯｸ審判長 小幡　泰俊

陸上競技の部 投てき審判長 小松　茂美
跳躍審判長 小松　茂美

【開催日】 令和元年９月２９日（日）

【主催団体】 松本市陸上競技協会 決勝記録一覧表
(CR:県中学新) 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

 9/29 一般･高校男  +0.2 安藤 直哉 11.23 矢口 紘人(2) 11.25 今西 康太(3) 11.31 渡辺 丈晴(2) 11.36 木戸 亮太 11.44 村石 稜(2) 11.46 岡田 遥人(1) 11.86
100m ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本深志高 松商学園高 松本蟻ヶ崎高 松本大 松本県ヶ丘高 松本国際高

 9/29 岩田 晃 47.91 小林 航 48.85 清水 泰志 50.63 渡部 翔太 51.21 中島 駿翔(1) 52.27 村瀬 巧(2) 52.72 福嶋 竜星 54.27
400m ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 松本大 松本県ヶ丘高 松本県ヶ丘高 松本大

 9/29 岡田 遥人(1) 2:00.19 武本 祐樹(1) 2:01.20 野瀬 杜馬(1) 2:07.17 伊藤 珠佑(2) 2:07.64 中村 剣志 2:07.93 松田 鳳羽(2) 2:09.56 召田 積技(1) 2:10.87 髙橋 平明(2) 2:11.60
800m 松本国際高 松本深志高 松本蟻ヶ崎高 梓川高 松本自衛隊 松本蟻ヶ崎高 松本深志高 松本深志高

 9/29 板東 健志 15:09.65 池田 悠司 15:10.19 金澤 拓則 15:42.02 小松 晃人 15:51.84 青木 学 16:20.53 山本 昌希 16:22.51 百瀬 永吉 16:24.72 古澤 彰大(3) 16:27.25
5000m 松本市陸協 松本大 松本市陸協 松本大 松本市陸協 松本市陸協 松本市陸協 松本国際高

 9/29 丸山 拓哉 2.05 松澤 和也 1.85 片瀬 賢斗(2) 1.80 柳澤 研杜 1.65 塩野崎 秀(1) 1.65 山田 隼平(2) 1.60
走高跳 松本大 松本大 松本県ヶ丘高 松本大 松本美須々ヶ丘高 松本深志高

 9/29 深沢 友昭 7.08(+0.4) 神田 来夢 6.70(+0.3) 内堀 岳宏 6.64(+0.4) 上條 将吾 6.47(+0.6) 菅 貫太(1) 6.42(+1.0) 野本 駿介(2) 6.35(+1.7) 村瀬 直希 6.26(+0.4) 安藤 直哉 6.01(+2.7)
走幅跳 松本大 松本大 松本大 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 松本蟻ヶ崎高 松本深志高 松本大AC ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 9/29 今井 侑志(4) 56.45 小澤 匠 49.19 平野 雄大 48.43 花岡 大和 39.60 上條 健 31.85 宮本 雄大(1) 18.43
やり投(800g) 長野高専 松本市陸協 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 松本深志高

 9/29 松本大(A)       44.36 松本大(B)       45.52 松本県ヶ丘高       45.96 松本蟻ヶ崎高       46.34
4×100m 神田 来夢 深沢 友昭 青柳 旺利(2) 大月 武(1)

松澤 和也 花形 駿介(3) 勝野 武(1) 梨子田 光汰(1)
藤澤 将大(4) 内堀 岳宏 片瀬 賢斗(2) 野本 享佑(1)
丸山 拓哉 小松 晃人(3) 竹内 佑輝(1) 菅 貫太(1)

 9/29 中学男子  +0.4 石田 朗雅(2) 11.67 片桐 拓真(2) 11.80 中澤 歩希(2) 11.91 山﨑 陽(2) 11.94 横沢 颯太(2) 12.08 永井 つかさ(2) 12.08 武田 龍治(2) 12.14 澤口 然(2) 12.19
100m 旭町中 菅野中 鉢盛中 鉢盛中 筑摩野中 丸ﾉ内中 鎌田中 菅野中

 9/29 安坂 丈瑠(3) 50.65 米山 依岬(2) 58.54 森本 快(2) 59.51 小玉 怜史(2) 59.94 大月 佑太(2) 1:00.96 村本 琢実(1) 1:01.24 佐藤 雅浩(1) 1:01.31 栗林 恢(1) 1:04.23
400m 開成中 鉢盛中 波田中 菅野中 菅野中 山辺中 信大附属松本中 丸ﾉ内中

 9/29 古澤 昇吾(2) 4:43.87 木村 優仁(1) 4:46.06 奥原 悠月(2) 4:46.38 三島 成生(2) 5:01.15 中山 昊(1) 5:01.23 上嶋 士宇羽(2) 5:01.24 久保田 興輝(2) 5:02.80 小林 昌弘(1) 5:06.43
1500m 高綱中 女鳥羽中 高綱中 鉢盛中 信大附属松本中 梓川中 信大附属松本中 筑摩野中

 9/29 杉原 立樹(3) 9:27.56 丸山 辰樹(3) 9:29.74 遠藤 優裕(2) 9:30.86 小林 亮太(2) 9:33.62 水野 琉斗(2) 9:38.78 丸山 直生(1) 10:06.71 冨永 大輔(3) 10:08.61 田中 大介(1) 10:16.96
3000m 開成中 丸ﾉ内中 信大附属松本中 梓川中 波田中 鉢盛中 山辺中 信大附属松本中

 9/29  +0.0 山口 洸斗(2) 18.47 中村 駿汰(1) 18.53 槫沼 夏輝(1) 20.23 木島 玲(2) 20.65 粟津原 湊人(1) 22.23
110mH(0.914m) 波田中 旭町中 梓川中 梓川中 鉢盛中

 9/29 梶川 新(3) 1.65 髙田 真平(2) 1.60 宮入 大輝(2) 1.50 井上 蓮太(1) 1.40 小笠原 巧真(2) 1.40
走高跳 山辺中 信大附属松本中 開成中 菅野中 高綱中

 9/29 栁澤 秀哉(2) 5.78(-0.3) 筒木 順(2) 5.67(+0.6) 田多井 信吾(2) 5.36(-0.2) 中山 太智(2) 5.06(-0.5) 笠原 諒誓(2) 4.97(+1.5) 飯ｹ濱 崇人(2) 4.95(+1.6) 上條 優人(2) 4.94(+1.3) 伊藤 心(2) 4.79(+0.2)
走幅跳 梓川中 高綱中 女鳥羽中 波田中 女鳥羽中 山辺中 鉢盛中 筑摩野中

 9/29 髙橋 勇翔(3) 14.11 山本 蓮(2) 9.81 二木 健友(2) 8.37 林 智輝(2) 7.73 古野 幌大(2) 7.62 兼子 大(1) 5.59 本田 智道(1) 5.34

砲丸投(5.000kg) 開成中 CR 鉢盛中 梓川中 高綱中 波田中 信大附属松本中 信大附属松本中
 9/29 鉢盛中       46.90 菅野中(A)       47.74 女鳥羽中       48.08 筑摩野中       48.30 高綱中       48.80 梓川中(A)       49.63 附属松本中(B)       50.27 附属松本中(A)       50.81

4×100m 山本 蓮(2) 小玉 怜史(2) 田多井 信吾(2) 原 佑綺(2) 丸山 紘永(1) 大橋 蒼太(1) 佐藤 雅浩(1) 内山 正登(2)
山﨑 陽(2) 片桐 拓真(2) 田中 舜也(3) 児玉 賢人(2) 林 智輝(2) 齋藤 飛元(1) 中澤 洵之介(1) 小林 知樹(2)
山田 瑛太(2) 成田 拓生(2) 笠原 諒誓(2) 遠藤 翼(2) 小笠原 巧真(2) 二木 健友(2) 矢口 拓実(1) 髙田 真平(2)
中澤 歩希(2) 澤口 然(2) 西沢 櫂(3) 横沢 颯太(2) 筒木 順(2) 栁澤 秀哉(2) 山崎 夏月(1) 遠藤 優裕(2)

 9/29 小学4_6男子 萩原 雄夢(6) 12.97 角田 詢(6) 14.24 山本 怜司(6) 14.58 朱 倬阳(6) 14.84 菊田 琥斗(6) 15.02 溝口 空羚葵(4) 15.15 川合 玄也(5) 15.24 神澤 悠人(6) 15.34
100m ｺﾒｯﾄ波田 清水小 信大附属松本小 清水小 二子小 ｺﾒｯﾄ波田 鎌田小 芝沢小

 9/29 下里 洋武(5) 3:13.86 永田 航大(4) 3:15.11 関崎 結斗(5) 3:27.54 冨永 陽介(5) 3:28.09 佐藤 一心(4) 3:33.40 塩原 颯太(5) 3:36.60 近藤 汰一(4) 3:39.73 栢本 将太(4) 3:47.03
1000m 筑摩小 ｺﾒｯﾄ波田 筑摩小 山辺小 筑摩小 島内小 ｺﾒｯﾄ波田 菅野小

 9/29 野邑 一心(6) 4.49(-0.3) 森村 悠希也(6) 4.38(-1.0) 片寄 晴之亮(6) 4.29(-1.0) 美里 晃汰(6) 4.04(-0.6) 高野 啓矢(5) 3.75(-0.5) 横山 遥太(6) 3.63(-0.6) 濵 龍太朗(6) 3.59(-0.4) 深澤 悠貴(5) 3.47(+0.4)
走幅跳 ｺﾒｯﾄ波田 菅野小 山辺小 旭町小 ｺﾒｯﾄ波田 山辺小 寿小 島立小

 9/29 川上 朋也(6) 45.47 野﨑 健太郎(6) 44.56 保坂 圭祐(5) 38.98 山田 颯汰朗(4) 37.84 増田 龍晴(5) 35.58 岩坂 惇(6) 33.91 矢野 成悟(6) 33.87 田中 伶弥(5) 33.09
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 二子小 山辺小 梓川小 二子小 清水小 ｺﾒｯﾄ波田 旭町小 今井小

 9/29 清水小       56.57 島内小(B)       59.78 鎌田小     1:01.87 山辺小(A)     1:02.24 ｺﾒｯﾄ波田     1:02.70 菅野小     1:03.62 島内小(A)     1:05.25 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ(B)    1:05.68
4×100m 中島 瑛心(6) 清水 尋志(5) 赤穂　一晟(4) 金井 孝太郎(6) 山田 快人(6) 高野 暖万(4) 高山 維心(4) 永井 澪(6)

朱 倬阳(6) 澤渡 奏太(5) 浅原 統(5) 片寄 晴之亮(6) 上條 繁人(4) 荒江 煌夢(4) 百瀬 光流(4) 花村 結貴(6)
須藤 小太郎(6) 川﨑 晴翔(5) 髙山 隼弥(4) 廣池 十和(6) 古野 頑人(6) 塩川 樹(4) 降旗 章(4) 宮島 渉(6)
角田 詢(6) 佃 悠輔(5) 川合 玄也(5) 原田 匠海(6) 松井 舜(5) 上條 和輝(4) 山村 唯斗(4) 中澤 悠(6)



[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 -2.0

 1 新田 直己(5) 清水小     15.43  1 川合 玄也(5) 鎌田小     15.24 
ﾆｯﾀ ﾅｵｷ ｶﾜｲ ｹﾞﾝﾔ

 2 松崎 晴(6) 旭町小     15.66  2 神澤 悠人(6) 芝沢小     15.34 
ﾏﾂｻﾞｷ ｾｲ ｶﾝｻﾞﾜ ﾕｳﾄ

 3 山村 唯斗(4) 島内小     15.88  3 須藤 小太郎(6) 清水小     15.42 
ﾔﾏﾑﾗ ﾕｲﾄ ｽﾄｳ ｺﾀﾛｳ

 4 栁澤 士(4) 梓川小     15.89  4 高宮 大地(6) ｺﾒｯﾄ波田     15.54 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾂｶｻ ﾀｶﾐﾔ ﾀﾞｲﾁ

 5 山田 晄士(4) 山辺小     16.40  5 海谷 凪(4) 寿小     16.59 
ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾄ ｶｲﾔ ﾅｷﾞ

 6 矢野 碧人(6) 菅野小     16.54  6 百瀬 光流(4) 島内小     17.06 
ﾔﾉ ﾘｸﾄ ﾓﾓｾ ﾋｶﾙ

 7 倉科 洸大(4) 並柳小     17.15  7 和田 空桜(4) 島立小     17.07 
ｸﾗｼﾅ ｺｳﾀﾞｲ ﾜﾀﾞ ﾀｶﾗ

 8 溝上 意織(4) 今井小     18.40  8 中沢 雄太(4) 今井小     17.52 
ﾐｿﾞｳｴ ｲｵﾘ ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳﾀ

[ 3組] 風速 -0.3 [ 4組] 風速 -0.9

 1 朱 倬よう(6) 清水小     14.84  1 山本 怜司(6) 信大附属松本小     14.58 
ｼｭ ﾀｸﾖｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾚｲｼﾞ

 2 菊田 琥斗(6) 二子小     15.02  2 髙山 愛雅(5) 島内小     15.53 
ｷｸﾀ ｺﾄ ﾀｶﾔﾏ ｱｲｶﾞ

 3 溝口 空羚葵(4) ｺﾒｯﾄ波田     15.15  3 赤穗 一晟(4) 鎌田小     15.84 
ﾐｿﾞｸﾞﾁ ｸﾚｱ ｱｺｳ ｲｯｾｲ

 4 浅原 統(5) 鎌田小     15.67  4 吉沢 慶士郎(6) ｺﾒｯﾄ波田     15.93 
ｱｻﾊﾗ ｽﾏﾙ ﾖｼｻﾞﾜ ｹｲｼﾞﾛｳ

 5 成沢 優輝(4) 島内小     16.65  5 高橋 昇馬(4) TeamU     16.15 
ﾅﾘｻﾜ ﾕｳｷ ﾀｶﾊｼ ｼｮｳﾏ

 6 西村 奏介(4) 並柳小     16.82  6 波多腰 海斗(4) 芝沢小     16.86 
ﾆｼﾑﾗ ｿｳｽｹ ﾊﾀｺｼ ｶｲﾄ

 7 金宇 脩平(4) 山辺小     17.71  7 加藤 漣(4) 山辺小     16.88 
ｶﾅｳ ｼｭｳﾍｲ ｶﾄｳ ﾚﾝ

 8 杉浦 健琉(4) 梓川小     18.45   有江 結(4) 筑摩小      
ｽｷﾞｳﾗ ﾀｹﾙ ｱﾘｴ ﾕｲ

[ 5組] 風速 +1.2

 1 萩原 雄夢(6) ｺﾒｯﾄ波田     12.97 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾕｳﾑ

 2 角田 詢(6) 清水小     14.24 
ﾂﾉﾀﾞ ｼﾞｭﾝ

 3 松澤 達樹(5) 芝沢小     15.48 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀﾂｷ

 4 唐沢 圭吾(4) 筑摩小     15.56 
ｶﾗｻﾜ ｹｲｺﾞ

 5 小岩井 龍斗(5) 鎌田小     16.12 
ｺｲﾜｲ ﾀﾂﾄ

 6 青木 翔映(4) 今井小     16.63 
ｱｵｷ ｼｮｳｴｲ

 7 荻原 太郎(4) 寿小     17.69 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾀﾛｳ

 8 金井 大和(4) 山辺小     17.81 
ｶﾅｲ ﾔﾏﾄ

小学4_6男子

100m

決勝

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
4   261 3   176

8   146 8   220

7   300 2   262

2   163 6   115

3   205 7   228

9   254 4   312

5   340 9   327

6   184 5   189

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
9   260 5   334

2   329 8   317

3   114 2   175

8   177 4   109

5   304 3   103

4   338 9   224

6   202 7   195

7   158 6   278
DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   136

8   256

9   218

4   277

5   173

7   187

6   227

3   201



   1 萩原 雄夢(6) ｺﾒｯﾄ波田     12.97 (+1.2)   5   1
   2 角田 詢(6) 清水小     14.24 (+1.2)   5   2
   3 山本 怜司(6) 信大附属     14.58 (-0.9)   4   1
   4 朱 倬よう(6) 清水小     14.84 (-0.3)   3   1
   5 菊田 琥斗(6) 二子小     15.02 (-0.3)   3   2
   6 溝口 空羚葵(4) ｺﾒｯﾄ波田     15.15 (-0.3)   3   3
   7 川合 玄也(5) 鎌田小     15.24 (-2.0)   2   1
   8 神澤 悠人(6) 芝沢小     15.34 (-2.0)   2   2
   9 須藤 小太郎(6) 清水小     15.42 (-2.0)   2   3
  10 新田 直己(5) 清水小     15.43 (-0.3)   1   1
  11 松澤 達樹(5) 芝沢小     15.48 (+1.2)   5   3
  12 髙山 愛雅(5) 島内小     15.53 (-0.9)   4   2
  13 高宮 大地(6) ｺﾒｯﾄ波田     15.54 (-2.0)   2   4
  14 唐沢 圭吾(4) 筑摩小     15.56 (+1.2)   5   4
  15 松崎 晴(6) 旭町小     15.66 (-0.3)   1   2
  16 浅原 統(5) 鎌田小     15.67 (-0.3)   3   4
  17 赤穗 一晟(4) 鎌田小     15.84 (-0.9)   4   3
  18 山村 唯斗(4) 島内小     15.88 (-0.3)   1   3
  19 栁澤 士(4) 梓川小     15.89 (-0.3)   1   4
  20 吉沢 慶士郎(6) ｺﾒｯﾄ波田     15.93 (-0.9)   4   4
  21 小岩井 龍斗(5) 鎌田小     16.12 (+1.2)   5   5
  22 高橋 昇馬(4) TeamU     16.15 (-0.9)   4   5
  23 山田 晄士(4) 山辺小     16.40 (-0.3)   1   5
  24 矢野 碧人(6) 菅野小     16.54 (-0.3)   1   6
  25 海谷 凪(4) 寿小     16.59 (-2.0)   2   5
  26 青木 翔映(4) 今井小     16.63 (+1.2)   5   6
  27 成沢 優輝(4) 島内小     16.65 (-0.3)   3   5
  28 西村 奏介(4) 並柳小     16.82 (-0.3)   3   6
  29 波多腰 海斗(4) 芝沢小     16.86 (-0.9)   4   6
  30 加藤 漣(4) 山辺小     16.88 (-0.9)   4   7
  31 百瀬 光流(4) 島内小     17.06 (-2.0)   2   6
  32 和田 空桜(4) 島立小     17.07 (-2.0)   2   7
  33 倉科 洸大(4) 並柳小     17.15 (-0.3)   1   7
  34 中沢 雄太(4) 今井小     17.52 (-2.0)   2   8
  35 荻原 太郎(4) 寿小     17.69 (+1.2)   5   7
  36 金宇 脩平(4) 山辺小     17.71 (-0.3)   3   7
  37 金井 大和(4) 山辺小     17.81 (+1.2)   5   8
  38 溝上 意織(4) 今井小     18.40 (-0.3)   1   8
  39 杉浦 健琉(4) 梓川小     18.45 (-0.3)   3   8
    有江 結(4) 筑摩小          (-0.9)DNS   4    

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
  136
  256
  334
  260
  329
  114
  176
  220
  262
  261
  218
  317
  115
  277
  146
  177
  175
  300
  163
  109
  173
  103
  205
  254
  228

  227
  202
  201
  184
  158
  278

  187
  304
  338
  224
  195
  312
  327
  340
  189



[ 1組] [ 2組]

 1 佐藤 一心(4) 筑摩小   3:33.40  1 下里 洋武(5) 筑摩小   3:13.86 
ｻﾄｳ ﾋｺ ｼﾓｻﾄ ﾋﾛﾀｹ

 2 近藤 汰一(4) ｺﾒｯﾄ波田   3:39.73  2 永田 航大(4) ｺﾒｯﾄ波田   3:15.11 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾀｲﾁ ﾅｶﾞﾀ ｺｳﾀﾞｲ

 3 栢本 将太(4) 菅野小   3:47.03  3 関崎 結斗(5) 筑摩小   3:27.54 
ｶﾔﾓﾄ ｼｮｳﾀ ｾｷｻﾞｷ ﾕｲﾄ

 4 南 海舟(4) 並柳小   3:54.38  4 冨永 陽介(5) 山辺小   3:28.09 
ﾐﾅﾐ ｶｲｼｭｳ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾖｳｽｹ

 5 吉本 侑生(5) 筑摩小   3:56.83  5 塩原 颯太(5) 島内小   3:36.60 
ﾖｼﾓﾄ ﾕｲ ｼｵﾊﾗ ｿｳﾀ

 6 丸橋 雅久(4) 山辺小   4:03.43  6 櫻井 翼(5) 島立小   3:59.97 
ﾏﾙﾊｼ ｶﾞｸ ｻｸﾗｲ ﾂﾊﾞｻ

 7 杉本 晋太郎(4) 島内小   4:07.82  7 柳澤 健太(4) 芝沢小   4:03.35 
ｽｷﾞﾓﾄ ｼﾝﾀﾛｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹﾝﾀ

 8 浅輪 優心(4) 芝沢小   4:09.27  8 石川 稜馬(5) ｺﾒｯﾄ波田   4:25.64 
ｱｻﾜ ﾕｳｼﾝ ｲｼｶﾜ ﾘｮｳﾏ

 9 北林 嵐月(5) ｺﾒｯﾄ波田   4:09.57  9 早川 勇飛(4) 山辺小   4:28.19 
ｷﾀﾊﾞﾔｼ ｱﾂｷ ﾊﾔｶﾜ ﾕｳﾋ

10 田中 康太(5) 島立小   4:14.22 10 藤田 拓志(4) 島内小   4:30.51 
ﾀﾅｶ ｺｳﾀ ﾌｼﾞﾀ ﾋﾛｼ

  杉本 賢太郎(4) 島内小      
ｽｷﾞﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ ラップタイム

   200m     35.55   272 下里 洋武(5)
ラップタイム    400m   1:13.45   〃     〃 
   200m     39.44   110 近藤 汰一(4)    600m   1:54.17   〃     〃 
   400m   1:23.37   〃     〃    800m   2:34.38   〃     〃 
   600m   2:07.53   275 佐藤 一心(4)
   800m   2:51.95   〃     〃 

   1 下里 洋武(5) 筑摩小     3:13.86   2   1
   2 永田 航大(4) ｺﾒｯﾄ波田     3:15.11   2   2
   3 関崎 結斗(5) 筑摩小     3:27.54   2   3
   4 冨永 陽介(5) 山辺小     3:28.09   2   4
   5 佐藤 一心(4) 筑摩小     3:33.40   1   1
   6 塩原 颯太(5) 島内小     3:36.60   2   5
   7 近藤 汰一(4) ｺﾒｯﾄ波田     3:39.73   1   2
   8 栢本 将太(4) 菅野小     3:47.03   1   3
   9 南 海舟(4) 並柳小     3:54.38   1   4
  10 吉本 侑生(5) 筑摩小     3:56.83   1   5
  11 櫻井 翼(5) 島立小     3:59.97   2   6
  12 柳澤 健太(4) 芝沢小     4:03.35   2   7
  13 丸橋 雅久(4) 山辺小     4:03.43   1   6
  14 杉本 晋太郎(4) 島内小     4:07.82   1   7
  15 浅輪 優心(4) 芝沢小     4:09.27   1   8
  16 北林 嵐月(5) ｺﾒｯﾄ波田     4:09.57   1   9
  17 田中 康太(5) 島立小     4:14.22   1  10
  18 石川 稜馬(5) ｺﾒｯﾄ波田     4:25.64   2   8
  19 早川 勇飛(4) 山辺小     4:28.19   2   9
  20 藤田 拓志(4) 島内小     4:30.51   2  10
    杉本 賢太郎(4) 島内小 DNS   1    

  210
  310
  302

  274
  328
  225
  197
  303
  223
  139
  324
  129

  272
  106
  273
  212
  275
  294
  110
  243
  344

11   302
DNS

タイムレース

順位 No. 順位

8   139 3   210

2

氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組

5   274 5

  324 1   310

1   303 2   225

  294

7   197 7   328

6   223 8   129

10   344 9   212

3   243 6   273

4   110 4   106

所属名 記録／備考
9   275 10   272

ORD No. 氏  名

小学4_6男子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 清水小   264 中島 瑛心(6)     56.57  1   6 山辺小(A)   200 金井 孝太郎(6)   1:02.24 

ｼﾐｽﾞｼｮｳ ﾅｶｼﾞﾏ ｴｲｼﾝ ﾔﾏﾍﾞｼｮｳ ｶﾅｲ ｺｳﾀﾛｳ
  260 朱 倬阳(6)   213 片寄 晴之亮(6)

ｼｭ ﾀｸﾖｳ ｶﾀﾖｾ ｾｲﾉｽｹ
  262 須藤 小太郎(6)   216 廣池 十和(6)

ｽﾄｳ ｺﾀﾛｳ ﾋﾛｲｹ ﾄﾜ
  256 角田 詢(6)   203 原田 匠海(6)

ﾂﾉﾀﾞ ｼﾞｭﾝ ﾊﾗﾀ ﾀｸﾐ
 2   6 島内小(B)   305 清水 尋志(5)     59.78  2   2 ｺﾒｯﾄ波田   119 山田 快人(6)   1:02.70 

ｼﾏｳﾁｼｮｳ ｼﾐｽﾞﾋﾛｼ ｺﾒｯﾄﾊﾀ ﾔﾏﾀﾞ ｶｲﾄ
  314 澤渡 奏太(5)   126 上條 繁人(4)

ｻﾜﾄﾞ ｿｳﾀ ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｹﾞﾄ
  307 川﨑 晴翔(5)   112 古野 頑人(6)

ｶﾜｻｷ ﾊﾙﾄ ﾌﾙﾉ ｹﾞﾝﾄ
  309 佃 悠輔(5)   125 松井 舜(5)

ﾂｸﾀﾞ ﾕｳｽｹ ﾏﾂｲ ｼｭﾝ
 3   5 鎌田小   172 赤穂　一晟(4)   1:01.87  3   5 島内小(A)   299 高山 維心(4)   1:05.25 

ｶﾏﾀﾞｼｮｳ ｱｺｳ ｲｯｾｲ ｼﾏｳﾁｼｮｳ ﾀｶﾔﾏ ｲｼﾝ
  177 浅原 統(5)   312 百瀬 光流(4)

ｱｻﾊﾗ ｽﾏﾙ ﾓﾓｾ ﾋｶﾙ
  181 髙山 隼弥(4)   297 降旗 章(4)

ﾀｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ ﾌﾘﾊﾀ ｼｮｳ
  176 川合 玄也(5)   300 山村 唯斗(4)

ｶﾜｲ ｹﾞﾝﾔ ﾔﾏﾑﾗ ﾕｲﾄ
 4   7 菅野小   247 高野 暖万(4)   1:03.62  4   3 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ(B)  281 永井 澪(6)   1:05.68 

ｽｶﾞﾉｼｮｳ ﾀｶﾉ ﾊﾙﾏ ﾅｶﾔﾏﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ ﾅｶﾞｲ ﾚｲ
  245 荒江 煌夢(4)   282 花村 結貴(6)

ｱﾗｴ ｹｲ ﾊﾅﾑﾗ ﾕｳｷ
  241 塩川 樹(4)   283 宮島 渉(6)

ｼｵｶﾜ ｲﾂｷ ﾐﾔｼﾞﾏ ﾜﾀﾙ
  250 上條 和輝(4)   292 中澤 悠(6)

ｶﾐｼﾞｮｳ ｶｽﾞｷ ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳ
 5   3 山辺小(B)   205 山田 晄士(4)   1:05.72  5   4 寿小   234 小林 礼輝(4)   1:08.06 

ﾔﾏﾍﾞｼｮｳ ﾔﾏﾀﾞ ｱｷﾄ ｺﾄﾌﾞｷｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾗｲｷ
  202 金宇 脩平(4)   227 荻原 太郎(4)

ｶﾅｳ ｼｭｳﾍｲ ｵｷﾞﾊﾗ ﾀﾛｳ
  195 加藤 漣(4)   228 海谷 凪(4)

ｶﾄｳ ﾚﾝ ｶｲﾔ ﾅｷﾞ
  197 丸橋 雅久(4)   233 山本 來輝(4)

ﾏﾙﾊｼ ｶﾞｸ ﾔﾏﾓﾄ ﾗｲｷ
 6   4 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ(A)  287 師岡 明以(6)   1:06.58 

ﾅｶﾔﾏﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ ﾓﾛｵｶ ﾒｲ
  280 井口 白瑛(6)

ｲｸﾞﾁ ﾊｸｴｲ
  284 宮島 大萬(6)

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾛｶｽﾞ
  285 戸澤 陽人(6)

ﾄｻﾞﾜ ﾊﾙﾄ

小学4_6男子

4×100m

決勝



   1 清水小     56.57 中島 瑛心(6) 朱 倬阳(6) 須藤 小太郎(6)角田 詢(6)   1   1
   2 島内小(B)     59.78 清水 尋志(5) 澤渡 奏太(5) 川﨑 晴翔(5) 佃 悠輔(5)   1   2
   3 鎌田小   1:01.87 赤穂　一晟(4) 浅原 統(5) 髙山 隼弥(4) 川合 玄也(5)   1   3
   4 山辺小(A)   1:02.24 金井 孝太郎(6)片寄 晴之亮(6)廣池 十和(6) 原田 匠海(6)   2   1
   5 ｺﾒｯﾄ波田   1:02.70 山田 快人(6) 上條 繁人(4) 古野 頑人(6) 松井 舜(5)   2   2
   6 菅野小   1:03.62 高野 暖万(4) 荒江 煌夢(4) 塩川 樹(4) 上條 和輝(4)   1   4
   7 島内小(A)   1:05.25 高山 維心(4) 百瀬 光流(4) 降旗 章(4) 山村 唯斗(4)   2   3
   8 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ(B)   1:05.68 永井 澪(6) 花村 結貴(6) 宮島 渉(6) 中澤 悠(6)   2   4
   9 山辺小(B)   1:05.72 山田 晄士(4) 金宇 脩平(4) 加藤 漣(4) 丸橋 雅久(4)   1   5
  10 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ(A)   1:06.58 師岡 明以(6) 井口 白瑛(6) 宮島 大萬(6) 戸澤 陽人(6)   1   6
  11 寿小   1:08.06 小林 礼輝(4) 荻原 太郎(4) 海谷 凪(4) 山本 來輝(4)   2   5

組 順位備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4

小学4_6男子

4×100m
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録



 ３回の
 最高記録

野村 一心(6) ｺﾒｯﾄ波田   4.40  4.22  4.49   4.49             4.49 
ﾉﾑﾗ ｲｯｼﾝ   -0.4  -1.9  -0.3   -0.3                      -0.3
森村 悠希也(6) 菅野小    x    x   4.38   4.38             4.38 
ﾓﾘﾑﾗ ﾕｷﾔ   -0.5  -1.6  -1.0   -1.0                      -1.0
片寄 晴之亮(6) 山辺小    x   4.29   x    4.29             4.29 
ｶﾀﾖｾ ｾｲﾉｽｹ   -0.5  -1.0  -0.7   -1.0                      -1.0
美里 晃汰(6) 旭町小   4.04  3.99  3.75   4.04             4.04 
ﾐｻﾄ ｺｳﾀ   -0.6  -0.4  -1.5   -0.6                      -0.6
高野 啓矢(5) ｺﾒｯﾄ波田   3.75  3.55  3.70   3.75             3.75 
ﾀｶﾉ ｹｲﾔ   -0.5  +0.2  -0.1   -0.5                      -0.5
横山 遥太(6) 山辺小   3.63  3.39  3.51   3.63             3.63 
ﾖｺﾔﾏ ﾖｳﾀ   -0.6  -1.5  -1.9   -0.6                      -0.6
濵 龍太朗(6) 寿小   3.59  3.40  3.37   3.59             3.59 
ﾊﾏ ﾘｭｳﾀﾛｳ   -0.4  +1.2  -0.7   -0.4                      -0.4
深澤 悠貴(5) 島立小   3.43  3.47  3.42   3.47             3.47 
ﾌｶｻﾜ ﾕｳｷ   -2.3  +0.4  -0.3   +0.4                      +0.4
花村 結貴(6) 中山ﾗｲﾄﾆﾝｸﾞ   3.37  3.16  3.45   3.45             3.45 
ﾊﾅﾑﾗ ﾕｳｷ   -1.1  -0.1  +1.2   +1.2                      +1.2
金井 孝太郎(6) 山辺小   3.01  3.33  3.15   3.33             3.33 
ｶﾅｲ ｺｳﾀﾛｳ   -0.8  -0.2  -0.7   -0.2                      -0.2
古田 晃介(4) 今井小   3.24   x   2.92   3.24             3.24 
ﾌﾙﾀ ｺｳｽｹ   -0.2  -2.6  +0.1   -0.2                      -0.2
保井 結登(6) 梓川小    x   3.08  3.21   3.21             3.21 
ﾔｽｲ ﾕｲﾄ   -1.1  -0.4  -0.4   -0.4                      -0.4
高山 維心(4) 島内小   3.20  3.08  3.00   3.20             3.20 
ﾀｶﾔﾏ ｲｼﾝ   -0.9  -2.5  +1.0   -0.9                      -0.9
塚田 紘也(6) ｺﾒｯﾄ波田   2.24  3.19  3.15   3.19             3.19 
ﾂｶﾀﾞ ﾋﾛﾅﾘ   -1.4  -0.1  +1.3   -0.1                      -0.1
原田 匠海(6) 山辺小   3.18   x    x    3.18             3.18 
ﾊﾗﾀ ﾀｸﾐ   -0.1  -1.5  -0.4   -0.1                      -0.1
髙浪 暖己(6) ｺﾒｯﾄ波田   2.76  2.72  3.13   3.13             3.13 
ﾀｶﾅﾐ ﾊﾙｷ   -1.1  +1.5  -0.4   -0.4                      -0.4
末次 俊介(4) 鎌田小   2.97   x    x    2.97             2.97 
ｽｴﾅﾐ ｼｭﾝｽｹ   +0.0  +0.0  +0.0   +0.0                      +0.0
新里 隆人(5) 旭町小   2.94  2.84  2.64   2.94             2.94 
ｼﾝｻﾞﾄ ﾘｭｳﾄ   -0.5  -0.1  -0.9   -0.5                      -0.5
櫻井 友翔(4) 今井小   2.70  2.39  2.66   2.70             2.70 
ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ   +0.1  -2.4  +0.9   +0.1                      +0.1
巣之内 雷(4) 梓川小   2.67  2.49  2.32   2.67             2.67 
ｽﾉｳﾁ ｱｽﾞﾏ   -1.4  -1.8  +1.0   -1.4                      -1.4
王 普申(6) 芳川小   2.59  2.38  2.40   2.59             2.59 
ｵｳ ﾋﾛﾉﾌﾞ   -1.2  -0.9  -0.1   -1.2                      -1.2

21 8   346

19 1   193

20 4   160

17 7   180

18 20   147

15 15   203

16 10   144

13 3   299

14 5   134

11 2   183

12 9   161

9 6   282

10 19   200

7 13   239

8 14   319

5 11   116

6 18   194

3 12   213

4 21   149

1 16   141

2 17   251

備考

小学4_6男子

走幅跳

決勝

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



 ３回の
 最高記録

川上 朋也(6) 二子小
ｶﾜｶﾐ ﾄﾓﾅﾘ
野﨑 健太郎(6) 山辺小
ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ
保坂 圭祐(5) 梓川小
ﾎｻｶ ｹｲｽｹ
山田 颯汰朗(4) 二子小
ﾔﾏﾀﾞ ｿｳﾀﾛｳ
増田 龍晴(5) 清水小
ﾏｽﾀ ﾘｭｳｾｲ
岩坂 惇(6) ｺﾒｯﾄ波田
ｲﾜｻｶ ｱﾂ
矢野 成悟(6) 旭町小
ﾔﾉ ｾｲｺﾞ
田中 伶弥(5) 今井小
ﾀﾅｶ ﾚｲﾔ
冨田 俊司(6) ｺﾒｯﾄ波田
ﾄﾐﾀ ｼｭﾝｼﾞ
小池 悠友(5) 梓川小
ｺｲｹ ﾊﾙﾄﾓ
宮川 智圭(4) 山辺小
ﾐﾔｶﾞﾜ ﾄﾓｷ
古畑 杏太郎(5) ｺﾒｯﾄ波田
ﾌﾙﾊﾀ ｷｮｳﾀﾛｳ
古林 哩(4) ｺﾒｯﾄ波田
ﾌﾙﾊﾞﾔｼ ﾏｲﾙ
伊林 岳(4) 今井小
ｲﾊﾞﾔｼ ｶﾞｸ
荒井 唯碧(6) 山辺小
ｱﾗｲ ﾕｲｱ
近藤 史啓(6) 旭町小
ｺﾝﾄﾞｳ ﾌﾐﾋﾛ
栁澤 飛汰(4) 筑摩小
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅﾀ
清水 柊介(4) 二子小
ｼﾐｽﾞ ｼｭｳｽｹ
中澤 諒力(4) 筑摩小
ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｮｳﾏ

       13.56 

18 2   332
 22.82 23.27 18.87  23.27     23.27 

19 15   276  10.49 13.56 10.73  13.56    

      

    23.43 

17 17   279  20.80 23.35 20.87  23.35           23.35 

16 18   145  22.11 22.22 23.43  23.43       

    25.69 

  25.04           25.04 

14 1   182  23.35 24.46 25.69  25.69       

15 16   204  25.04 21.30 19.25

       27.78 

12 9   111  27.85 26.72 27.32  27.85     27.85 

13 5   113  21.26 27.78 17.03  27.78    

      

    31.36 

11 14   199  28.80 30.31   x   30.31           30.31 

10 8   155    x  22.55 31.36  31.36       

    33.09 

  32.42           32.42 

8 3   190    x  33.09 25.28  33.09       

9 4   138  32.42 30.20 31.81

       33.87 

6 12   107  30.86 33.54 33.91  33.91     33.91 

7 19   150  32.65 32.51 33.87  33.87    

      

    37.84 

5 7   263  34.66 35.58 34.84  35.58           35.58 

4 6   331  36.07   x  37.84  37.84       

    44.56 

  38.98          

備考

1 10   333  45.47 41.30

 38.98 

2 11   214  42.68 44.56 44.44  44.56       

3 13   162  35.33 38.98 36.39

 44.75  45.47           45.47 

-4- -5- -6- 記録-3-

小学4_6男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 +0.2

 1 石田 朗雅(2) 旭町中     11.89 Q  1 山﨑 陽(2) 鉢盛中     11.94 Q
ｲｼﾀﾞ ｱｷﾏｻ ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ

 2 児玉 賢人(2) 筑摩野中     12.22  2 澤口 然(2) 菅野中     12.10 q
ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾄ ｻﾜｸﾞﾁ ｾﾞﾝ

 3 山崎 夏月(1) 信大附属松本中     12.65  3 小林 知樹(2) 信大附属松本中     12.49 
ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ

 4 丸山 紘永(1) 高綱中     12.91  4 齋藤 飛元(1) 梓川中     12.74 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ ｻｲﾄｳ ﾋｹﾞﾝ

 5 高橋 俊介(1) 丸ﾉ内中     13.19  5 遠藤 翼(2) 筑摩野中     13.07 
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ

 6 北山 倖也(1) 梓川中     13.67  6 岡本 永志(1) 信明中     13.43 
ｷﾀﾔﾏ ﾕｷﾔ ｵｶﾓﾄ ｴｲｼﾞ

 7 百瀬 結太(1) 鉢盛中     13.91  7 柿崎 友徳(1) 丸ﾉ内中     14.18 
ﾓﾓｾ ﾕｳﾀ ｶｷｻﾞｷ ﾄﾓﾅﾘ

 8 森田 崚聖(1) 開成中     15.64  8 丸山 純(1) 女鳥羽中     14.92 
ﾓﾘﾀ ﾘｮｳｾｲ ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝ

[ 3組] 風速 +1.9 [ 4組] 風速 +0.8

 1 中澤 歩希(2) 鉢盛中     11.78 Q  1 永井 つかさ(2) 丸ﾉ内中     12.08 Q
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ ﾅｶﾞｲ ﾂｶｻ

 2 片桐 拓真(2) 菅野中     11.79 q  2 中澤 洵之介(1) 信大附属松本中     12.95 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｸﾏ ﾅｶｻﾞﾜｼﾞｭﾝﾉｽｹ

 3 大橋 蒼太(1) 梓川中     12.53  3 髙橋 優希(1) 信明中     13.57 
ｵｵﾊｼ ｿｳﾀ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ

 4 鎌田 仁(2) 高綱中     13.11  4 太田 竣介(2) 波田中     13.70 
ｶﾏﾀﾞ ｼﾞﾝ ｵｵﾀ ｼｭﾝｽｹ

 5 根本 昊太(2) 波田中     13.65  5 下平 遂人(2) 菅野中     14.07 
ﾈﾓﾄ ｺｳﾀ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾅﾙﾄ

 6 西谷 優希(1) 松本秀峰中     14.04  6 野島 陸斗(1) 開成中     14.95 
ﾆｼﾀﾆ ﾕｳｷ ﾉｼﾞﾏ ﾘｸﾄ

 7 小松 奏空(1) 信明中     14.17   清水 紫音(1) 鉢盛中      
ｺﾏﾂ ｿｳｱ ｼﾐｽﾞ ｼｵﾝ

  塚沢 健二(1) 松島中      
ﾂｶｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ

[ 5組] 風速 +0.0 [ 6組] 風速 +1.7

 1 武田 龍治(2) 鎌田中     12.12 Q  1 横沢 颯太(2) 筑摩野中     11.97 Q
ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ ﾖｺｻﾞﾜ ｿｳﾀ

 2 西沢 櫂(3) 女鳥羽中     12.37  2 田中 舜也(3) 女鳥羽中     12.54 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｲ ﾀﾅｶ ﾄｼﾔ

 3 斉藤 新(2) 波田中     13.40  3 成田 拓生(2) 菅野中     12.92 
ｻｲﾄｳ ｱﾗﾀ ﾅﾘﾀ ﾀｸﾐ

 4 山田 啓介(2) 開成中     13.46  4 木村 漣(1) 信明中     13.54 
ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ ｷﾑﾗ ﾚﾝ

 5 西澤 諒(1) 旭町中     13.67  5 高橋 伸英(2) 開成中     13.98 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ

 6 大月 渉(1) 梓川中     13.74  6 村松 洸典(1) 丸ﾉ内中     14.33 
ｵｵﾂｷ ﾜﾀﾙ ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｽｹ

 7 藤井 鴻翔(1) 信大附属松本中     16.53   為田 大樹(1) 波田中      
ﾌｼﾞｲ ﾋﾛﾄ ﾀﾒﾀﾞ ﾀﾞｲｼﾞｭ

風速 +0.4

 1 石田 朗雅(2) 旭町中     11.67 
ｲｼﾀﾞ ｱｷﾏｻ

 2 片桐 拓真(2) 菅野中     11.80 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｸﾏ

 3 中澤 歩希(2) 鉢盛中     11.91 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ

 4 山﨑 陽(2) 鉢盛中     11.94 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ

 5 横沢 颯太(2) 筑摩野中     12.08 
ﾖｺｻﾞﾜ ｿｳﾀ

 6 永井 つかさ(2) 丸ﾉ内中     12.08 
ﾅｶﾞｲ ﾂｶｻ

 7 武田 龍治(2) 鎌田中     12.14 
ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ

 8 澤口 然(2) 菅野中     12.19 
ｻﾜｸﾞﾁ ｾﾞﾝ

8  6977

3  7230

9  7047

6  7077

2  7221

4

7  7422

5  7245

 7421

DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  7351 8  7029

4  7454 3  7391

2  7112 5  7003

9  7053 7  7113

3  7286 9  7285

DNS

順 ﾚｰﾝ

5  7381 2  7225

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
 6977 6  7245

9  7385 6  7231

3  7004 7  7435

6  7520 8  7118

DNS
2  7080

7  7172 9  7419

8  7345 4  7006

 7491

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
4  7421 2  7047

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  7221 5

7  7045 2  7242

所属名 記録／備考

9  7431 7  7030

6  7352 8  7002

5  7119 3  7280

8  7175 5  7348

3  7490 4  7458

4  7246 9  7230

中学男子

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

順
2  7077 6  7422

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



[ 1組] [ 2組]

 1 佐藤 雅浩(1) 信大附属松本中     59.91 Q  1 安坂 丈瑠(3) 開成中     50.39 Q
ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ

 2 村本 琢実(1) 山辺中   1:01.42 Q  2 小玉 怜史(2) 菅野中     58.72 Q
ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ ｺﾀﾞﾏ ﾚｲｼﾞ

 3 栗林 恢(1) 丸ﾉ内中   1:02.54 q  3 小澤 孝太(1) 山辺中   1:03.01 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶｲ ｵｻﾞﾜ ｺｳﾀ

 4 成沢 壬樹(1) 松島中   1:02.78  4 耳塚 諄慶(2) 松島中   1:04.34 
ﾅﾘｻﾜ ﾐｽﾞｷ ﾐﾐﾂﾞｶ ｼｭﾝｹｲ

 5 小野 周麻(1) 菅野中   1:14.06  5 山田 尚輝(1) 信明中   1:06.92 
ｵﾉ ｼｭｳﾏ ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ

 6 池上 智紀(1) 信大附属松本中   1:19.91  6 高沼 千翠(1) 信大附属松本中   1:16.05 
ｲｹｶﾞﾐ ﾄﾓｷ ｺｳﾇﾏ ｾﾝｽｲ

  山田 瑛太(2) 鉢盛中      
ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ

[ 3組]

 1 米山 依岬(2) 鉢盛中     57.80 Q
ﾖﾈﾔﾏ ｲｻｷ

 2 森本 快(2) 波田中     58.11 Q
ﾓﾘﾓﾄ ｶｲ

 3 大月 佑太(2) 菅野中   1:01.24 q
ｵｵﾂｷ ﾕｳﾀ

 4 矢口 拓実(1) 信大附属松本中   1:04.60 
ﾔｸﾞﾁ ﾀｸﾐ

 5 小林 悠太郎(1) 丸ﾉ内中   1:05.10 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾛｳ

 6 貝梅 崚介(2) 松島中   1:06.69 
ｶｲﾊﾞｲ ﾘｮｳｽｹ

 1 安坂 丈瑠(3) 開成中     50.65 
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ

 2 米山 依岬(2) 鉢盛中     58.54 
ﾖﾈﾔﾏ ｲｻｷ

 3 森本 快(2) 波田中     59.51 
ﾓﾘﾓﾄ ｶｲ

 4 小玉 怜史(2) 菅野中     59.94 
ｺﾀﾞﾏ ﾚｲｼﾞ

 5 大月 佑太(2) 菅野中   1:00.96 
ｵｵﾂｷ ﾕｳﾀ

 6 村本 琢実(1) 山辺中   1:01.24 
ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ

 7 佐藤 雅浩(1) 信大附属松本中   1:01.31 
ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ

 8 栗林 恢(1) 丸ﾉ内中   1:04.23 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶｲ

2  7027

3  7229

8  7159

9  7223

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5  7495

7  7427

6  7400

所属名 記録／備考
4  7138

7  7479

5  7028

3  7423
DNS

2  7107

3  7427

4  7400

6

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 7229

8  7456 5  7457

4  7201 6  7010

7  7083 2  7105

5  7027 7  8704

6  7159 3  7223

中学男子

400m

予選 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
2  7495 4  7138

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



[ 1組] [ 2組]

 1 中山 昊(1) 信大附属松本中   5:01.23  1 古澤 昇吾(2) 高綱中   4:43.87 
ﾅｶﾔﾏ ｺｳ ﾌﾙｻﾜ ｼｮｳｺﾞ

 2 上嶋 士宇羽(2) 梓川中   5:01.24  2 木村 優仁(1) 女鳥羽中   4:46.06 
ｶﾐｼﾞﾏ ｼｳﾊﾞ ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ

 3 東 海晴(1) 丸ﾉ内中   5:19.72  3 奥原 悠月(2) 高綱中   4:46.38 
ｱｽﾞﾏ ｶｲｾｲ ｵｸﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ

 4 宮島 寛幸(1) 鉢盛中   5:20.30  4 三島 成生(2) 鉢盛中   5:01.15 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ ﾐｼﾏ ﾅﾙｷ

 5 加藤 雅陽(2) 山辺中   5:20.72  5 久保田 興輝(2) 信大附属松本中   5:02.80 
ｶﾄｳ ﾏｻﾊﾙ ｸﾎﾞﾀﾞ ｺｳｷ

 6 田中 太智(2) 旭町中   5:23.18  6 小林 昌弘(1) 筑摩野中   5:06.43 
ﾀﾅｶ ﾀｲﾁ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ

 7 小林 陽琉(1) 鎌田中   5:24.30  7 宮城 岳大(1) 鉢盛中   5:10.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ ﾐﾔｷﾞ ﾀｶﾋﾛ

 8 倉科 潤大(1) 梓川中   5:24.41  8 武川 裕和(2) 丸ﾉ内中   5:15.81 
ｸﾗｼﾅ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ ﾀｹｶﾜ ﾋﾛｶｽﾞ

 9 宮澤 優希(1) 山辺中   5:31.90  9 冨田 隆嗣(2) 波田中   5:25.10 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳｷ ﾄﾐﾀ ﾀｶｼ

10 清水 耀太(2) 信大附属松本中   5:59.60 10 小田 皐太(1) 山辺中   5:26.70 
ｼﾐｽﾞ ﾖｳﾀ ｵﾀﾞ ｺｳﾀ

11 島村 紘斗(2) 松島中   6:16.81 11 富田 覚弥(2) 信大附属松本中   5:30.41 
ｼﾏﾑﾗ ﾋﾛﾄ ﾄﾐﾀ ｶｸﾔ

  佐藤 春樹(1) 波田中        村山 和駿(2) 波田中      
ｻﾄｳ ﾊﾙｷ ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾄ

ラップタイム ラップタイム
   400m   1:13.10  7341 上嶋 士宇羽(2)    400m   1:08.75  7382 冨田 隆嗣(2)
   800m   2:34.71   〃     〃    800m   2:32.49  7281 木村 優仁(1)
  1100m   3:40.29   〃     〃   1100m   3:32.42   〃     〃 
  1200m   4:01.51   〃     〃   1200m   3:50.64   〃     〃 

   1 古澤 昇吾(2) 高綱中     4:43.87   2   1
   2 木村 優仁(1) 女鳥羽中     4:46.06   2   2
   3 奥原 悠月(2) 高綱中     4:46.38   2   3
   4 三島 成生(2) 鉢盛中     5:01.15   2   4
   5 中山 昊(1) 信大附属     5:01.23   1   1
   6 上嶋 士宇羽(2) 梓川中     5:01.24   1   2
   7 久保田 興輝(2) 信大附属     5:02.80   2   5
   8 小林 昌弘(1) 筑摩野中     5:06.43   2   6
   9 宮城 岳大(1) 鉢盛中     5:10.04   2   7
  10 武川 裕和(2) 丸ﾉ内中     5:15.81   2   8
  11 東 海晴(1) 丸ﾉ内中     5:19.72   1   3
  12 宮島 寛幸(1) 鉢盛中     5:20.30   1   4
  13 加藤 雅陽(2) 山辺中     5:20.72   1   5
  14 田中 太智(2) 旭町中     5:23.18   1   6
  15 小林 陽琉(1) 鎌田中     5:24.30   1   7
  16 倉科 潤大(1) 梓川中     5:24.41   1   8
  17 冨田 隆嗣(2) 波田中     5:25.10   2   9
  18 小田 皐太(1) 山辺中     5:26.70   2  10
  19 富田 覚弥(2) 信大附属     5:30.41   2  11
  20 宮澤 優希(1) 山辺中     5:31.90   1   9
  21 清水 耀太(2) 信大附属     5:59.60   1  10
  22 島村 紘斗(2) 松島中     6:16.81   1  11
    佐藤 春樹(1) 波田中 DNS   1    
    村山 和駿(2) 波田中 DNS   2    

 7463
 8708
 7465
 7106
 7390
 7397

 8705

 7174
 7281
 7199
 7428
 7450
 7341
 7455

 7046
 7025
 7429
 8701
 7078
 6978

DNS

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県

 7353
 7382

所属名 記録 備考 組 順位

 7247
 7433

DNS

9  8708 12  7382

12  7106 5  7463

5  7465 10  8705

2  7390 8  7397

4  7353 1  7046

8  6978 6  7433

7  7078 11  7247

1  8701 3  7455

3  7429 2  7428

10  7025 9  7199

6  7341 4  7281

所属名 記録／備考
11  7450 7  7174

ORD No. 氏  名

中学男子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



 1 杉原 立樹(3) 開成中   9:27.56 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ

 2 丸山 辰樹(3) 丸ﾉ内中   9:29.74 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｷ

 3 遠藤 優裕(2) 信大附属松本中   9:30.86 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾋﾛ

 4 小林 亮太(2) 梓川中   9:33.62 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ

 5 水野 琉斗(2) 波田中   9:38.78 
ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳﾄ

 6 丸山 直生(1) 鉢盛中  10:06.71 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵ

 7 冨永 大輔(3) 山辺中  10:08.61 
ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ

 8 田中 大介(1) 信大附属松本中  10:16.96 
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ

 9 宮内 大輝(3) 開成中  10:17.08 
ﾐﾔｳﾁ ﾀﾞｲｷ

10 濱野 大輝(1) 筑摩野中  10:28.42 
ﾊﾏﾉ ﾀﾞｲｷ

11 安坂 充瑠(1) 開成中  10:35.72 
ｱｻﾞｶ ﾐﾂﾙ

12 清水 寛斗(2) 信大附属松本中  10:55.52 
ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ

13 高木 大地(1) 開成中  11:07.58 
ﾀｶｷ ﾀﾞｲﾁ

14 藤井 隆斗(1) 信大附属松本中  11:19.78 
ﾌｼﾞｲ ﾘｭｳﾄ

15 指宿 律己(1) 梓川中  11:40.95 
ｲﾌﾞｽｷ ﾘﾂｷ

16 城 礎石(1) 信明中  11:44.12 
ｼﾞｮｳ ｿｾｷ

17 田村 基(1) 信明中  12:03.04 
ﾀﾑﾗ ﾓﾄｷ

18 村澤 治人(1) 梓川中  12:05.66 
ﾑﾗｻﾜ ﾊﾙﾄ

  宮坂 颯太(1) 梓川中      
ﾐﾔｻｶ ｿｳﾀ

ラップタイム
  1000m   3:11.70  7139 杉原 立樹(3)
  2000m   6:23.00  7358 小林 亮太(2)

1  7354
DNS

8  7007

17  7349

19  7350

10  7005

5  7116

2  7493

3  7115

16  7497

7  7149

6  7250

11  7152

4  7492

12  7387

13  7432

18  7466

15  7358

14  7042

中学男子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  7139



風速 +0.0

 1 山口 洸人(2) 波田中     18.47 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ

 2 中村 駿汰(1) 旭町中     18.53 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ

 3 槫沼 夏輝(1) 梓川中     20.23 
ｸﾚﾇﾏ ﾅﾂｷ

 4 木島 玲(2) 梓川中     20.65 
ｷｼﾞﾏ ﾚｲ

 5 粟津原 湊人(1) 鉢盛中     22.23 
ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ﾐﾅﾄ

  下原 斗輝(2) 鉢盛中      
ｼﾓﾊﾗ ﾄｷ DNS

7  7430

3  7426

4  7347

6  7361

2  7052

中学男子

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  7401



[ 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 筑摩野中  7240 原 佑綺(2)     48.14 Q  1   7 鉢盛中  7425 山本 蓮(2)     46.94 Q

ﾁｸﾏﾉ ﾊﾗ ﾕｳｷ ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝ
 7246 児玉 賢人(2)  7422 山﨑 陽(2)

ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾄ ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ
 7242 遠藤 翼(2)  7423 山田 瑛太(2)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ
 7245 横沢 颯太(2)  7421 中澤 歩希(2)

ﾖｺｻﾞﾜ ｿｳﾀ ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ
 2   7 高綱中  7175 丸山 紘永(1)     48.50 Q  2   5 梓川中(A)  7345 大橋 蒼太(1)     49.23 Q

ﾀｶﾂﾅﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳ ｵｵﾊｼ ｿｳﾀ
 7170 林 智輝(2)  7348 齋藤 飛元(1)

ﾊﾔｼ ﾄﾓｷ ｻｲﾄｳ ﾋｹﾞﾝ
 7171 小笠原 巧真(2)  7343 二木 健友(2)

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾏ ﾌﾀﾂｷﾞ ｹﾝﾄ
 7173 筒木 順(2)  7356 栁澤 秀哉(2)

ﾂﾂｷ ｼﾞｭﾝ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｭｳﾔ
 3   2 女鳥羽中  7289 田多井 信吾(2)     48.64 q  3   4 附属松本中(B)  7495 佐藤 雅浩(1)     50.56 q

ﾒﾄﾊﾞﾁｭｳ ﾀﾀｲ ｼﾝｺﾞ ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ
 7285 田中 舜也(3)  7491 中澤 洵之介(1)

ﾀﾅｶ ﾄｼﾔ ﾅｶｻﾞﾜｼﾞｭﾝﾉｽｹ
 7288 笠原 諒誓(2)  7479 矢口 拓実(1)

ｶｻﾊﾗ ﾘｮｳｾｲ ﾔｸﾞﾁ ﾀｸﾐ
 7286 西沢 櫂(3)  7490 山崎 夏月(1)

ﾆｼｻﾞﾜ ｶｲ ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂｷ
 4   8 山辺中  8704 小澤 孝太(1)     52.30  4   6 開成中  7113 高橋 伸英(2)     51.93 

ﾔﾏﾍﾞﾁｭｳ ｵｻﾞﾜ ｺｳﾀ ｶｲｾｲﾁｭｳ ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ
 7159 村本 琢実(1)  7110 宮入 大輝(2)

ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ ﾐﾔｲﾘ ﾊﾙｷ
 8703 遠藤 竜之介(2)  7111 有江 禅(2)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳﾉｽｹ ｱﾘｴ ｾﾞﾝ
 8700 飯ｹ濱 崇人(2)  7112 山田 啓介(2)

ｲｲｶﾞﾊﾏ ﾀｶﾄ ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ
 5   3 信明中  7003 木村 漣(1)     53.90  5   3 菅野中(B)  7234 野村 知樹(1)     52.29 

ｼﾝﾒｲﾁｭｳ ｷﾑﾗ ﾚﾝ ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ﾉﾑﾗ ﾄﾓｷ
 7006 髙橋 優希(1)  7229 大月 佑太(2)

ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ ｵｵﾂｷ ﾕｳﾀ
 7004 小松 奏空(1)  7231 下平 遂人(2)

ｺﾏﾂ ｿｳｱ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾅﾙﾄ
 7002 岡本 永志(1)  7238 鷲澤 創(1)

ｵｶﾓﾄ ｴｲｼﾞ ﾜｼｻﾞﾜ ｿｳ
    6 松島中       6   2 丸ﾉ内中(B)  7029 村松 洸典(1)     53.79 

ﾏﾂｼﾏﾁｭｳ DNS ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｽｹ
 7030 柿崎 友徳(1)

ｶｷｻﾞｷ ﾄﾓﾅﾘ
 7028 小林 悠太郎(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾛｳ
 7046 武川 裕和(2)

ﾀｹｶﾜ ﾋﾛｶｽﾞ

中学男子

4×100m

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



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 菅野中(A)  7223 小玉 怜史(2)     47.62 Q

ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ｺﾀﾞﾏ ﾚｲｼﾞ
 7221 片桐 拓真(2)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｸﾏ
 7230 澤口 然(2)

ｻﾜｸﾞﾁ ｾﾞﾝ
 7225 成田 拓生(2)

ﾅﾘﾀ ﾀｸﾐ
 2   6 附属松本中(A)  7476 内山 正登(2)     49.94 Q

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾄ
 7477 髙田 真平(2)

ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ
 7458 小林 知樹(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ
 7466 遠藤 優裕(2)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾋﾛ
 3   2 梓川中(B)  7351 大月 渉(1)     52.37 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳ ｵｵﾂｷ ﾜﾀﾙ
 7352 北山 倖也(1)

ｷﾀﾔﾏ ﾕｷﾔ
 7358 小林 亮太(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ
 7361 木島 玲(2)

ｷｼﾞﾏ ﾚｲ
    4 旭町中  7053 西澤 諒(1)      

ｱｻﾋﾏﾁﾁｭｳ ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ DQ
 7077 石田 朗雅(2) R1(2-3)

ｲｼﾀﾞ ｱｷﾏｻ
 7078 田中 太智(2)

ﾀﾅｶ ﾀｲﾁ
 7052 中村 駿汰(1)

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ
    7 波田中  7385 根本 昊太(2)      

ﾊﾀﾁｭｳ ﾈﾓﾄ ｺｳﾀ DQ
 7383 中山 太智(2) R1(1-2)

ﾅｶﾔﾏ ﾀｲﾁ
 7381 斉藤 新(2)

ｻｲﾄｳ ｱﾗﾀ
 7400 森本 快(2)

ﾓﾘﾓﾄ ｶｲ
    3 丸ﾉ内中(A)  7022 山本 健流(2)      

ﾏﾙﾉｳﾁﾁｭｳｶﾞｯｺｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ DNS
 7045 高橋 俊介(1)

ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ
 7027 栗林 恢(1)

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶｲ
 7047 永井 つかさ(2)

ﾅｶﾞｲ ﾂｶｻ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 鉢盛中  7425 山本 蓮(2)     46.90 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝ
 7422 山﨑 陽(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ
 7423 山田 瑛太(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ
 7421 中澤 歩希(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ
 2   4 菅野中(A)  7223 小玉 怜史(2)     47.74 

ｽｶﾞﾉﾁｭｳ ｺﾀﾞﾏ ﾚｲｼﾞ
 7221 片桐 拓真(2)

ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｸﾏ
 7225 成田 拓生(2)

ﾅﾘﾀ ﾀｸﾐ
 7230 澤口 然(2)

ｻﾜｸﾞﾁ ｾﾞﾝ
 3   2 女鳥羽中  7289 田多井 信吾(2)     48.08 

ﾒﾄﾊﾞﾁｭｳ ﾀﾀｲ ｼﾝｺﾞ
 7285 田中 舜也(3)

ﾀﾅｶ ﾄｼﾔ
 7288 笠原 諒誓(2)

ｶｻﾊﾗ ﾘｮｳｾｲ
 7286 西沢 櫂(3)

ﾆｼｻﾞﾜ ｶｲ
 4   7 筑摩野中  7240 原 佑綺(2)     48.30 

ﾁｸﾏﾉ ﾊﾗ ﾕｳｷ
 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
 5   6 高綱中  7175 丸山 紘永(1)     48.80 

ﾀｶﾂﾅﾁｭｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ
 7170 林 智輝(2)

ﾊﾔｼ ﾄﾓｷ
 7171 小笠原 巧真(2)

ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾏ
 7173 筒木 順(2)

ﾂﾂｷ ｼﾞｭﾝ
 6   9 梓川中(A)  7345 大橋 蒼太(1)     49.63 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳ ｵｵﾊｼ ｿｳﾀ
 7348 齋藤 飛元(1)

ｻｲﾄｳ ﾋｹﾞﾝ
 7343 二木 健友(2)

ﾌﾀﾂｷﾞ ｹﾝﾄ
 7356 栁澤 秀哉(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｭｳﾔ
 7   3 附属松本中(B)  7495 佐藤 雅浩(1)     50.27 

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ
 7491 中澤 洵之介(1)

ﾅｶｻﾞﾜｼﾞｭﾝﾉｽｹ
 7479 矢口 拓実(1)

ﾔｸﾞﾁ ﾀｸﾐ
 7490 山崎 夏月(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂｷ
 8   8 附属松本中(A)  7476 内山 正登(2)     50.81 

ﾌｿﾞｸﾏﾂﾓﾄﾁｭｳ ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾄ
 7458 小林 知樹(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ
 7477 髙田 真平(2)

ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ
 7466 遠藤 優裕(2)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾋﾛ

決勝



梶川 新(3) 山辺中
ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ
髙田 真平(2) 信大附属松本中
ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ
宮入 大輝(2) 開成中
ﾐﾔｲﾘ ﾊﾙｷ
井上 蓮太(1) 菅野中
ｲﾉｳｴ ﾚﾝﾀ
小笠原 巧真(2) 高綱中
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾏ
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順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m30 1m35



 ３回の
 最高記録

栁澤 秀哉(2) 梓川中   5.69  5.78  5.13   5.78   5.62  5.55  5.76   5.78 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｭｳﾔ   +1.9  -0.3  -0.9   -0.3   +1.4  -0.4  -0.1   -0.3
筒木 順(2) 高綱中   5.47  5.67  5.44   5.67   5.52  5.40  5.60   5.67 
ﾂﾂｷ ｼﾞｭﾝ   +0.4  +0.6  -0.5   +0.6   +1.2  +0.6  +1.9   +0.6
田多井 信吾(2) 女鳥羽中   5.34  5.18  5.32   5.34   4.93  5.36  5.02   5.36 
ﾀﾀｲ ｼﾝｺﾞ   +0.0  +1.3  +0.4   +0.0   +1.1  -0.2  +0.1   -0.2
中山 太智(2) 波田中   5.06  4.61   -    5.06   4.99  4.41  4.65   5.06 
ﾅｶﾔﾏ ﾀｲﾁ   -0.5  -0.1         -0.5   +0.9  +0.6  +1.5   -0.5
笠原 諒誓(2) 女鳥羽中   4.72  4.97  4.92   4.97   4.77  4.59   x    4.97 
ｶｻﾊﾗ ﾘｮｳｾｲ   -0.8  +1.5  +0.5   +1.5   +0.6  +1.2  +1.2   +1.5
飯ｹ濱 崇人(2) 山辺中   4.94  4.95   x    4.95   4.87  4.76  3.83   4.95 
ｲｲｶﾞﾊﾏ ﾀｶﾄ   +0.3  +1.6  -0.8   +1.6   +0.3  +1.7  +0.0   +1.6
上條 優人(2) 鉢盛中   4.83   x   4.77   4.83   4.94   x   4.60   4.94 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ   -0.6  +0.6  -0.4   -0.6   +1.3  +0.9  -0.5   +1.3
伊藤 心(2) 筑摩野中   4.55  4.56  4.79   4.79   4.69  4.79  4.69   4.79 
ｲﾄｳ ｼﾝ   +0.2  +0.8  +0.2   +0.2   +0.6  +1.6  +0.1   +0.2
鷲澤 創(1) 菅野中   4.76   -    x    4.76             4.76 
ﾜｼｻﾞﾜ ｿｳ   -0.1        +1.0   -0.1                      -0.1
野村 知樹(1) 菅野中   4.28   -   4.70   4.70             4.70 
ﾉﾑﾗ ﾄﾓｷ   +0.9        -1.2   -1.2                      -1.2
西沢 爽人(2) 波田中   4.16  3.78  4.33   4.33             4.33 
ﾆｼｻﾞﾜ ｱｷﾄ   +1.2  -0.4  +0.7   +0.7                      +0.7
安土 大和斗(2) 信大附属松本中   4.31  4.16  3.96   4.31             4.31 
ｱﾝﾄﾞ ﾔﾏﾄ   -0.8  +0.9  +0.1   -0.8                      -0.8
遠藤 竜之介(2) 山辺中   4.02  4.14  4.26   4.26             4.26 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳﾉｽｹ   -0.6  +0.3  +0.1   +0.1                      +0.1
有江 禅(2) 開成中   2.92   -   4.20   4.20             4.20 
ｱﾘｴ ｾﾞﾝ   +3.0        -0.7   -0.7                      -0.7
荒井 大壽(1) 信明中    x   4.02  4.16   4.16             4.16 
ｱﾗｲ ﾀｲｼﾞｭ   +2.2  -2.0  +0.7   +0.7                      +0.7
仁科 汰一(1) 信大附属松本中    x   3.74  3.90   3.90             3.90 
ﾆｼﾅ ﾀｲﾁ   +1.1  -0.5  +0.8   +0.8                      +0.8
小宮 健太郎(1) 信大附属松本中   3.88  3.12  3.71   3.88             3.88 
ｺﾐﾔ ｹﾝﾀﾛｳ   +1.1  +0.6  +0.5   +1.1                      +1.1
要明 幸樹(1) 菅野中   3.60  3.36   x    3.60             3.60 
ﾖｳﾒｲ ｺｳｷ   +1.8  -1.1  +0.8   +1.8                      +1.8
山岸 優斗(1) 信明中   3.37  3.11  3.21   3.37             3.37 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳﾄ   +1.6  -1.1  -0.3   +1.6                      +1.6
中澤 藍斗(1) 信明中   2.92  3.03   x    3.03             3.03 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱｲﾄ   +0.2  -1.4  -1.3   -1.4                      -1.4
柳澤 晨仁(1) 鉢盛中    x   2.63  2.46   2.63             2.63 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｻﾄ   -1.2  -1.6  +0.7   -1.6                      -1.6
阿部 康介(1) 旭町中                            DNS
ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ                                                   
倉田 海渡(1) 梓川中                            DNS
ｸﾗﾀ ｶｲﾄ                                                   
内山 正登(2) 信大附属松本中                            DNS
ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾄ                                                   
山本 健流(2) 丸ﾉ内中                            DNS
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ                                                   
大前 俊輔(2) 梓川中                            DNS
ｵｵﾏｴ ｼｭﾝｽｹ                                                   
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 ３回の
 最高記録

髙橋 勇翔(3) 開成中 県中学新
ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ
山本 蓮(2) 鉢盛中
ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝ
二木 健友(2) 梓川中
ﾌﾀﾂｷﾞ ｹﾝﾄ
林 智輝(2) 高綱中
ﾊﾔｼ ﾄﾓｷ
古野 幌大(2) 波田中
ﾌﾙﾉ ｺｳﾀﾞｲ
兼子 大(1) 信大附属松本中
ｶﾈｺ ﾀﾞｲ
本田 智道(1) 信大附属松本中
ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾐﾁ

6 1  7452   5.13
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  5.26  5.52   5.52   5.59  4.98   5.59 
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順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -5- -6- 記録 備考-4-



[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 +1.5

 1 西村  陽杜 松本市陸協     11.25 Q  1 矢口 紘人(2) 松本深志高     11.05 Q
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ ﾔｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ

 2 菅 貫太(1) 松本蟻ヶ崎高     11.63  2 勝野 武(1) 松本県ヶ丘高     11.62 
ｽｶﾞ ｶﾝﾀ ｶﾂﾉ ﾀｹｼ

 3 平本 夏輝(2) 松本深志高     11.73  3 倉田 歩夢(3) 松商学園高     11.68 
ﾋﾗﾓﾄ ﾅﾂｷ ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ

 4 竹内 佑輝(1) 松本県ヶ丘高     11.90  4 大月 武(1) 松本蟻ヶ崎高     12.09 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ ｵｵﾂｷ ﾀｹﾙ

 5 高木 秀昭 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ     12.40  5 武田 知樹(1) 田川高     12.42 
ﾀｶｷﾞ ﾋﾃﾞｱｷ ﾀｹﾀﾞ ﾄﾓｷ

 6 本田 智哉(1) 田川高     12.78   小松 誠 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野      
ﾎﾝﾀﾞ ﾄﾓﾔ ｺﾏﾂ ﾏｺﾄ

 7 惣洞 侑大 京ｾﾗ長野     13.95   竹内 勇貴(1) 松本美須々ヶ丘高     
ｿｳﾎﾞﾗ ﾕｳﾀ ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ

  山田 大輝 しんすぷりんと        成澤 稜 松本大      
ﾔﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳ

  神田 来夢 松本大      
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ

[ 3組] 風速 +1.6 [ 4組] 風速 +0.2

 1 安藤 直哉 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野     11.15 Q  1 渡辺 丈晴(2) 松本蟻ヶ崎高     11.22 Q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ

 2 木戸 亮太 松本大     11.37 q  2 今西 康太(3) 松商学園高     11.23 q
ｷﾄﾞ ﾘｮｳﾀ ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ

 3 村石 稜(2) 松本県ヶ丘高     11.38 q  3 青木 大知 ﾄﾐﾀ･ｱｽﾘｰﾂ     11.66 
ﾑﾗｲｼ ﾘｮｳ ｱｵｷ ﾀﾞｲﾁ

 4 岡田 遥人(1) 松本国際高     11.57 q  4 青柳 旺利(2) 松本県ヶ丘高     12.29 
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｱｵﾔｷﾞ ｵｳﾘ

 5 梨子田 光汰(1) 松本蟻ヶ崎高     11.85  5 小林 匠己 松本土建     12.66 
ﾅｼﾀﾞ ｺｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ

 6 齋藤 武蔵 ﾄﾐﾀ･ｱｽﾘｰﾂ     12.77   藤原 想也(1) 松本深志高      
ｻｲﾄｳ ﾑｻｼ ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾔ

  田中 幸輔(1) 松本美須々ヶ丘高       松澤 和也 松本大      
ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ

  古田 海輝(1) 松本深志高        椎名 啓太 松本市陸協      
ﾌﾙﾀ ｱｷ ｼｲﾅ ｹｲﾀ

風速 +0.2

 1 安藤 直哉 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野     11.23 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ

 2 矢口 紘人(2) 松本深志高     11.25 
ﾔｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ

 3 今西 康太(3) 松商学園高     11.31 
ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ

 4 渡辺 丈晴(2) 松本蟻ヶ崎高     11.36 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｹﾊﾙ

 5 木戸 亮太 松本大     11.44 
ｷﾄﾞ ﾘｮｳﾀ

 6 村石 稜(2) 松本県ヶ丘高     11.46 
ﾑﾗｲｼ ﾘｮｳ

 7 岡田 遥人(1) 松本国際高     11.86 
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ

  西村  陽杜 松本市陸協      
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ
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[ 1組] [ 2組]

 1 渡部 翔太 松本大     51.62 Q  1 小林 航 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC     52.45 Q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ

 2 清水 泰志 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC     52.01 Q  2 小田 隼斗(1) 田川高     58.05 Q
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ ｵﾀﾞ ﾊﾔﾄ

 3 中島 駿翔(1) 松本県ヶ丘高     53.36 q  3 宮本 雄大(1) 松本深志高   1:02.71 
ﾅｶｼﾏ ｼｭﾝﾄ ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹﾋﾛ

 4 木島  拓(1) 松本美須々ヶ丘高    59.15   村上 裕太郎(2) 松本美須々ヶ丘高     
ｷｼﾞﾏ ﾀｸ ﾑﾗｶﾐ ﾕｳﾀﾛｳ

  佐藤 寿樹(1) 松本深志高        小林 亮介 松本大      
ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ

  森 拓己(2) 松本蟻ヶ崎高        藤原 想也(1) 松本深志高      
ﾓﾘ ﾀｸﾐ ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾔ

[ 3組]

 1 岩田 晃 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC     51.31 Q
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ

 2 村瀬 巧(2) 松本県ヶ丘高     53.04 Q
ﾑﾗｾ ﾀｸﾐ

 3 福嶋 竜星 松本大     53.43 q
ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｾｲ

 4 今井 侑志(4) 長野高専     54.17 
ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ

 5 濱田 仁介(2) 松本深志高     57.33 
ﾊﾏﾀﾞ ｼﾞﾝｽｹ

  古畑 充稀(2) 田川高      
ﾌﾙﾊﾀ ﾐﾂｷ

 1 岩田 晃 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC     47.91 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ

 2 小林 航 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC     48.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ

 3 清水 泰志 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC     50.63 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ

 4 渡部 翔太 松本大     51.21 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼｮｳﾀ

 5 中島 駿翔(1) 松本県ヶ丘高     52.27 
ﾅｶｼﾏ ｼｭﾝﾄ

 6 村瀬 巧(2) 松本県ヶ丘高     52.72 
ﾑﾗｾ ﾀｸﾐ

 7 福嶋 竜星 松本大     54.27 
ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｾｲ

  小田 隼斗(1) 田川高      
ｵﾀﾞ ﾊﾔﾄ

3  9047

9  2931
DNS

8  2314

4  9032

5  9034

6

7  9045

2  2320

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 9033

7  2230

6  2185
DNS

決勝

3  9025

DNS DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4  2314

5  9047

2  2320 7

記録／備考
2  9032

DNS
3  2242 4  9040

DNS

 2246

5  2334 3  2330

DNS
7  2380 5  2241

4  9033 2  2931

一般･高校男子

400m

予選 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
6  9045 6  9034

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



 1 岡田 遥人(1) 松本国際高   2:00.19 
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ

 2 武本 祐樹(1) 松本深志高   2:01.20 
ﾀｹﾓﾄ ﾕｳｷ

 3 野瀬 杜馬(1) 松本蟻ヶ崎高   2:07.17 
ﾉｾ ﾄｳﾏ

 4 伊藤 珠佑(2) 梓川高   2:07.64 
ｲﾄｳ ｼｭｳ

 5 中村 剣志 松本自衛隊   2:07.93 
ﾅｶﾑﾗ ｹﾝｼ

 6 松田 鳳羽(2) 松本蟻ヶ崎高   2:09.56 
ﾏﾂﾀﾞ ｵｳ

 7 召田 積技(1) 松本深志高   2:10.87 
ﾒｽﾀﾞ ﾂﾑｷﾞ

 8 髙橋 平明(2) 松本深志高   2:11.60 
ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｱ

ラップタイム
   200m     29.00  2237 武本 祐樹(1)
   400m     59.59   〃     〃 
   600m   1:29.46  3141 岡田 遥人(1)

4  2245

2  2231

3  9026

9  2381

7  2385

6  2158

8  2237

一般･高校男子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  3141



 1 板東 健志 松本市陸協  15:09.65 
ﾊﾞﾝﾄﾞｳ ﾀｹｼ

 2 池田 悠司 松本大  15:10.19 
ｲｹﾀﾞ ﾁｶｼ

 3 金澤 拓則 松本市陸協  15:42.02 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾋﾛﾉﾘ

 4 小松 晃人 松本大  15:51.84 
ｺﾏﾂ ｱｷﾄ

 5 青木 学 松本市陸協  16:20.53 
ｱｵｷ ﾏﾅﾌﾞ

 6 山本 昌希 松本市陸協  16:22.51 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ

 7 百瀬 永吉 松本市陸協  16:24.72 
ﾓﾓｾ ﾅｶﾞﾖｼ

 8 古澤 彰大(3) 松本国際高  16:27.25 
ﾌﾙｻﾜ ｱｷﾋﾛ

 9 齋藤 直哉(2) 松本蟻ヶ崎高  16:42.74 
ｻｲﾄｳ ﾅｵﾔ

10 野部 勇貴 松本市陸協  16:46.58 
ﾉﾍﾞ ﾕｳｷ

11 清水 慎也 松本市陸協  16:47.81 
ｼﾐｽﾞ ｼﾝﾔ

12 逢澤 智広 松本市陸協  16:56.07 
ｱｲｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ

13 高谷 裕冶 松本自衛隊  17:30.96 
ﾀｶﾔ ﾕｳｼﾞ

14 金子 晟也 松本自衛隊  18:30.28 
ｶﾈｺ ｾｲﾔ

15 矢花 博貴 松本自衛隊  18:45.70 
ﾔﾊﾞﾅ ﾋﾛｷ

  塩原 潤 松本市陸協      
ｼｵﾊﾗ ｼﾞｭﾝ

  坪沼 良 松本市陸協      
ﾂﾎﾞﾇﾏ ﾘｮｳ

  小倉 拓未 松本自衛隊      
ｵｸﾞﾗ ﾀｸﾐ

  塩原 大 松本市陸協      
ｼｵﾊﾗ ﾀﾞｲ

  岡村 卓也 松本市陸協      
ｵｶﾑﾗ ﾀｸﾔ

  笠原 恵 松本市陸協      
ｶｻﾊﾗ ｽｲ

ラップタイム
  1000m   2:58.96  9022 板東 健志
  2000m   6:00.41   〃     〃 
  3000m   9:05.50   〃     〃 
  4000m  12:10.24   〃     〃 

DNS
21  9017

DNS

DNS
17  9014

DNS
18  9020

DNS
11  9019

DNS
12  9030

2  9029

1  9024

9  9028

10  9027

8  9021

19  9018

13  2376

7  9023

6  9013

16  2521

4  9016

3  9012

5  9015

14  9043

20  9050

一般･高校男子

5000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
15  9022



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 松本大(A)  9048 神田 来夢     44.36 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ
 9038 松澤 和也

ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ
 9061 藤澤 将大(4)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾋﾛ
 9039 丸山 拓哉

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ
 2   6 松本大(B)  9042 深沢 友昭     45.52 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ
 9062 花形 駿介(3)

ﾊﾅｶﾞﾀ ｼｭﾝｽｹ
 9046 内堀 岳宏

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ
 9064 小松 晃人(3)

ｺﾏﾂ ｱｷﾄ
 3   3 松本県ヶ丘高  2313 青柳 旺利(2)     45.96 

ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ｱｵﾔｷﾞ ｵｳﾘ
 2317 勝野 武(1)

ｶﾂﾉ ﾀｹｼ
 2312 片瀬 賢斗(2)

ｶﾀｾ ｹﾝﾄ
 2319 竹内 佑輝(1)

ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ
 4   2 松本蟻ヶ崎高  2383 大月 武(1)     46.34 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｵｵﾂｷ ﾀｹﾙ
 2387 梨子田 光汰(1)

ﾅｼﾀﾞ ｺｳﾀ
 2382 野本 享佑(1)

ﾉﾓﾄ ｷｮｳｽｹ
 2386 菅 貫太(1)

ｽｶﾞ ｶﾝﾀ
    5 田川高      

ﾀｶﾞﾜｺｳ DNS

一般･高校男子

4×100m

決勝



1m95 2m00 2m05 2m10
丸山 拓哉 松本大 - - - - - - - - - o
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾔ - xxo xo xxx
松澤 和也 松本大 - - - - - o o o o xxx
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ
片瀬 賢斗(2) 松本県ヶ丘高 - - - - - - xo xo xxx
ｶﾀｾ ｹﾝﾄ
柳澤 研杜 松本大 - o o o xo xxx
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹﾝﾄ
塩野崎 秀(1) 松本美須々ヶ丘高 - - - o xxo xxx
ｼｵﾉｻﾞｷ ｼｭｳ
山田 隼平(2) 松本深志高 o o xo o xxx
ﾔﾏﾀﾞ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
田中 快(1) 松本深志高 DNS
ﾀﾅｶ ｶｲ

6 1  2233  1.60

4  2240      

4 3  9044  1.65

5 2  2335  1.65

2 6  9038  1.85

3 5  2312  1.80

記録 備考

1 7  9039  2.05

1m70 1m75 1m80 1m85

一般･高校男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m45 1m50 1m55 1m60 1m65 1m90



 ３回の
 最高記録

深沢 友昭 松本大   6.93  7.08   x    7.08    x   6.94   -    7.08 
ﾌｶｻﾜ ﾄﾓｱｷ   +0.9  +0.4         +0.4         +0.1         +0.4
神田 来夢 松本大   6.70   x    x    6.70    -    -    -    6.70 
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ   +0.3               +0.3                      +0.3
内堀 岳宏 松本大   6.64  6.53  6.62   6.64   6.27   x    -    6.64 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ   +0.4  +0.0  -1.3   +0.4   -0.2               +0.4
上條 将吾 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ    x   6.46   x    6.46   4.22   x   6.47   6.47 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺﾞ         +0.9         +0.9   -0.4        +0.6   +0.6
菅 貫太(1) 松本蟻ヶ崎高   6.42  6.13  6.28   6.42   6.39  6.22   -    6.42 
ｽｶﾞ ｶﾝﾀ   +1.0  -0.1  -1.1   +1.0   +1.2  +1.5         +1.0
野本 駿介(2) 松本深志高   6.20  6.23  6.02   6.23   6.25  6.24  6.35   6.35 
ﾉﾓﾄ ｼｭﾝｽｹ   +0.6  +1.0  -0.9   +1.0   -0.7  +0.7  +1.7   +1.7
村瀬 直希 松本大AC    x   6.26  4.46   6.26   6.24  5.79  6.08   6.26 
ﾑﾗｾ ﾅｵｷ         +0.4  -1.8   +0.4   -0.1  +0.0  -1.4   +0.4
安藤 直哉 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野    x   5.73  5.86   5.86   5.68  5.79  6.01   6.01 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ         +0.3  -0.5   -0.5   +0.9  +1.4  +2.7   +2.7
鳥羽 亮太(2) 松本県ヶ丘高   5.82  5.63  5.67   5.82             5.82 
ﾄﾊﾞ ﾘｮｳﾀ   +0.7  +0.4  +0.0   +0.7                      +0.7
伊藤 洋介(1) 松本県ヶ丘高   5.73  5.77  5.50   5.77             5.77 
ｲﾄｳ ﾖｳｽｹ   +0.1  +1.1  -0.3   +1.1                      +1.1
上條 健 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   4.97  4.89   x    4.97             4.97 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ   +1.2  +0.3         +1.2                      +1.2
野本 享佑(1) 松本蟻ヶ崎高                            DNS
ﾉﾓﾄ ｷｮｳｽｹ                                                   
田中 快(1) 松本深志高                            DNS
ﾀﾅｶ ｶｲ                                                   
片瀬 賢斗(2) 松本県ヶ丘高                            DNS
ｶﾀｾ ｹﾝﾄ                                                   
竹内 勇貴(1) 松本美須々ヶ丘高                           DNS
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ                                                   

8  2336

6  2240

7  2312

11 1  9031

2  2382

9 3  2310

10 4  2316

7 10  9007

8 5  9035

5 9  2386

6 11  2234

3 12  9046

4 15  9003

1 13  9042

2 14  9048

備考

一般･高校男子

走幅跳

決勝

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



 ３回の
 最高記録

今井 侑志(4) 長野高専
ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ
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
花岡 大和 松本大
ﾊﾅｵｶ ﾔﾏﾄ
上條 健 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ
宮本 雄大(1) 松本深志高
ﾐﾔﾓﾄ ﾀｹﾋﾛ

6 1  2246  18.19 17.65    x  18.43 

 27.85  31.85    x    x    x  31.85 

 18.43  18.43    x    x

 48.43 

4 3  9051    x

5 2  9031  27.19 31.85

2 5  9010  48.05

 39.60 

 45.21  48.36  47.79 44.40 48.43

 38.50 37.68  38.50  31.23 39.60   x

3 4  9036  47.93 48.36

 47.51 48.35  48.35  48.89 48.70  49.19 

   x   56.45  50.28 49.81   x

 49.19

 56.45 1 6  9025  52.83 56.45

一般･高校男子

やり投(800g)

決勝

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