
大会コード 19173506

： 令和元(２０１９)年９月１４日（土）
： 長野市営陸上競技場（競技場コード 172070）
： 長野県中学校体育連盟　長野県教育委員会

(一財)長野陸上競技協会
： 長野市教育委員会
： 信濃毎日新聞社　信越放送株式会社
： 東信地区中学校体育連盟　北信地区中学校体育連盟　
： 梨子田 昌央
： 浦野 義忠(トラック) 伊藤 利博(フィールド)

細田 完二(招集所)
： 山野井 宏彰

■グラウンドコンディション

■フィールド競技における記号の説明
成功・有効試技 失敗・無効試技 パス 試合放棄

■失格の略号の説明
不正スタート (R162-7)
ハードルを越えなかった (R168-7)
故意にハードルを倒した (R168-7b)

■この競技会で樹立された記録
従来の記録記録の種類
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山本 赳瑠 (2)
佐々木 隆之介 (2)



第47回長野県中学校新人陸上競技大会(東北信) ﾄﾗｯｸ審判長 浦野 義忠

【開催日】 令和元年9月14日(土) ﾌｨｰﾙﾄﾞ審判長 伊藤 利博
【主催団体】 長野県中学校体育連盟 招集所審判長 細田 完二

記録主任 山野井 宏彰

決勝記録一覧表 招集所審判長 細田 完二

(GR:大会新) 男  子 【競技場】長野市営陸上競技場
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

 9/14 男子1年  -0.9 昌山 俊也(1) 12.45 田中 粋(1) 12.47 大工原 政斗(1) 12.79 北村 海晴(1) 12.81 田中 開登(1) 12.84 上野 聖闘(1) 12.89 宮崎 陽翔(1) 13.00 山崎 竜(1) 13.26

100m 市立長野 丸子 佐久東 小諸東 松代 飯山城南 戸倉上山田 南宮

 9/14 男子2年  -1.3 山本 赳瑠(2) 11.50 伊藤 壮一郎(2) 11.91 高津 明和(2) 11.93 髙木 柚希(2) 11.97 丸山 昴(2) 12.08 田中 豪(2) 12.17 石井 光祐(2) 12.17 小林 寿成(2) 12.50

100m 小諸東 小諸東 川中島 中野平 常盤 須坂東 中込 信濃

 9/14 男子共通 山崎 聡一朗(2) 54.59 中野 太惺(2) 56.71 竹内 睦喜(1) 57.56 備後 琉空(2) 57.59 久保田 誠(2) 57.94 春日 信太朗(2) 58.06 古田 旭(2) 59.13 金子 綾斗(2) 1:02.34

400m 中野平 長野東部 野沢 東御東部 上田第三 坂城 川中島 上田第五

 9/14 男子1年 滝沢 智博(1) 4:43.59 内堀 翼(1) 4:45.80 金子 倖大(1) 4:45.98 曽根 ひのき(1) 4:48.21 永泉 晴翔(1) 4:48.71 望月 虹希(1) 4:52.10 高津 玲(1) 4:57.10 安藤 結星(1) 5:01.12

1500m 上田第五 丸子北 臼田 柳町 墨坂 東北 高社 川中島

 9/14 男子2年 田下 輝稀(2) 4:29.28 瀧澤 漣(2) 4:31.58 金子 一渓(2) 4:35.25 倉嶋 颯太(2) 4:39.76 池田 惺哉(2) 4:39.97 山﨑 和音斗(2) 4:40.41 横山 歩希(2) 4:41.96 中澤 大夢(2) 4:42.81

1500m 浅間 山ﾉ内 川中島 長野東部 信濃 川中島 裾花 更北

 9/14 男子2年 永原 颯磨(2) 9:31.19 大澤 汰暉(2) 9:31.87 吉岡 斗真(2) 10:04.33 内藤 悠大(2) 10:16.75 横山 廉汰郎(2) 10:17.10 白井 充大(2) 10:17.45 新井 拓実(2) 10:24.10 嶋田 大輝(2) 10:24.96
3000m 川中島 長野日大 川中島 小諸東 東御東部 依田窪南部 上田第三 高社

 9/14 男子1年  +1.2 木内 光波(1) 14.47 松岡 遙玖(1) 15.94 佐藤 悠輝(1) 16.17 山本 祐弥(1) 17.45 雨宮 伊吹(1) 17.64 伊東 海翔(1) 17.71 田村 快斗(1) 17.78 湯本 毅郎(1) 18.20

100mH(0.838m) 浅間 GR 篠ﾉ井西 上田第一 小諸東 市立長野 上田第四 犀陵 高社

 9/14 男子2年  -0.9 菊池 優介(2) 15.57 降幡 諒成(2) 16.64 德嵩 力也(2) 16.69 川村 佐助(2) 16.85 小林 草太(2) 16.92 今関 隼也(2) 16.98 宮崎 凌央(2) 17.19 田村 斡也(2) 18.44

110mH(0.914m) 浅間 上田第五 櫻ヶ岡 上田第一 軽井沢 御代田 犀陵 長野東部

 9/14 小諸東       44.46 川中島       47.12 東北       47.23 上田第四       47.70 信濃       47.94 長野東部       48.02 須坂東       48.37 中込       49.38
4×100m 榊原 歩(2) GR 大矢 蒼斗(2) 千野 颯太(2) 伊東 海翔(1) 佐藤 駿也(2) 岡谷 嵩宗(2) 竹前 柚汰(2) 由井 晴陽(2)

伊藤 壮一郎(2) 古田 旭(2) 佐藤 佑基(2) 樋口 優宝(2) 青栁 伸哉(2) 田村 斡也(2) 中野 龍司(2) 石井 光祐(2)

佐々木 隆之介(2) 齊藤 安里(2) 小林 薫平(2) 西田 陸人(2) 池田 航琉(2) 小池 将聖(2) 吉澤 大和(2) 関口 凰雅(2)

山本 赳瑠(2) 高津 明和(2) 塚原 直翔(2) 熊谷 槍一(2) 小林 寿成(2) 中野 太惺(2) 田中 豪(2) 塩川 直人(1)

 9/14 男子1年 平澤 岳士(1) 1.45 上野 叶(1) 1.40 平瀨 祐真(1) 1.35 夏目 翔太(1) 1.35 割田 匠(1) 1.35 山口 禮輝(1) 1.30 山﨑 基(1) 犀陵 1.25

走高跳 広徳 南宮 南宮 篠ﾉ井西 柳町 小諸東 轟 恭貴(1) 柳町

 9/14 男子2年 武士 海人(2) 1.70 浅野 珂生(2) 1.65 小林 来夢(2) 1.60 河瀬 空雅(2) 1.60 本多 平良(2) 1.50 櫻井 絢悠(2) 1.45 羽田 琉希(2) 1.45 中野 龍司(2) 1.45
走高跳 篠ﾉ井西 相森 南宮 相森 犀陵 野沢 東北 須坂東

 9/14 男子共通 湯本 透(2) 2.90 北村 櫂(2) 2.40 柏木 健太(1) 2.00

棒高跳 常盤 上田第五 上田第一

 9/14 男子1年 伊藤 琉冴(1) 5.30(-0.5) 柿澤 一護(1) 5.01(-0.7) 小林 琉惺(1) 4.96(-0.7) 工藤 優真(1) 4.81(+0.5) 山田 健仁(1) 4.59(+0.2) 土屋 春喜(1) 4.58(+0.8) 鷲尾 雄飛(1) 4.55(-0.3) 渡邊 健斗(1) 4.34(-2.5)

走幅跳 相森 裾花 飯山城北 野沢 南宮 中込 市立長野 七二会

 9/14 男子2年 小林 碧空(2) 6.27(+1.5) 佐々木 隆之介(2)6.01(+1.8) 佐藤 駿也(2) 5.87(+1.2) 高橋 旭輝(2) 5.64(+2.7) 西田 陸人(2) 5.58(+2.2) 吉澤 潤(2) 5.53(+2.2) 西 俊弥(2) 5.46(+2.2) 吉原 悠(2) 5.42(+2.2)

走幅跳 望月 小諸東 信濃 高社 上田第四 更北 上田第五 裾花

 9/14 男子1年 吉田 藍登(1) 9.57 庄村 春輝(1) 8.33 大宮 悠希(1) 7.61 小林 鈴弥(1) 7.36 小嶋 大輝(1) 7.29 関 一翔(1) 7.29 花里 叶多(1) 7.04 山﨑 琳太郎(1) 6.86

砲丸投(4.000kg) 犀陵 篠ﾉ井西 長野北部 更北 犀陵 南宮 佐久東 川中島

 9/14 男子2年 小山 翔平(2) 9.95 酒井 元気(2) 9.92 前澤 光樹(2) 8.97 依田 遼(2) 8.35 小林 圭太(2) 8.22 松本 亮(2) 8.17 竹本 伊浬真(2) 7.68 上倉 琉夏(2) 7.41

砲丸投(5.000kg) 望月 広徳 飯山城南 佐久東 栄 市立長野 軽井沢 栄



予選 9月14日  9:35
決勝 9月14日 15:25

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)                    11.82 伊藤 壮一郎                  小諸東           2018        

[ 1組] 風速 -2.2 [ 2組] 風速 -1.6

 1 阿部 ﾀｹﾙ(1)     13.68  1 永井 温人(1)     13.52 
ｱﾍﾞ ﾀｹﾙ 相森 ﾅｶﾞｲ ﾊﾙﾄ 広徳

 2 清水 夏紀(1)     13.71  2 月岡 穂希(1)     13.65 
ｼﾐｽﾞ ﾅﾂｷ 東北 ﾂｷｵｶ ﾎﾏﾚ 栄

 3 小須田 翔(1)     13.78  3 下田 真斗(1)     13.71 
ｺｽﾀﾞ ｶｹﾙ 浅間 ｼﾓﾀﾞ  ﾏﾅﾄ 中野平

 4 土屋 翔貴(1)     13.98  4 荒井 蒼優(1)     14.69 
ﾂﾁﾔ ｼｮｳｷ 広徳 ｱﾗｲ ｿｳﾕｳ 飯綱

 5 横尾 唯吹(1)     14.62  5 滝澤 頼人(1)     14.73 
ﾖｺｵ ｲﾌﾞｷ 芦原 ﾀｷｻﾞﾜ ﾗｲﾄ 七二会

 6 春日 宣秀(1)     14.90  6 山﨑 凌(1)     14.98 
ｶｽｶﾞ ﾉﾘﾋﾃﾞ 篠ﾉ井西 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳ 飯山城北

 7 長田 佳久(1)     16.77  7 小林 龍典(1)     16.01 
ｵｻﾀﾞ ﾖｼﾋｻ 長野北部 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 東御東部

  吉田 蒼一郎(1)       8 大小田 優和(1)     17.23 
ﾖｼﾀﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 埴生 ｵｵｺﾀ ﾕｳﾄ 若穂

  弓田 大雅(1)        山下 智也(1)      
ﾕﾐﾀ ﾀｲｶﾞ 墨坂 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ 上田第四

[ 3組] 風速 -0.4 [ 4組] 風速 -1.0

 1 田中 粋(1)     12.50 q  1 北村 海晴(1)     13.03 q
ﾀﾅｶ ｽｲ 丸子 ｷﾀﾑﾗ ｶｲｾｲ 小諸東

 2 田中 開登(1)     12.96 q  2 山崎 竜(1)     13.12 q
ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 松代 ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳ 南宮

 3 早﨑 蒼心(1)     13.34  3 堀川 和樹(1)     13.25 
ﾊﾔｻｷ ｿｳｼﾞﾝ 御代田 ﾎﾘｶﾜ ｶｽﾞｷ 更北

 4 青山 凌大(1)     13.48  4 清水 大輝(1)     13.69 
ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 櫻ヶ岡 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ 佐久東

 5 今井 平和(1)     13.50  5 吉澤 孝太(1)     14.27 
ｲﾏｲ ﾀｲﾄ 立科 ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳﾀ 丸子

 6 鈴木 昇汰(1)     13.74  6 峯村 寛大(1)     14.36 
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 芦原 ﾐﾈﾑﾗ ｶﾝﾀ 木島平

 7 篠田 啓太(1)     13.87  7 佐伯 晃士朗(1)     14.62 
ｼﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 上田第四 ｻｴｷ ｺｳｼﾛｳ 裾花

 8 百瀬 孔(1)     14.47  8 青木 幸太(1)     15.29 
ﾓﾓｾ ｺｳ 須坂東 ｱｵｷ ｺｳﾀ 篠ﾉ井東

 9 三井 匠(1)     15.83  9 吉田 遊(1)     15.63 
ﾐﾂｲ ﾀｸﾐ 南宮 ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ 軽井沢

[ 5組] 風速 -1.7 [ 6組] 風速 -1.6

 1 大工原 政斗(1)     12.91 q  1 伊藤 燦(1)     13.26 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 佐久東 ｲﾄｳ ｻﾝ 裾花

 2 齋藤 鉄(1)     13.41  2 福田 悠貴(1)     14.01 
ｻｲﾄｳ ﾃﾂ 更北 ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｷ 長野北部

 3 中山 星太(1)     13.56  3 花見 唯斗(1)     14.05 
ﾅｶﾔﾏ ｾｲﾀ 豊野 ﾊﾅﾐ ﾕｲﾄ 上田第五

 4 齊藤 裕人(1)     13.78  4 福澤 直(1)     14.09 
ｻｲﾄｳ ﾕｳﾄ 戸倉上山田 ﾌｸｻﾞﾜ ﾅｵ 柳町

 5 田淵 諒大(1)     13.83  5 大日方 真(1)     14.12 
ﾀﾌﾞﾁ ﾘｮｳﾀ 墨坂 ｵﾋﾞﾅﾀ ｼﾝ 信大附属長野

 6 三井 獅道(1)     13.88  6 小林 彩翔(1)     14.97 
ﾐﾂｲ ｼﾄﾞｳ 常盤 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾄ 木島平

 7 相澤 史翔(1)     14.54  7 新井 颯(1)     15.89 
ｱｲｻﾞﾜ ﾌﾐﾄ 飯綱 ｱﾗｲ ﾊﾔﾃ 七二会

 8 林部 禄(1)     15.70   武田 大輔(1)      
ﾊﾔｼﾍﾞ ﾛｸ 市立長野 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 塩田 DNS

2  4945 6  6172

9  5197 8  6071

4  4892 2  5039

5  8807 7  4571

6  4779 5  5409

8  6090 4  4681

3  5988 9  5651

3  5068 5  4212

7  4175 3  5744
No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

7  4330 6  4485

8  4654 9  5752

5  4315 3  5034

2  4965 1  5823

9  5420 7  4176

1  4264 4  5984

6  5880 2  5061

DNS
9  4942 5  4653

4  4484 8  4292
No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

5  4311 3  6073

6  5658 4  4398

3  5852 8  5352

2  4780 1  5915

1  6063 2  5195

8  4156 9  5104

7  5640 7  5286

男子1年

100m

予選 通過基準  9組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
4  4929 6  6060

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



[ 7組] 風速 -0.1 [ 8組] 風速 -2.2

 1 宮崎 陽翔(1)     12.91 q  1 上野 聖闘(1)     13.10 q
ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 戸倉上山田 ｳｴﾉ ｾｲﾄ 飯山城南

 2 輿石 絆(1)     13.22  2 中村 功太郎(1)     13.72 
ｺｼｲｼ ｷｽﾞﾅ 南牧 ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 信大附属長野

 3 藤沢 政信(1)     13.48  3 町田 煌季(1)     13.84 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 小諸東 ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｷ 高社

 4 山﨑 達也(1)     13.71  4 宮川 大誠(1)     14.28 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾔ 飯山城南 ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ 篠ﾉ井東

 5 林 琉昊(1)     13.92  5 藤澤 友成(1)     14.44 
ﾊﾔｼ ﾙｲｺﾞ 上田第五 ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳｾｲ 柳町

 6 轟 魁人(1)     14.22  6 秋山 恵澄(1)     14.59 
ﾄﾄﾞﾛｷ ｶｲﾄ 長野東部 ｱｷﾔﾏ ｹｲﾄ 浅間

 7 待井 蒼海(1)     14.57  7 寺島 遙希(1)     15.39 
ﾏﾁｲ ｵｳﾐ 篠ﾉ井西 ﾃﾗｼﾏ ﾊﾙｷ 小布施

 8 有沢 優(1)     17.42   竹内 蓮馬(1)      
ｱﾘｻﾜ ﾕｳ 野沢 ﾀｹｳﾁ ﾚﾝﾏ 長野東部

[ 9組] 風速 -2.2

 1 昌山 俊也(1)     12.84 q
ｼｮｳﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 市立長野

 2 成澤 優希(1)     13.73 
ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ 東御東部

 3 鈴木 陽大(1)     13.80 
ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀﾞｲ 御代田

 4 片山 健(1)     14.22 
ｶﾀﾔﾏ  ｹﾝ 中野平

 5 田中 流星(1)     14.62 
ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ 上田第二

 6 傳田 拓海(1)     15.17 
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾀｸﾐ 櫻ヶ岡

 7 大澤 直道(1)     15.18 
ｵｵｻﾜ ﾅｵﾐﾁ 野沢

  西澤 倖輝(1)      
ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｷ 東北

風速 -0.9

 1 昌山 俊也(1)     12.45 
ｼｮｳﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 市立長野

 2 田中 粋(1)     12.47 
ﾀﾅｶ ｽｲ 丸子

 3 大工原 政斗(1)     12.79 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 佐久東

 4 北村 海晴(1)     12.81 
ｷﾀﾑﾗ ｶｲｾｲ 小諸東

 5 田中 開登(1)     12.84 
ﾀﾅｶ ｶｲﾄ 松代

 6 上野 聖闘(1)     12.89 
ｳｴﾉ ｾｲﾄ 飯山城南

 7 宮崎 陽翔(1)     13.00 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 戸倉上山田

 8 山崎 竜(1)     13.26 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳ 南宮
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予選 9月14日  9:10
決勝 9月14日 15:30

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)                    11.32 黒岩 浩平                    飯綱             1998        

[ 1組] 風速 -3.2 [ 2組] 風速 -1.8

 1 山本 赳瑠(2)     11.67 q  1 高津 明和(2)     12.06 q
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 小諸東 ﾀｶﾂ ﾄｵﾜ 川中島

 2 西澤 依吹(2)     12.78  2 大津 悠真(2)     12.66 
ﾆｼｻﾞﾜ ｲﾌﾞｷ 南宮 ｵｵﾂ ﾕｳﾏ 櫻ヶ岡

 3 岡谷 嵩宗(2)     12.81  3 戸枝 篤志(2)     12.68 
ｵｶﾔ ﾀｶﾑﾈ 長野東部 ﾄｴﾀﾞ ｱﾂｼ 望月

 4 山﨑 大虹(2)     12.89  4 小林 颯(2)     13.04 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｺｳ 市立長野 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 更北

 5 太田 翔斗(2)     13.49  5 西澤 啓太(2)     13.63 
ｵｵﾀ ﾊﾔﾄ 櫻ヶ岡 ﾆｼｻﾞﾜ ｹｲﾀ 篠ﾉ井西

 6 齋藤 龍我(2)     13.89  6 有井 祥悟(2)     13.97 
ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 犀陵 ｱﾘｲ ｼｮｳｺﾞ 野沢

 7 池田 伊吹(2)     14.17  7 佐藤 汰樹(2)     14.09 
ｲｹﾀﾞ ｲﾌﾞｷ 飯山城北 ｻﾄｳ ﾀｲｷ 墨坂

 8 中谷 拓磨(2)     14.69  8 鈴木 麻央(2)     14.78 
ﾅｶﾔ ﾀｸﾏ 篠ﾉ井東 ｽｽﾞｷ ﾏｵ 広徳

  深澤 結也(2)      
ﾌｶｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 柳町

[ 3組] 風速 -2.0 [ 4組] 風速 -2.5

 1 田中 豪(2)     12.37 q  1 髙木 柚希(2)     12.10 q
ﾀﾅｶ ｺﾞｳ 須坂東 ﾀｶｷﾞ  ﾕｽﾞｷ 中野平

 2 藤牧 奏夢(2)     12.92  2 宮澤 健人(2)     12.43 
ﾌｼﾞﾏｷ ｶﾅﾑ 佐久東 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 浅間

 3 樋口 優宝(2)     12.93  3 青栁 伸哉(2)     12.98 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾎ 上田第四 ｱｵﾔｷﾞ ｼﾝﾔ 信濃

 4 小池 将聖(2)     13.02  4 松澤 武(2)     13.22 
ｺｲｹ ﾏｻﾄ 長野東部 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 飯山城南

 5 安田 雄祈(2)     13.61  5 竹内 大智(2)     13.57 
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ 東御東部 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 上田第六

 6 栁澤 勇太(2)     14.01  6 青木 琥汰郎(2)     13.79 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 野沢 ｱｵｷ ｺﾀﾛｳ 市立長野

 7 尾上 陽斗(2)     14.30  7 島﨑 大和(2)     13.94 
ｵﾉｳｴ ﾊﾙﾄ 広徳 ｼﾏｻﾞｷ ﾔﾏﾄ 信大附属長野

 8 藤木 優麻(2)     15.26   柳澤 宏太朗(2)      
ﾌｼﾞｷ ﾕｳﾏ 栄 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳﾀﾛｳ 長野北部

[ 5組] 風速 -1.0 [ 6組] 風速 -1.7

 1 伊藤 壮一郎(2)     11.91 q  1 石井 光祐(2)     12.19 q
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 小諸東 ｲｼｲ ｺｳｽｹ 中込

 2 小林 寿成(2)     12.36 q  2 宮本 昇舞(2)     12.48 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾅﾘ 信濃 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ 裾花

 3 佐藤 亘之佑(2)     12.80  3 山本 一輝(2)     12.66 
ｻﾄｳ ｺｳﾉｽｹ 南宮 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 御代田

 4 千野 颯太(2)     13.02  4 山浦 雅斗(2)     13.54 
ﾁﾉ ｿｳﾀ 東北 ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 望月

 5 永峯 新大(2)     13.26  5 東 靖人(2)     13.73 
ﾅｶﾞﾐﾈ ｱﾗﾀ 飯山城南 ｱｽﾞﾏ ﾔｽﾋﾄ 川中島

 6 小笠原 宙(2)     13.89  6 後藤 穂高(2)     13.86 
ｵｶﾞｻﾜﾗ ｿﾗ 飯山城北 ｺﾞﾄｳ  ﾎﾀｶ 中野平

 7 依田 朋哉(2)     13.94  7 新海 悠仁(2)     14.49 
ﾖﾀﾞ ﾄﾓﾔ 更北 ｼﾝｶｲ ﾕｳｼﾞﾝ 南牧

 8 田子 涼介(2)     14.66   下田 知樹(2)      
ﾀｺﾞ ﾘｮｳｽｹ 墨坂 ｼﾓﾀﾞ ﾄﾓｷ 常盤 DNS
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[ 7組] 風速 -3.3 [ 8組] 風速 -1.7

 1 髙畑 良太(2)     12.49  1 丸山 昴(2)     11.96 q
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 中込 ﾏﾙﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ 常盤

 2 塚原 直翔(2)     12.54  2 熊谷 槍一(2)     12.68 
ﾂｶﾊﾗ ﾅｵﾄ 東北 ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ 上田第四

 3 森 暖向太(2)     13.04  3 松澤 虎太郎(2)     13.10 
ﾓﾘ ﾋﾅﾀ 戸倉上山田 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 若穂

 4 竹前 柚汰(2)     13.56  4 金澤 蒼海(2)     13.12 
ﾀｹﾏｴ ﾕｳﾀ 須坂東 ｶﾅｻﾞﾜ ｱｵﾐ 御代田

 5 塩原 拓実(2)     13.66  5 小林 琉依(2)     13.22 
ｼｵﾊﾗ ﾀｸﾐ 裾花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｲ 犀陵

 6 小林 れん(2)     14.11  6 古川 智颯(2)     13.56 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 小布施 ﾌﾙｶﾜ ﾁﾊﾔ 信大附属長野

 7 水澤 貴斗(2)     14.27  7 山口 暖人(2)     13.74 
ﾐｽﾞｻﾜ ﾀｶﾄ 軽井沢 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ 長野西部

 8 中島 優輝(2)     14.38  8 菊池 央輝(2)     15.19 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 篠ﾉ井西 ｷｸﾁ ｵｳｷ 南牧

風速 -1.3

 1 山本 赳瑠(2)     11.50 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 小諸東

 2 伊藤 壮一郎(2)     11.91 
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 小諸東

 3 高津 明和(2)     11.93 
ﾀｶﾂ ﾄｵﾜ 川中島

 4 髙木 柚希(2)     11.97 
ﾀｶｷﾞ  ﾕｽﾞｷ 中野平

 5 丸山 昴(2)     12.08 
ﾏﾙﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ 常盤

 6 田中 豪(2)     12.17 
ﾀﾅｶ ｺﾞｳ 須坂東

 7 石井 光祐(2)     12.17 
ｲｼｲ ｺｳｽｹ 中込

 8 小林 寿成(2)     12.50 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾅﾘ 信濃
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予選 9月14日  8:50
決勝 9月14日 13:55

長野県中学記録(CR)              49.54 落合 華七斗                  堀金             2019/09/01  
大会記録(GR)                    52.96 村越 友哉                    南宮             2015        

[ 1組] [ 2組]

 1 備後 琉空(2)     56.56 q  1 竹内 睦喜(1)     58.08 q
ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ 東御東部 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 野沢

 2 古田 旭(2)     58.08 q  2 新井 ｱﾝｼﾞ(2)   1:01.90 
ﾌﾙﾀ ｱｻﾋ 川中島 ｱﾗｲ ｱﾝｼﾞ 上田第一

 3 小田切 健斗(2)     58.67  3 古川 綾斗(2)   1:03.90 
ｺﾀｷﾞﾘ ｹﾝﾄ 櫻ヶ岡 ﾌﾙｶﾜ ｱﾔﾄ 裾花

 4 田崎 巧人(2)     58.85  4 澤田 琉斗(1)   1:05.66 
ﾀｻﾞｷ ﾀｸﾄ 小諸東 ｻﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾄ 木島平

 5 若林 太翔(2)     59.39  5 玉井 雄飛(1)   1:06.26 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾄ 高社 ﾀﾏｲ ﾕｳﾋ 若穂

 6 新井 一愼(2)   1:06.01  6 西澤 泰生(2)   1:11.66 
ｱﾗｲ ｲｯｼﾝ 更北 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｲｾｲ 墨坂

 7 寺澤 志竜(1)   1:09.38  7 重田 剛志(1)   1:13.23 
ﾃﾗｻﾜ ｼﾘｭｳ 松代 ｼｹﾞﾀ ﾂﾖｼ 浅間

 8 大内 湊(1)   1:10.60   由井 晴陽(2)      
ｵｵｳﾁ ｿｳ 飯綱 ﾕｲ ﾊﾙﾔ 中込

 9 徳永 大雅(1)   1:21.58   吉井 啓人(1)      
ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｲｶﾞ 長野北部 ﾖｼｲ ﾋﾛﾄ 長野北部

[ 3組] [ 4組]

 1 山崎 聡一朗(2)     54.79 q  1 中野 太惺(2)     56.90 q
ﾔﾏｻﾞｷｿｳｲﾁﾛｳ 中野平 ﾅｶﾉ ﾀｲｾｲ 長野東部

 2 金子 綾斗(2)     58.54 q  2 久保田 誠(2)     58.37 q
ｶﾈｺ ｱﾔﾄ 上田第五 ｸﾎﾞﾀ ﾏｺﾄ 上田第三

 3 小林 薫平(2)     59.29  3 春日 信太朗(2)     58.56 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾝﾍﾟｲ 東北 ｶｽｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 坂城

 4 髙橋 和宏(2)   1:01.09  4 米山 瑠(2)   1:01.47 
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾋﾛ 飯山城南 ﾖﾈﾔﾏ ﾘｭｳ 御代田

 5 岩村 楽都(2)   1:01.39  5 中村 倫啓(1)   1:04.50 
ｲﾜﾑﾗ ｶﾞｸﾄ 市立長野 ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ 柳町

 6 巽 大葵(2)   1:04.92  6 宮﨑 蒼空(1)   1:04.75 
ﾀﾂﾐ ﾀﾞｲｷ 篠ﾉ井東 ﾐﾔｻﾞｷ ｿﾗ 広徳

 7 丸山 匠(1)   1:05.94  7 黒川 侑(2)   1:09.52 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ 常盤 ｸﾛｶﾜ ﾕｳ 南宮

 8 飯野 隼(1)   1:06.76  8 北村 侑大(1)   1:12.19 
ｲｲﾉ ｼﾞｭﾝ 佐久東 ｷﾀﾑﾗ ﾕｳﾀ 篠ﾉ井西

  水野 流星(1)      
ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳｾｲ 丸子

 1 山崎 聡一朗(2)     54.59 
ﾔﾏｻﾞｷｿｳｲﾁﾛｳ 中野平

 2 中野 太惺(2)     56.71 
ﾅｶﾉ ﾀｲｾｲ 長野東部

 3 竹内 睦喜(1)     57.56 
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 野沢

 4 備後 琉空(2)     57.59 
ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ 東御東部

 5 久保田 誠(2)     57.94 
ｸﾎﾞﾀ ﾏｺﾄ 上田第三

 6 春日 信太朗(2)     58.06 
ｶｽｶﾞ ｼﾝﾀﾛｳ 坂城

 7 古田 旭(2)     59.13 
ﾌﾙﾀ ｱｻﾋ 川中島

 8 金子 綾斗(2)   1:02.34 
ｶﾈｺ ｱﾔﾄ 上田第五
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9  4486
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4  5934 1  8811
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決勝 9月14日 12:35

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)                  4:23.61 越 陽汰                      川中島           2015        

[ 1組] [ 2組]

 1 滝沢 智博(1)   4:43.59  1 中原 凌(1)   5:02.20 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 上田第五 ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳ 戸倉上山田

 2 内堀 翼(1)   4:45.80  2 関口 渓瑚(1)   5:03.83 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾂﾊﾞｻ 丸子北 ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｺﾞ 佐久東

 3 金子 倖大(1)   4:45.98  3 伊藤 滉晟(1)   5:04.99 
ｶﾈｺ ｺｳﾀ 臼田 ｲﾄｳ ｺｳｾｲ 裾花

 4 曽根 ひのき(1)   4:48.21  4 與川 竜陽(1)   5:07.83 
ｿﾈ ﾋﾉｷ 柳町 ﾖｶﾜ ﾘｭｳﾋ 東御東部

 5 永泉 晴翔(1)   4:48.71  5 酒井 佑月絆(1)   5:13.50 
ﾅｶﾞｲｽﾞﾐ ﾊﾙﾄ 墨坂 ｻｶｲ ﾕﾂﾞｷ 篠ﾉ井東

 6 望月 虹希(1)   4:52.10  6 大工原 礼人(1)   5:14.25 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｺｳｷ 東北 ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｱﾔﾄ 佐久東

 7 高津 玲(1)   4:57.10  7 田村 康太郎(1)   5:16.26 
ﾀｶﾂ ﾚｲ 高社 ﾀﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ 長野東部

 8 安藤 結星(1)   5:01.12  8 和田 悠誠(1)   5:18.16 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ 川中島 ﾜﾀﾞ ﾕｳｾｲ 裾花

 9 鷲野 流冴(1)   5:01.74  9 中澤 太樹(1)   5:18.52 
ﾜｼﾉ ﾘｭｳｻ 飯山城南 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｲｼﾞｭ 浅間

10 五十嵐 史(1)   5:05.01 10 矢澤 泰紀(1)   5:18.81 
ｲｶﾞﾗｼ ﾌﾋﾞﾄ 南牧 ﾔｻﾞﾜ ﾀｲｷ 東北

11 坂口 光志(1)   5:05.07 11 篠塚 康介(1)   5:20.17 
ｻｶｸﾞﾁ ｺｳｼ 木島平 ｼﾉﾂﾞｶ ｺｳｽｹ 須坂東

12 花岡 佑洋(1)   5:05.21 12 鈴木 陽向(1)   5:27.26 
ﾊﾅｵｶ ﾕｳﾖｳ 信大附属長野 ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ 立科

13 小林 遼介(1)   5:12.96 13 平川 哉太(1)   5:27.52 
ｺﾊﾞﾔｼﾘｮｳｽｹ 戸隠 ﾋﾗｶﾜ ｶﾅﾀ 小諸東

14 川浦 風雅(1)   5:16.45   青木 悠磨(1)      
ｶﾜｳﾗﾌﾐﾔ 戸隠 ｱｵｷ ﾕｳﾏ 須坂東

15 塩川 直人(1)   5:18.95   依田 魁星(1)      
ｼｵｶﾜ ﾅｵﾄ 中込 ﾖﾀﾞ ｶｲｾｲ 小諸東

16 築山 瑛人(1)   5:23.54   関谷 碧人(1)      
ﾂｷﾔﾏ ｱｷﾄ 野沢 ｾｷﾔ ﾘｸﾄ 更北

  小林 蓮門(1)        吾妻 悠登(1)      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝﾄ 野沢 ｱｶﾞﾂﾏ ﾕｳﾄ 七二会

[ 3組]

 1 市川 公陽(1)   5:07.79 
ｲﾁｶﾜ ｷﾐﾊﾙ 芦原

 2 増田 康太郎(1)   5:08.59 
ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 小布施

 3 宮内 晴生(1)   5:10.49 
ﾐﾔｳﾁ ﾊﾙｷ 飯山城南

 4 清水 一真(1)   5:15.36 
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞﾏ 広徳

 5 町田 泰乙(1)   5:24.02 
ﾏﾁﾀﾞ ﾀｲﾄ 墨坂

 6 月岡 大知(1)   5:26.55 
ﾂｷｵｶ ﾀﾞｲﾁ 南宮

 7 木田 翔大(1)   5:31.74 
ｷﾀﾞ ｼｮｳﾀ 市立長野

 8 小林 宇宙(1)   5:33.90 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 東御東部

 9 中山 智輝(1)   5:35.66 
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｷ 信大附属長野

10 望月 拓弥(1)   5:41.14 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｸﾔ 篠ﾉ井東

11 渡邉 優翔(1)   5:46.15 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 木島平

12 小岩 奏太(1)   5:47.33 
ｺｲﾜ ｿｳﾀ 篠ﾉ井西

13 山田 天翔(1)   5:49.56 
ﾔﾏﾀﾞ ﾃﾝｼｮｳ 南宮

14 山元 愁惺(1)   5:50.01 
ﾔﾏﾓﾄ ｼｭｳｾｲ 長野北部

15 岩村 永太(1)   6:18.53 
ｲﾜﾑﾗ ｴｲﾀ 飯綱

16 中村 忠道(1)   6:33.80 
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾀﾞﾐﾁ 柳町

  伊藤 琉河(1)      
ｲﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 常盤

男子1年

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

17  4518 3  4173
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16  5947 10  5749
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12  5295 6  4155
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3  6101 4  4970
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DNS
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14  5657

4
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DNS
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   1 滝沢 智博(1) 上田第五     4:43.59   1   1
   2 内堀 翼(1) 丸子北     4:45.80   1   2
   3 金子 倖大(1) 臼田     4:45.98   1   3
   4 曽根 ひのき(1) 柳町     4:48.21   1   4
   5 永泉 晴翔(1) 墨坂     4:48.71   1   5
   6 望月 虹希(1) 東北     4:52.10   1   6
   7 高津 玲(1) 高社     4:57.10   1   7
   8 安藤 結星(1) 川中島     5:01.12   1   8
   9 鷲野 流冴(1) 飯山城南     5:01.74   1   9
  10 中原 凌(1) 戸倉上山田     5:02.20   2   1
  11 関口 渓瑚(1) 佐久東     5:03.83   2   2
  12 伊藤 滉晟(1) 裾花     5:04.99   2   3
  13 五十嵐 史(1) 南牧     5:05.01   1  10
  14 坂口 光志(1) 木島平     5:05.07   1  11
  15 花岡 佑洋(1) 信大附属長野     5:05.21   1  12
  16 市川 公陽(1) 芦原     5:07.79   3   1
  17 與川 竜陽(1) 東御東部     5:07.83   2   4
  18 増田 康太郎(1) 小布施     5:08.59   3   2
  19 宮内 晴生(1) 飯山城南     5:10.49   3   3
  20 小林 遼介(1) 戸隠     5:12.96   1  13
  21 酒井 佑月絆(1) 篠ﾉ井東     5:13.50   2   5
  22 大工原 礼人(1) 佐久東     5:14.25   2   6
  23 清水 一真(1) 広徳     5:15.36   3   4
  24 田村 康太郎(1) 長野東部     5:16.26   2   7
  25 川浦 風雅(1) 戸隠     5:16.45   1  14
  26 和田 悠誠(1) 裾花     5:18.16   2   8
  27 中澤 太樹(1) 浅間     5:18.52   2   9
  28 矢澤 泰紀(1) 東北     5:18.81   2  10
  29 塩川 直人(1) 中込     5:18.95   1  15
  30 篠塚 康介(1) 須坂東     5:20.17   2  11
  31 築山 瑛人(1) 野沢     5:23.54   1  16
  32 町田 泰乙(1) 墨坂     5:24.02   3   5
  33 月岡 大知(1) 南宮     5:26.55   3   6
  34 鈴木 陽向(1) 立科     5:27.26   2  12
  35 平川 哉太(1) 小諸東     5:27.52   2  13
  36 木田 翔大(1) 市立長野     5:31.74   3   7
  37 小林 宇宙(1) 東御東部     5:33.90   3   8
  38 中山 智輝(1) 信大附属長野     5:35.66   3   9
  39 望月 拓弥(1) 篠ﾉ井東     5:41.14   3  10
  40 渡邉 優翔(1) 木島平     5:46.15   3  11
  41 小岩 奏太(1) 篠ﾉ井西     5:47.33   3  12
  42 山田 天翔(1) 南宮     5:49.56   3  13
  43 山元 愁惺(1) 長野北部     5:50.01   3  14
  44 岩村 永太(1) 飯綱     6:18.53   3  15
  45 中村 忠道(1) 柳町     6:33.80   3  16
    小林 蓮門(1) 野沢 DNS   1    
    青木 悠磨(1) 須坂東 DNS   2    
    依田 魁星(1) 小諸東 DNS   2    
    関谷 碧人(1) 更北 DNS   2    
    吾妻 悠登(1) 七二会 DNS   2    
    伊藤 琉河(1) 常盤   3    
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 6101
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 4076
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 4291
 5989
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 4896
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決勝 9月14日 14:00

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)                  4:17.1  佐藤 清治                    浅間             1995        

[ 1組] [ 2組]

 1 田下 輝稀(2)   4:29.28  1 髙橋 幸雅(2)   4:50.66 
ﾀｼﾀ ｺｳｷ 浅間 ﾀｶﾊｼ ｺｳｶﾞ 柳町

 2 瀧澤 漣(2)   4:31.58  2 沼田 豊輝(2)   5:03.86 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾚﾝ 山ﾉ内 ﾇﾏﾀ ｱﾂｷ 須坂東

 3 金子 一渓(2)   4:35.25  3 山越 暖(2)   5:04.29 
ｶﾈｺ ｲｯｹｲ 川中島 ﾔﾏｺｼ ﾀﾞﾝ 小諸東

 4 倉嶋 颯太(2)   4:39.76  4 町田 遥(2)   5:07.13 
ｸﾗｼﾏ ｿｳﾀ 長野東部 ﾏﾁﾀﾞ ﾊﾙ 小布施

 5 池田 惺哉(2)   4:39.97  5 佐藤 瑞光(2)   5:08.06 
ｲｹﾀﾞ ｾｲﾔ 信濃 ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ 小布施

 6 山﨑 和音斗(2)   4:40.41  6 若林 一歩(2)   5:09.04 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵﾄ 川中島 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｲｯﾎﾟ 篠ﾉ井東

 7 横山 歩希(2)   4:41.96  7 小林 亮太(2)   5:10.39 
ﾖｺﾔﾏ ｱﾕｷ 裾花 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 墨坂

 8 中澤 大夢(2)   4:42.81  8 佐藤 孜羽(2)   5:10.43 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 更北 ｻﾄｳ ｼｳ 若穂

 9 安本 桜太郎(2)   4:45.09  9 湯本 崚太(2)   5:15.25 
ﾔｽﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ 東御東部 ﾕﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 信大附属長野

10 今井 元希(2)   4:48.02 10 池田 航琉(2)   5:21.49 
ｲﾏｲ ｹﾞﾝｷ 南牧 ｲｹﾀﾞ ﾜﾀﾙ 信濃

11 中原 龍太(2)   4:48.13 11 片井 蓮仁(2)   5:23.24 
ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 野沢 ｶﾀｲ ﾚﾝﾄ 野沢

12 髙野 耕太郎(2)   4:51.98 12 平林 隆斗(2)   5:28.52 
ﾀｶﾉ ｺｳﾀﾛｳ 飯綱 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾄ 篠ﾉ井東

13 熊倉 正之(2)   4:53.30 13 椚原 嵩(2)   5:28.71 
ｸﾏｸﾗ ﾏｻﾕｷ 上田第二 ｸﾇｷﾞﾊﾗ ｼｭｳ 木島平

14 堀内 万聖(2)   4:56.87 14 大下 文斗貴(2)   5:30.17 
ﾎﾘｳﾁ ﾏｻﾄ 丸子北 ｵｵｼﾀ ﾌﾐﾄｷ 戸倉上山田

15 町田 智(2)   4:59.29 15 板倉 瑠士(2)   5:33.59 
ﾏﾁﾀﾞ ﾄﾓ 長野東部 ｲﾀｸﾗ ﾘｭｳﾄ 東北

16 髙見澤 祐生(2)   4:59.67 16 上野 新太(2)   5:36.83 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾕｳ 南牧 ｳｴﾉ ｱﾗﾀ 高社

17 勝山 大珠(2)   4:59.87 17 佐藤 綾哉(2)   5:40.55 
ｶﾂﾔﾏ ﾀﾞｲｼﾞｭ 市立長野 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾔ 御代田

18 土屋 聖瑛(2)   5:01.46 18 江村 大雅(2)   5:52.97 
ﾂﾁﾔ ｾｲｱ 小諸東 ｴﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 飯山城北

19 筑波 直斗(2)   5:02.32 19 常田 芳行(2)   5:55.52 
ﾂｸﾊﾞ ﾅｵﾄ 更北 ﾄｷﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 御代田

20 齋藤 黎(2)   5:06.56 20 春日 蒼空(2)   6:05.59 
ｻｲﾄｳ ﾚｲ 高社 ｶｽｶﾞ ｿﾗ 飯山城北

21 関口 凰雅(2)   5:10.84   山下 翔慈(2)      
ｾｷｸﾞﾁ ｵｳｶﾞ 中込 ﾔﾏｼﾀ ｼｮｳｼﾞ 市立長野

22 伊藤 翔(2)   5:12.46   返町 潤(2)      
ｲﾄｳ ｼｮｳ 飯綱 ｿﾘﾏﾁ ｼﾞｭﾝ 相森

  加藤 大雅(2)      
ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 佐久長聖
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10  5956 3  5838

2  5213 12  4841

20  5508 4  4842

23  5955 22  4302

16  5000 6  4978

所属名 記録／備考
9  4149 19  5385

ORD No. 氏  名

男子2年

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 田下 輝稀(2) 浅間     4:29.28   1   1
   2 瀧澤 漣(2) 山ﾉ内     4:31.58   1   2
   3 金子 一渓(2) 川中島     4:35.25   1   3
   4 倉嶋 颯太(2) 長野東部     4:39.76   1   4
   5 池田 惺哉(2) 信濃     4:39.97   1   5
   6 山﨑 和音斗(2) 川中島     4:40.41   1   6
   7 横山 歩希(2) 裾花     4:41.96   1   7
   8 中澤 大夢(2) 更北     4:42.81   1   8
   9 安本 桜太郎(2) 東御東部     4:45.09   1   9
  10 今井 元希(2) 南牧     4:48.02   1  10
  11 中原 龍太(2) 野沢     4:48.13   1  11
  12 髙橋 幸雅(2) 柳町     4:50.66   2   1
  13 髙野 耕太郎(2) 飯綱     4:51.98   1  12
  14 熊倉 正之(2) 上田第二     4:53.30   1  13
  15 堀内 万聖(2) 丸子北     4:56.87   1  14
  16 町田 智(2) 長野東部     4:59.29   1  15
  17 髙見澤 祐生(2) 南牧     4:59.67   1  16
  18 勝山 大珠(2) 市立長野     4:59.87   1  17
  19 土屋 聖瑛(2) 小諸東     5:01.46   1  18
  20 筑波 直斗(2) 更北     5:02.32   1  19
  21 沼田 豊輝(2) 須坂東     5:03.86   2   2
  22 山越 暖(2) 小諸東     5:04.29   2   3
  23 齋藤 黎(2) 高社     5:06.56   1  20
  24 町田 遥(2) 小布施     5:07.13   2   4
  25 佐藤 瑞光(2) 小布施     5:08.06   2   5
  26 若林 一歩(2) 篠ﾉ井東     5:09.04   2   6
  27 小林 亮太(2) 墨坂     5:10.39   2   7
  28 佐藤 孜羽(2) 若穂     5:10.43   2   8
  29 関口 凰雅(2) 中込     5:10.84   1  21
  30 伊藤 翔(2) 飯綱     5:12.46   1  22
  31 湯本 崚太(2) 信大附属長野     5:15.25   2   9
  32 池田 航琉(2) 信濃     5:21.49   2  10
  33 片井 蓮仁(2) 野沢     5:23.24   2  11
  34 平林 隆斗(2) 篠ﾉ井東     5:28.52   2  12
  35 椚原 嵩(2) 木島平     5:28.71   2  13
  36 大下 文斗貴(2) 戸倉上山田     5:30.17   2  14
  37 板倉 瑠士(2) 東北     5:33.59   2  15
  38 上野 新太(2) 高社     5:36.83   2  16
  39 佐藤 綾哉(2) 御代田     5:40.55   2  17
  40 江村 大雅(2) 飯山城北     5:52.97   2  18
  41 常田 芳行(2) 御代田     5:55.52   2  19
  42 春日 蒼空(2) 飯山城北     6:05.59   2  20
    加藤 大雅(2) 佐久長聖 DNS   1    
    山下 翔慈(2) 市立長野 DNS   2    
    返町 潤(2) 相森 DNS   2    

 4372
 8797
 4925

 5912
 4129
 5205
 6155
 5224
 4104
 5839

 5625
 5148
 4262
 5348
 4263
 5349

 5026
 4778

 4309
 6025
 4978
 4302
 5149
 4842
 4841
 5838
 4959

 4015
 4109
 5385
 5204
 4605
 4517
 5506
 4019
 8788

 5736
 6037
 8774

男子2年

1500m

 4149
 5000
 5955
 5508
 5213
 5956

記録 備考 組 順位

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名



決勝 9月14日 10:45

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)                  9:01.25 宮島 幸太郎                  上田第二         2010        

 1 永原 颯磨(2)   9:31.19 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｿｳﾏ 川中島

 2 大澤 汰暉(2)   9:31.87 
ｵｵｻﾜ ﾀｲｷ 長野日大

 3 吉岡 斗真(2)  10:04.33 
ﾖｼｵｶ ﾄｳﾏ 川中島

 4 内藤 悠大(2)  10:16.75 
ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 小諸東

 5 横山 廉汰郎(2)  10:17.10 
ﾖｺﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ 東御東部

 6 白井 充大(2)  10:17.45 
ｼﾗｲ ﾐﾋﾛ 依田窪南部

 7 新井 拓実(2)  10:24.10 
ｱﾗｲ ﾀｸﾐ 上田第三

 8 嶋田 大輝(2)  10:24.96 
ｼﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 高社

 9 吉澤 大和(2)  10:35.65 
ﾕｼｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ 須坂東

10 中山 瑛生(2)  10:49.98 
ﾅｶﾔﾏ ｴｲｷ 浅間

11 齋藤 音吹(2)  10:57.78 
ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 野沢

12 秋山 大貴(2)  11:15.89 
ｱｷﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 裾花

13 阿部 良祐(2)  11:23.96 
ｱﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 小諸東

14 進藤 大和(2)  11:38.90 
ｼﾝﾄﾞｳ ﾔﾏﾄ 長野東部

15 渡邉 幸敬(2)  12:22.72 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｷﾀｶ 飯山城南

  山本 陵弥(2)      
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 市立長野

男子2年

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
15  5957

7  6212

13  5976

11  4306

6  4393

3  4527

14  4635

5  5150

16  4983

2  4150

4  4105

10  5730

9  4305

12  5499

DNS

1  5336

8  8798



予選 9月14日 11:20
決勝 9月14日 14:50

長野県中学記録(CR)                    
大会記録(GR)                    14.84 菊池 優介                    浅間             2018        

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -0.2

 1 佐藤 悠輝(1)     16.61 q  1 松岡 遙玖(1)     16.32 q
ｻﾄｳ ﾕｳｷ 上田第一 ﾏﾂｵｶ ﾊﾙｸ 篠ﾉ井西

 2 中島 悠貴(1)     18.99  2 山本 祐弥(1)     18.09 q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 東御東部 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 小諸東

 3 宮崎 徹平(1)     19.07  3 田村 快斗(1)     18.40 q
ﾐﾔｻﾞｷ ﾃｯﾍﾟｲ 南宮 ﾀﾑﾗ ｶｲﾄ 犀陵

 3 寺島 颯人(1)     19.07  4 伊東 海翔(1)     18.86 q
ﾃﾗｼﾏ ﾊﾔﾄ 東北 ｲﾄｳ ｶｲﾄ 上田第四

 5 赤塩 賢人(1)     19.99  5 吉澤 槙翔(1)     20.39 
ｱｶｼｵ ｹﾝﾄ 広徳 ﾖｼｻﾞﾜ ﾏｷﾄ 南宮

  宮川 哲(1)       6 岡部 琉万(1)     22.10 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｻﾄｼ 常盤 ｵｶﾍ ﾞﾘｭｳﾏ 裾花

  藤本 陽行(1)       7 佐藤 義明(1)     23.59 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙﾕｷ 柳町 ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ 東御東部

  佐藤 岳(1)        尾﨑 蒼太(1)      
ｻﾄｳ ﾀｹﾙ 長野東部 ｵｻﾞｷ ｿｳﾀ 上田第一

[ 3組] 風速 -0.9

 1 木内 光波(1)     15.27 q
ｷｳﾁ ｺｳﾊ 浅間

 2 雨宮 伊吹(1)     18.40 q
ｱﾒﾐﾔ ｲﾌﾞｷ 市立長野

 3 湯本 毅郎(1)     18.67 q
ﾕﾓﾄ ﾀｹﾛｳ 高社

 4 土屋 優翔(1)     19.36 
ﾂﾁﾔ ﾕｳﾄ 柳町

 5 森角 魁斗(1)     19.96 
ﾓﾘｶｸ ｶｲﾄ 軽井沢

 6 湯田 涼矢(1)     21.02 
ﾕﾀﾞ ﾘｮｳﾔ 東北

 7 清水 律希(1)     21.89 
ｼﾐｽﾞ ﾘﾂｷ 芦原

  土屋 遼汰(1)      
ﾂﾁﾔ ﾘｮｳﾀ 立科

風速 +1.2

 1 木内 光波(1)     14.47 
ｷｳﾁ ｺｳﾊ 浅間

 2 松岡 遙玖(1)     15.94 
ﾏﾂｵｶ ﾊﾙｸ 篠ﾉ井西

 3 佐藤 悠輝(1)     16.17 
ｻﾄｳ ﾕｳｷ 上田第一

 4 山本 祐弥(1)     17.45 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 小諸東

 5 雨宮 伊吹(1)     17.64 
ｱﾒﾐﾔ ｲﾌﾞｷ 市立長野

 6 伊東 海翔(1)     17.71 
ｲﾄｳ ｶｲﾄ 上田第四

 7 田村 快斗(1)     17.78 
ﾀﾑﾗ ｶｲﾄ 犀陵

 8 湯本 毅郎(1)     18.20 
ﾕﾓﾄ ﾀｹﾛｳ 高社

8  5780

3  5155

2  4647

6  4157
大会新

5  5851

4

7  4287

9  8801

 8813

3  4332
DQ(T6)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  4211

4  5642

2  4314

8  8801

7  5155

5  5412

DNS DQ(T6)

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  4157

DNS
4  5406 5  4395

DNS
7

5  5064 6

 5476 9  8814

8  6065 2  5069

 5780

9  8711 4  4647

3  4895 3  5753

2  4394 8  4287

男子1年

100mH(0.838m)

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
6  8813 7  5851

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



予選 9月14日 11:00
決勝 9月14日 14:40

長野県中学記録(CR)              14.19 内川 佳祐                    白馬             2010/08/23  
大会記録(GR)                    15.21 小池 集万                    犀陵             2018        

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速 -2.5

 1 德嵩 力也(2)     16.53 q  1 菊池 優介(2)     15.55 q
ﾄｸﾀｹ ﾘｷﾔ 櫻ヶ岡 ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 浅間

 2 川村 佐助(2)     16.80 q  2 小林 草太(2)     17.30 q
ｶﾜﾑﾗ ｻｽｹ 上田第一 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 軽井沢

 3 今関 隼也(2)     17.01 q  3 宮崎 凌央(2)     17.49 q
ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ 御代田 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｵ 犀陵

 4 田中 海大(2)     18.77  4 中村 陸空(2)     18.85 
ﾀﾅｶ ｶｲﾀ 篠ﾉ井西 ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 南宮

 5 佐藤 佑基(2)     19.33  5 栗岩 俊也(2)     20.56 
ｻﾄｳ ﾕｳｷ 東北 ｸﾘｲﾜ ｼｭﾝﾔ 飯山城北

 6 飯島 健介(2)     20.85  6 塚田 要(2)     20.93 
ｲｲｼﾞﾏ ｹﾝｽｹ 長野東部 ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ 小諸東

 7 黒岩 大地(2)     30.44   輿水 遥人(2)      
ｸﾛｲﾜ ﾀﾞｲﾁ 墨坂 ｺｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 南牧

[ 3組] 風速 -1.4

 1 降幡 諒成(2)     16.14 q
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 上田第五

 2 田村 斡也(2)     17.87 q
ﾀﾑﾗ ｱﾂﾔ 長野東部

 3 大木 咲翔(2)     18.96 
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 御代田

 4 岡田 葉(2)     21.05 
ｵｶﾀﾞ ﾖｳ 東北

 5 西村 友佑(2)     21.15 
ﾆｼﾑﾗ ﾕｳｽｹ 篠ﾉ井西

  坂口 和音(2)      
ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ 上田第一

風速 -0.9

 1 菊池 優介(2)     15.57 
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 浅間

 2 降幡 諒成(2)     16.64 
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 上田第五

 3 德嵩 力也(2)     16.69 
ﾄｸﾀｹ ﾘｷﾔ 櫻ヶ岡

 4 川村 佐助(2)     16.85 
ｶﾜﾑﾗ ｻｽｹ 上田第一

 5 小林 草太(2)     16.92 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 軽井沢

 6 今関 隼也(2)     16.98 
ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ 御代田

 7 宮崎 凌央(2)     17.19 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｵ 犀陵

 8 田村 斡也(2)     18.44 
ﾀﾑﾗ ｱﾂﾔ 長野東部

3  5501

9  4246

8  4272

2  5803

6  4677

5  5439

4  4148

4  5634

7  5841

7  8812

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

DQ(T8)

5  4677

8  5501

3

所属名 記録／備考

3  4958 3  4016
DNS

6  8810

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 4273

4  5504 8  4308

8  5630 2  5350

6  5840 5  5096

5  4272 7  5803

7  8812 6  4246

男子2年

110mH(0.914m)

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
2  5439 4  4148

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



予選 9月14日 13:05
決勝 9月14日 16:30

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)                    46.60                              小諸東           2018        
                                      （山本 赳瑠・伊藤 壮一郎・南澤 爽太・佐々木 隆之介）

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 小諸東  4307 榊原 歩(2)     44.69 q  1   7 上田第四  4647 伊東 海翔(1)     47.73 q

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ 大会新 ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ｲﾄｳ ｶｲﾄ
 4299 伊藤 壮一郎(2)  4652 樋口 優宝(2)

ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾎ
 4303 佐々木 隆之介(2)  4645 西田 陸人(2)

ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾆｼﾀ ﾘｸﾄ
 4304 山本 赳瑠(2)  4646 熊谷 槍一(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ
 2   4 信濃  5223 佐藤 駿也(2)     47.80 q  2   4 裾花  5731 塩原 拓実(2)     48.20 

ｼﾅﾉ ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ ｽｿﾊﾞﾅ ｼｵﾊﾗ ﾀｸﾐ
 5227 青栁 伸哉(2)  5729 宮本 昇舞(2)

ｱｵﾔｷﾞ ｼﾝﾔ ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ
 5224 池田 航琉(2)  5744 伊藤 燦(1)

ｲｹﾀﾞ ﾜﾀﾙ ｲﾄｳ ｻﾝ
 5230 小林 寿成(2)  5725 吉原 悠(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾅﾘ ﾖｼﾊﾗ ﾕｳ
 3   9 須坂東  4980 竹前 柚汰(2)     47.88 q  3   6 浅間  4157 木内 光波(1)     48.42 

ｽｻﾞｶｱｽﾞﾏ ﾀｹﾏｴ ﾕｳﾀ ｱｻﾏ ｷｳﾁ ｺｳﾊ
 4975 中野 龍司(2)  4148 菊池 優介(2)

ﾅｶﾉ ﾘｭｳｼﾞ ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ
 4983 吉澤 大和(2)  4156 小須田 翔(1)

ﾕｼｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ ｺｽﾀﾞ ｶｹﾙ
 4982 田中 豪(2)  4151 宮澤 健人(2)

ﾀﾅｶ ｺﾞｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ
 4   5 中野平  5100 後藤 穂高(2)     47.94  4   3 市立長野  8790 島津 瑛(2)     49.18 

ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗ ｺﾞﾄｳ  ﾎﾀｶ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉ ｼﾏﾂﾞ ｱｷ
 5101 山崎 聡一朗(2)  8806 昌山 俊也(1)

ﾔﾏｻﾞｷｿｳｲﾁﾛｳ ｼｮｳﾔﾏ ｼｭﾝﾔ
 5104 下田 真斗(1)  8792 岩村 楽都(2)

ｼﾓﾀﾞ  ﾏﾅﾄ ｲﾜﾑﾗ ｶﾞｸﾄ
 5102 髙木 柚希(2)  8796 山﨑 大虹(2)

ﾀｶｷﾞ  ﾕｽﾞｷ ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲｺｳ
 5   7 更北  5988 齋藤 鉄(1)     48.99  5   9 高社  5156 町田 煌季(1)     50.59 

ｺｳﾎｸ ｻｲﾄｳ ﾃﾂ ｺｳｼｬ ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｷ
 6019 小林 颯(2)  5151 高橋 旭輝(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ ﾀｶﾊｼ ｱｻｷ
 5984 堀川 和樹(1)  5155 湯本 毅郎(1)

ﾎﾘｶﾜ ｶｽﾞｷ ﾕﾓﾄ ﾀｹﾛｳ
 6024 吉澤 潤(2)  5153 若林 太翔(2)

ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾄ
 6   6 飯山城南  5290 上野 聖闘(1)     49.46  6   2 野沢  4078 竹内 睦喜(1)     51.61 

ｲｲﾔﾏｼﾞｮｳﾅﾝ ｳｴﾉ ｾｲﾄ ﾉｻﾞﾜ ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ
 5335 松澤 武(2)  4101 有井 祥悟(2)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｹﾙ ｱﾘｲ ｼｮｳｺﾞ
 5334 永峯 新大(2)  4107 中條 太智(2)

ﾅｶﾞﾐﾈ ｱﾗﾀ ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｲﾁ
 5294 山﨑 達也(1)  4106 櫻井 絢悠(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾀﾂﾔ ｻｸﾗｲ ｹﾝﾕｳ
 7   2 南牧  8873 輿石 絆(1)     51.97  7   5 七二会  6075 松本 昂己(1)     56.30 

ﾐﾅﾐﾏｷ ｺｼｲｼ ｷｽﾞﾅ ﾅﾆｱｲ ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ
 4019 髙見澤 祐生(2)  6076 渡邊 健斗(1)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾕｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ
 4016 輿水 遥人(2)  6073 滝澤 頼人(1)

ｺｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ ﾀｷｻﾞﾜ ﾗｲﾄ
 4015 今井 元希(2)  6074 早川 結樹(2)

ｲﾏｲ ｹﾞﾝｷ ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ
 8   8 栄  5263 髙橋 侑椰(2)     52.81     8 篠ﾉ井西  5851 松岡 遙玖(1)      

ｻｶｴ ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ ｼﾉﾉｲﾆｼ ﾏﾂｵｶ ﾊﾙｸ DNS
 5286 月岡 穂希(1)  5840 田中 海大(2)

ﾂｷｵｶ ﾎﾏﾚ ﾀﾅｶ ｶｲﾀ
 5261 上倉 琉夏(2)  5845 西澤 啓太(2)

ｶﾐｸﾗ ﾙｶ ﾆｼｻﾞﾜ ｹｲﾀ
 5264 藤木 優麻(2)  5846 武士 海人(2)

ﾌｼﾞｷ ﾕｳﾏ ﾀｹｼ ｶｲﾄ
 9   1 篠ﾉ井東  5825 宮川 大誠(1)   1:04.66 

ｼﾉﾉｲﾋｶﾞｼ ﾐﾔｶﾞﾜ ﾀｲｾｲ
 5820 安藤 涼太朗(1)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀﾛｳ
 5823 青木 幸太(1)

ｱｵｷ ｺｳﾀ
 5836 巽 大葵(2)

ﾀﾂﾐ ﾀﾞｲｷ

男子共通

4×100m

予選 通過基準  5組  0着 + 8 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   5 東北  5636 千野 颯太(2)     47.40 q  1   5 川中島  5942 大矢 蒼斗(2)     47.09 q

ﾄｳﾎｸ ﾁﾉ ｿｳﾀ ｶﾜﾅｶｼﾞﾏ ｵｵﾔ ｱｵﾄ
 5630 佐藤 佑基(2)  5934 古田 旭(2)

ｻﾄｳ ﾕｳｷ ﾌﾙﾀ ｱｻﾋ
 5626 小林 薫平(2)  5939 齊藤 安里(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾝﾍﾟｲ ｻｲﾄｳ ｱｻﾄ
 5621 塚原 直翔(2)  5944 高津 明和(2)

ﾂｶﾊﾗ ﾅｵﾄ ﾀｶﾂ ﾄｵﾜ
 2   8 長野東部  5507 岡谷 嵩宗(2)     47.86 q  2   4 中込  4128 由井 晴陽(2)     47.32 q

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ｵｶﾔ ﾀｶﾑﾈ ﾅｶｺﾞﾐ ﾕｲ ﾊﾙﾔ
 5501 田村 斡也(2)  4126 石井 光祐(2)

ﾀﾑﾗ ｱﾂﾔ ｲｼｲ ｺｳｽｹ
 5508 倉嶋 颯太(2)  4129 関口 凰雅(2)

ｸﾗｼﾏ ｿｳﾀ ｾｷｸﾞﾁ ｵｳｶﾞ
 5505 中野 太惺(2)  4124 髙畑 良太(2)

ﾅｶﾉ ﾀｲｾｲ ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ
 3   4 御代田  4276 中山 雄心(2)     48.85  3   7 上田第五  4681 花見 唯斗(1)     49.60 

ﾐﾖﾀ ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｼ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ﾊﾅﾐ ﾕｲﾄ
 4277 山本 一輝(2)  4676 西 俊弥(2)

ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ ﾆｼ ｼｭﾝﾔ
 4275 金澤 蒼海(2)  4678 金子 綾斗(2)

ｶﾅｻﾞﾜ ｱｵﾐ ｶﾈｺ ｱﾔﾄ
 4272 今関 隼也(2)  4677 降幡 諒成(2)

ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ
 4   2 上田第一  8811 新井 ｱﾝｼﾞ(2)     49.02  4   3 犀陵  5806 齋藤 龍我(2)     50.17 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ ｱﾗｲ ｱﾝｼﾞ ｻｲﾘｮｳ ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ
 8812 川村 佐助(2)  5804 本多 平良(2)

ｶﾜﾑﾗ ｻｽｹ ﾎﾝﾀﾞ ﾀｲﾗ
 8813 佐藤 悠輝(1)  5805 小林 琉依(2)

ｻﾄｳ ﾕｳｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｲ
 8810 坂口 和音(2)  5803 宮崎 凌央(2)

ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｵ
 5   7 相森  4929 阿部 ﾀｹﾙ(1)     51.31  5   6 信大附属長野  6172 大日方 真(1)     52.72 

ｵｵﾓﾘ ｱﾍﾞ ﾀｹﾙ ｼﾝﾀﾞｲﾅｶﾞﾉ ｵﾋﾞﾅﾀ ｼﾝ
 4923 浅野 珂生(2)  6203 古川 智颯(2)

ｱｻﾉ ｶｲ ﾌﾙｶﾜ ﾁﾊﾔ
 4924 河瀬 空雅(2)  6175 中村 功太郎(1)

ｶﾜｾ ｸｳｶﾞ ﾅｶﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ
 4930 伊藤 琉冴(1)  6202 島﨑 大和(2)

ｲﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ ｼﾏｻﾞｷ ﾔﾏﾄ
 6   6 柳町  5402 中村 倫啓(1)     51.63  6   8 木島平  5039 小林 彩翔(1)     56.16 

ﾔﾅｷﾞﾏﾁ ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ ｷｼﾞﾏﾀﾞｲﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾔﾄ
 5385 髙橋 幸雅(2)  5034 峯村 寛大(1)

ﾀｶﾊｼ ｺｳｶﾞ ﾐﾈﾑﾗ ｶﾝﾀ
 5409 福澤 直(1)  5033 荻原 晴斗(1)

ﾌｸｻﾞﾜ ﾅｵ ｵｷﾞﾜﾗ ﾊﾙﾄ
 5384 轟 翔(2)  5038 澤田 琉斗(1)

ﾄﾄﾞﾛｷ ｼｮｳ ｻﾜﾀﾞ ﾘｭｳﾄ
 7   9 長野北部  5656 徳永 大雅(1)     55.63     2 常盤      

ﾅｶﾞﾉﾎｸﾌﾞ ﾄｸﾅｶﾞ ﾀｲｶﾞ ﾄｷﾜ DNS
 5653 増田 悠瑛(1)

ﾏｽﾀﾞ ﾋｻｱｷ
 5652 大宮 悠希(1)

ｵｵﾐﾔ ﾕｳｷ
 5651 福田 悠貴(1)

ﾌｸﾀﾞ ﾕｳｷ
 8   3 若穂  5916 玉井 雄飛(1)     56.37     9 芦原      

ﾜｶﾎ ﾀﾏｲ ﾕｳﾋ ｱｼﾊﾗ DNS
 5914 松澤 虎太郎(2)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ
 5915 大小田 優和(1)

ｵｵｺﾀ ﾕｳﾄ
 5912 佐藤 孜羽(2)

ｻﾄｳ ｼｳ

男子共通

4×100m



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 櫻ヶ岡  5466 太田 翔斗(2)     48.20 

ｻｸﾗｶﾞｵｶ ｵｵﾀ ﾊﾔﾄ
 5459 大津 悠真(2)

ｵｵﾂ ﾕｳﾏ
 5439 德嵩 力也(2)

ﾄｸﾀｹ ﾘｷﾔ
 5468 小田切 健斗(2)

ｺﾀｷﾞﾘ ｹﾝﾄ
 2   2 望月  4186 小山 翔平(2)     48.74 

ﾓﾁﾂﾞｷ ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ
 4187 小林 碧空(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ
 4184 山浦 雅斗(2)

ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ
 4188 戸枝 篤志(2)

ﾄｴﾀﾞ ｱﾂｼ
 3   6 南宮  5092 佐藤 亘之佑(2)     48.85 

ﾅﾝｸﾞｳ ｻﾄｳ ｺｳﾉｽｹ
 5090 西澤 依吹(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ｲﾌﾞｷ
 5061 山崎 竜(1)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｭｳ
 5089 小林 来夢(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾗｲﾑ
 4   7 佐久東  4174 花里 叶多(1)     50.84 

ｻｸﾋｶﾞｼ ﾊﾅｻﾞﾄ ｶﾅﾀ
 4169 藤牧 奏夢(2)

ﾌｼﾞﾏｷ ｶﾅﾑ
 4176 清水 大輝(1)

ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ
 4175 大工原 政斗(1)

ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ
 5   9 東御東部  4394 中島 悠貴(1)     51.54 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ
 8778 備後 琉空(2)

ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ
 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
 6   8 飯山城北  5353 小笠原 宙(2)     52.85 

ｲｲﾔﾏｼﾞｮｳﾎｸ ｵｶﾞｻﾜﾗ ｿﾗ
 5351 小林 琉惺(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ
 5347 川口 誠晴(2)

ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾙﾊ
 5346 池田 伊吹(2)

ｲｹﾀﾞ ｲﾌﾞｷ
 7   5 軽井沢  4211 森角 魁斗(1)     53.06 

ｶﾙｲｻﾞﾜ ﾓﾘｶｸ ｶｲﾄ
 4246 小林 草太(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ
 4247 竹本 伊浬真(2)

ﾀｹﾓﾄ ｲﾘﾏ
 4213 水澤 貴斗(2)

ﾐｽﾞｻﾜ ﾀｶﾄ
 8   4 小布施  4840 小林 れん(2)     53.27 

ｵﾌﾞｾ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ
 4841 佐藤 瑞光(2)

ｻﾄｳ ﾐｽﾞｷ
 4843 寺島 遙希(1)

ﾃﾗｼﾏ ﾊﾙｷ
 4842 町田 遥(2)

ﾏﾁﾀﾞ ﾊﾙ

男子共通

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 小諸東  4307 榊原 歩(2)     44.46 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ 大会新
 4299 伊藤 壮一郎(2)

ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ
 4303 佐々木 隆之介(2)

ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
 4304 山本 赳瑠(2)

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ
 2   4 川中島  5942 大矢 蒼斗(2)     47.12 

ｶﾜﾅｶｼﾞﾏ ｵｵﾔ ｱｵﾄ
 5934 古田 旭(2)

ﾌﾙﾀ ｱｻﾋ
 5939 齊藤 安里(2)

ｻｲﾄｳ ｱｻﾄ
 5944 高津 明和(2)

ﾀｶﾂ ﾄｵﾜ
 3   7 東北  5636 千野 颯太(2)     47.23 

ﾄｳﾎｸ ﾁﾉ ｿｳﾀ
 5630 佐藤 佑基(2)

ｻﾄｳ ﾕｳｷ
 5626 小林 薫平(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾝﾍﾟｲ
 5621 塚原 直翔(2)

ﾂｶﾊﾗ ﾅｵﾄ
 4   9 上田第四  4647 伊東 海翔(1)     47.70 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ｲﾄｳ ｶｲﾄ
 4652 樋口 優宝(2)

ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾎ
 4645 西田 陸人(2)

ﾆｼﾀ ﾘｸﾄ
 4646 熊谷 槍一(2)

ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ
 5   8 信濃  5223 佐藤 駿也(2)     47.94 

ｼﾅﾉ ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ
 5227 青栁 伸哉(2)

ｱｵﾔｷﾞ ｼﾝﾔ
 5224 池田 航琉(2)

ｲｹﾀﾞ ﾜﾀﾙ
 5230 小林 寿成(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾅﾘ
 6   3 長野東部  5507 岡谷 嵩宗(2)     48.02 

ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞ ｵｶﾔ ﾀｶﾑﾈ
 5501 田村 斡也(2)

ﾀﾑﾗ ｱﾂﾔ
 5509 小池 将聖(2)

ｺｲｹ ﾏｻﾄ
 5505 中野 太惺(2)

ﾅｶﾉ ﾀｲｾｲ
 7   2 須坂東  4980 竹前 柚汰(2)     48.37 

ｽｻﾞｶｱｽﾞﾏ ﾀｹﾏｴ ﾕｳﾀ
 4975 中野 龍司(2)

ﾅｶﾉ ﾘｭｳｼﾞ
 4983 吉澤 大和(2)

ﾕｼｻﾞﾜ ﾔﾏﾄ
 4982 田中 豪(2)

ﾀﾅｶ ｺﾞｳ
 8   6 中込  4128 由井 晴陽(2)     49.38 

ﾅｶｺﾞﾐ ﾕｲ ﾊﾙﾔ
 4126 石井 光祐(2)

ｲｼｲ ｺｳｽｹ
 4129 関口 凰雅(2)

ｾｷｸﾞﾁ ｵｳｶﾞ
 4111 塩川 直人(1)

ｼｵｶﾜ ﾅｵﾄ

4×100m
決勝

男子共通



決勝 9月14日 14:10

長野県中学記録(CR)               1.97 中野 昌幸                    波田             1981/09/23  
大会記録(GR)                     1.72 長田 貴                      櫻ヶ岡           1981        

平澤 岳士(1)
ﾋﾗｻﾜ ｶﾞｸｼﾞ 広徳
上野 叶(1)
ｳｴﾉ ｷｮｳ 南宮
平瀨 祐真(1)
ﾋﾗｾ ﾕｳﾏ 南宮
夏目 翔太(1)
ﾅﾂﾒ ｼｮｳﾀ 篠ﾉ井西
割田 匠(1)
ﾜﾘﾀ ﾀｸﾐ 柳町
山口 禮輝(1)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾗｲｷ 小諸東
山﨑 基(1)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾊｼﾞﾒ 犀陵
轟 恭貴(1)
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾖｼﾄ 柳町
佐藤 大起(1)
ｻﾄｳ ﾀｲｷ 長野東部
松本 昂己(1)
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳｷ 七二会
横山 俐穏(1)
ﾖｺﾔﾏ ﾘｵﾝ 裾花
宮下 倖(1) NM
ﾐﾔｼﾀ ｺｳ 裾花
小林 成生(1) DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ 小諸東

決勝 9月14日  9:25

長野県中学記録(CR)               1.97 中野 昌幸                    波田             1981/09/23  
大会記録(GR)                     1.80 高野 謙吾                    柳町             1994        

武士 海人(2)
ﾀｹｼ ｶｲﾄ 篠ﾉ井西
浅野 珂生(2)
ｱｻﾉ ｶｲ 相森
小林 来夢(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾗｲﾑ 南宮
河瀬 空雅(2)
ｶﾜｾ ｸｳｶﾞ 相森
本多 平良(2)
ﾎﾝﾀﾞ ﾀｲﾗ 犀陵
櫻井 絢悠(2)
ｻｸﾗｲ ｹﾝﾕｳ 野沢
羽田 琉希(2)
ﾊﾈﾀﾞ ﾙｷ 東北
中野 龍司(2)
ﾅｶﾉ ﾘｭｳｼﾞ 須坂東
原 胡太(2)
ﾊﾗ ｺﾀ 東北
齊藤 安里(2)
ｻｲﾄｳ ｱｻﾄ 川中島
栗林 憧羽(2)
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾄﾜ 南宮
安藤 哉大(2)
ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅﾀ 広徳
加藤 一弥(2)
ｶﾄｳ ｶｽﾞﾔ 裾花
飯田 更(2)
ｲｲﾀﾞ ｻﾗ 御代田
多門 龍音(2)
ﾀﾓﾝ ﾘｭｳﾄ 裾花
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備考
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1m45 1m47 記録

 1.45

男子1年

走高跳

決勝

順位 試技

備考1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55

1m35 1m40

男子2年

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m20 1m25 1m30
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決勝 9月14日  9:40

長野県中学記録(CR)               4.75 松澤 勝治                    春富             2011/10/15  
大会記録(GR)                     3.85 出川 雄貴                    更北             1999        

2m90 3m00
湯本 透(2) - - - o xo o o o o o
ﾕﾓﾄ ﾄｵﾙ 常盤 o xxx
北村 櫂(2) - o o o o o xxx
ｷﾀﾑﾗ ｶｲ 上田第五
柏木 健太(1) o xo xxx
ｶｼﾜｷﾞ ｹﾝﾀ 上田第一
早川 湊人(1) xxx NM
ﾊﾔｶﾜ ｶﾅﾄ 上田第一
山本 渉稀(2) xxx NM
ﾔﾏﾓﾄ ｼｮｳｷ 更北
千葉 正佳(1) DNS
ﾁﾊﾞ ﾏｻﾖｼ 常盤

4  4893      

1  8816      

2  6020      

2 3  4679  2.40

3 5  8815  2.00

記録 備考

1 6  4887  2.90

2m40 2m50 2m60 2m70 2m80

男子共通

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m90 2m00 2m10 2m20 2m30



決勝 9月14日 14:30

長野県中学記録(CR)               7.04 内川 佳祐                    白馬             2010/09/04  
大会記録(GR)                     5.98 内山 裕智                    信濃             2011        

 ３回の
 最高記録

伊藤 琉冴(1)    x   5.26  5.30   5.30   5.13  5.28   x    5.30 
ｲﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 相森          0.0  -0.5   -0.5   -2.0   0.0         -0.5
柿澤 一護(1)   4.96  4.89  4.90   4.96   5.01  4.90  4.98   5.01 
ｶｷｻﾞﾜ ｲﾁｺﾞ 裾花   -0.6  +0.5  -1.8   -0.6   -0.7  -0.2  +0.2   -0.7
小林 琉惺(1)   4.96  4.89  4.75   4.96   4.85  4.94  4.81   4.96 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳｾｲ 飯山城北   -0.7  +0.9  -2.3   -0.7   -0.4  -0.3  +0.3   -0.7
工藤 優真(1)    x   4.41  4.58   4.58   4.64  4.70  4.81   4.81 
ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 野沢         +0.1  -1.4   -1.4    0.0  -1.8  +0.5   +0.5
山田 健仁(1)   4.33  4.21  4.51   4.51   4.59   x   3.98   4.59 
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｸﾄ 南宮   -1.4  +0.3  -0.2   -0.2   +0.2        -1.5   +0.2
土屋 春喜(1)   4.26  4.46   x    4.46   4.58  4.45  3.76   4.58 
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ 中込   -1.7  +0.2         +0.2   +0.8  -0.7  -1.8   +0.8
鷲尾 雄飛(1)   4.55  4.48  4.53   4.55   4.49  4.30  4.42   4.55 
ﾜｼｵ ﾕｳﾋ 市立長野   -0.3  -0.2  -0.4   -0.3   -0.1  -0.9  -0.3   -0.3
渡邊 健斗(1)   4.34   x   4.18   4.34    x   4.02   x    4.34 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾝﾄ 七二会   -2.5        -0.3   -2.5          0.0         -2.5
伊藤 一星(1)   4.28   x    x    4.28             4.28 
ｲﾄｳ ｲｯｾｲ 更北   -1.3               -1.3                      -1.3
源氏 颯汰(1)   3.85  4.16  4.10   4.16             4.16 
ｹﾞﾝｼﾞ ｿｳﾀ 川中島   -0.3  -0.1  -0.2   -0.1                      -0.1
萩原 幹太(1)   4.01  3.59  4.10   4.10             4.10 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｶﾝﾀ 浅間   -0.3  +0.2  -0.6   -0.6                      -0.6
坂本 浩平(1)   3.93  3.87  4.07   4.07             4.07 
ｻｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 佐久東   -0.6  +0.6  -0.2   -0.2                      -0.2
渡辺 凛汰朗(1)   3.84   x   4.01   4.01             4.01 
ﾜﾀﾅﾍﾞ  ﾘﾝﾀﾛｳ 長野東部   -0.5        -0.4   -0.4                      -0.4
大日方 誠(1)   3.98  3.70  3.68   3.98             3.98 
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾏｺﾄ 広徳   -0.9  +0.4   0.0   -0.9                      -0.9
土屋 太木(1)    x    x   3.98   3.98             3.98 
ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ 小諸東                0.0    0.0                       0.0
塚田 陽音(1)   3.47  3.95  3.82   3.95             3.95 
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 東御東部    0.0  +0.9  -0.6   +0.9                      +0.9
丹羽 丈琉(1)   3.90  2.96  3.04   3.90             3.90 
ﾆﾜ ﾀｹﾙ 上田第四   -0.5  +0.4  -1.1   -0.5                      -0.5
髙添 悠斗(1)   3.52  3.59   x    3.59             3.59 
ﾀｶｿﾞｴ ﾕｳﾄ 柳町   -0.3   0.0          0.0                       0.0
小林 莉人(1)   3.54  3.04  3.53   3.54             3.54 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾄ 飯綱   -1.3  -0.5   0.0   -1.3                      -1.3
荻原 晴斗(1)   3.50  3.47  3.52   3.52             3.52 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾊﾙﾄ 木島平   -0.7  -0.4  -0.8   -0.8                      -0.8
中谷 和磨(1)    x   3.40   x    3.40             3.40 
ﾅｶﾔ ｶｽﾞﾏ 篠ﾉ井東         -0.1         -0.1                      -0.1
増田 悠瑛(1)   3.28  3.36  3.24   3.36             3.36 
ﾏｽﾀﾞ ﾋｻｱｷ 長野北部   -0.7  +0.3  +0.1   +0.3                      +0.3
安藤 雅人(1)   2.96  3.02  3.24   3.24             3.24 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 芦原   -2.7  -0.2  +0.6   +0.6                      +0.6
丹下 好誠(1)                            DNS
ﾀﾝｹﾞ ｺｳｾｲ 須坂東                                                   

23 5  4312

9  4966

21 3  5827

22 4  5653

19 6  5194

20 1  5033

17 12  4650

18 2  5401

15 14  4285

16 8  4396

13 17  5472

14 7  6062

11 11  4147

12 13  4172

9 15  5980

10 10  5933

7 16  8800

8 20  6076

5 18  5067

6 19  4127

3 22  5351

4 23  4074

1 24  4930

2 21  5750

備考

男子1年

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-



決勝 9月14日 10:00

長野県中学記録(CR)               7.04 内川 佳祐                    白馬             2010/09/04  
大会記録(GR)                     6.59 清水 泰地                    望月             2011        

 ３回の
 最高記録

小林 碧空(2)   5.66  5.99  5.78   5.99   6.07  6.04  6.27   6.27 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月   +1.2  +2.5  +0.9   +2.5   +0.6  +0.3  +1.5   +1.5
佐々木 隆之介(2)   5.82   x    x    5.82    x   6.01   x    6.01 
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 小諸東   +1.4               +1.4         +1.8         +1.8
佐藤 駿也(2)    x    x   5.40   5.40    x   5.87   x    5.87 
ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ 信濃               +3.1   +3.1         +1.2         +1.2
高橋 旭輝(2)   5.10  5.34  5.48   5.48   5.12  5.34  5.64   5.64 
ﾀｶﾊｼ ｱｻｷ 高社   +2.0  +1.6  +2.3   +2.3   +1.7  +1.4  +2.7   +2.7
西田 陸人(2)   5.43  5.26  5.58   5.58   5.22  5.55  5.54   5.58 
ﾆｼﾀ ﾘｸﾄ 上田第四   +1.6  +1.3  +2.2   +2.2   +2.0  +1.1  +1.2   +2.2
吉澤 潤(2)   5.25  5.40  5.53   5.53   5.41   x    x    5.53 
ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 更北   +1.6  +1.8  +2.2   +2.2   +1.3               +2.2
西 俊弥(2)   5.46   x   5.33   5.46   4.60  5.29  5.04   5.46 
ﾆｼ ｼｭﾝﾔ 上田第五   +2.2        +0.8   +2.2   +0.5  +1.6  +1.6   +2.2
吉原 悠(2)   5.24  5.42  5.40   5.42    x    x    x    5.42 
ﾖｼﾊﾗ ﾕｳ 裾花   +1.4  +2.2  +2.1   +2.2                      +2.2
島津 瑛(2)   4.13  5.29  5.33   5.33             5.33 
ｼﾏﾂﾞ ｱｷ 市立長野   +1.2  +1.8  +0.8   +0.8                      +0.8
髙橋 侑椰(2)   5.28  5.25  5.06   5.28             5.28 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ 栄   +2.8  +1.5  +2.0   +2.8                      +2.8
荒井 陽呂実(2)    x    x   5.27   5.27             5.27 
ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 上田第三               +0.5   +0.5                      +0.5
中川 大和(2)   5.07  4.80  4.78   5.07             5.07 
ﾅｶｶﾞﾜ ﾔﾏﾄ 長野東部   +1.7  +1.5  +0.5   +1.7                      +1.7
川口 誠晴(2)    x   4.92  4.48   4.92             4.92 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾙﾊ 飯山城北         +0.7  +2.5   +0.7                      +0.7
早川 結樹(2)    x    x   4.90   4.90             4.90 
ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｷ 七二会               +2.3   +2.3                      +2.3
木藤 誉秀阿(2)   4.21  4.28  4.74   4.74             4.74 
ｷﾄﾞｳ ｼﾞｮｼｭｱ 芦原   +2.4  +2.7  +3.4   +3.4                      +3.4
市川 龍斗(2)   4.48  4.70  4.59   4.70             4.70 
ｲﾁｶﾜ ﾘｭｳﾄ 須坂東   +1.7  +1.9  +2.1   +1.9                      +1.9
中條 太智(2)   4.64   x   4.33   4.64             4.64 
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｲﾁ 野沢   +2.0        +1.4   +2.0                      +2.0
藤巻 咲来(2)   4.56  4.62   x    4.62             4.62 
ﾌｼﾞﾏｷ ｻｸ 飯山城南   +1.3  +1.5         +1.5                      +1.5
荒井 清志郎(2)   4.20  4.48  4.17   4.48             4.48 
ｱﾗｲ ｷﾖｼﾛｳ 南宮   +2.0  +1.4  +2.9   +1.4                      +1.4
佐藤 謙介(2)   4.26  4.13  4.16   4.26             4.26 
ｻﾄｳ ｹﾝｽｹ 東北   +2.2  +1.9  +2.0   +2.2                      +2.2
畠山 慎吾(2)   3.72  4.24  3.43   4.24             4.24 
ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 御代田   +2.3  +1.6  +1.8   +1.6                      +1.6
原田 駿介(2)   4.02  4.06   x    4.06             4.06 
ﾊﾗﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 柳町   +1.0  +2.7         +2.7                      +2.7
坂原 一真(2)    x   3.96  4.05   4.05             4.05 
ｻｶﾊﾗ ｶｽﾞﾏ 櫻ヶ岡         +1.2  +1.2   +1.2                      +1.2
寺島 夢翔(2)    x   4.03  4.01   4.03             4.03 
ﾃﾗｼﾏ ﾕｳﾄ 川中島         +1.1  +1.0   +1.1                      +1.1
小林 温(2)   3.95  3.90  3.96   3.96             3.96 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ 篠ﾉ井東   +1.9  +2.1  +1.7   +1.7                      +1.7
市川 優斗(2)   3.86  3.78  3.81   3.86             3.86 
ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾄ 常盤   +2.9  +1.4  +0.3   +2.9                      +2.9
柳澤 透偉(2)    x    x    x                   NM
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｳｲ 浅間                                                   
山岸 風雅(2)                            DNS
ﾔﾏｷﾞｼ ﾌｳｶﾞ 犀陵                                                   

7  4152

10  5808

25 5  5834

26 3  4882

23 6  5467

24 1  5938

21 11  4274

22 2  5387

19 13  5088

20 9  5629

17 4  4107

18 14  5306

15 12  4313

16 8  4973

13 15  5347

14 17  6074

11 28  4636

12 21  5500

9 16  8790

10 18  5263

7 25  4676

8 23  5725

5 20  4645

6 22  6024

3 24  5223

4 19  5151

1 27  4187

2 26  4303

備考

男子2年

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-



決勝 9月14日 10:00

長野県中学記録(CR)                    
大会記録(GR)                     9.59 北澤 直也                    上田第四         2017        

 ３回の
 最高記録

吉田 藍登(1)
ﾖｼﾀﾞ ｱｲﾄ 犀陵
庄村 春輝(1)
ｼｮｳﾑﾗ ﾊﾙｷ 篠ﾉ井西
大宮 悠希(1)
ｵｵﾐﾔ ﾕｳｷ 長野北部
小林 鈴弥(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾔ 更北
小嶋 大輝(1)
ｺｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 犀陵
関 一翔(1)
ｾｷ ｶｽﾞﾄ 南宮
花里 叶多(1)
ﾊﾅｻﾞﾄ ｶﾅﾀ 佐久東
山﨑 琳太郎(1)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘﾝﾀﾛｳ 川中島
辰野 瑞季(1)
ﾀﾂﾉ ﾐｽﾞｷ 裾花
矢野 晄一朗(1)
ﾔﾉ ｺｳｲﾁﾛｳ 篠ﾉ井東
飛田 陸斗(1)
ﾋﾀﾞ ﾘｸﾄ 広徳
小林 大士(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲｼ 市立長野
菅沼 結人(1)
ｽｶﾞﾇﾏ ﾕｲﾄ 柳町
山岸 諒真(1)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾏ 広徳
津留 拓哉(1)
ﾂﾙ ﾀｸﾔ 東御東部
金児 篤輝(1)
ｶﾈｺ ｱﾂｷ 篠ﾉ井東
柴垣 壮琉(1)
ｼﾊﾞｶﾞｷ ﾀｹﾙ 柳町
山崎 礼斗(1)
ﾔﾏｻﾞｷ ﾗｲﾄ 木島平
森山 周哉(1) DNS
ﾓﾘﾔﾏ ｼｭｳﾔ 長野北部
松原 迅飛(1) DNS
ﾏﾂﾊﾞﾗ ﾊﾔﾄ 長野東部

男子1年

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考

1 20  5778   8.33  8.63  9.04   9.04   9.41

-2- -3-

  9.57 

記録

  7.53  7.29

-4- -5- -6-

  9.05  9.57

2 19  5848    x    x   7.97   8.33  8.33 

3 15  5652   6.98  6.99

4 16  5985    x   5.68  7.03   7.36  7.36 

  7.34   7.34   6.99  7.61  7.31  7.61 

   7.03   6.81  7.15

   7.97

  5.82   7.03   7.11  7.29  7.29  7.29 

   7.29   6.42  6.73  6.84    x   7.29 

5 14  5777   7.03  6.72

6 7  5062    x   7.29

  6.17   6.60   6.09  7.04  6.84  7.04 

   6.86   6.83  6.45  6.03   6.16  6.86 

7 11  4174   6.60  6.34

8 17  5943   6.86  6.40

   x    6.39            6.39 

   6.34         5.89      6.34 

9 10  5748   5.65  6.39

10 13  5821   5.73  6.34

  6.22   6.22            6.22 

   5.88         5.80      5.88 

11 8  6066   5.84  5.74

12 9  8803   5.16  5.88

  5.23   5.23            5.23 

   5.18         5.07      5.18 

13 4  5411    x   4.80

14 6  6064   5.14  5.18

  4.76   5.07            5.07 

   4.69         4.58      4.69 

15 3  4399   5.07   x

16 5  5824   4.69  4.65

17 2  5403
  3.70  3.97

             

18 1  5035   4.05  4.04  3.95

  4.21   4.21            4.21 

   4.05       

   

     4.05 

12  5654              

       18  5477                 
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 ３回の
 最高記録

小山 翔平(2)
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 望月
酒井 元気(2)
ｻｶｲ ｹﾞﾝｷ 広徳
前澤 光樹(2)
ﾏｴｻﾞﾜ ﾐﾂｷ 飯山城南
依田 遼(2)
ﾖﾀﾞ ﾘｮｳ 佐久東
小林 圭太(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 栄
松本 亮(2)
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｮｳ 市立長野
竹本 伊浬真(2)
ﾀｹﾓﾄ ｲﾘﾏ 軽井沢
上倉 琉夏(2)
ｶﾐｸﾗ ﾙｶ 栄
轟 翔(2)
ﾄﾄﾞﾛｷ ｼｮｳ 柳町
深澤 恒頼(2)
ﾌｶｻﾜ ﾋｻﾖﾘ 東北
別府 颯空(2)
ﾍﾞｯﾌﾟ ﾘｭｳｸ 東御東部
大矢 蒼斗(2)
ｵｵﾔ ｱｵﾄ 川中島
鈴木 優輔(2)
ｽｽﾞｷ ﾕｳｽｹ 須坂東
吉田 紘貴(2)
ﾖｼﾀﾞ ｺｳｷ 東北
小林 珀琢(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｸ 中込
宮沢 真欧(2)
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｵ 更北
石井 伯音(2)
ｲｼｲ ﾊｸﾄ 更北
伊東 夢叶(2)
ｲﾄｳ ﾕｳﾄ 飯山城南
島津 日向太(2)
ｼﾏｽﾞ ﾋﾅﾀ 長野東部
栁澤 孔軌(2)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 望月
原 朱吾(2)
ﾊﾗ ｼｭｳｺﾞ 南宮
塚田 羽紅(2)
ﾂｶﾀﾞ ﾊｸ 長野東部
内河 颯太(2) DNS
ｳﾁｶﾜ ｿｳﾀ 御代田

          

22 1  5510   3.28  3.59  3.64   3.64      3.64 

14  4271                 

      

     5.75 

21 3  5095   5.54  5.02  4.89   5.54            5.54 

20 4  4185   5.73  5.75  5.65   5.75       

     6.41 

   5.88            5.88 

18 10  5307   6.16  6.41  5.98   6.41       

19 6  5503   5.06  5.37  5.88

        6.45 

16 7  6026   6.12  6.74  6.11   6.74      6.74 

17 2  6035
  5.76  5.82  6.45   6.45    

      

     6.87 

15 9  4110   6.87  6.19  6.25   6.87            6.87 

14 11  5641   6.87  6.47  6.54   6.87       

     7.21 

   7.05            7.05 

12 18  5942    x    x   7.21   7.21       

13 16  4979   6.86  6.79  7.05

        7.34 

10 5  5632   7.36  6.65  7.04   7.36      7.36 

11 12  8779   7.34   x   7.31   7.34    

      

  7.08  7.41 

9 15  5384   7.38  7.19  7.16   7.38            7.38 

8 17  5261   7.41  7.02  7.20   7.41   6.85  6.97

  8.15  8.17 

   7.68    x   6.84  7.03  7.68 

6 13  8791   7.81  7.82  7.58   7.82   7.36  8.17

7 19  4247   7.26  7.68  7.17

  7.44  7.64  8.22 

4 20  4170   7.95  7.86  7.90   7.95    x   8.35 

5 8  5262   8.22  8.10  7.83   8.22   7.21

  8.35  8.21

  9.92  9.92 

3 21  5298    x   8.97   x    8.97   7.82  8.45  8.42  8.97 

2 22  6044   8.75  9.37

備考

1 23  4186   9.86  9.48  8.90   9.86

  9.04   9.37   9.81  9.53

-4- -5-

  9.85  9.95

-1- -2- -3-

  9.92  9.95 

男子2年

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -6- 記録
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