
大会コード 19173002

： ２０１9年6月29日(土) －30日(日)
： 県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： 長野県中学校体育連盟　長野県教育委員会

一般財団法人長野陸上競技協会　
長野県市町村教育委員会連絡協議会

： (公財)長野県スポーツ協会　開催地教育委員会
： 信濃毎日新聞社　(公財) 信毎文化事業財団　ＮＨＫ長野放送局
： 長野県中学校体育連盟陸上競技専門部

開催地区・郡市中学校体育連盟　開催地区・郡市陸上競技協会
： 梨子田昌央　葛城　光一
： 木戸岡和孝(トラック)　 青栁 智之(トラック)

酒井 　剛(跳躍)　 田澤 　稔(投てき)　
小幡 泰俊(混成競技)　 小林 初美(招集所)　
小川　淳(スタート)

： 山野井 宏彰

■この大会で樹立された記録

■グラウンドコンディション
6月29日(土) 6月30日
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第58回長野県中学校総合体育大会夏季大会陸上競技の部 招集所審判長 小林初美

主催　（一財）長野陸上競技協会　長野県中学校体育連盟　長野県教育委員会　 ｽﾀｰﾄ審判長 小川淳
長野県市町村教育委員会連絡協議会 ﾄﾗｯｸ審判長 木戸岡和孝･青栁智之
【開催日】 令和元年6月29日（土）、30日（日） 投てき審判長 田澤稔

【主催団体】 （一財）長野陸上競技協会　長野県中学校体育連盟 決勝記録一覧表 跳躍審判長 酒井剛

(CR GR:県中学新,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

 6/30 男子共通  -1.6 水野 大地(3) 23.55 増田 光月(3) 23.71 藤原 陸生(3) 24.22 松澤 健耶(3) 24.25 伊藤 新(3) 24.26 内川 洸(3) 24.43 髙木 柚希(2) 24.46 中澤 歩希(2) 24.50
200m 長野東部 長峰 浅間 箕輪 竜東 小谷 中野平 鉢盛

 6/30 安坂 丈瑠(3) 50.17 輪湖 颯(3) 50.62 近藤 皓哉(3) 51.47 丸山 祥太(3) 51.88 矢島 壮野(3) 54.13 矢島 武流(3) 54.15 名取 勇人(3) 54.90 小林 愛生(3) 55.56
400m 開成 CR GR 梓川 下伊那松川 北安松川 茅野東部 清陵附属 富士見 波田

 6/30 小坂 悠太(3) 2:00.33 浦野 太平(3) 2:04.27 山崎 優葵(3) 2:04.55 金古 廉(3) 2:07.35 日達 匠海(3) 2:07.64 馬場 直喜(3) 2:08.23 宇都宮 崚太(3) 2:08.55 倉嶋 颯太(2) 2:13.16
800m 仁科台 高社 更埴西 高綱 南箕輪 富士見 信大附属松本 長野東部

 6/30 吉岡 大翔(3) 8:55.14 大塚 悠剛(3) 9:20.17 和田 瑛登(3) 9:20.27 矢澤 蓮太郎(3) 9:36.77 永原 颯磨(2) 9:37.48 小林 隼人(3) 9:38.17 長谷部 直大(3) 9:46.33 大塚 壮剛(3) 9:46.55
3000m 川中島 信大附属松本 戸倉上山田 赤穂 川中島 箕輪 赤穂 信大附属松本

 6/30  -3.1 小池 集万(3) 14.67 内海 亮平(3) 14.74 古村 拓海(3) 15.37 菊池 優介(2) 15.75 壬生 新(3) 16.28 宮原 有輝(3) 16.67 大日向 孝雅(2) 16.75 木内 心大(3) 16.78
110mH(0.914m) 犀陵 上田第一 浅間 浅間 岡谷東部 永明 大町第一 浅間

 6/30 梶川 新(3) 1.82 小平 遥暉(3) 1.76 佐藤 克哉(3) 1.73 髙田 真平(2) 1.70 安田 有志(3) 1.65 酒井 洸一(3) 1.65 田中 勇輝(3) 1.65 下平 真人(3) 1.60
走高跳 山辺 高森 犀陵 信大附属松本 菅野 春富 南宮 春富

 6/29 安部 桂史郎(3) 4.40 重田 篤希(3) 4.10 中谷 息吹(3) 3.70 両角 駿介(3) 3.40 藤原 颯槻(3) 3.10 新井 翔太(3) 3.00 友竹 歩夢(3) 3.00 田口 壱星(3) 3.00
棒高跳 原 GR 山辺 三郷 永明 三郷 上田第一 飯田高陵 原

 6/29 木藤 海琉(3) 14.07 髙橋 勇翔(3) 12.67 田近 資武(3) 12.30 北澤 直也(3) 11.47 上條 飛翔(3) 11.23 藤森 寿馬(2) 9.58 宮澤 良織(3) 9.43 髙田 竜生(3) 9.12

砲丸投(5.000kg) 芦原 CR GR 開成 GR 王滝 上田第四 宮田 長峰 中川 信明
 6/30 開成       44.06 北安松川       44.38 小諸東       44.55 裾花       45.68 櫻ヶ岡       45.85 長野東部       45.88 伊那東部       46.31 箕輪       49.78

4×100m 橋本 博人(3) 鈴木 慎吾(2) 山本 赳瑠(2) 茅野 雅也(3) 大津 悠真(2) 岡谷 嵩宗(2) 赤羽 快(2) 松澤 健耶(3)
安坂 丈瑠(3) 丸山 祥太(3) 伊藤 壮一郎(2) 德永 龍亮(3) 齋藤 琉希(3) 中野 太惺(2) 伊藤 聖覧(3) 柴 悠翔(3)
市川 圭斗(3) 横澤 静也(2) 南澤 爽太(3) 宮本 昇舞(2) 嵩 力也(2) 大塚 悠生(3) 工藤 航介(3) 唐澤 悠斗(3)
合葉 太飛(3) 小松 景介(3) 佐々木 隆之介(2) 夏目 士瑠(3) 大峽 亮太(3) 水野 大地(3) 伊藤 史(3) 古賀 涼輔(3)

 6/30 男子1年  -2.9 木内 光波(1) 12.56 田中 粋(1) 12.60 原 颯駕(1) 12.74 渡辺 直弥(1) 12.78 中村 駿汰(1) 12.87 酒井 隼斗(1) 12.89 田中 開登(1) 12.90 吉田 蒼一朗(1) 13.01
100m 浅間 丸子 塩尻広陵 穂高東 旭町 赤穂 松代 埴生

 6/30 藤森 大和(1) 4:37.29 南澤 道大(1) 4:37.35 安藤 結星(1) 4:39.28 大槻 心(1) 4:40.55 丸山 直生(1) 4:45.13 清水 康希(1) 4:45.26 木村 優仁(1) 4:45.31 滝沢 智博(1) 4:45.63
1500m 諏訪南 赤穂 川中島 箕輪 鉢盛 茅野東部 女鳥羽 上田第五

 6/30 倉澤 拓弥(1) 5.94(+3.1) 柿澤 一護(1) 5.04(-0.6) 工藤 優真(1) 4.95(+3.9) 鷲澤 創(1) 4.93(+2.8) 小林 琉惺(1) 4.86(+2.7) 小口 蒼葉(1) 4.82(+1.9) 鈴木 瑛翔(1) 4.76(-1.1) 塚沢 健二(1) 4.59(-0.9)
走幅跳 両小野 裾花 野沢 菅野 飯山城北 諏訪西 赤穂 松島

 6/30 男子2年  -2.0 鈴木 慎吾(2) 11.47 山本 赳瑠(2) 11.74 伊藤 壮一郎(2) 11.85 征矢 超(2) 11.89 山﨑 陽(2) 11.90 宮下 裕也(2) 12.02 田中 豪(2) 12.03 石田 朗雅(2) 12.24
100m 北安松川 小諸東 小諸東 伊那 鉢盛 塩尻広陵 須坂東 旭町

 6/30 男子3年  -3.4 落合 華七斗(3) 11.33 漆戸 柊哉(3) 11.73 中澤 光希(3) 11.73 久保田 凱士(3) 11.88 由井 響(3) 11.97 宮越 雄勢(3) 12.04 合葉 太飛(3) 12.09 大峽 亮太(3) 12.48
100m 堀金 諏訪西 東御東部 赤穂 川上 柳町 開成 櫻ヶ岡

 6/30 男子1･2年 浅間       48.24 旭町       49.82 伊那       50.12 南宮       50.44 東御東部       50.46 更北       50.70 東北       51.07 裾花       52.25
4×100m 木内 光波(1) 阿部 康介(1) 野溝 快斗(1) 宮崎 徹平(1) 中島 悠貴(1) 齋藤 鉄(1) 北原 瑠希(1) 塩原 拓実(2)

菊池 優介(2) 石田 朗雅(2) 征矢 超(2) 佐藤 亘之佑(2) 安田 雄祈(2) 小林 颯(2) 佐藤 佑基(2) 伊藤 燦(1)
秋山 恵澄(1) 西澤 諒(1) 北原 響(1) 山崎 竜(1) 成澤 優希(1) 堀川 和樹(1) 清水 夏紀(1) 柿澤 一護(1)
宮澤 健人(2) 中村 駿汰(1) 三澤 優太(2) 西澤 依吹(2) 備後 琉空(2) 吉澤 潤(2) 塚原 直翔(2) 吉原 悠(2)

 6/30 男子2･3年 松尾 悠登(3) 4:16.25 小田切 幹太(3) 4:16.54 武田 寧登(3) 4:18.70 杉原 立樹(3) 4:18.96 市川 和英(3) 4:22.71 吉岡 斗真(2) 4:22.81 大場 崇義(2) 4:22.84 梅原 悠良(2) 4:23.60
1500m 下諏訪社 宮田 白馬 開成 野沢 川中島 箕輪 旭ヶ丘

 6/29 松村 喜道(3) 6.38(-2.6) 佐々木 隆之介(2)6.25(+0.1) 荒井 陽呂実(2) 6.24(+0.2) 木村 伊吹(3) 6.22(-2.5) 小林 碧空(2) 5.99(+2.1) 矢部 道也(3) 5.96(+2.5) 齋藤 琉希(3) 5.82(-0.2) 西 俊弥(2) 5.80(+0.3)
走幅跳 旭ヶ丘 小諸東 上田第三 御代田 望月 柳町 櫻ヶ岡 上田第五

 6/30 男子混成 荻原 巧(3) 2478 工藤 航介(3) 2288 小林 幸男(3) 2192 塚田 翔太郎(2) 2163 松澤 尚弥(3) 2109 降幡 諒成(2) 1831 井尻 晴登(3) 1828 小林 草太(2) 1810
四種競技 高社 伊那東部 犀陵 三郷 白馬 上田第五 上田第一 軽井沢



長野県中学記録(CR)              10.85 塚原 直貴                    岡谷北部         2000/07/09  
大会記録(GR)                    11.76 樋口　克治                   梓川             2008        

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +0.9

 1 中村 駿汰(1) 旭町     12.51 Q  1 原 颯駕(1) 塩尻広陵     12.35 Q
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ ﾊﾗ ﾌｳｶﾞ

 2 吉田 蒼一朗(1) 埴生     12.70 q  2 渡辺 直弥(1) 穂高東     12.45 q
ﾖｼﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ

 3 岸本 琉維(1) 木曽町     12.89  3 大工原 政斗(1) 佐久東     12.86 
ｷｼﾓﾄ ﾙｲ ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ

 4 成澤 優希(1) 東御東部     12.96  4 伊藤 琉冴(1) 相森     12.88 
ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ ｲﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ

 5 武田 大輔(1) 塩田     13.12  5 上野 聖闘(1) 飯山城南     13.04 
ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ ｳｴﾉ ｾｲﾄ

 6 土屋 隼(1) 豊科北     13.27  6 竹村 昌之(1) 駒ヶ根東     13.29 
ﾂﾁﾔ ﾊﾔﾄ ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾕｷ

 7 小林 歩睦(1) 赤穂     13.64  7 鈴木 昇汰(1) 芦原     13.50 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ

 8 小池 悠日(1) 永明     13.78   西澤 倖輝(1) 東北      
ｺｲｹ ﾊﾙｶ ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｷ

[ 3組] 風速 +0.2 [ 4組] 風速 -0.3

 1 田中 粋(1) 丸子     12.37 Q  1 木内 光波(1) 浅間     12.25 Q
ﾀﾅｶ ｽｲ ｷｳﾁ ｺｳﾊ

 2 山崎 夏月(1) 信大附属松本     12.94  2 酒井 隼斗(1) 赤穂     12.57 q
ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂｷ ｻｶｲ ﾊﾔﾄ

 3 原 啓哉(1) 竜峡     12.99  3 田中 開登(1) 松代     12.72 q
ﾊﾗ ﾋﾛﾔ ﾀﾅｶ ｶｲﾄ

 4 宮崎 陽翔(1) 戸倉上山田     13.04  4 昌山 俊也(1) 市立長野     13.09 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙﾄ ｼｮｳﾔﾏ ｼｭﾝﾔ

 5 竹澤 士音(1) 中川     13.04  5 齋藤 飛元(1) 梓川     13.22 
ﾀｹｻﾜ ｼｵﾝ ｻｲﾄｳ ﾋｹﾞﾝ

 6 北村 海晴(1) 小諸東     13.27  6 藤沢 政信(1) 小諸東     13.39 
ｷﾀﾑﾗ ｶｲｾｲ ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ

 7 杉井 瑛澄(1) 清陵附属     13.32  7 松倉 朋樹(1) 大町第一     13.61 
ｽｷﾞｲ ｴｲｽ ﾏﾂｸﾗ ﾄﾓｷ

 8 多田 夏音(1) 茅野北部     13.47  8 玉井 雄飛(1) 若穂     13.82 
ﾀﾀﾞ ｶｵﾄ ﾀﾏｲ ﾕｳﾋ

風速 -2.9

 1 木内 光波(1) 浅間     12.56 
ｷｳﾁ ｺｳﾊ

 2 田中 粋(1) 丸子     12.60 
ﾀﾅｶ ｽｲ

 3 原 颯駕(1) 塩尻広陵     12.74 
ﾊﾗ ﾌｳｶﾞ

 4 渡辺 直弥(1) 穂高東     12.78 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ

 5 中村 駿汰(1) 旭町     12.87 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ

 6 酒井 隼斗(1) 赤穂     12.89 
ｻｶｲ ﾊﾔﾄ

 7 田中 開登(1) 松代     12.90 
ﾀﾅｶ ｶｲﾄ

 8 吉田 蒼一朗(1) 埴生     13.01 
ﾖｼﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ

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

男子1年

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

順
6  7052 2  6479

7  6280 8  4175

5  4780 9  6563

 8263

9  7788 3  5645

8  4397 7  4930

3  7490 8

3  4571 4  5290

所属名 記録／備考

2  8245 6  4315

4  6633 5

8  4484 6  4157
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 4292 5  4283

 8241

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7  8633 3

 8855 2  5916

9  8312 4  7348

 5880

6  4765 7  8806

4

2  8867 9  6889

5

7  7052

 6479

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  4157

4  4484

5

9  6563

3  5880

2  4780

8  8241



長野県中学記録(CR)              10.85 塚原 直貴                    岡谷北部         2000/07/09  
大会記録(GR)                    11.76 樋口　克治                   梓川             2008        

風速 -3.2

 1 大工原 政斗(1) 佐久東     13.35 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ

 2 成澤 優希(1) 東御東部     13.52 
ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ

 3 上野 聖闘(1) 飯山城南     13.64 
ｳｴﾉ ｾｲﾄ

 4 伊藤 琉冴(1) 相森     13.66 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ

 5 宮崎 陽翔(1) 戸倉上山田     13.69 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙﾄ

 6 岸本 琉維(1) 木曽町     13.71 
ｷｼﾓﾄ ﾙｲ

 7 原 啓哉(1) 竜峡     13.76 
ﾊﾗ ﾋﾛﾔ

 8 山崎 夏月(1) 信大附属松本     13.81 
ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂｷ

8  4397

男子1年B

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4175

3  5290

5  4930

2  4765

7  6280

9  8633

6  7490



長野県中学記録(CR)              10.85 塚原 直貴                    岡谷北部         2000/07/09  
大会記録(GR)                    11.14 今井　頼人                   辰野             2017        

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 -0.6

 1 山本 赳瑠(2) 小諸東     11.59 Q  1 宮下 裕也(2) 塩尻広陵     11.58 Q
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾔ

 2 丸山 昴(2) 常盤     12.04 Q  2 山﨑 陽(2) 鉢盛     11.76 Q
ﾏﾙﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ

 3 高津 明和(2) 川中島     12.08 Q  3 山崎 聡一朗(2) 中野平     11.88 Q
ﾀｶﾂ ﾄｵﾜ ﾔﾏｻﾞｷｿｳｲﾁﾛｳ

 4 矢花 彰吾(2) 丘     12.40  4 石田 朗雅(2) 旭町     12.05 q
ﾔﾊﾞﾅ ｼｮｳｺﾞ ｲｼﾀﾞ ｱｷﾏｻ

 5 宮本 昇舞(2) 裾花     12.40  5 児玉 賢人(2) 筑摩野     12.34 
ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾄ

 6 樋口 優宝(2) 上田第四     12.42  6 栁澤 雄太(2) 上田第六     12.43 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾎ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ

 7 小林 寿成(2) 信濃     12.54  7 牧島 由輝(2) 緑ヶ丘     12.63 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾅﾘ ﾏｷｼﾏ ﾕｷ

 8 傳田 悠人(2) 清陵附属     12.56  8 金子 和優(2) 諏訪西     12.74 
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ ｶﾈｺ ｶｽﾞﾔ

[ 3組] 風速 +0.4 [ 4組] 風速 +0.9

 1 伊藤 壮一郎(2) 小諸東     11.69 Q  1 鈴木 慎吾(2) 北安松川     11.41 Q
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ

 2 永井 つかさ(2) 丸ﾉ内     12.08 Q  2 征矢 超(2) 伊那     11.73 Q
ﾅｶﾞｲ ﾂｶｻ ｿﾔ ｺﾕﾙ

 3 石井 光祐(2) 中込     12.23 Q  3 田中 豪(2) 須坂東     11.82 Q
ｲｼｲ ｺｳｽｹ ﾀﾅｶ ｺﾞｳ

 4 中野 龍司(2) 須坂東     12.27 q  4 木曽 隆大朗(2) 白馬     12.03 q
ﾅｶﾉ ﾘｭｳｼﾞ ｷｿ ﾘｭｳﾀﾛｳ

 5 塚原 直翔(2) 東北     12.39  5 髙畑 良太(2) 中込     12.25 q
ﾂｶﾊﾗ ﾅｵﾄ ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ

 6 熊谷 槍一(2) 上田第四     12.39  6 臼井 伶(2) 諏訪     12.47 
ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ ｳｽｲ ﾚｲ

 7 春原 賢(2) 飯田高陵     12.44  7 松村 草児(2) 高森     12.51 
ｽﾉﾊﾗ ｹﾝ ﾏﾂﾑﾗ ｿｳｼﾞ

 8 伊藤 良真(2) 長峰     12.70  8 宮澤 健人(2) 浅間     12.60 
ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 +0.3

 1 鈴木 慎吾(2) 北安松川     11.23 Q  1 山本 赳瑠(2) 小諸東     11.66 Q
ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ

 2 伊藤 壮一郎(2) 小諸東     11.50 Q  2 山﨑 陽(2) 鉢盛     11.72 Q
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ

 3 征矢 超(2) 伊那     11.56 Q  3 宮下 裕也(2) 塩尻広陵     11.79 Q
ｿﾔ ｺﾕﾙ ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾔ

 4 田中 豪(2) 須坂東     11.95 q  4 山崎 聡一朗(2) 中野平     12.01 
ﾀﾅｶ ｺﾞｳ ﾔﾏｻﾞｷｿｳｲﾁﾛｳ

 5 石田 朗雅(2) 旭町     12.00 q  5 丸山 昴(2) 常盤     12.19 
ｲｼﾀﾞ ｱｷﾏｻ ﾏﾙﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ

 6 木曽 隆大朗(2) 白馬     12.13  6 高津 明和(2) 川中島     12.23 
ｷｿ ﾘｭｳﾀﾛｳ ﾀｶﾂ ﾄｵﾜ

 6 永井 つかさ(2) 丸ﾉ内     12.13  7 髙畑 良太(2) 中込     12.28 
ﾅｶﾞｲ ﾂｶｻ ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ

 8 石井 光祐(2) 中込     12.17  8 中野 龍司(2) 須坂東     12.45 
ｲｼｲ ｺｳｽｹ ﾅｶﾉ ﾘｭｳｼﾞ

風速 -2.0

 1 鈴木 慎吾(2) 北安松川     11.47 
ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ

 2 山本 赳瑠(2) 小諸東     11.74 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ

 3 伊藤 壮一郎(2) 小諸東     11.85 
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ

 4 征矢 超(2) 伊那     11.89 
ｿﾔ ｺﾕﾙ

 5 山﨑 陽(2) 鉢盛     11.90 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ

 6 宮下 裕也(2) 塩尻広陵     12.02 
ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾔ

 7 田中 豪(2) 須坂東     12.03 
ﾀﾅｶ ｺﾞｳ

 8 石田 朗雅(2) 旭町     12.24 
ｲｼﾀﾞ ｱｷﾏｻ

所属名 記録／備考 順

3  4880 5  7422

男子2年

100m

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

順
2  4304 3  6471

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名

9  7750

6  6459 2  7077

4  5944 7  5101

7  5729 4  7246

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

3  4126 2  4982

 8090

9  4652 8  4707

5  8863

8  5230 6  8597

4  4299 7  6785

8  7843 3  4151

5  4975 9  6830

6  7047 8

所属名 記録／備考 順

9  5621 6  4124

2  8454 4  8400

7  4646 5  7737

6  4299 7  7422

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
7  6785 6  4304

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名

2  7077 5  4880

3  6830

8  4982 9  5101

5  8090 4  6471

所属名 記録／備考

4  7047 2  4124

3  4975

8  5944

9  4126

6  7422

 4299

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
4  6785

5  4304

7

9  8090

3  4982

2  7077

8  6471



長野県中学記録(CR)              10.85 塚原 直貴                    岡谷北部         2000/07/09  
大会記録(GR)                    10.85 塚原 直貴                    岡谷北部         2000/07/09  

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -0.3

 1 中澤 光希(3) 東御東部     11.31 Q  1 由井 響(3) 川上     11.66 Q
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ ﾕｲ ﾋﾋﾞｷ

 2 宮越 雄勢(3) 柳町     11.50 Q  2 荻原 諒太(3) 春富     11.69 Q
ﾐﾔｺｼ ﾕｳｾｲ ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ

 3 関谷 蓮(3) 栄     11.77 Q  3 大峽 亮太(3) 櫻ヶ岡     12.00 Q
ｾｷﾔ ﾚﾝ ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ

 4 伊藤 史(3) 伊那東部     11.82 q  4 佐藤 舜斗(3) 大町第一     12.17 
ｲﾄｳ ﾁｶ ｻﾄｳ ﾏﾅﾄ

 5 古賀 涼輔(3) 箕輪     11.83 q  5 寺尾 朝陽(3) 野沢     12.21 
ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ ﾃﾗｵ ｱｻﾋ

 6 小松 景介(3) 北安松川     12.08  6 荒波 友也(3) 信大附属松本     12.39 
ｺﾏﾂ ｹｲｽｹ ｱﾗﾅﾐ ﾕｳﾔ

  小林 魁(3) 東北       7 川村 京平(3) 茅野北部     12.45 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ ｶﾜﾑﾗ ｷｮｳﾍｲ

  小宮山 明太(3) 上田第六       8 三井 智世(3) 南牧     12.87 
ｺﾐﾔﾏ ﾒｰﾀ ﾐﾂｲ ﾄﾓｾ

[ 3組] 風速 -1.3 [ 4組] 風速 -1.4

 1 漆戸 柊哉(3) 諏訪西     11.50 Q  1 落合 華七斗(3) 堀金     11.24 Q
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ

 2 久保田 凱士(3) 赤穂     11.71 Q  2 合葉 太飛(3) 開成     11.90 Q
ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ

 3 宮坂 匠(3) 上諏訪     11.89 Q  3 竹前 克哉(3) 信大附属長野     11.98 Q
ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ ﾀｹﾏｴ ｶﾂﾔ

 4 夏目 士瑠(3) 裾花     11.99 q  4 渡邉 創太(3) 飯山城南     12.01 q
ﾅﾂﾒ ｼﾘｭｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ

 5 上條 瑞季(3) 丘     12.19  5 牧 大悟(3) 若穂     12.11 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ ﾏｷ ﾀﾞｲｺﾞ

 6 橋本 博人(3) 開成     12.25  6 原 駿太(3) 仁科台     12.24 
ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ ﾊﾗ ｼｭﾝﾀ

 7 佐藤 颯真(3) 野沢     12.41  7 丸山 大翔(3) 岡谷西部     12.29 
ｻﾄｳ ｿｳﾏ ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ

 8 櫻井 英輝(3) 丸子     12.60  8 宮原 京太(3) 丸子     13.22 
ｻｸﾗｲ ｱｲｷ ﾐﾔﾊﾗ ｷｮｳﾀ

[ 1組] 風速 -1.7 [ 2組] 風速 +0.7

 1 中澤 光希(3) 東御東部     11.60 Q  1 落合 華七斗(3) 堀金     10.99 Q
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ

 2 漆戸 柊哉(3) 諏訪西     11.62 Q  2 由井 響(3) 川上     11.60 Q
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ ﾕｲ ﾋﾋﾞｷ

 3 久保田 凱士(3) 赤穂     11.68 Q  3 宮越 雄勢(3) 柳町     11.63 Q
ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ ﾐﾔｺｼ ﾕｳｾｲ

 4 荻原 諒太(3) 春富     11.78  4 合葉 太飛(3) 開成     11.75 q
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ

 5 宮坂 匠(3) 上諏訪     11.99  5 大峽 亮太(3) 櫻ヶ岡     11.76 q
ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ

 6 竹前 克哉(3) 信大附属長野     12.03  6 伊藤 史(3) 伊那東部     11.92 
ﾀｹﾏｴ ｶﾂﾔ ｲﾄｳ ﾁｶ

 7 夏目 士瑠(3) 裾花     12.16  7 関谷 蓮(3) 栄     11.94 
ﾅﾂﾒ ｼﾘｭｳ ｾｷﾔ ﾚﾝ

 8 古賀 涼輔(3) 箕輪     12.27  8 渡邉 創太(3) 飯山城南     11.94 
ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ

風速 -3.4

 1 落合 華七斗(3) 堀金     11.33 
ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ

 2 漆戸 柊哉(3) 諏訪西     11.73 
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ

 3 中澤 光希(3) 東御東部     11.73 
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ

 4 久保田 凱士(3) 赤穂     11.88 
ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ

 5 由井 響(3) 川上     11.97 
ﾕｲ ﾋﾋﾞｷ

 6 宮越 雄勢(3) 柳町     12.04 
ﾐﾔｺｼ ﾕｳｾｲ

 7 合葉 太飛(3) 開成     12.09 
ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ

 8 大峽 亮太(3) 櫻ヶ岡     12.48 
ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ

所属名 記録／備考 順

3  5391 5  8163

男子3年

100m

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

順
6  8777 2  4000

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名

9  4010

2  8129 4  6882

9  5271 8  5437

8  8014 6  4085

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

DQ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  7702 6  6163

 7141

7  6772 7  7483

5  4709

4  5623 3  7825
DQ

4  7742 3  8755

5  4480 2  4483

6  5711 7  5324

3  8824 4

所属名 記録／備考 順

9  6456 8  5904

2  4082 5  7583

8  7140 9  6892

4  7742 4  4000

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
5  8777 6  8755

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名

9  7702 8  5437

8  6163

7  8163 5  7141

6  8824 7  5391

所属名 記録／備考

3  5711 9  5271

2  5324

3  8129

2  8014

5  4000

 8777

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
6  8755

7  7742

4

8  8824

3  7141

2  5437

9  5391



長野県中学記録(CR)              21.88 小坂 晃大                    仁科台           2016/07/03  
大会記録(GR)                    21.88 小坂 晃大                    仁科台           2016/07/02  

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 +0.9

 1 伊藤 新(3) 竜東     23.55 Q  1 増田 光月(3) 長峰     23.30 Q
ｲﾄｳ ｱﾗﾀ ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ

 2 内川 洸(3) 小谷     23.62 Q  2 髙木 柚希(2) 中野平     23.69 Q
ｳﾁｶﾜ ｺｳ ﾀｶｷﾞ  ﾕｽﾞｷ

 3 吉澤 虎伯(3) 菅野     24.02 Q  3 塩川 大樹(3) 赤穂     24.06 Q
ﾖｼｻﾞﾜ ｺﾊｸ ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ

 4 有賀 大地(3) 茅野東部     24.14 q  4 中根 彪貴(3) 塩尻広陵     24.13 q
ｱﾙｶﾞ ﾀﾞｲﾁ ﾅｶﾈ ﾋｭｳｷ

 5 上原 良太(3) 更北     24.47  5 足立 晃悠(3) 浅間     24.35 
ｳｴﾊﾗ ﾘｮｳﾀ ｱﾀﾞﾁ ﾃﾙﾁｶ

 6 德永 龍亮(3) 裾花     24.76  6 荻野 彪(3) 白馬     24.90 
ﾄｸｶﾞ ﾘｭｳｽｹ ｵｷﾞﾉ ﾋｮｳ

 7 石川 昌宗(3) 犀陵     24.94  7 小田切 健斗(2) 櫻ヶ岡     25.08 
ｲｼｶﾜ ﾏｻﾑﾈ ｺﾀｷﾞﾘ ｹﾝﾄ

 8 山本 一輝(2) 御代田     25.31  8 相澤 勇太朗(3) 野沢     26.87 
ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾛｳ

[ 3組] 風速 +0.7 [ 4組] 風速 +1.7

 1 藤原 陸生(3) 浅間     23.54 Q  1 水野 大地(3) 長野東部     22.91 Q
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｷ ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ

 2 中澤 歩希(2) 鉢盛     23.60 Q  2 増田 空大(3) 波田     23.75 Q
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

 3 松澤 健耶(3) 箕輪     23.74 Q  3 南村 蓮(3) 木曽町     23.90 Q
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾚﾝ

 4 金子 楽斗(3) 高綱     23.88 q  4 榊原 歩(2) 小諸東     24.18 q
ｶﾈｺ ｶﾞｸﾄ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ

 5 戸枝 篤志(2) 望月     24.89  5 樋口 ｼﾝｼﾞ(3) 伊那東部     24.23 
ﾄｴﾀﾞ ｱﾂｼ ﾋｸﾞﾁ ｼﾝｼﾞ

 6 足立 蒼太(3) 更北     25.12  6 古田 旭(2) 川中島     24.64 
ｱﾀﾞﾁ ｿｳﾀ ﾌﾙﾀ ｱｻﾋ

 7 大野 響太(3) 上田第六     25.18  7 池上 竜馬(3) 赤穂     24.96 
ｵｵﾉ ｷｮｳﾀ ｲｹｶﾞﾐ ﾘｮｳﾏ

 8 大野 陸斗(3) 茅野北部     25.27  8 由井 晴陽(2) 中込     25.29 
ｵｵﾉ ﾘｸﾄ ﾕｲ ﾊﾙﾔ

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +0.4

 1 増田 光月(3) 長峰     23.28 Q  1 水野 大地(3) 長野東部     22.91 Q
ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ

 2 藤原 陸生(3) 浅間     23.59 Q  2 伊藤 新(3) 竜東     23.54 Q
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｷ ｲﾄｳ ｱﾗﾀ

 3 髙木 柚希(2) 中野平     23.74 Q  3 中澤 歩希(2) 鉢盛     23.80 Q
ﾀｶｷﾞ  ﾕｽﾞｷ ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ

 4 内川 洸(3) 小谷     23.79 q  4 松澤 健耶(3) 箕輪     23.83 q
ｳﾁｶﾜ ｺｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ

 5 吉澤 虎伯(3) 菅野     23.90  5 増田 空大(3) 波田     23.92 
ﾖｼｻﾞﾜ ｺﾊｸ ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

 6 南村 蓮(3) 木曽町     23.98  6 金子 楽斗(3) 高綱     24.04 
ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾚﾝ ｶﾈｺ ｶﾞｸﾄ

 7 中根 彪貴(3) 塩尻広陵     24.33  7 塩川 大樹(3) 赤穂     24.21 
ﾅｶﾈ ﾋｭｳｷ ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ

 8 有賀 大地(3) 茅野東部     24.47  8 榊原 歩(2) 小諸東     24.65 
ｱﾙｶﾞ ﾀﾞｲﾁ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ

風速 -1.6

 1 水野 大地(3) 長野東部     23.55 
ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ

 2 増田 光月(3) 長峰     23.71 
ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ

 3 藤原 陸生(3) 浅間     24.22 
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｷ

 4 松澤 健耶(3) 箕輪     24.25 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ

 5 伊藤 新(3) 竜東     24.26 
ｲﾄｳ ｱﾗﾀ

 6 内川 洸(3) 小谷     24.43 
ｳﾁｶﾜ ｺｳ

 7 髙木 柚希(2) 中野平     24.46 
ﾀｶｷﾞ  ﾕｽﾞｷ

 8 中澤 歩希(2) 鉢盛     24.50 
ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ

所属名 記録／備考 順

6  6842 8  5102

男子共通

200m

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

順
4  8641 5  7862

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名

9  4079

5  7872 3  6509

7  7215 2  8820

3  5996 6  4145

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

6  8833 7  6296

 7416

2  5715 4  6824

9  4277

8  5800 7  5468

4  4141 9  5496

2  7821 5  4128

9  7193 3  4307

5  7421 8

所属名 記録／備考 順

3  4188 2  8121

8  4703 6  8826

7  6010 4  5934

4  4141 6  8641

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
5  7862 5  5496

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名

9  7215 4  7416

8  6296

7  6842 8  8833

6  5102 7  7421

所属名 記録／備考

3  6509 9  8820

2  4307

3  7193

2  7872

5  8641

 4141

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
6  5496

4  7862

7

3  8833

8  5102

9  7421

2  6842



長野県中学記録(CR)              50.28 安坂 丈瑠                    開成             2019/05/18  
大会記録(GR)                    50.58 佐藤 孝久                    茅野東部         2004        

[ 1組] [ 2組]

 1 丸山 祥太(3) 北安松川     52.53 Q  1 輪湖 颯(3) 梓川     51.03 Q
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ ﾜｺ ﾊﾔﾄ

 2 矢島 壮野(3) 茅野東部     53.76 q  2 矢島 武流(3) 清陵附属     53.46 q
ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ ﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ

 3 田中 隆斗(3) 阿智     55.18  3 名取 勇人(3) 富士見     53.84 q
ﾀﾅｶ  ﾘｭｳﾄ ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ

 4 依田 真叶(3) 中込     55.80  4 瀧聞 隆佑(3) 信大附属松本     55.71 
ﾖﾀﾞ ﾏﾅﾄ ﾀｷｷﾞｸ ﾘｭｳｽｹ

 5 土方 晃希(3) 塩尻広陵     56.88  5 三浦 渓太(3) 野沢     57.46 
ﾋｼﾞｶﾀ ｺｳｷ ﾐｳﾗ ｹｲﾀ

 6 小林 和真(3) 南宮     56.97  6 久保田 誠(2) 上田第三     57.47 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ ｸﾎﾞﾀ 誠

 7 引場 尋(3) 柳町   1:00.42  7 長村 心愛(3) 柳町     57.82 
ﾋｷﾊﾞ ｼﾞﾝ ｵｻﾑﾗ ｺｺｱ

 8 山本 拓実(3) 東北   1:00.58  8 柳澤 剛生(3) 裾花   1:02.36 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｸﾐ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺﾞｳｷ

[ 3組] [ 4組]

 1 安坂 丈瑠(3) 開成     49.92 Q  1 近藤 皓哉(3) 下伊那松川     51.14 Q
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ

 2 小林 愛生(3) 波田     54.79 q  2 西尾 洸希(3) 緑ヶ丘     54.80 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｷ ﾆｼｵ ｺｳｷ

 3 青木 俊輔(3) 三郷     55.06  3 飯島 颯士(3) 春富     55.07 
ｱｵｷ ｼｭﾝｽｹ ｲｲｼﾞﾏ ｿｳｼ

 4 窪田 翔真(3) 富士見     55.14  4 備後 琉空(2) 東御東部     55.83 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ

 5 竹内 利希(3) 中野平     57.64  5 金子 綾斗(2) 上田第五     58.24 
ﾀｹｳﾁ  ﾄｼｷ ｶﾈｺ ｱﾔﾄ

 6 佐藤 良太(3) 小諸東     58.22  6 若林 太翔(2) 高社     58.80 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾄ

 7 坪井 泰生(3) 野沢     58.23  7 南島 快舟(3) 市立長野   1:00.64 
ﾂﾎﾞｲ ﾀｲｾｲ ﾐﾅﾐｼﾏ ｶｲｼｭｳ

 8 米山 瑠(2) 御代田   1:02.20   桃井 盛那(3) 鉢盛      
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｭｳ ﾓﾓｲ ｾﾅ

 1 安坂 丈瑠(3) 開成     50.17 
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ

 2 輪湖 颯(3) 梓川     50.62 
ﾜｺ ﾊﾔﾄ

 3 近藤 皓哉(3) 下伊那松川     51.47 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾃﾙﾔ

 4 丸山 祥太(3) 北安松川     51.88 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ

 5 矢島 壮野(3) 茅野東部     54.13 
ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ

 6 矢島 武流(3) 清陵附属     54.15 
ﾔｼﾞﾏ ﾀｹﾙ

 7 名取 勇人(3) 富士見     54.90 
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ

 8 小林 愛生(3) 波田     55.56 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｷ

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

男子共通

400m

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

順
6  6775 6  7362

7  8466 5  7928

5  7887 8  7946

 4637

8  8719 2  5740

9  4122 4  7489

4  7412 9

2  6488 9  4088

所属名 記録／備考

4  5390 3  5398

3  5084 7

5  7138 4  8367
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 4294 5  5153

 8596

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

8  6721 2

 4279 7  7448

9  5129 8  4678

 8161

6  7925 6  8778

3

2  4084 3  8784

7

8  7887

 8367

DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  7138

県中学新
6  7362

4

7  6775

2  7928

3  7412

9  7946



長野県中学記録(CR)            1:53.15 和田 仁志                    赤穂             1983/08/27  
大会記録(GR)                  1:54.5  和田 仁志                    赤穂             1983        

[ 1組] [ 2組]

 1 山崎 優葵(3) 更埴西   2:03.86 Q  1 浦野 太平(3) 高社   2:03.39 Q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ ｳﾗﾉ ﾀｲﾍｲ

 2 宇都宮 崚太(3) 信大附属松本   2:08.43 q  2 倉嶋 颯太(2) 長野東部   2:09.85 q
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｮｳﾀ ｸﾗｼﾏ ｿｳﾀ

 3 小池 陽(3) 堀金   2:10.93  3 太田 京平(3) 佐久東   2:09.94 
ｺｲｹ ﾊﾙ ｵｵﾀ ｷｮｳﾍｲ

 4 窪田 浩志(3) 高綱   2:11.90  4 上条 勇貴(3) 堀金   2:11.45 
ｸﾎﾞﾀ ｺｳｼ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ

 5 戸蒔 来維(3) 中込   2:14.71  5 畔上 大樹(3) 更北   2:12.12 
ﾄﾏｷ ﾗｲ ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾀﾞｲｷ

 6 小平 悟(3) 富士見   2:18.46  6 佐藤 大介ﾏｰｸ(3) 箕輪   2:14.07 
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄﾙ ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹﾏｰｸ

 7 西川 巧(2) 川中島   2:19.19  7 池内 来輝(3) 南宮   2:14.94 
ﾆｼｶﾜ ﾀｸﾐ ｲｹｳﾁ ﾗｲｷ

 8 坂田 涼真(2) 佐久長聖   2:26.52  8 加藤 颯人(3) 軽井沢   2:28.08 
ｻｶﾀ ﾘｮｳﾏ ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ

ラップタイム ラップタイム
   400m   1:00.06  4790 山崎 優葵(3)    400m     59.37  5146 浦野 太平(3)

[ 3組] [ 4組]

 1 金古 廉(3) 高綱   2:03.31 Q  1 小坂 悠太(3) 仁科台   1:57.69 Q
ｶﾈｺ ﾚﾝ ｺｻｶ ﾕｳﾀ

 2 馬場 直喜(3) 富士見   2:07.49 q  2 日達 匠海(3) 南箕輪   2:08.10 q
ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾅｵｷ ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ

 3 鈴木 創太(3) 茅野東部   2:10.90  3 南郷 友輝(3) 箕輪   2:14.72 
ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ ﾅﾝｺﾞｳ ﾕｳｷ

 4 畠山 史城(3) 北安松川   2:13.07  4 高橋 光稀(3) 三陽   2:15.30 
ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｷ ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ

 5 田村 真都(3) 飯綱   2:13.46  5 芳澤 大樹(3) 清陵附属   2:15.39 
ﾀﾑﾗ ﾏﾅﾄ ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｷ

 6 福島 翔太(3) 野沢   2:16.17  6 青木 大河(3) 梓川   2:16.62 
ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ ｱｵｷ ﾀｲｶﾞ

 7 田下 輝稀(2) 浅間   2:16.83  7 由井 雛斗(3) 川上   2:22.60 
ﾀｼﾀ ｺｳｷ ﾕｲ ﾋﾅﾄ

 8 原 瑞樹(3) 川上   2:22.85   真道 叶羽(2) 茅野東部      
ﾊﾗ ﾐｽﾞｷ ｼﾝﾄﾞｳ ｷｮｳ

ラップタイム ラップタイム
   400m     59.91  7197 金古 廉(3)    400m     58.85  6890 小坂 悠太(3)

 1 小坂 悠太(3) 仁科台   2:00.33 
ｺｻｶ ﾕｳﾀ

 2 浦野 太平(3) 高社   2:04.27 
ｳﾗﾉ ﾀｲﾍｲ

 3 山崎 優葵(3) 更埴西   2:04.55 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ

 4 金古 廉(3) 高綱   2:07.35 
ｶﾈｺ ﾚﾝ

 5 日達 匠海(3) 南箕輪   2:07.64 
ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ

 6 馬場 直喜(3) 富士見   2:08.23 
ﾊﾞﾝﾊﾞ ﾅｵｷ

 7 宇都宮 崚太(3) 信大附属松本   2:08.55 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｮｳﾀ

 8 倉嶋 颯太(2) 長野東部   2:13.16 
ｸﾗｼﾏ ｿｳﾀ

ラップタイム
   400m     58.98  6890 小坂 悠太(3)

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

男子共通

800m

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

順
5  4790 4  5146

7  8757 6  4166

6  7484 7  5508

 8019

2  4373 5  4244

8  7198 9  8756

5  7930 6

3  4125 8  6002

所属名 記録／備考

4  5970 2  5079

9  7926 3

3  7197 7  6890
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 4086 9  7377

 8046

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

4  7889 5

 4002 2  7871

6  5192 4  7947

 8031

9  6774 3  5561

2

8  4149 8  4003

7

9  8046

 4790

DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  6890

5  5146

7

6  7197

3  7484

2  5508

8  7930



長野県中学記録(CR)            3:56.2  和田 仁志                    赤穂             1983/09/18  
大会記録(GR)                  4:23.70 

[ 1組] [ 2組]

 1 大槻 心(1) 箕輪   4:46.05 Q  1 藤森 大和(1) 諏訪南   4:43.32 Q
ｵｵﾂｷ ｼﾝ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾔﾏﾄ

 2 保科 陽斗(1) 宮田   4:46.72 Q  2 安藤 結星(1) 川中島   4:44.06 Q
ﾎｼﾅ ﾊﾙﾄ ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ

 3 林 賢史郎(1) 諏訪   4:47.92 Q  3 滝沢 智博(1) 上田第五   4:44.13 Q
ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾛｳ ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ

 4 丸山 直生(1) 鉢盛   4:49.34 Q  4 南澤 道大(1) 赤穂   4:44.96 Q
ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵ ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ﾐﾁﾋﾛ

 5 内堀 翼(1) 丸子北   4:50.01 Q  5 清水 康希(1) 茅野東部   4:45.32 Q
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾂﾊﾞｻ ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ

 6 上条 統也(1) 堀金   4:52.79 q  6 濱野 大輝(1) 筑摩野   4:50.71 q
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｳﾔ ﾊﾏﾉ ﾀﾞｲｷ

 7 永泉 晴翔(1) 墨坂   4:58.00 q  7 上条 優雅(1) 波田   4:52.65 q
ﾅｶﾞｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｶﾞ

 8 木下 斎滉(1) 駒ヶ根東   4:58.90  8 木村 優仁(1) 女鳥羽   4:53.79 q
ｷﾉｼﾀ ｲｯｺｳ ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ

 9 鷲野 流冴(1) 飯山城南   5:01.80  9 田中 大介(1) 信大附属松本   4:58.22 q
ﾜｼﾉ ﾘｭｳｻ ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ

10 花岡 佑洋(1) 信大附属長野   5:03.47 10 糟谷 優蒼(1) 塩尻広陵   5:00.95 
ﾊﾅｵｶ ﾕｳﾖｳ ｶｽﾔ ﾕｳｱ

11 小林 遼介(1) 戸隠   5:05.08 11 曽根 ひのき(1) 柳町   5:06.07 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ ｿﾈ ﾋﾉｷ

12 今井 健晴(1) 川上   5:12.17 12 金子 倖大(1) 臼田   5:06.27 
ｲﾏｲ ﾀｹﾊﾙ ｶﾈｺ ｺｳﾀ

13 五十嵐 史(1) 南牧   5:13.60 13 望月 虹希(1) 東北   5:07.30 
ｲｶﾞﾗｼ ﾌﾋﾞﾄ ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｷ

14 西沢 大空(1) 川中島   5:16.62 14 北原 響(1) 伊那   5:08.14 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸ ｷﾀﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ

15 依田 魁星(1) 小諸東   5:32.79 15 関口 渓瑚(1) 佐久東   5:11.29 
ﾖﾀﾞ ｶｲｾｲ ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｺﾞ

  小林 昌弘(1) 筑摩野      16 平川 哉太(1) 小諸東   5:22.09 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ ﾋﾗｶﾜ ｶﾅﾀ

ラップタイム ラップタイム
   400m   1:13.51  8204 保科 陽斗(1)    400m   1:13.22  4281 平川 哉太(1)
   800m   2:29.97  7990 大槻 心(1)    800m   2:34.29  8246 南澤 道大(1)
  1200m   3:48.42   〃     〃   1200m   3:49.48   〃     〃 

 1 藤森 大和(1) 諏訪南   4:37.29 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾔﾏﾄ

 2 南澤 道大(1) 赤穂   4:37.35 
ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ﾐﾁﾋﾛ

 3 安藤 結星(1) 川中島   4:39.28 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ

 4 大槻 心(1) 箕輪   4:40.55 
ｵｵﾂｷ ｼﾝ

 5 丸山 直生(1) 鉢盛   4:45.13 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵ

 6 清水 康希(1) 茅野東部   4:45.26 
ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ

 7 木村 優仁(1) 女鳥羽   4:45.31 
ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ

 8 滝沢 智博(1) 上田第五   4:45.63 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ

 9 保科 陽斗(1) 宮田   4:52.01 
ﾎｼﾅ ﾊﾙﾄ

10 濱野 大輝(1) 筑摩野   4:53.53 
ﾊﾏﾉ ﾀﾞｲｷ

11 上条 優雅(1) 波田   4:56.42 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｶﾞ

12 上条 統也(1) 堀金   4:58.05 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｳﾔ

13 内堀 翼(1) 丸子北   5:02.30 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾂﾊﾞｻ

14 田中 大介(1) 信大附属松本   5:02.63 
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ

15 永泉 晴翔(1) 墨坂   5:05.81 
ﾅｶﾞｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ

16 林 賢史郎(1) 諏訪   5:07.66 
ﾊﾔｼ ｹﾝｼﾛｳ

ラップタイム
   400m   1:24.51  7492 田中 大介(1)
   800m   2:34.14  7779 藤森 大和(1)
  1200m   3:48.28   〃     〃 

男子1年

1500m

予選 通過基準  2組  5着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
14  7990 4  7779

ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考ORD No. 氏  名

3  7431 14  8246

4  7734 5  4680

所属名 記録／備考 順

12  8204 6  5947

9  6671 15  7250

2  4518 2  7885

7  8261 8  7281

1  4943 13  7388

5  6171 3  6482

15  5295 9  7492

16  4005 11  4065

8  6102 16  5407

11  5949 12  8091

13  7247 7  4281
DNS

決勝

順 ORD No. 氏  名

10  8872 10  8714

所属名 記録／備考

6  4291 1  4173

9  7885

5  7779

6  8246

8

3  7990

10  7431

 5947

13  7281

1  4680

14  8204

15  7250

7  7388

2  6671

16  7734

4  4518

11  7492

12  4943



長野県中学記録(CR)            3:56.2  和田 仁志                    赤穂             1983/09/18  
大会記録(GR)                  4:03.4  和田 仁志                    赤穂             1983        

[ 1組] [ 2組]

 1 松尾 悠登(3) 下諏訪社   4:06.63 Q  1 小田切 幹太(3) 宮田   4:06.65 Q
ﾏﾂｵ ﾊﾙﾄ ｺﾀｷﾞﾘ ｶﾝﾀ

 2 武田 寧登(3) 白馬   4:17.19 Q  2 杉原 立樹(3) 開成   4:19.56 Q
ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ

 3 大場 崇義(2) 箕輪   4:19.73 Q  3 吉岡 斗真(2) 川中島   4:20.27 Q
ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾖｼ ﾖｼｵｶ ﾄｳﾏ

 4 梅原 悠良(2) 旭ヶ丘   4:24.81 Q  4 岡戸 優虎(2) 原   4:24.87 Q
ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ ｵｶﾄﾞ ﾏｻﾄﾗ

 5 市川 和英(3) 野沢   4:26.31 Q  5 宮﨑 蒼也(3) 屋代   4:25.44 Q
ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ ﾐﾔｻﾞｷ ｿｳﾔ

 6 伊藤 晴希(3) 岡谷西部   4:27.93 q  6 成沢 翔英(3) 上田第六   4:27.53 q
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ ﾅﾙｻﾜ ｼｮｳｴｲ

 7 大澤 汰輝(2) 日大   4:28.60 q  7 新井 虎次郎(3) 佐久長聖   4:28.55 q
ｵｵｻﾜ ﾀｲｷ ｱﾗｲ ｺｼﾞﾛｳ

 8 横澤 静也(2) 北安松川   4:29.11 q  8 遠藤 優裕(2) 信大附属松本   4:30.63 
ﾖｺｻﾜ ｼｽﾞﾔ ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾋﾛ

 9 唐沢 拓実(3) 塩尻広陵   4:29.45 q  9 野溝 兼佑(2) 宮田   4:31.47 
ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾐ ﾉﾐｿﾞ ｹﾝｽｹ

10 楢原 累斗(3) 東御東部   4:29.76 10 林 幸史郎(3) 諏訪   4:32.91 
ﾅﾗﾊﾗ ﾙｲﾄ ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ

11 酒井 瞬(3) 御代田   4:34.21 11 水野 琉斗(2) 波田   4:35.41 
ｻｶｲ ｼｭﾝ ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳﾄ

12 鷲野 彪雅(3) 飯山城南   4:37.61 12 中原 龍太(2) 野沢   4:35.67 
ﾜｼﾉ ﾋｮｳｶﾞ ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ

13 大越 温真(3) 梓川   4:41.52 13 鷹野 晴(3) 小海   4:37.58 
ｵｵｺｼ ﾊﾙﾏ ﾀｶﾉ ﾊﾙ

14 山田 翔(3) 長野東部   4:45.41 14 高根 夏雪(2) 仁科台   4:39.39 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｹﾙ ﾀｶﾈ ﾅﾂｷ

15 大井 奏汰(3) 浅間   4:47.39 15 堀内 遥人(3) 広徳   4:41.39 
ｵｵｲ ｿｳﾀ ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙﾄ

16 土屋 龍人(3) 川中島   4:48.28 16 丸山 魁武(3) 信濃   4:49.92 
ﾂﾁﾔ ﾘｭｳﾄ ﾏﾙﾔﾏ ｶｲﾑ

ラップタイム ラップタイム
   400m   1:03.34  7692 松尾 悠登(3)    400m   1:00.94  8214 小田切 幹太(3)
   800m   2:11.51   〃     〃    800m   2:07.83   〃     〃 
  1200m   3:18.11   〃     〃   1200m   3:17.10   〃     〃 

 1 松尾 悠登(3) 下諏訪社   4:16.25 
ﾏﾂｵ ﾊﾙﾄ

 2 小田切 幹太(3) 宮田   4:16.54 
ｺﾀｷﾞﾘ ｶﾝﾀ

 3 武田 寧登(3) 白馬   4:18.70 
ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ

 4 杉原 立樹(3) 開成   4:18.96 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ

 5 市川 和英(3) 野沢   4:22.71 
ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ

 6 吉岡 斗真(2) 川中島   4:22.81 
ﾖｼｵｶ ﾄｳﾏ

 7 大場 崇義(2) 箕輪   4:22.84 
ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾖｼ

 8 梅原 悠良(2) 旭ヶ丘   4:23.60 
ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ

 9 成沢 翔英(3) 上田第六   4:28.06 
ﾅﾙｻﾜ ｼｮｳｴｲ

10 宮﨑 蒼也(3) 屋代   4:28.89 
ﾐﾔｻﾞｷ ｿｳﾔ

11 横澤 静也(2) 北安松川   4:30.67 
ﾖｺｻﾜ ｼｽﾞﾔ

12 唐沢 拓実(3) 塩尻広陵   4:31.00 
ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾐ

13 岡戸 優虎(2) 原   4:32.00 
ｵｶﾄﾞ ﾏｻﾄﾗ

14 新井 虎次郎(3) 佐久長聖   4:32.52 
ｱﾗｲ ｺｼﾞﾛｳ

15 伊藤 晴希(3) 岡谷西部   4:33.81 
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ

16 大澤 汰輝(2) 日大   4:33.88 
ｵｵｻﾜ ﾀｲｷ

ラップタイム
   400m   1:10.35  5976 吉岡 斗真(2)
   800m   2:22.43   〃     〃 
  1200m   3:33.85  7692 松尾 悠登(3)

男子2･3年

1500m

予選 通過基準  2組  5着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
11  7692 4  8214

ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考ORD No. 氏  名

9  8626 15  8681

5  8032 1  5976

所属名 記録／備考 順

14  6823 12  7139

8  7581 10  4702

6  4080 5  4800

1  6783 9  7466

3  6212 11  4367

4  8776 8  7735

16  6500 13  8196

10  5326 3  4109

15  4260 16  7387

12  5489 6  6901

13  5935 7  5237

決勝

順 ORD No. 氏  名

7  7372 2  4022

所属名 記録／備考

2  4132 14  6058

1  5976

8  7692

11  8214

14

12  7139

6  4080

 6823

5  8032

9  8626

3  4702

4  4800

16  6783

15  6500

7  6212

2  8681

10  4367

13  7581



長野県中学記録(CR)            8:31.86 永田 慎介                    鉢盛             2003/10/29  
大会記録(GR)                  8:44.19 高木 航志                    上田第五         2014        

[ 1組] [ 2組]

 1 吉岡 大翔(3) 川中島   8:55.14  1 竹内 朝輝(3) 戸倉上山田   9:53.78 
ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾄ ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ

 2 大塚 悠剛(3) 信大附属松本   9:20.17  2 小林 亮太(2) 梓川  10:05.66 
ｵｵﾂｶ  ﾕｳｺﾞｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ

 3 和田 瑛登(3) 戸倉上山田   9:20.27  3 岡本 悠甫(3) 仁科台  10:16.07 
ﾜﾀﾞ ｱｷﾄ ｵｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ

 4 矢澤 蓮太郎(3) 赤穂   9:36.77  4 大神 健太(3) 丸子  10:16.10 
ﾔｻﾞﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ ｵｵｶﾞﾐ ｹﾝﾀ

 5 永原 颯磨(2) 川中島   9:37.48  5 加藤 大雅(2) 佐久長聖  10:18.67 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｿｳﾏ ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ

 6 小林 隼人(3) 箕輪   9:38.17  6 内藤 悠大(2) 小諸東  10:24.13 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ

 7 長谷部 直大(3) 赤穂   9:46.33  7 三石 勇太(3) 佐久東  10:24.61 
ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ ﾐﾂｲｼ ﾕｳﾀ

 8 大塚 壮剛(3) 信大附属松本   9:46.55  8 柳澤 柑太(3) 中込  10:25.10 
ｵｵﾂｶ ｿｳｺﾞｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ

 9 木下 慎太郎(3) 信大附属松本   9:56.57  9 宮下 輝海(3) 東御東部  10:26.03 
ｷﾉｼﾀ ｼﾝﾀﾛｳ ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾐ

10 小池 莉希(3) 飯田高陵   9:57.13 10 横山 廉汰郎(2) 東御東部  10:33.60 
ｺｲｹ ﾘｷ ﾖｺﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ

11 丸山 辰樹(3) 丸ﾉ内   9:59.55 11 仲田 知弘(3) 信濃  10:40.36 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｷ ﾅｶﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ

12 牧島 涼也(2) 伊那東部  10:10.66 12 新山 堅太(1) 仁科台  10:40.93 
ﾏｷｼﾏ ﾘｮｳﾔ ﾆｲﾔﾏ ｹﾝﾀ

13 田所 夢太郎(3) 富士見  10:11.32 13 北野 渓介(3) 三陽  10:48.66 
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ ｷﾀﾉ ｹｲｽｹ

14 鈴木 哲平(2) 赤穂  10:13.06 14 近藤 寛康(3) 広徳  11:07.25 
ｽｽﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾔｽ

15 佐々木 陸(3) 宮田  10:17.33 15 成澤 爽(3) 丸子  11:15.81 
ｻｻｷ ﾘｸ ﾅﾙｻﾜ ｱｷﾗ

16 甘利 裕介(3) 三陽  10:30.62 16 滝川 満(2) 穂高西  11:22.68 
ｱﾏﾘ ﾕｳｽｹ ﾀｷｶﾞﾜ ﾐﾂﾙ

ラップタイム ラップタイム
  1000m   2:59.13  5937 吉岡 大翔(3)   1000m   3:11.75  4372 加藤 大雅(2)
  2000m   5:59.66   〃     〃   2000m   6:37.11  4772 竹内 朝輝(3)

  3000m               

   1 吉岡 大翔(3) 川中島     8:55.14   1   1
   2 大塚 悠剛(3) 信大附属     9:20.17   1   2
   3 和田 瑛登(3) 戸倉上山     9:20.27   1   3
   4 矢澤 蓮太郎(3) 赤穂     9:36.77   1   4
   5 永原 颯磨(2) 川中島     9:37.48   1   5
   6 小林 隼人(3) 箕輪     9:38.17   1   6
   7 長谷部 直大(3) 赤穂     9:46.33   1   7
   8 大塚 壮剛(3) 信大附属     9:46.55   1   8
   9 竹内 朝輝(3) 戸倉上山     9:53.78   2   1
  10 木下 慎太郎(3) 信大附属     9:56.57   1   9
  11 小池 莉希(3) 飯田高陵     9:57.13   1  10
  12 丸山 辰樹(3) 丸ﾉ内     9:59.55   1  11
  13 小林 亮太(2) 梓川    10:05.66   2   2
  14 牧島 涼也(2) 伊那東部    10:10.66   1  12
  15 田所 夢太郎(3) 富士見    10:11.32   1  13
  16 鈴木 哲平(2) 赤穂    10:13.06   1  14
  17 岡本 悠甫(3) 仁科台    10:16.07   2   3
  18 大神 健太(3) 丸子    10:16.10   2   4
  19 佐々木 陸(3) 宮田    10:17.33   1  15
  20 加藤 大雅(2) 佐久長聖    10:18.67   2   5
  21 内藤 悠大(2) 小諸東    10:24.13   2   6
  22 三石 勇太(3) 佐久東    10:24.61   2   7
  23 柳澤 柑太(3) 中込    10:25.10   2   8
  24 宮下 輝海(3) 東御東部    10:26.03   2   9
  25 甘利 裕介(3) 三陽    10:30.62   1  16
  26 横山 廉汰郎(2) 東御東部    10:33.60   2  10
  27 仲田 知弘(3) 信濃    10:40.36   2  11
  28 新山 堅太(1) 仁科台    10:40.93   2  12
  29 北野 渓介(3) 三陽    10:48.66   2  13
  30 近藤 寛康(3) 広徳    11:07.25   2  14
  31 成澤 爽(3) 丸子    11:15.81   2  15
  32 滝川 満(2) 穂高西    11:22.68   2  16

男子共通

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

4  7461 11  7358

ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
14  5937 4  4772

7  8827 7  4479

15  4773 3  6895

13  8015 8  4306

2  5957 13  4372

16  7460 5  4119

9  8825 14  4164

12  8411 16  4393

6  7485 10  8773

10  8144 9  6904

1  7042 1  5233

11  8237 6  6045

5  7927 2  5579

3  5578 12  6592

8  8215 15  4477

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

 5957
 8015
 8825
 7460
 4772
 7485

組 順位
 5937
 7461
 4773
 8827

 6895
 4479
 8215
 4372
 4306
 4164

 8411
 7042
 7358
 8144
 7927
 8237

 5579
 6045
 4477
 6592

 4119
 8773
 5578
 4393
 5233
 6904



長野県中学記録(CR)              14.19 内川 佳祐                    白馬             2010/08/23  
大会記録(GR)                    14.29 内川 佳祐                    白馬             2010        

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +1.5

 1 古村 拓海(3) 浅間     14.91 Q  1 小池 集万(3) 犀陵     14.65 Q
ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ ｺｲｹ ｼｭｳﾏ

 2 宮原 有輝(3) 永明     16.16 Q  2 市川 圭斗(3) 開成     16.93 Q
ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳｷ ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ

 3 赤羽 康太郎(3) 松島     17.87 Q  3 大日向 孝雅(2) 大町第一     17.04 Q
ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀﾛｳ ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ

 4 中島 良(3) 佐久東     17.94  4 松井 和音(3) 仁科台     17.76 q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾈ

 5 三澤 優太(2) 伊那     18.25  5 川村 佐助(2) 上田第一     18.64 
ﾐｻﾜ ﾕｳﾀ ｶﾜﾑﾗ ｻｽｹ

 6 田村 斡也(2) 長野東部     18.60  6 牛山 渉(2) 永明     18.85 
ﾀﾑﾗ ｱﾂﾔ ｳｼﾔﾏ ﾜﾀﾙ

 7 市川 志音(1) 諏訪南     20.14  7 輿水 遥人(2) 南牧     19.24 
ｲﾁｶﾜ ｼｵﾝ ｺｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ

 8 西村 友佑(2) 篠ﾉ井西     20.57  8 木島 玲(2) 梓川     20.71 
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｽｹ ｷｼﾞﾏ ﾚｲ

[ 3組] 風速 +2.2 [ 4組] 風速 +0.0

 1 菊池 優介(2) 浅間     15.26 Q  1 内海 亮平(3) 上田第一     14.34 Q
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ

 2 壬生 新(3) 岡谷東部     15.97 Q  2 木内 心大(3) 浅間     15.96 Q
ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ ｷｳﾁ ｺｺﾛ

 3 牛越 悠太(3) 信明     16.38 Q  3 桐澤 空斗(3) 犀陵     16.83 Q
ｳｼｺｼ ﾕｳﾀ ｷﾘｻﾜ ｸｳﾄ

 4 宮崎 凌央(2) 犀陵     17.26 q  4 清澤 広伸(3) 鉢盛     17.49 q
ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｵ ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ

 5 遠藤 颯(2) 上諏訪     17.91  5 小林 優斗(3) 柳町     17.90 q
ｴﾝﾄﾞｳ ﾊﾔﾃ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ

 6 下原 斗輝(2) 鉢盛     18.11  6 田中 海大(2) 篠ﾉ井西     19.00 
ｼﾓﾊﾗ ﾄｷ ﾀﾅｶ ｶｲﾀ

 7 今関 隼也(2) 御代田     18.60  7 梨子田 壮輝(2) 永明     19.95 
ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ ﾅｼﾀﾞ ｿｳｷ

 8 飯島 健介(2) 長野東部     21.38  8 大澤 奎太(2) 伊那     20.93 
ｲｲｼﾞﾏ ｹﾝｽｹ ｵｵｻﾜ ｹｲﾀ

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 -1.7

 1 内海 亮平(3) 上田第一     14.83 Q  1 小池 集万(3) 犀陵     14.76 Q
ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ ｺｲｹ ｼｭｳﾏ

 2 菊池 優介(2) 浅間     15.66 Q  2 古村 拓海(3) 浅間     14.93 Q
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ

 3 木内 心大(3) 浅間     16.20 Q  3 壬生 新(3) 岡谷東部     15.91 Q
ｷｳﾁ ｺｺﾛ ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ

 4 牛越 悠太(3) 信明     16.83  4 宮原 有輝(3) 永明     16.45 q
ｳｼｺｼ ﾕｳﾀ ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳｷ

 5 桐澤 空斗(3) 犀陵     17.32  5 大日向 孝雅(2) 大町第一     16.74 q
ｷﾘｻﾜ ｸｳﾄ ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ

 6 市川 圭斗(3) 開成     17.39  6 清澤 広伸(3) 鉢盛     17.52 
ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ

 7 宮崎 凌央(2) 犀陵     17.81  7 赤羽 康太郎(3) 松島     17.76 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｵ ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀﾛｳ

 8 小林 優斗(3) 柳町     18.06  8 松井 和音(3) 仁科台     18.22 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾈ

風速 -3.1

 1 小池 集万(3) 犀陵     14.67 
ｺｲｹ ｼｭｳﾏ

 2 内海 亮平(3) 上田第一     14.74 
ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ

 3 古村 拓海(3) 浅間     15.37 
ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ

 4 菊池 優介(2) 浅間     15.75 
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ

 5 壬生 新(3) 岡谷東部     16.28 
ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ

 6 宮原 有輝(3) 永明     16.67 
ﾐﾔﾊﾗ ﾕｳｷ

 7 大日向 孝雅(2) 大町第一     16.75 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ

 8 木内 心大(3) 浅間     16.78 
ｷｳﾁ ｺｺﾛ

所属名 記録／備考 順

6  7799 7  7142

男子共通

110mH(0.914m)

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

順
9  4130 6  5788

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名

4  7361

7  4163 2  6894

3  7102 3  6873

4  8088 5  8812

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  7018 5  5796

 4133

8  5501 9  7807

2  5841

5  7778 8  4016

9  4148 7  4594

5  5504 3  8089

4  5803 4  7446

2  7633 6

所属名 記録／備考 順

3  7704 2  5394

7  4272 9  7804

6  7426 8  5840

6  4148 4  4130

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
7  4594 6  5788

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名

9  5796 8  6873

5  7142

8  7018 7  7799

4  4133 5  7633

所属名 記録／備考

2  5803 9  7102

2  6894

3  7446

3  5394

9  7633

 4130

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
6  5788

4  4594

5

7  4148

2  6873

8  4133

3  7799



長野県中学記録(CR)              46.47 芦原                         芦原             2016/06/19  
                                      （小林 涼真・柳澤 祐希・原 泰三・藤村 知季）
大会記録(GR)                    47.40                              芦原                         
                                      （小林 涼真・柳澤 祐希・原 泰三・藤村 知季）

[ 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   8 東御東部  4394 中島 悠貴(1)     50.02 Q  1   3 裾花  5731 塩原 拓実(2)     50.18 Q

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ ｽｿﾊﾞﾅ ｼｵﾊﾗ ﾀｸﾐ
 4391 安田 雄祈(2)  5744 伊藤 燦(1)

ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ ｲﾄｳ ｻﾝ
 4397 成澤 優希(1)  5750 柿澤 一護(1)

ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ ｶｷｻﾞﾜ ｲﾁｺﾞ
 8778 備後 琉空(2)  5725 吉原 悠(2)

ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ ﾖｼﾊﾗ ﾕｳ
 2   6 信大附属松本  7476 内山 正登(2)     50.98  2   9 東北  8717 北原 瑠希(1)     50.62 q

ｼﾝﾀﾞｲﾏﾂﾓﾄ ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾄ ﾄｳﾎｸ ｷﾀﾊﾗ ﾙｷ
 7495 佐藤 雅浩(1)  5630 佐藤 佑基(2)

ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ ｻﾄｳ ﾕｳｷ
 7491 中澤 洵之介(1)  5640 清水 夏紀(1)

ﾅｶｻﾞﾜｼﾞｭﾝﾉｽｹ ｼﾐｽﾞ ﾅﾂｷ
 7490 山崎 夏月(1)  5621 塚原 直翔(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂｷ ﾂｶﾊﾗ ﾅｵﾄ
 3   7 豊科北  6648 東村 寛介(1)     50.99  3   6 更北  5988 齋藤 鉄(1)     50.72 q

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ﾋｶﾞｼﾑﾗ ｶﾝｽｹ ｺｳﾎｸ ｻｲﾄｳ ﾃﾂ
 6633 土屋 隼(1)  6019 小林 颯(2)

ﾂﾁﾔ ﾊﾔﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ
 6636 松嶋 大智(2)  5984 堀川 和樹(1)

ﾏﾂｼﾏ ﾀｲﾁ ﾎﾘｶﾜ ｶｽﾞｷ
 6631 林 陸翔(2)  6024 吉澤 潤(2)

ﾊﾔｼ ﾘｸﾄ ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ
 4   9 野沢  4078 竹内 睦喜(1)     51.84  4   4 梓川  7345 大橋 蒼太(1)     50.80 

ﾉｻﾞﾜ ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ ｱｽﾞｻｶﾞﾜ ｵｵﾊｼ ｿｳﾀ
 4101 有井 祥悟(2)  7348 齋藤 飛元(1)

ｱﾘｲ ｼｮｳｺﾞ ｻｲﾄｳ ﾋｹﾞﾝ
 4106 櫻井 絢悠(2)  7358 小林 亮太(2)

ｻｸﾗｲ ｹﾝﾕｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ
 4074 工藤 優真(1)  7356 栁澤 秀哉(2)

ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｭｳﾔ
 5   5 塩尻広陵  6474 降旗 倖杜(2)     51.85  5   5 箕輪  7992 那須 凜太郎(1)     51.46 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳ ﾌﾘﾊﾀ ﾕｷﾄ ﾐﾉﾜ ﾅｽ ﾘﾝﾀﾛｳ
 6475 萩原 諒(2)  8005 唐澤 伊織(1)

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ ｶﾗｻﾜ ｲｵﾘ
 6483 熊井 煌希(1)  8002 山口 智也(1)

ｸﾏｲ ｺｳｷ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ
 6479 原 颯駕(1)  8034 池上 雅哉(2)

ﾊﾗ ﾌｳｶﾞ ｲｹｶﾞﾐ ﾏｻﾔ
 6   4 赤穂  8243 原田 琢己(1)     51.99  6   7 諏訪西  7755 宮﨑 志貴(2)     51.81 

ｱｶﾎ ﾊﾗﾀﾞ ﾀｸﾐ ｽﾜﾆｼ ﾐﾔｻﾞｷ ｼｷ
 8245 小林 歩睦(1)  7752 小松 裕昭(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ
 8247 鈴木 瑛翔(1)  7756 伊藤 稜真(1)

ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ
 8241 酒井 隼斗(1)  7740 小口 蒼葉(1)

ｻｶｲ ﾊﾔﾄ ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ
 7   2 春富  8186 伊藤 穂(1)     53.06  7   2 上田第一  8815 柏木 健太(1)     53.39 

ﾊﾙﾄﾐ ｲﾄｳ ﾐﾉﾘ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ ｶｼﾜｷﾞ ｹﾝﾀ
 8185 酒井 奏楽(2)  8812 川村 佐助(2)

ｻｶｲ ｿﾗ ｶﾜﾑﾗ ｻｽｹ
 8170 久保村 康生(1)  8814 尾﨑 蒼太(1)

ｸﾎﾞﾑﾗ ｺｳｾｲ ｵｻﾞｷ ｿｳﾀ
 8177 川口 愛翔(2)  8810 坂口 和音(2)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾏﾅﾄ ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ
 8   3 上田第四  4654 篠田 啓太(1)     54.02  8   8 戸倉上山田  4777 久保 駿矢(2)     59.98 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ｼﾉﾀﾞ ｹｲﾀ ﾄｸﾞﾗｶﾐﾔﾏﾀﾞ ｸﾎﾞ ｼｭﾝﾔ
 4647 伊東 海翔(1)  4765 宮崎 陽翔(1)

ｲﾄｳ ｶｲﾄ ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙﾄ
 4650 丹羽 丈琉(1)  4778 大下 文斗貴(2)

ﾆﾜ ﾀｹﾙ ｵｵｼﾀ ﾌﾐﾄｷ
 4646 熊谷 槍一(2)  4763 中原 凌(1)

ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳ

男子1･2年

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 南宮  5064 宮崎 徹平(1)     50.50 Q  1   5 浅間  4157 木内 光波(1)     48.79 Q

ﾅﾝｸﾞｳ ﾐﾔｻﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ ｱｻﾏ ｷｳﾁ ｺｳﾊ
 5092 佐藤 亘之佑(2)  4148 菊池 優介(2)

ｻﾄｳ ｺｳﾉｽｹ ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ
 5061 山崎 竜(1)  4144 秋山 恵澄(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳ ｱｷﾔﾏ ｹｲﾄ
 5090 西澤 依吹(2)  4151 宮澤 健人(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ｲﾌﾞｷ ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ
 2   5 清陵附属  8867 杉井 瑛澄(1)     50.74  2   6 旭町  7050 阿部 康介(1)     49.55 q

ｾｲﾘｮｳﾌｿﾞｸ ｽｷﾞｲ ｴｲｽ ｱｻﾋﾏﾁ ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ
 8863 傳田 悠人(2)  7077 石田 朗雅(2)

ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ ｲｼﾀﾞ ｱｷﾏｻ
 8866 北原 将道(1)  7053 西澤 諒(1)

ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾐﾁ ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ
 8860 小平 晋太郎(2)  7052 中村 駿汰(1)

ｺﾀﾞｲﾗ ｼﾝﾀﾛｳ ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ
 3   8 高社  5154 高津 玲(1)     51.03  3   7 伊那  8093 野溝 快斗(1)     49.96 q

ｺｳｼｬ ﾀｶﾂ ﾚｲ ｲﾅ ﾉﾐｿﾞ ｶｲﾄ
 5151 高橋 旭輝(2)  8090 征矢 超(2)

ﾀｶﾊｼ ｱｻｷ ｿﾔ ｺﾕﾙ
 5155 湯本 毅郎(1)  8091 北原 響(1)

ﾕﾓﾄ ﾀｹﾛｳ ｷﾀﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ
 5153 若林 太翔(2)  8088 三澤 優太(2)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾄ ﾐｻﾜ ﾕｳﾀ
 4   3 市立長野  8792 岩村 楽都(2)     51.23  4   4 駒ヶ根東  8263 竹村 昌之(1)     52.12 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ｲﾜﾑﾗ ｶﾞｸﾄ ｺﾏｶﾞﾈﾋｶﾞｼ ﾀｹﾑﾗ ﾏｻﾕｷ
 8806 昌山 俊也(1)  8260 北原 快聖(1)

ｼｮｳﾔﾏ ｼｭﾝﾔ ｷﾀﾊﾗ ｶｲｾｲ
 8801 雨宮 伊吹(1)  8251 大蔵 優悟(2)

ｱﾒﾐﾔ ｲﾌﾞｷ ｵｵｸﾗ ﾕｳｺﾞ
 8796 山﨑 大虹(2)  8250 青木 颯(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｺｳ ｱｵｷ ﾊﾔﾃ
 5   7 堀金  6671 上条 統也(1)     51.24  5   3 犀陵  5777 小嶋 大輝(1)     52.38 

ﾎﾘｶﾞﾈ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｳﾔ ｻｲﾘｮｳ ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ
 8759 竹岡 尚輝(2)  5801 諏訪 京太郎(2)

ﾀｹｵｶ ﾅｵｷ ｽﾜ ｷｮｳﾀﾛｳ
 8753 北村 虹太朗(2)  5780 田村 快斗(1)

ｷﾀﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ ﾀﾑﾗ ｶｲﾄ
 6677 宮澤 和琶(1)  5803 宮崎 凌央(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾊ ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｵ
 6   9 開成  7111 有江 禅(2)     51.49  6   2 鉢盛  7432 百瀬 結太(1)     53.23 

ｶｲｾｲ ｱﾘｴ ｾﾞﾝ ﾊﾁﾓﾘ ﾓﾓｾ ﾕｳﾀ
 7110 宮入 大輝(2)  7435 清水 紫音(1)

ﾐﾔｲﾘ ﾊﾙｷ ｼﾐｽﾞ ｼｵﾝ
 7116 高木 大地(1)  7425 山本 蓮(2)

ﾀｶｷ ﾀﾞｲﾁ ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝ
 7115 安坂 充瑠(1)  7424 上條 優人(2)

ｱｻﾞｶ ﾐﾂﾙ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ
 7   6 御代田  4264 早崎 蒼心(1)     52.45  7   8 宮田  8196 野溝 兼佑(2)     56.98 

ﾐﾖﾀ ﾊﾔｻｷ ｿｳｼﾞﾝ ﾐﾔﾀﾞ ﾉﾐｿﾞ ｹﾝｽｹ
 4273 大木 咲翔(2)  8204 保科 陽斗(1)

ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ ﾎｼﾅ ﾊﾙﾄ
 4265 鈴木 陽大(1)  8202 大前 侑也(1)

ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀﾞｲ ｵｵﾏｴ ﾕｳﾔ
 4272 今関 隼也(2)  8198 中島 温(2)

ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ ﾅｶｼﾞﾏ ﾊﾙ
 8   4 中込  4127 土屋 春喜(1)     53.97 

ﾅｶｺﾞﾐ ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ
 4128 由井 晴陽(2)

ﾕｲ ﾊﾙﾔ
 4110 小林 珀琢(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｸ
 4111 塩川 直人(1)

ｼｵｶﾜ ﾅｵﾄ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 浅間  4157 木内 光波(1)     48.24 

ｱｻﾏ ｷｳﾁ ｺｳﾊ
 4148 菊池 優介(2)

ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ
 4144 秋山 恵澄(1)

ｱｷﾔﾏ ｹｲﾄ
 4151 宮澤 健人(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ
 2   8 旭町  7050 阿部 康介(1)     49.82 

ｱｻﾋﾏﾁ ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ
 7077 石田 朗雅(2)

ｲｼﾀﾞ ｱｷﾏｻ
 7053 西澤 諒(1)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ
 7052 中村 駿汰(1)

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ
 3   9 伊那  8093 野溝 快斗(1)     50.12 

ｲﾅ ﾉﾐｿﾞ ｶｲﾄ
 8090 征矢 超(2)

ｿﾔ ｺﾕﾙ
 8091 北原 響(1)

ｷﾀﾊﾗ ﾋﾋﾞｷ
 8088 三澤 優太(2)

ﾐｻﾜ ﾕｳﾀ
 4   5 南宮  5064 宮崎 徹平(1)     50.44 

ﾅﾝｸﾞｳ ﾐﾔｻﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ
 5092 佐藤 亘之佑(2)

ｻﾄｳ ｺｳﾉｽｹ
 5061 山崎 竜(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳ
 5090 西澤 依吹(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ｲﾌﾞｷ
 5   4 東御東部  4394 中島 悠貴(1)     50.46 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ
 4391 安田 雄祈(2)

ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ
 4397 成澤 優希(1)

ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ
 8778 備後 琉空(2)

ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ
 6   2 更北  5988 齋藤 鉄(1)     50.70 

ｺｳﾎｸ ｻｲﾄｳ ﾃﾂ
 6019 小林 颯(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ
 5984 堀川 和樹(1)

ﾎﾘｶﾜ ｶｽﾞｷ
 6024 吉澤 潤(2)

ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ
 7   3 東北  8717 北原 瑠希(1)     51.07 

ﾄｳﾎｸ ｷﾀﾊﾗ ﾙｷ
 5630 佐藤 佑基(2)

ｻﾄｳ ﾕｳｷ
 5640 清水 夏紀(1)

ｼﾐｽﾞ ﾅﾂｷ
 5621 塚原 直翔(2)

ﾂｶﾊﾗ ﾅｵﾄ
 8   7 裾花  5731 塩原 拓実(2)     52.25 

ｽｿﾊﾞﾅ ｼｵﾊﾗ ﾀｸﾐ
 5744 伊藤 燦(1)

ｲﾄｳ ｻﾝ
 5750 柿澤 一護(1)

ｶｷｻﾞﾜ ｲﾁｺﾞ
 5725 吉原 悠(2)

ﾖｼﾊﾗ ﾕｳ

決勝



長野県中学記録(CR)              43.57 芦原                         芦原             2016/06/19  
                                      （小林 涼真・柳澤 祐希・原 泰三・藤村 知季）
大会記録(GR)                    43.91                              芦原                         
                                      （小林 涼真・柳澤 祐希・原 泰三・藤村 知季）

[ 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   6 北安松川  6785 鈴木 慎吾(2)     44.90 Q  1   2 小諸東  4307 榊原 歩(2)     45.61 Q

ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜ ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ
 6775 丸山 祥太(3)  4303 佐々木 隆之介(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
 6783 横澤 静也(2)  4304 山本 赳瑠(2)

ﾖｺｻﾜ ｼｽﾞﾔ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ
 6772 小松 景介(3)  4299 伊藤 壮一郎(2)

ｺﾏﾂ ｹｲｽｹ ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ
 2   9 櫻ヶ岡  5459 大津 悠真(2)     46.13 q  2   9 箕輪  8833 松澤 健耶(3)     45.99 q

ｻｸﾗｶﾞｵｶ ｵｵﾂ ﾕｳﾏ ﾐﾉﾜ ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ
 5438 齋藤 琉希(3)  8018 柴 悠翔(3)

ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｷ ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ
 5439 嵩 力也(2)  8028 唐澤 悠斗(3)

ﾄｸﾀｹ ﾘｷﾔ ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ
 5437 大峽 亮太(3)  8014 古賀 涼輔(3)

ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ
 3   2 伊那東部  8142 赤羽 快(2)     46.47 q  3   5 長野東部  5507 岡谷 嵩宗(2)     46.21 q

ｲﾅﾄｳﾌﾞ ｱｶﾊﾈ ｶｲ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ｵｶﾔ ﾀｶﾑﾈ
 8126 伊藤 聖覧(3)  5505 中野 太惺(2)

ｲﾄｳ ｾｲﾗﾝ ﾅｶﾉ ﾀｲｾｲ
 8127 工藤 航介(3)  5508 倉嶋 颯太(2)

ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ ｸﾗｼﾏ ｿｳﾀ
 8129 伊藤 史(3)  5496 水野 大地(3)

ｲﾄｳ ﾁｶ ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ
 4   3 三郷  6717 中谷 息吹(3)     46.96  4   6 犀陵  5789 南山 拓実(3)     47.29 

ﾐｻﾄ ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ ｻｲﾘｮｳ ﾐﾅﾐﾔﾏ ﾀｸﾐ
 6720 柴田 莉生(3)  5788 小池 集万(3)

ｼﾊﾞﾀ ﾘｵ ｺｲｹ ｼｭｳﾏ
 6701 塚田 翔太郎(2)  5800 石川 昌宗(3)

ﾂｶﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ ｲｼｶﾜ ﾏｻﾑﾈ
 6721 青木 俊輔(3)  5799 小林 幸男(3)

ｱｵｷ ｼｭﾝｽｹ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｵ
 5   4 長峰  7843 伊藤 良真(2)     47.26  5   7 上諏訪  7703 望月 翔太(3)     47.56 

ﾅｶﾞﾐﾈ ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ ｶﾐｽﾜ ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ
 7862 増田 光月(3)  7702 宮坂 匠(3)

ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ
 7853 西山 陸(3)  7700 上條 晄生(3)

ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳｾｲ
 7857 畔上 亮太(3)  7701 原田 裕哉(3)

ｱｾﾞｶﾞﾐ ﾘｮｳﾀ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ
 6   5 塩尻広陵  6509 中根 彪貴(3)     47.45  6   3 山辺  7153 村本 瑛(3)     47.70 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳ ﾅｶﾈ ﾋｭｳｷ ﾔﾏﾍﾞ ﾑﾗﾓﾄ ｱｷﾗ
 6471 宮下 裕也(2)  7151 重田 篤希(3)

ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾔ ｼｹﾞﾀ ｱﾂｷ
 6491 中村 陸人(3)  7159 村本 琢実(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾘｸﾄ ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ
 6488 土方 晃希(3)  7150 梶川 新(3)

ﾋｼﾞｶﾀ ｺｳｷ ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ
 7   7 緑ヶ丘  8595 岩間 琉星(3)     47.73  7   4 御代田  4276 中山 雄心(2)     48.22 

ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶ ｲﾜﾏ ﾘｭｳｾｲ ﾐﾖﾀ ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｼ
 8597 牧島 由輝(2)  4257 木村 伊吹(3)

ﾏｷｼﾏ ﾕｷ ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ
 8599 松澤 孝輝(3)  4275 金澤 蒼海(2)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｷ ｶﾅｻﾞﾜ ｱｵﾐ
 8596 西尾 洸希(3)  4277 山本 一輝(2)

ﾆｼｵ ｺｳｷ ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ
 8   8 佐久東  4168 土屋 諒平(3)     48.99  8   8 上田第一  4593 新井 翔太(3)     49.04 

ｻｸﾋｶﾞｼ ﾂﾁﾔ ﾘｮｳﾍｲ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ ｱﾗｲ ｼｮｳﾀ
 4169 藤牧 奏夢(2)  4594 内海 亮平(3)

ﾌｼﾞﾏｷ ｶﾅﾑ ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ
 4163 中島 良(3)  4595 徳嶽 温仁(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ ﾄｸﾀｹ ﾊﾙﾄ
 4162 谷津 航太(3)  4596 井尻 晴登(3)

ﾔﾂ ｺｳﾀ ｲｼﾞﾘ ﾊﾙﾄ

男子共通

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   7 裾花  5714 茅野 雅也(3)     46.40 Q  1   8 開成  7140 橋本 博人(3)     44.91 Q

ｽｿﾊﾞﾅ ﾁﾉ ﾏｻﾔ ｶｲｾｲ ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ
 5715 德永 龍亮(3)  7138 安坂 丈瑠(3)

ﾄｸｶﾞ ﾘｭｳｽｹ ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ
 5729 宮本 昇舞(2)  7142 市川 圭斗(3)

ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ
 5711 夏目 士瑠(3)  7141 合葉 太飛(3)

ﾅﾂﾒ ｼﾘｭｳ ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ
 2   9 柳町  5400 高橋 輝星(3)     46.55  2   3 春富  8175 河村 大和(3)     46.62 

ﾔﾅｷﾞﾏﾁ ﾀｶﾊｼ ｷﾗ ﾊﾙﾄﾐ ｶﾜﾑﾗ ﾔﾏﾄ
 5391 宮越 雄勢(3)  8168 酒井 洸一(3)

ﾐﾔｺｼ ﾕｳｾｲ ｻｶｲ ｺｳｲﾁ
 5395 矢部 道也(3)  8163 荻原 諒太(3)

ﾔﾍﾞ ﾐﾁﾅﾘ ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ
 5394 小林 優斗(3)  8171 下平 真吾(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼﾝｺﾞ
 3   3 中野平  5101 山崎 聡一朗(2)     46.56  3   2 仁科台  6894 松井 和音(3)     47.01 

ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗ ﾔﾏｻﾞｷｿｳｲﾁﾛｳ ﾆｼﾅﾀﾞｲ ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾈ
 5126 江口 拓海(3)  6892 原 駿太(3)

ｴｸﾞﾁ  ﾀｸﾐ ﾊﾗ ｼｭﾝﾀ
 5129 竹内 利希(3)  6891 西澤 蓮(3)

ﾀｹｳﾁ  ﾄｼｷ ﾆｼｻﾞﾜ ﾚﾝ
 5102 髙木 柚希(2)  6890 小坂 悠太(3)

ﾀｶｷﾞ  ﾕｽﾞｷ ｺｻｶ ﾕｳﾀ
 4   6 浅間  4145 足立 晃悠(3)     46.58  4   4 赤穂  8821 小倉 心和(3)     47.08 

ｱｻﾏ ｱﾀﾞﾁ ﾃﾙﾁｶ ｱｶﾎ ｵｸﾞﾗ ｼﾝﾜ
 4146 佐藤 将大(3)  8826 池上 竜馬(3)

ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ ｲｹｶﾞﾐ ﾘｮｳﾏ
 4141 藤原 陸生(3)  8820 塩川 大樹(3)

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｷ ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ
 4130 古村 拓海(3)  8824 久保田 凱士(3)

ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ
 5   2 東北  5648 鈴木 慶次(3)     47.16  5   5 中込  4124 髙畑 良太(2)     47.25 

ﾄｳﾎｸ ｽｽﾞｷ ｹｲｼﾞ ﾅｶｺﾞﾐ ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ
 5628 山口 大輝(3)  4126 石井 光祐(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ ｲｼｲ ｺｳｽｹ
 5624 酒井 柊哉(3)  4125 戸蒔 来維(3)

ｻｶｲ ｼｭｳﾔ ﾄﾏｷ ﾗｲ
 5623 小林 魁(3)  4122 依田 真叶(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ ﾖﾀﾞ ﾏﾅﾄ
 6   5 野沢  4082 佐藤 颯真(3)     48.19  6   7 望月  4183 寺島 恒輔(3)     48.11 

ﾉｻﾞﾜ ｻﾄｳ ｿｳﾏ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ
 4085 寺尾 朝陽(3)  4187 小林 碧空(2)

ﾃﾗｵ ｱｻﾋ ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ
 4088 三浦 渓太(3)  4186 小山 翔平(2)

ﾐｳﾗ ｹｲﾀ ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ
 4083 島谷 泰青(3)  4188 戸枝 篤志(2)

ｼﾏﾔ ﾀｲｾｲ ﾄｴﾀﾞ ｱﾂｼ
 7   8 諏訪西  7750 金子 和優(2)     48.79     6 鉢盛  7448 桃井 盛那(3)      

ｽﾜﾆｼ ｶﾈｺ ｶｽﾞﾔ ﾊﾁﾓﾘ ﾓﾓｲ ｾﾅ DNS
 7742 漆戸 柊哉(3)  7422 山﨑 陽(2)

ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ
 7747 小池 成羽(2)  7446 清澤 広伸(3)

ｺｲｹ ﾅﾙﾊ ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ
 7759 宮下 和秀(2)  7421 中澤 歩希(2)

ﾐﾔｼﾀ ｶｽﾞﾋﾃﾞ ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ
    4 信濃  5223 佐藤 駿也(2)      

ｼﾅﾉ ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ DQ
 5227 青栁 伸哉(2) 170条6(C)

ｱｵﾔｷﾞ ｼﾝﾔ
 5230 小林 寿成(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾅﾘ
 5238 出浦 榛希(3)

ｲﾃﾞｳﾗ ﾊﾙｷ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 開成  7140 橋本 博人(3)     44.06 

ｶｲｾｲ ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ
 7138 安坂 丈瑠(3)

ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ
 7142 市川 圭斗(3)

ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ
 7141 合葉 太飛(3)

ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ
 2   4 北安松川  6785 鈴木 慎吾(2)     44.38 

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
 3   7 小諸東  4304 山本 赳瑠(2)     44.55 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ
 4299 伊藤 壮一郎(2)

ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ
 4296 南澤 爽太(3)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ
 4303 佐々木 隆之介(2)

ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
 4   5 裾花  5714 茅野 雅也(3)     45.68 

ｽｿﾊﾞﾅ ﾁﾉ ﾏｻﾔ
 5715 德永 龍亮(3)

ﾄｸｶﾞ ﾘｭｳｽｹ
 5729 宮本 昇舞(2)

ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ
 5711 夏目 士瑠(3)

ﾅﾂﾒ ｼﾘｭｳ
 5   8 櫻ヶ岡  5459 大津 悠真(2)     45.85 

ｻｸﾗｶﾞｵｶ ｵｵﾂ ﾕｳﾏ
 5438 齋藤 琉希(3)

ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｷ
 5439 嵩 力也(2)

ﾄｸﾀｹ ﾘｷﾔ
 5437 大峽 亮太(3)

ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ
 6   3 長野東部  5507 岡谷 嵩宗(2)     45.88 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ｵｶﾔ ﾀｶﾑﾈ
 5505 中野 太惺(2)

ﾅｶﾉ ﾀｲｾｲ
 5491 大塚 悠生(3)

ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ
 5496 水野 大地(3)

ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ
 7   2 伊那東部  8142 赤羽 快(2)     46.31 

ｲﾅﾄｳﾌﾞ ｱｶﾊﾈ ｶｲ
 8126 伊藤 聖覧(3)

ｲﾄｳ ｾｲﾗﾝ
 8127 工藤 航介(3)

ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ
 8129 伊藤 史(3)

ｲﾄｳ ﾁｶ
 8   9 箕輪  8833 松澤 健耶(3)     49.78 

ﾐﾉﾜ ﾏﾂｻﾞﾜ ｶﾂﾔ
 8018 柴 悠翔(3)

ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ
 8028 唐澤 悠斗(3)

ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ
 8014 古賀 涼輔(3)

ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ

決勝



長野県中学記録(CR)               1.97 中野 昌幸                    波田             1981/09/23  
大会記録(GR)                     1.93 堀内 宗知                    更北             1987        

梶川 新(3) 山辺
ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ
小平 遥暉(3) 高森
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ
佐藤 克哉(3) 犀陵
ｻﾄｳ ｶﾂﾔ
髙田 真平(2) 信大附属松本
ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ
安田 有志(3) 菅野
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｼﾞ
酒井 洸一(3) 春富
ｻｶｲ ｺｳｲﾁ
田中 勇輝(3) 南宮
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ
下平 真人(3) 春富
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾏｺﾄ
坪木 涼佑(2) 伊那東部
ﾂﾎﾞｷ ﾘｮｳｽｹ
中村 俊介(3) 更北
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ
土屋 颯太(2) 伊那東部
ﾂﾁﾔ ｿｳﾀ
赤羽 快(2) 伊那東部
ｱｶﾊﾈ ｶｲ
浅野 珂生(2) 相森
ｱｻﾉ ｶｲ
宮坂 志一(2) 岡谷東部
ﾐﾔｻｶ ｼﾝｲﾁ
小林 来夢(2) 南宮
ｺﾊﾞﾔｼ ﾗｲﾑ
青栁 空(3) 三郷
ｱｵﾔｷﾞ ｿﾗ
柴田 莉生(3) 三郷
ｼﾊﾞﾀ ﾘｵ
清水 悠雅(3) 梓川
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶﾞ
石澤 凌(3) 南宮
ｲｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ
櫻井 絢悠(2) 野沢
ｻｸﾗｲ ｹﾝﾕｳ
古谷 拓海(3) 波田
ﾌﾙﾔ ﾀｸﾐ
中村 伊吹(3) 岡谷南部
ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ
外山 湧吏(3) 南牧 NM
ﾄﾔﾏ ﾕｳﾘ
坂口 楽人(2) 豊科北 NM
ｻｶｸﾞﾁ ｻｻﾄ
髙見澤 祐生(2) 南牧 NM
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾕｳ
河瀬 空雅(2) 相森 NM
ｶﾜｾ ｸｳｶﾞ
馬場 天志(3) 箕輪 NM
ﾊﾞﾊﾞ ﾃﾝｼ
飯田 更(2) 御代田 NM
ｲｲﾀﾞ ｻﾗ
唐澤 亮成(2) 大町第一 NM
ｶﾗｻﾜ ﾘｮｳｾｲ
羽田 琉希(2) 東北 NM
ﾊﾈﾀﾞ ﾙｷ

男子共通

走高跳

決勝

順位 試技 1m65 1m70ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m50 1m55 1m60 備考
1 15  7150 - - - - o o

1m73 1m76 1m79 1m82 1m85 記録

xo o xxx  1.82o

 1.73

 1.762 29  8405 - - o o o o

3 27  5797 o o o o xxo xo

o xxx

xo xxx

xxx

 1.65

4 12  7477 - o o xxo

o o xxx

 1.70

5 14  7211

7 11  5086 xo o o xo xxx

6 30  8168 - o o xo xxx

- o

 1.60

 1.60

 1.65

 1.65

8 13  8162 - xo o xxx

xo xxx9 24  8143

11 10  8131 xo xo xo xxx

9 25  6005 - o xo xxx

o o

 1.60

 1.60

 1.60

 1.60

12 21  8142 o xo xxo xxx

xxo xxx13 20  4923

15 26  5089 o xo xxx

14 28  7635 o o xxx

xxo xxo

 1.50

 1.55

 1.55

 1.55

16 22  6719 o xxo xxx

17 4  6720

17 7  5081 o xxx

17 6  7375
o xxx

o xxx

 1.50

 1.50

 1.50

 1.50

20 8  4106 xo xxx

20 23  7417

1  4013 xxx

22 19  7621 xxo xxx

xo xxx

     

     

     

 1.50

2  6638 xxx

3  4019

     

5  4924 xxx      

9  8022 xxx

xxx

     

17  6874 xxx

16  4278 xxx

     18  5622 xxx

     



長野県中学記録(CR)               4.75 松澤 勝治                    春富             2011/10/15  
大会記録(GR)                     4.20 松澤 ｼﾞｱﾝ成治                春富             2006        
                                      松澤 勝治                    春富             2011        
                                      安部 公士郎                  原               2016        

3m40 3m50 3m60 3m70 3m80 3m90 4m00 4m10 4m20 4m30
4m40 4m45

安部 桂史郎(3) 原 - - - - - - - - - -  4.40 大会新
ｱﾍﾞ ｹｲｼﾛｳ - - x- - o - o - xo xo

o xxx
重田 篤希(3) 山辺 - - - - - - - - - -  4.10
ｼｹﾞﾀ ｱﾂｷ - - - - o - xo o xxx

中谷 息吹(3) 三郷 - - - - - - - - o o  3.70
ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ o o o xo xxx

両角 駿介(3) 永明 - - - - - - o - xo xxo  3.40
ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ xo xxx

藤原 颯槻(3) 三郷 - - - o o xo o o xxx  3.10
ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳｷ

新井 翔太(3) 上田第一 - - o o o o o xxx  3.00
ｱﾗｲ ｼｮｳﾀ

友竹 歩夢(3) 飯田高陵 - - - o o xo xo xxx  3.00
ﾄﾓﾀｹ ｱﾕﾑ

田口 壱星(3) 原 - - - - o - xxo xxx  3.00
ﾀｸﾞﾁ ｲｯｾｲ

山岡 楓生(3) 箕輪 - - - o xo xo xxx  2.90
ﾔﾏｵｶ ﾌｳｷ

竹内 大翔(3) 更北 - - - xo xo xxx  2.80
ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾄ

日達 羽流(2) 原 - - o o xxx  2.60
ﾋﾀﾁ ﾊﾙ

前山 飛晴(3) 更北 - - - o xxx  2.60
ﾏｴﾔﾏ ﾋﾊﾙ

徳嶽 温仁(3) 上田第一 - o xo xxx  2.40
ﾄｸﾀｹ ﾊﾙﾄ

宮前 拓海(2) 常盤 o o xo xxx  2.40
ﾐﾔﾏｴ ﾀｸﾐ

手塚 嵐太(3) 小諸東 o o xxx  2.20
ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ

石原 一輝(2) 南箕輪 o xo xxx  2.20
ｲｼﾊﾗ ｲﾂｷ

北村 櫂(2) 上田第五 o xxx  2.00
ｷﾀﾑﾗ ｶｲ

遠藤 竜之介(2) 山辺 o xxx  2.00
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳﾉｽｹ

中山 栞汰(2) 伊那東部      DNS
ﾅｶﾔﾏ ｶﾝﾀ

17 3  8703

7  8132

16 1  8051

17 2  4679

13 6  4885

15 5  4293

11 10  6006

13 4  4595

10 12  6008

11 9  8687

8 15  8682

9 8  8830

6 14  4593

7 13  8416

4 16  7800

5 11  6723

2 19  7151

3 17  6717

記録 備考

1 18  7896

2m90 3m00 3m10 3m20 3m302m40 2m60 2m80

男子共通

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
2m00 2m20



長野県中学記録(CR)               7.04 内川 佳祐                    白馬             2010/09/04  
大会記録(GR)                     5.84 常田　龍輝                   長野北部         2015        

 ３回の
 最高記録

倉澤 拓弥(1) 両小野    x   5.68  5.54   5.68    x   5.84  5.94   5.94 
ｸﾗｻﾜ ﾀｸﾔ         -3.5  -2.6   -3.5         +3.9  +3.1   +3.1
柿澤 一護(1) 裾花   4.79  5.04  4.62   5.04   4.83  4.96  5.01   5.04 
ｶｷｻﾞﾜ ｲﾁｺﾞ   -0.4  -0.6  -2.5   -0.6   +2.9  +2.9  +4.4   -0.6
工藤 優真(1) 野沢    x   4.63  4.60   4.63   4.89  4.95  4.91   4.95 
ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ         -3.6  -1.3   -3.6   +1.6  +3.9  +3.6   +3.9
鷲澤 創(1) 菅野    x    x   4.66   4.66   4.93   x    x    4.93 
ﾜｼｻﾞﾜ ｿｳ               -2.5   -2.5   +2.8               +2.8
小林 琉惺(1) 飯山城北   4.52  4.65  4.52   4.65   4.69  4.86  4.81   4.86 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ   -2.7  -2.5  -2.3   -2.5   +3.3  +2.7  +3.6   +2.7
小口 蒼葉(1) 諏訪西   4.65  4.62  4.34   4.65   4.65  4.82  4.60   4.82 
ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ   -3.2  -1.7  -1.7   -3.2   +3.8  +1.9  +5.1   +1.9
鈴木 瑛翔(1) 赤穂   4.76  4.30  4.22   4.76   3.93  4.37  4.30   4.76 
ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ   -1.1  -2.2  -2.7   -1.1   +3.5  +3.1  +3.3   -1.1
塚沢 健二(1) 松島    x   4.50  4.59   4.59   4.32  4.32  4.47   4.59 
ﾂｶｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ         -2.6  -0.9   -0.9   +2.2  +5.1  +5.0   -0.9
北原 将道(1) 清陵附属   4.55  4.49  4.55   4.55             4.55 
ｷﾀﾊﾗ ﾏｻﾐﾁ   -1.6  -4.2  -2.6   -2.6                      -2.6
吉澤 志琉(1) 中川   4.46  4.37  4.52   4.52             4.52 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾘｭｳ   -2.0  -2.3  -2.8   -2.8                      -2.8
五味 駿太(1) 原   4.17   x   4.51   4.51             4.51 
ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ   -2.1        -2.6   -2.6                      -2.6
上野 叶(1) 南宮    x   4.51   x    4.51             4.51 
ｳｴﾉ ｷｮｳ         -5.9         -5.9                      -5.9
中島 悠貴(1) 東御東部   4.40  4.40   x    4.40             4.40 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ   -0.9  -1.2         -1.2                      -1.2
倉田 海渡(1) 梓川   4.25  4.27  4.36   4.36             4.36 
ｸﾗﾀ ｶｲﾄ   -2.3  -0.6  -1.3   -1.3                      -1.3
林 瑞己(1) 塩尻西部   4.16  4.04  4.35   4.35             4.35 
ﾊﾔｼ ﾐｽﾞｷ   -0.3  -2.1  -1.9   -1.9                      -1.9
土屋 春喜(1) 中込   4.05  4.27  4.34   4.34             4.34 
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ   -3.8  -3.0  -1.7   -1.7                      -1.7
高橋 颯(1) 塩尻広陵   4.30  4.27  4.16   4.30             4.30 
ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ   -3.8  -0.5  -1.3   -3.8                      -3.8
三村 雅樹(1) 上諏訪   4.28  4.24  2.92   4.28             4.28 
ﾐﾑﾗ ﾏｻｷ   -3.0  -4.7  -1.8   -3.0                      -3.0
阿部 康介(1) 旭町   3.74  4.02  4.28   4.28             4.28 
ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ   -2.0  -2.9  -1.8   -1.8                      -1.8
千葉 正佳(1) 常盤   4.24  4.22  4.14   4.24             4.24 
ﾁﾊﾞ ﾏｻﾖｼ   -3.0  -2.8  -3.0   -3.0                      -3.0
曽我 佑冶郞(1) 諏訪南    x   3.78  4.24   4.24             4.24 
ｿｶﾞ ﾕｳｼﾞﾛｳ         -1.7  -1.5   -1.5                      -1.5
中村 倫啓(1) 柳町   3.95  4.10  4.15   4.15             4.15 
ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ   -3.7  -3.4  -3.2   -3.2                      -3.2
政宗 俊祐(1) 王滝    x    x   4.15   4.15             4.15 
ﾏｻﾑﾈ ｼｭﾝｽｹ               -0.7   -0.7                      -0.7
伊藤 穂(1) 春富   3.34  3.87  4.10   4.10             4.10 
ｲﾄｳ ﾐﾉﾘ   +0.8  -4.9  -1.8   -1.8                      -1.8
土屋 太木(1) 小諸東   3.43  4.08  3.79   4.08             4.08 
ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ   -3.3  -1.3  -2.4   -1.3                      -1.3
山﨑 基(1) 犀陵    x   3.96  4.06   4.06             4.06 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾊｼﾞﾒ         -1.4  -1.2   -1.2                      -1.2
坂本 浩平(1) 佐久東   3.68   x   3.65   3.68             3.68 
ｻｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ   -1.7        -1.2   -1.7                      -1.7
丹羽 丈琉(1) 上田第四    x   3.64  3.37   3.64             3.64 
ﾆﾜ ﾀｹﾙ         -3.8  -3.2   -3.8                      -3.8
塚田 陽音(1) 東御東部   3.57   x   2.87   3.57             3.57 
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ   -0.8        -3.3   -0.8                      -0.8
清水 大輝(1) 佐久東   3.33  3.11  3.46   3.46             3.46 
ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ   -1.7  -3.6  -3.0   -3.0                      -3.0
山崎 竜(1) 南宮    x    x    x                   NM
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳ                                                   
大島 康平(1) 櫻ヶ岡                            DNS
ｵｵｼﾏ ｺｳﾍｲ                                                   

男子1年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- 備考

1 31  6377

2 24  5750

-3-

32  5351

-4- -5- -6- 記録

8 22  7080

3 27  4074

4 28  7238

5

6 29  7740

7 21  8247

9 26  8866

10 30  8314

11 5  7898

12 16  5065

13 11  4394

14 23  7346

20 25  4893

15 15  6433

16 7  4127

17

18 13  7707

19 10  7050

14  6477

21 19  7777

22 12  5402

23 20  6339

24 17  8186

25 6  4285

26 8  5779

9  5421

27 1  4172

28 4  4650

29

30 3  4176

18  5061

2  4396



長野県中学記録(CR)               7.04 内川 佳祐                    白馬             2010/09/04  
大会記録(GR)                     6.85 内川 佳祐                    白馬             2009        

 ３回の
 最高記録

松村 喜道(3) 旭ヶ丘   5.74  6.26  6.32   6.32   6.38  5.99   x    6.38 
ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ   -2.0  +0.3  +1.3   +1.3   -2.6  -3.4         -2.6
佐々木 隆之介(2) 小諸東    x   6.04   x    6.04   6.25   x    x    6.25 
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ         -0.5         -0.5   +0.1               +0.1
荒井 陽呂実(2) 上田第三   5.94  6.17  6.24   6.24    x   6.07  6.10   6.24 
ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ   -0.7  -2.5  +0.2   +0.2         -2.5  -0.8   +0.2
木村 伊吹(3) 御代田   6.22   x    x    6.22    x    x   5.50   6.22 
ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ   -2.5               -2.5               -2.2   -2.5
小林 碧空(2) 望月    x    x   5.74   5.74   5.57  5.90  5.99   5.99 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ               -3.4   -3.4   -2.4  +0.0  +2.1   +2.1
矢部 道也(3) 柳町   5.96  5.60  5.57   5.96    x   5.78   x    5.96 
ﾔﾍﾞ ﾐﾁﾅﾘ   +2.5  -1.6  -1.4   +2.5         -0.4         +2.5
齋藤 琉希(3) 櫻ヶ岡   5.82  5.18   x    5.82   4.81  5.37   x    5.82 
ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｷ   -0.2  -1.4         -0.2   +0.1  -1.7         -0.2
西 俊弥(2) 上田第五   5.68  5.80  5.15   5.80   5.41  5.63  5.68   5.80 
ﾆｼ ｼｭﾝﾔ   +0.2  +0.3  -2.1   +0.3   -1.3  -0.7  -2.4   +0.3
下平 真吾(3) 春富    x    x   5.67   5.67             5.67 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ｼﾝｺﾞ               +0.0   +0.0                      +0.0
町田 裕亮(3) 墨坂   5.65   x    x    5.65             5.65 
ﾏﾁﾀﾞ ﾕｳｽｹ   -0.3               -0.3                      -0.3
佐藤 駿也(2) 信濃   5.49  5.25  5.62   5.62             5.62 
ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ   -1.3  -4.4  -2.2   -2.2                      -2.2
髙山 和真(3) 南宮   5.56  5.58   x    5.58             5.58 
ﾀｶﾔﾏ ｶｽﾞﾏ   +0.3  -1.9         -1.9                      -1.9
佐藤 将大(3) 浅間   5.56  4.92  5.07   5.56             5.56 
ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ   +0.9  -2.2  -3.1   +0.9                      +0.9
吉原 悠(2) 裾花   5.53  5.42  5.52   5.53             5.53 
ﾖｼﾊﾗ ﾕｳ   -0.9  -0.9  +0.3   -0.9                      -0.9
酒井 奏楽(2) 春富    x   5.52   x    5.52             5.52 
ｻｶｲ ｿﾗ         -2.5         -2.5                      -2.5
栁澤 秀哉(2) 梓川    x    x   5.52   5.52             5.52 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｭｳﾔ               -2.0   -2.0                      -2.0
唐澤 悠斗(3) 箕輪    x   5.46  5.44   5.46             5.46 
ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ         -1.8  -0.8   -1.8                      -1.8
髙木 遼磨(3) 波田    x    x   5.46   5.46             5.46 
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾏ               -3.2   -3.2                      -3.2
大塚 悠生(3) 長野東部   5.45  5.32  5.29   5.45             5.45 
ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ   +1.7  +1.1  +0.3   +1.7                      +1.7
遠藤 光(3) 丸子北   5.43  5.29   x    5.43             5.43 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ   +0.6  -2.1         +0.6                      +0.6
芦田 弘誠(3) 女鳥羽   5.40  4.98  5.33   5.40             5.40 
ｱｼﾀﾞ ｺｳｾｲ   -1.1  -1.0  -2.4   -1.1                      -1.1
百瀬 洋夢(3) 穂高西   5.39  5.15  5.24   5.39             5.39 
ﾓﾓｾ ﾋﾛﾑ   +1.1  -1.1  -2.5   +1.1                      +1.1
原田 裕哉(3) 上諏訪   5.32   x   5.25   5.32             5.32 
ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ   -0.6        +0.3   -0.6                      -0.6
村本 瑛(3) 山辺    x    x   5.29   5.29             5.29 
ﾑﾗﾓﾄ ｱｷﾗ               -0.9   -0.9                      -0.9
武井 海斗(2) 南箕輪    x   5.14  5.24   5.24             5.24 
ﾀｹｲ ｶｲﾄ         -1.5  +2.0   +2.0                      +2.0
西山 陸(3) 長峰   5.12  5.08  5.23   5.23             5.23 
ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ   +0.2  -1.8  -2.0   -2.0                      -2.0
山本 健流(2) 丸ﾉ内   4.91  4.91  5.07   5.07             5.07 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ   -0.2  +1.4  +0.5   +0.5                      +0.5
寺島 恒輔(3) 望月    x    x   5.06   5.06             5.06 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ               -2.8   -2.8                      -2.8
西澤 蓮(3) 仁科台    x    x   4.99   4.99             4.99 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾚﾝ               -0.6   -0.6                      -0.6
矢島 拓光(3) 箕輪   4.93  4.95   x    4.95             4.95 
ﾔｼﾞﾏ ﾀｸﾐ   +1.2  -2.2         -2.2                      -2.2
山口 廉(3) 三陽   4.61  4.89   x    4.89             4.89 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾚﾝ   +0.3  -3.1         -3.1                      -3.1
牛田 真夢(3) 梓川    x    x    x                   NM
ｳｼﾀﾞ ﾏﾅﾑ                                                   

12  7373

27 3  7022

28 21  4183

29

30 11  8029

31 6  5571

7  6891

24 24  7153

25 1  8042

26 5  7853

21 4  7283

22 22  6590

23 15  7701

20 23  4511

15 14  8185

15 20  7356

17

18 16  7415

19 17  5491

8  8028

12 9  5098

13 18  4146

14 2  5725

9 32  8171

10 13  4953

11 10  5223

8 19  4676

3 27  4636

4 28  4257

5

6 26  5395

7 31  5438

備考

1 30  8625

2 29  4303

-3-

25  4187

-4- -5- -6- 記録

男子2･3年

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



長野県中学記録(CR)              13.45 竹村 地智                    東北             2013/10/05  
大会記録(GR)                    12.33 

 ３回の
 最高記録

木藤 海琉(3) 芦原 県中学新
ｷﾄﾞｳ ｶｲﾙ
髙橋 勇翔(3) 開成 大会新
ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ
田近 資武(3) 王滝
ﾀｼﾞｶ ﾓﾄﾑ
北澤 直也(3) 上田第四
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾔ
上條 飛翔(3) 宮田
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾋﾛﾄ
藤森 寿馬(2) 長峰
ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾏ
宮澤 良織(3) 中川
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾗｵﾙ
髙田 竜生(3) 信明
ﾀｶﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ
谷津 航太(3) 佐久東
ﾔﾂ ｺｳﾀ
小山 翔平(2) 望月
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ
茂手木 伸伍(3) 南宮
ﾓﾃｷﾞ ｼﾝｺﾞ
尾関 響(2) 塩尻
ｵｾﾞｷ ﾋﾋﾞｷ
小西 眞広(3) 南宮
ｺﾆｼ ﾏﾋﾛ
酒井 元気(2) 広徳
ｻｶｲ ｹﾞﾝｷ
坂口 真麒(3) 南箕輪
ｻｶｸﾞﾁ ﾏｻｷ
山本 蓮(2) 鉢盛
ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝ
渡辺 湧真(3) 中込
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ
山岸 翔空(3) 裾花
ﾔﾏｷﾞｼ ﾄｱ
山田 涼(3) 相森
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｮｳ
阿部 啓一郎(3) 裾花
ｱﾍﾞ ｹｲｲﾁﾛｳ
二木 健友(2) 梓川
ﾌﾀﾂｷﾞ ｹﾝﾄ
城取 颯(3) 箕輪
ｼﾛﾄﾘ ｿｳ
黒岩 一城(3) 御代田
ｸﾛｲﾜ ｶｽﾞｷ
山口 大輝(3) 東北
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ
菊池 拓斗(3) 南牧
ｷｸﾁ ﾀｸﾄ
小林 郁弥(3) 茅野東部
ｺﾊﾞﾔｼ ﾌﾐﾔ
小林 一成(3) 浅間
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ
伊藤 聖覧(3) 伊那東部
ｲﾄｳ ｾｲﾗﾝ
向山 若杜(2) 塩尻
ﾑｶｲﾔﾏ ﾜｶﾄ
宇原 琥響(2) 清水
ｳﾊﾗ ｺｵﾄ
大矢 蒼斗(2) 川中島
ｵｵﾔ ｱｵﾄ
市瀬 秀耀(3) 高森
ｲﾁﾉｾ ﾋﾃﾞﾖ

   x    7.26            7.26 

   7.43            7.43   7.29

32 21  8406    x   7.26

31 4  5942   7.29  7.43

  7.47   7.47            7.47 

   7.52            7.52   7.52

30 3  6962    x   7.29

29 6  6416   7.48  6.79

  6.37   7.67            7.67 

   7.67            7.67   7.67

28 15  8126   7.67  6.10

27 1  4139   6.85  7.57

  7.72   7.72            7.72 

   7.80            7.80   7.80

26 17  7888   7.70  7.24

25 9  4012   7.40  7.59

  7.71   7.83            7.83 

   8.04            8.04   7.76

24 20  5628   7.43  7.83

23 5  4259   8.04  7.39

  6.80   8.05            8.05 

   8.05            8.05   7.99

22 10  8023   7.73  8.05

21 2  7343   8.05  7.35

  7.83   8.14            8.14 

   8.26            8.26   7.43

20 7  5713   8.14  7.81

19 8  4922   8.26  7.91

  7.34   8.27            8.27 

   8.36            8.36   8.23

18 12  5721   8.04  8.27

17 14  4123
  7.89  8.36

   x    8.39            8.39 

   8.45            8.45   7.63

16 22  7425   8.20  8.39

15 24  8048   8.23  8.45

  8.11   8.54            8.54 

   8.58            8.58   8.58

14 11  6044   7.79  8.54

13 16  5083    x   7.85

  8.72   8.72            8.72 

   8.96            8.96   8.96

12 25  6417   8.24  8.31

11 26  5097    x    x

  8.92   9.12            9.12 

   9.12            9.12   9.12

10 23  4186    x   9.12

9 27  4162   8.89  8.93

  9.12   9.12   8.55  8.78  7.63  9.12 

   9.43   9.09  9.09  8.41  9.43   9.28

8 13  7001    x   9.00

7 18  8320   9.16  9.43

  9.53   9.58   9.20  9.03  9.31  9.58 

  10.71  11.23 10.67 11.21 11.23  10.71

6 19  7850   9.07  9.58

5 28  8216  10.09   x

 10.54  10.54  11.47 11.29 11.04 11.47 

  12.02  12.22 11.72 12.30 12.30  11.74

4 29  4644  10.27 10.03

3 30  6332  12.02 11.79

 12.42  12.67  12.53 12.43 12.42 12.67 

  14.07  12.77 12.64 13.05 14.07  13.01

2 32  7147  12.67 12.05

1 31  4310  14.07 13.53

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子共通

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



長野県中学記録(CR)               2755 荻原 勇吹                    岡谷東部         2013/06/30  
大会記録(GR)                     2755 荻原 勇吹                    岡谷東部         2013/06/30  

荻原 巧(3) 高社 15.31(+0.6)       11.23        1.69       55.72   2478
ｵｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ     812     560     536     570      1
工藤 航介(3) 伊那東部 15.91(+0.6)       10.36        1.55       54.68   2288
ｸﾄﾞｳ ｺｳｽｹ     743     507     426     612      2
小林 幸男(3) 犀陵 16.73(+1.1)       11.99        1.55       57.36   2192
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｷｵ     653     606     426     507      3
塚田 翔太郎(2) 三郷 16.33(+0.6)        9.70        1.69       58.58   2163
ﾂｶﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ     696     468     536     463      4
松澤 尚弥(3) 白馬 16.19(+0.6)        9.30        1.55       56.81   2109
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ     711     444     426     528      5
降幡 諒成(2) 上田第五 16.96(+0.6)        8.69        1.45       59.12   1831
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ     628     407     352     444      6
井尻 晴登(3) 上田第一 17.81(+0.6)        9.03        1.50       58.43   1828
ｲｼﾞﾘ ﾊﾙﾄ     543     428     389     468      7
小林 草太(2) 軽井沢 17.49(+0.6)        8.13        1.50       58.29   1810
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ     574     374     389     473      8
本多 平良(2) 犀陵 17.51(+1.1)        8.05        1.50     1:00.76   1718
ﾎﾝﾀﾞ ﾀｲﾗ     572     369     389     388      9
宮下 裕毅(3) 伊那 17.74(+1.1)        7.00        1.55       59.52   1712
ﾐﾔｼﾀ ﾕｳｷ     549     307     426     430     10
羽場 太陽(3) 立科 17.93(+0.4)        9.64        1.40     1:00.44   1710
ﾊﾊﾞ ﾀｲﾖｳ     531     464     317     398     11
武士 海人(2) 篠ﾉ井西 17.93(+0.4)        8.75        1.60     1:04.47   1680
ﾀｹｼ ｶｲﾄ     531     411     464     274     12
犬飼 夏基(3) 柳町 19.65(+0.4)        8.95        1.45       57.28   1662
ｲﾇｶｲ ﾅﾂｷ     377     423     352     510     13
傳田 優(3) 篠ﾉ井西 17.47(+1.1)        6.44        1.50     1:01.51   1602
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕﾀｶ     576     274     389     363     14
星野 緑風(3) 野沢 17.94(+1.1)        7.82        1.35     1:00.42   1568
ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ     530     356     283     399     15
山田 瑛太(2) 鉢盛 19.64(+0.4)        7.38        1.40       57.62   1523
ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ     378     330     317     498     16
大木 咲翔(2) 御代田 18.45(+1.1)        7.82        1.30     1:00.03   1500
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ     482     356     250     412     17
中村 陸空(2) 南宮 19.29(+0.4)        6.46        1.50     1:00.40   1472
ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ     407     276     389     400     18
古田 力斗(3) 東御東部 18.93(+0.4)        7.18        1.35     1:00.63   1432
ﾌﾙﾀ ﾘｷﾄ     439     318     283     392     19
新井 ｱﾝｼﾞ(2) 上田第一 18.44(+1.1)        7.93        1.35     1:04.65   1397
ｱﾗｲ  ｱﾝｼﾞ     483     362     283     269     20
酒井 柊哉(3) 東北 19.74(+0.4)        7.92        1.45     1:03.32   1391
ｻｶｲ ｼｭｳﾔ     370     362     352     307     21
上條 晄生(3) 上諏訪 19.07(+0.4)        7.05        1.30     1:02.31   1324
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳｾｲ     426     310     250     338     22
奥原 時光(2) 鉢盛 19.63(+0.4)        7.47        1.30     1:01.79   1318
ｵｸﾊﾗ ﾄｷﾐﾂ     379     335     250     354     23
小笠原 巧真(2) 高綱 21.23(+0.4)        7.17        1.40     1:02.82   1215
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾏ     259     317     317     322     24
髙田 秀治(3) 茅野東部 22.62(+0.4)        8.52        1.40     1:12.48    976
ﾀｶﾀﾞ ｼｭｳｼﾞ     172     397     317      90     25
濱 璃音(2) 原 20.73(+0.4)        5.46 NM     1:05.00    771
ﾊﾏ ﾘｵﾝ     294     218       0     259     26

総合得点
順位

 5147

男子混成

四種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 110mH 400mSP HJ

 8127

 5799

 6701

 6825

 4677

 5846

 5393

 5877

 4087

 7423

 4596

 4246

 5804

 8085

 4333

 7700

 7420

 7171

 7886

 8685

 4273

 5096

 8772

 8811

 5624
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