
大会コード 19174004

： ２０１9年６月1日（土）
： 長野県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 171020）
： 一般財団法人長野陸上競技協会

中信地区中学校体育連盟
： 長野県教育委員会、中信地区各市町村教育委員会

中信地区市町村教育委員会連絡協議会
中信地区各郡市陸上競技協会

： 中信地区中学校体育連盟
： 望月 政和
： 小畑 泰敏(トラック)　田澤 稔(跳躍)　 田澤 稔(投てき)　

： 北野　文彦

■この大会で樹立された記録

■グラウンドコンディション

■失格の略号の説明 ■フィールド競技における記号の説明
不正スタート (R162-7) 成功・有効試技 
他の競技者を妨害した (R163-2) (走高跳・棒高跳)
他のレーンに入った (R163-3a) 失敗・無効試技
縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b) パス
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (R163-5) 試合放棄
競技者がトラックから勝手に離脱した (R163-6)
ハードルを越えなかった (R168-7)
足又は脚がハードルをはみ出してバーの高さより低い位置を通った (R168-7a)
故意にハードルを倒した (R168-7b)
リレーでテイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった (R170-7)
()内は区間を表す　 (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走

大会新
6月1日 女子共通 棒高跳 決勝 2ｍ60 谷川　慧佳（３） 山辺 2ｍ50 大会新

2ｍ50 大会タイ

6月1日 男子共通 棒高跳 決勝 4ｍ00 重田　篤希（３） 山辺 3ｍ90

三郷 2ｍ50 大会新
6月1日 女子共通 棒高跳 決勝 2ｍ50 児島　里奈（３） 山辺
6月1日 女子共通 棒高跳 決勝 2ｍ60 深尾　美希（2）

兼 第69回中信地区中学校陸上競技大会
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6月1日 男子共通 砲丸投 決勝 12ｍ28 王滝田近　資武（３）

14秒80 大会新
6月1日 1年男子 走幅跳 決勝 5ｍ75 両小野 5ｍ37 大会新
6月1日 女子共通 100mH 決勝 14秒65 三郷小林　柑南（２）

決勝 51秒86 北安松川 大会新6月1日 丸山　祥太（３） 52秒00男子共通 400ｍ
6月1日 男子共通 400ｍ 決勝 51秒85 梓川

開成安坂　丈瑠（３） 52秒00６月１日 男子共通

輪湖　颯（３）
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橋本　博人（３）
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第58回県中学校総合体育大会夏季大会中信地区予選会 ﾄﾗｯｸ審判長 小幡　泰俊

第69回中信地区中学校陸上競技大会 投てき審判長 田澤　稔
跳躍審判長 田澤　稔

【開催日】 2019年6月1日（土）

【主催団体】 中信地区中学校体育連盟　長野陸上競技協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】松本平広域公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

 6/ 1 男子共通  -1.8 中澤 歩希 24.24 吉澤 虎伯 24.54 南村 蓮 24.77 中根 彪貴 25.00 増田 空大 25.13 内川 洸 25.19 金子 楽斗 25.89 荻野 彪 25.99
200m 鉢盛 菅野 木曽町 塩尻広陵 波田 小谷 高綱 白馬

 6/ 1 安坂 丈瑠 50.46 輪湖 颯 51.85 丸山 祥太 51.86 青木 俊輔 54.79 桃井 盛那 55.87 小林 愛生 57.04 瀧聞 隆佑 58.52 土方 晃希 59.82
400m 開成 GR 梓川 GR 北安松川 GR 三郷 鉢盛 波田 信大附属松本 塩尻広陵

 6/ 1 小坂 悠太 1:59.93 金古 廉 2:05.81 宇都宮 崚太 2:08.73 畠山 史城 2:11.96 窪田 浩志 2:12.17 上条 勇貴 2:13.40 小池 陽 2:14.36 青木 大河 2:16.47
800m 仁科台 高綱 信大附属松本 北安松川 高綱 堀金 堀金 梓川

 6/ 1 大塚 悠剛 9:21.81 大塚 壮剛 9:23.03 丸山 辰樹 9:42.91 木下 慎太郎 9:57.51 小林 亮太 10:00.02 岡本 悠甫 10:03.57 新山 堅太 10:46.09 滝川 満 10:56.26
3000m 信大附属松本 信大附属松本 丸ﾉ内 信大附属松本 梓川 仁科台 仁科台 穂高西

 6/ 1  -0.1 大日向 孝雅 16.74 赤羽 康太郎 17.48 牛越 悠太 17.70 市川 圭斗 17.85 松井 和音 18.15 清澤 広伸 18.19 下原 斗輝 18.59 木島 玲 21.51
110mH(0.914m) 大町第一 松島 信明 開成 仁科台 鉢盛 鉢盛 梓川

 6/ 1 梶川 新 1.83 安田 有志 1.65 髙田 真平 1.60 古谷 拓海 1.55 青栁 空 1.50 清水 悠雅 1.50 柴田 莉生 三郷 1.45
走高跳 山辺 菅野 信大附属松本 波田 三郷 梓川 坂口 楽人 豊科北

唐澤 亮成 大町第一
 6/ 1 重田 篤希 4.00 中谷 息吹 3.40 藤原 颯槻 3.00 遠藤 竜之介 2.00

棒高跳 山辺 GR 三郷 三郷 山辺
 6/ 1 田近 資武 12.28 髙橋 勇翔 11.95 尾関 響 9.23 山本 蓮 9.11 髙田 竜生 8.30 向山 若杜 7.88 宇原 琥響 7.80 二木 健友 7.70

砲丸投(5.000kg) 王滝 GR 開成 塩尻 鉢盛 信明 塩尻 清水 梓川
 6/ 1 開成       44.67 北安松川       44.92 鉢盛       46.29 塩尻広陵       46.39 三郷       46.85 仁科台       47.01 山辺       47.16

4×100m 合葉 太飛 GR 鈴木 慎吾 清澤 広伸 中根 彪貴 中谷 息吹 松井 和音 村本 瑛
安坂 丈瑠 丸山 祥太 山﨑 陽 宮下 裕也 柴田 莉生 原 駿太 重田 篤希
橋本 博人 橫澤 静也 桃井 盛那 中村 陸人 塚田 翔太郎 西澤 蓮 村本 琢実
市川 圭斗 小松 景介 中澤 歩希 土方 晃希 青木 俊輔 小坂 悠太 梶川 新

 6/ 1 男子1年  -0.2 原 颯駕 12.47 渡辺 直弥 12.57 中村 駿汰 12.83 山崎 夏月 12.93 岸本 琉維 13.23 齋藤 飛元 13.33 土屋 隼 13.38 松倉 朋樹 13.56
100m 塩尻広陵 穂高東 旭町 信大附属松本 木曽町 梓川 豊科北 大町第一

 6/ 1 丸山 直生 4:48.24 木村 優仁 4:58.67 上条 優雅 4:59.99 濱野 大輝 5:01.72 上条 統也 5:01.75 田中 大介 5:03.28 小林 昌弘 5:13.47 糟谷 優蒼 5:13.64
1500m 鉢盛 女鳥羽 波田 筑摩野 堀金 信大附属松本 筑摩野 塩尻広陵

 6/ 1 倉澤 拓弥 5.75(+1.0) 鷲澤 創 4.61(-1.1) 塚沢 健二 4.50(-0.6) 倉田 海渡 4.49(-0.1) 政宗 俊祐 4.42(+1.6) 高橋 颯 4.36(+0.7) 林 瑞己 4.28(-0.1) 阿部 康介 4.25(-0.6)
走幅跳 両小野 GR 菅野 松島 梓川 王滝 塩尻広陵 塩尻西部 旭町

 6/ 1 男子2年  +2.1 鈴木 慎吾 11.24 宮下 裕也 11.45 山﨑 陽 11.66 矢花 彰吾 11.93 石田 朗雅 11.95 木曽 隆大朗 11.96 児玉 賢人 12.00 永井 つかさ 12.07
100m 北安松川 塩尻広陵 鉢盛 丘 旭町 白馬 筑摩野 丸ﾉ内

 6/ 1 男子3年  +1.0 合葉 太飛 11.84 荒波 友也 12.02 原 駿太 12.05 佐藤 舜斗 12.07 橋本 博人 12.10 上條 瑞季 12.12 小松 景介 12.28 落合 華七斗 18.23
100m 開成 信大附属松本 仁科台 大町第一 開成 丘 北安松川 堀金

 6/ 1 男子1･2年 梓川       50.98 豊科北       51.32 信大附属松本       51.74 旭町       51.85 開成       52.08 堀金       52.21 塩尻広陵       52.59 鉢盛       52.67
4×100m 大橋 蒼太 土屋 隼 内山 正登 阿部 康介 有江 禅 上条 統也 土方 悠希 百瀬 結太

小林 亮太 松嶋 大智 佐藤 雅浩 石田 朗雅 宮入 大輝 竹岡 尚輝 萩原 諒 清水 紫音
齋藤 飛元 草間 瑛太 中澤 洵之介 田中 太智 安坂 充瑠 北村 虹太朗 熊井 煌希 山本 蓮
栁澤 秀哉 林 陸翔 山崎 夏月 中村 駿汰 高木 大地 宮澤 和琶 原 颯駕 上條 優人

 6/ 1 男子2･3年 杉原 立樹 4:17.36 武田 寧登 4:20.34 橫澤 静也 4:29.14 遠藤 優裕 4:31.20 唐沢 拓実 4:31.54 水野 琉斗 4:34.87 大越 温真 4:43.67 高根 夏雪 4:48.19
1500m 開成 白馬 北安松川 信大附属松本 塩尻広陵 波田 梓川 仁科台

 6/ 1 村本 瑛 5.79(+2.8) 百瀬 洋夢 5.67(+1.7) 栁澤 秀哉 5.64(+0.9) 髙木 遼磨 5.54(+0.9) 牛田 真夢 5.41(+0.1) 西澤 蓮 5.36(+2.4) 芦田 弘誠 5.29(+1.0) 山本 健流 5.14(+0.9)
走幅跳 山辺 穂高西 梓川 波田 梓川 仁科台 女鳥羽 丸ﾉ内

 6/ 1 男子混成 塚田 翔太郎 2058 松澤 尚弥 2051 山田 瑛太 1456 小笠原 巧真 1410 奥原 時光 1181
四種競技 三郷 白馬 鉢盛 高綱 鉢盛



大会記録(GR)                    11.73 

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 -0.9

 1 山崎 夏月 信大附属松本     13.09 q  1 原 颯駕 塩尻広陵     12.88 q
ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂｷ ﾊﾗ ﾌｳｶﾞ

 2 土屋 隼 豊科北     13.44 q  2 岸本 琉維 木曽町     13.47 q
ﾂﾁﾔ ﾊﾔﾄ ｷｼﾓﾄ ﾙｲ

 3 松倉 朋樹 大町第一     13.66 q  3 大橋 蒼太 梓川     13.79 
ﾏﾂｸﾗ ﾄﾓｷ ｵｵﾊｼ ｿｳﾀ

 4 清水 紫音 鉢盛     13.75  4 成澤 涼介 清水     14.06 
ｼﾐｽﾞ ｼｵﾝ ﾅﾙｻﾜ ﾘｮｳｽｹ

 5 高橋 俊介 丸ﾉ内     13.82  5 根石 結登 菅野     15.05 
ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ ﾈｲｼ ﾕｳﾄ

 6 西澤 諒 旭町     14.59  6 丸山 拓海 松島     15.11 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ

 7 浅輪 陽希 清水     14.66  7 村松 洸典 丸ﾉ内     15.38 
ｱｻﾜ ﾊﾙｷ ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｽｹ

 8 麻田 瑛一郎 穂高西     15.19  8 増澤 凌空 丘     15.80 
ｱｻﾀﾞ ｴｲｲﾁﾛｳ ﾏｽｻﾞﾜ ﾘｸ

[ 3組] 風速 -2.1 [ 4組] 風速 -2.5

 1 渡辺 直弥 穂高東     12.94 q  1 宮澤 和琶 堀金     13.74 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾊ

 2 丸山 紘永 高綱     14.02  2 野口 昂大 木曽町     14.18 
ﾏﾙﾔﾏ ﾋﾛﾄ ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾀ

 3 髙橋 優希 信明     14.31  3 熊井 煌希 塩尻広陵     14.20 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ ｸﾏｲ ｺｳｷ

 4 池内 奏太 丘     14.68  4 丸山 開世 白馬     14.21 
ｲｹｳﾁ ｶﾅﾀ ﾏﾙﾔﾏ ｶｲｾｲ

 5 東村 寛介 豊科北     14.74  5 佐藤 幸弥 大町第一     14.24 
ﾋｶﾞｼﾑﾗ ｶﾝｽｹ ｻﾄｳ ﾕｷﾔ

 6 清沢 天真 塩尻     15.34  6 百瀬 結太 鉢盛     14.80 
ｷﾖｻﾜ ﾃﾝﾏ ﾓﾓｾ ﾕｳﾀ

 7 丸山 純 女鳥羽     16.43  7 為田 大樹 波田     14.80 
ﾏﾙﾔﾏ ｼﾞｭﾝ ﾀﾒﾀﾞ ﾀｲｼﾞｭ

 8 藤原 凌玖 上松     17.49  8 平林 海樹 塩尻     15.11 
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｸ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶｲｷ

[ 5組] 風速 -0.5

 1 中村 駿汰 旭町     13.07 q
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ

 2 齋藤 飛元 梓川     13.55 q
ｻｲﾄｳ ﾋｹﾞﾝ

 3 石新 虹輝 小谷     13.98 
ｲｼｱﾗ ｺｳｷ

 4 小林 準基 穂高東     14.47 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｷ

 5 木村 漣 信明     14.70 
ｷﾑﾗ　ﾚﾝ

 6 伊藤 波耶 白馬     14.71 
ｲﾄｳ ﾊﾔ

 7 佐藤 匠真 堀金     15.64 
ｻﾄｳ ﾀｸﾏ

風速 -0.2

 1 原 颯駕 塩尻広陵     12.47 
ﾊﾗ ﾌｳｶﾞ

 2 渡辺 直弥 穂高東     12.57 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ

 3 中村 駿汰 旭町     12.83 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ

 4 山崎 夏月 信大附属松本     12.93 
ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂｷ

 5 岸本 琉維 木曽町     13.23 
ｷｼﾓﾄ ﾙｲ

 6 齋藤 飛元 梓川     13.33 
ｻｲﾄｳ ﾋｹﾞﾝ

 7 土屋 隼 豊科北     13.38 
ﾂﾁﾔ ﾊﾔﾄ

 8 松倉 朋樹 大町第一     13.56 
ﾏﾂｸﾗ ﾄﾓｷ

2  6889

9  6280

3  7348

8  6633

4  6563

7  7052

5  7490

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  6479

7

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 6673

2  7348

5  6852

3  6567

2  6419 5  7432

6  7003

4  6832

8  7052

8  7280 8  7391

9  6563 4  6677

7  6341 3  6418

5  6469 6  6834

3  6648 9  6877

6  7175 7

4  7006 2  6483

 6283

7  7053 7  7081

9  6596

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  6940 6  7029

ﾚｰﾝ No. 氏  名

2  6468

4  7435 4  6944

8  6889 9  7345

3  7045 5  7233

所属名 記録／備考 順

2  6633 3  6280

男子1年

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

順
5  7490 8  6479

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



大会記録(GR)                    11.36 

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 -1.2

 1 宮下 裕也 塩尻広陵     11.83 q  1 鈴木 慎吾 北安松川     11.69 q
ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾔ ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ

 2 林 陸翔 豊科北     12.53  2 澤口 然 菅野     12.55 
ﾊﾔｼ ﾘｸﾄ ｻﾜｸﾞﾁ ｾﾞﾝ

 3 武田 龍治 鎌田     12.60  3 勝野 将 穂高東     12.64 
ﾀｹﾀﾞ ﾘｭｳｼﾞ ｶﾂﾉ ﾏｻｼ

 4 林 智輝 高綱     12.70  4 小林 優斗 木曽町     12.90 
ﾊﾔｼ ﾄﾓｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ

 5 宮入 大輝 開成     12.85  5 笠原 諒誓 女鳥羽     13.07 
ﾐﾔｲﾘ ﾊﾙｷ ｶｻﾊﾗ ﾘｮｳｾｲ

 6 上條 輝太 丘     12.91  6 曽根原 悠希 仁科台     13.21 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳﾀ ｿﾈﾊﾗ ﾊﾙｷ

 7 青田 聖也 仁科台     13.24  7 鎌田 仁 高綱     13.34 
ｱｵﾀ ｾｲﾔ ｶﾏﾀﾞ ｼﾞﾝ

 8 矢口 風斗 穂高西     13.69  8 島 遼介 清水     14.47 
ﾔｸﾞﾁ ｶｻﾞﾄ ｼﾏ ﾘｮｳｽｹ

 9 花村 翼太 梓川     15.31  9 大前 俊輔 梓川     14.97 
ﾊﾅﾑﾗ ﾖｳﾀ ｵｵﾏｴ ｼｭﾝｽｹ

[ 3組] 風速 -1.0 [ 4組] 風速 +0.0

 1 木曽 隆大朗 白馬     12.27 q  1 矢花 彰吾 丘     12.27 q
ｷｿ ﾘｭｳﾀﾛｳ ﾔﾊﾞﾅ ｼｮｳｺﾞ

 2 永井 つかさ 丸ﾉ内     12.32 q  2 片桐 拓真 菅野     12.36 
ﾅｶﾞｲ ﾂｶｻ ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｸﾏ

 3 児玉 賢人 筑摩野     12.35 q  3 横沢 颯太 筑摩野     12.39 
ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾄ ﾖｺｻﾞﾜ ｿｳﾀ

 4 村上 康生 塩尻     12.83  4 竹岡 尚輝 堀金     12.72 
ﾑﾗｶﾐ ｺｳｾｲ ﾀｹｵｶ ﾅｵｷ

 5 小林 知樹 信大附属松本     13.10  5 馬場 友希 塩尻     12.81 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓｷ

 6 山口 洸斗 波田     13.25  6 佐藤 優 高瀬     12.98 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ ｻﾄｳ ﾕｳ

 7 永松 篤 塩尻広陵     14.67  7 斉藤 新 波田     13.80 
ﾅｶﾞﾏﾂ ｱﾂｼ ｻｲﾄｳ ｱﾗﾀ

 8 塚田 皓太 北安松川     15.03  8 藤原 有冴 三郷     14.52 
ﾂｶﾀﾞ ｺｳﾀ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｺﾞ

[ 5組] 風速 +1.4

 1 山﨑 陽 鉢盛     11.83 q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ

 2 石田 朗雅 旭町     12.16 q
ｲｼﾀﾞ ｱｷﾏｻ

 3 松澤 将大 大町第一     12.49 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ

 4 有江 禅 開成     12.87 
ｱﾘｴ ｾﾞﾝ

 5 田多井 信吾 女鳥羽     13.02 
ﾀﾀｲ ｼﾝｺﾞ

 6 松嶋 大智 豊科北     13.33 
ﾏﾂｼﾏ ﾀｲﾁ

 7 藤原 瑠哉 清水     13.47 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾙｷﾔ

 8 吉田 安吾 木曽町     15.01 
ﾖｼﾀﾞ ｱﾝｺﾞ

風速 +2.1

 1 鈴木 慎吾 北安松川     11.24 
ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ

 2 宮下 裕也 塩尻広陵     11.45 
ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾔ

 3 山﨑 陽 鉢盛     11.66 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ

 4 矢花 彰吾 丘     11.93 
ﾔﾊﾞﾅ ｼｮｳｺﾞ

 5 石田 朗雅 旭町     11.95 
ｲｼﾀﾞ ｱｷﾏｻ

 6 木曽 隆大朗 白馬     11.96 
ｷｿ ﾘｭｳﾀﾛｳ

 7 児玉 賢人 筑摩野     12.00 
ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾄ

 8 永井 つかさ 丸ﾉ内     12.07 
ﾅｶﾞｲ ﾂｶｻ

5

9  6459

3  7246

2  7047

8  6830

6  7077

 7422

2  6323

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  6785

4  6471

4  7289

5  6636

6  6965

9  7077

3  6866

7  7111

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  7458 6  6401

9  7401 2  6767

8  7422

7  6472 7  7381

6  6791 5  6704

2  6412 4  8759

4  7246 9  7245

9  6594 1  6963

8  7047 8  7221

4  7342 6  7340

5  6830 3  6459
No. 氏  名順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 記録／備考

5  7110 7  7288

1  6898 8  7172

3  6463 5  6897

ﾚｰﾝ No. 氏  名

6  7170 9  6320

8  6977 2  6576

所属名 記録／備考 順

7  6631 4  7230

男子2年

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

順
2  6471 3  6785

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



大会記録(GR)                    11.12 

[ 1組] 風速 -2.1 [ 2組] 風速 +0.9

 1 荒波 友也 信大附属松本     12.26 q  1 合葉 太飛 開成     11.93 q
ｱﾗﾅﾐ ﾕｳﾔ ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ

 2 村松 凌典 丸ﾉ内     12.53  2 上條 瑞季 丘     12.20 q
ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ

 3 西沢 櫂 女鳥羽     12.77  3 小松 景介 北安松川     12.21 q
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｲ ｺﾏﾂ ｹｲｽｹ

 4 磯部 響 穂高東     13.10  4 藤森 亮祐 高綱     13.13 
ｲｿﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ ﾌｼﾞﾓﾘ ﾘｮｳｽｹ

 5 笠井 遙人 梓川     13.57  5 綱脇 恭宏 穂高東     13.33 
ｶｻｲ ﾊﾙﾄ ﾂﾅﾜｷ ﾔｽﾋﾛ

 6 小林 佑輔 菅野     13.99  6 君口 光 木曽町     14.30 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ ｷﾐｸﾞﾁ ﾋｶﾙ

 7 大留 朝陽 清水     14.72   堀内 莉来 菅野      
ｵｵﾄﾒ ｱｻﾋ ﾎﾘｳﾁ ﾘﾗｲ

[ 3組] 風速 -1.7 [ 4組] 風速 +0.1

 1 落合 華七斗 堀金     11.94 q  1 原 駿太 仁科台     12.05 q
ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ ﾊﾗ ｼｭﾝﾀ

 2 佐藤 舜斗 大町第一     12.22 q  2 橋本 博人 開成     12.33 q
ｻﾄｳ ﾏﾅﾄ ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ

 3 田口 俊 木曽町     12.42  3 原 大輝 清水     12.44 
ﾀｸﾞﾁ ｼｭﾝ ﾊﾗ ﾀﾞｲｷ

 4 峯村 享明 北安松川     12.64  4 田中 舜也 女鳥羽     12.55 
ﾐﾈﾑﾗ ﾐﾁｱｷ ﾀﾅｶ ﾄｼﾔ

 5 今井 陽翔 波田     13.10  5 嶋岡 良真 明科     13.23 
ｲﾏｲ ﾊﾙﾄ ｼﾏｵｶ ﾘｮｳﾏ

 6 唐津 春樹 信大附属松本     13.88  6 江津 祥太朗 白馬     13.26 
ｶﾗﾂ ﾊﾙｷ ｺﾞｳﾂﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ

 7 胡桃 孝哉 穂高西     14.29  7 関原 暖基 丘     13.40 
ｸﾙﾐ ｺｳｽｹ ｾｷﾊﾗ ﾊﾙｷ

風速 +1.0

 1 合葉 太飛 開成     11.84 
ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ

 2 荒波 友也 信大附属松本     12.02 
ｱﾗﾅﾐ ﾕｳﾔ

 3 原 駿太 仁科台     12.05 
ﾊﾗ ｼｭﾝﾀ

 4 佐藤 舜斗 大町第一     12.07 
ｻﾄｳ ﾏﾅﾄ

 5 橋本 博人 開成     12.10 
ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ

 6 上條 瑞季 丘     12.12 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ

 7 小松 景介 北安松川     12.28 
ｺﾏﾂ ｹｲｽｹ

 8 落合 華七斗 堀金     18.23 
ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ

5  8755

3  7140

4  6456

8  6772

2  7483

6  6892

9  6882

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  7141

4  6291 3

決勝

6  7413 8  6552

2  6595 6  6457

 6959

8  6776 5  7285

7  7498 4  6822

4  7212 3  6293

3  6882 2  7140

7  6958 6  7213

5  8755 7  6892
No. 氏  名

DNS

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

3  7374 7  6571

6  6560 5  7196

ﾚｰﾝ No. 氏  名

8  7286 8  6772

所属名 記録／備考 順

5  7043 4  6456

男子3年

100m

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
2  7483 2  7141

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



大会記録(GR)                    22.28 

[ 1組] 風速 +2.1 [ 2組] 風速 +1.6

 1 中澤 歩希 鉢盛     24.20 q  1 増田 空大 波田     24.53 q
ﾅｶｻﾞﾜ　ｱﾕｷ ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

 2 金子 楽斗 高綱     24.24 q  2 南村 蓮 木曽町     24.65 q
ｶﾈｺ ｶﾞｸﾄ ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾚﾝ

 3 山田 啓介 開成     27.22  3 阿部 祐月 清水     26.32 
ﾔﾏﾀﾞ ｹｲｽｹ ｱﾍﾞ ﾕﾂﾞｷ

 4 上村 千隼 木曽町     27.58  4 小山 力 北安松川     27.25 
ｶﾐﾑﾗ ﾁﾊﾔ ｺﾔﾏ ﾘｷ

 5 菅沼 秀悟 信大附属松本     28.62  5 萩原 諒 塩尻広陵     28.35 
ｽｶﾞﾇﾏ ｼｭｳｺﾞ ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ

 6 岡本 永志 信明     29.42  6 上條 剛 丘     28.45 
ｵｶﾓﾄ ｴｲｼﾞ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾂﾖｼ

 7 梅津 清春 清水     32.80  7 小松 奏空 信明     31.80 
ｳﾒﾂﾞ ｷﾖﾊﾙ ｺﾏﾂ ｿｳｱ

  宮嶋 竜希 梓川       8 中野 浬 旭町     33.23 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾀﾂｷ ﾅｶﾉ ｶｲﾘ

[ 3組] 風速 -0.1 [ 4組] 風速 +2.2

 1 中根 彪貴 塩尻広陵     24.44 q  1 吉澤 虎伯 菅野     24.59 q
ﾅｶﾈ ﾋｭｳｷ ﾖｼｻﾞﾜ ｺﾊｸ

 2 内川 洸 小谷     24.75 q  2 荻野 彪 白馬     25.50 q
ｳﾁｶﾜ ｺｳ ｵｷﾞﾉ ﾋｮｳ

 3 芝田 悠 波田     27.26  3 戸谷 颯真 穂高東     26.06 
ｼﾊﾞﾀ ﾕｳ ﾄﾔ ｿｳﾏ

 4 諏訪 晃 塩尻     27.83  4 冨田 隆嗣 波田     27.66 
ｽﾜ ｱｷﾗ ﾄﾐﾀ ﾀｶｼ

 5 深澤 来仁 穂高東     27.92  5 降旗 倖杜 塩尻広陵     27.91 
ﾌｶｻﾜ ﾗｲﾄ ﾌﾘﾊﾀ ﾕｷﾄ

 6 中原 慎一朗 大町第一     28.12  6 清水 蒼太 丘     28.70 
ﾅｶﾊﾗ ｼﾝｲﾁﾛｳ ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ

 7 須澤 拓海 丘     28.17  7 山田 尚輝 信明     31.94 
ｽｻﾞﾜ ﾀｸﾐ ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ

 8 篠田 大和 清水     36.21 
ｼﾉﾀﾞ ﾄﾜ

風速 -1.8

 1 中澤 歩希 鉢盛     24.24 
ﾅｶｻﾞﾜ　ｱﾕｷ

 2 吉澤 虎伯 菅野     24.54 
ﾖｼｻﾞﾜ ｺﾊｸ

 3 南村 蓮 木曽町     24.77 
ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾚﾝ

 4 中根 彪貴 塩尻広陵     25.00 
ﾅｶﾈ ﾋｭｳｷ

 5 増田 空大 波田     25.13 
ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ

 6 内川 洸 小谷     25.19 
ｳﾁｶﾜ ｺｳ

 7 金子 楽斗 高綱     25.89 
ｶﾈｺ ｶﾞｸﾄ

 8 荻野 彪 白馬     25.99 
ｵｷﾞﾉ ﾋｮｳ

2  6824

7  7416

3  6842

4  7193

9  7215

8  6296

6  6509

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  7421

7  7414 4  6561

8  6400 7  7382

6  6943

2  6564 3  6474

9  6864 2  6465

3  6466 8  7010

4  6842 6  6824

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
5  6509 5  7215

7  7002 8  6458

9  7344

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 所属名 記録／備考

2  6941 7  7004

ﾚｰﾝ No. 氏  名

3  7051

6  6290 9  6779

5  7112 4  6961

3  7488 2  6475

所属名 記録／備考 順

8  7193 6  6296

男子共通

200m

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
4  7421 5  7416

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



大会記録(GR)                    52.00 

[ 1組] [ 2組]

 1 輪湖 颯 梓川     52.29 q  1 安坂 丈瑠 開成     54.98 q
ﾜｺ ﾊﾔﾄ ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ

 2 丸山 祥太 北安松川     52.66 q  2 青木 俊輔 三郷     55.70 q
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ ｱｵｷ ｼｭﾝｽｹ

 3 小林 愛生 波田     56.59 q  3 桃井 盛那 鉢盛     56.09 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｷ ﾓﾓｲ ｾﾅ

 4 青島 竜輝斗 開成     58.34  4 瀧聞 隆佑 信大附属松本     56.62 q
ｱｵｼﾏ ﾙｷﾄ ﾀｷｷﾞｸ ﾘｭｳｽｹ

 5 福海 空汰 木曽町     59.33  5 土方 晃希 塩尻広陵     57.77 q
ﾌｸﾐ ｶﾅﾀ ﾋｼﾞｶﾀ ｺｳｷ

 6 窪田 大造 高綱     59.94  6 森本 快 波田     59.02 
ｸﾎﾞﾀ ﾀｲｿﾞｳ ﾓﾘﾓﾄ ｶｲ

 7 三浦 快介 清水   1:02.84  7 堀 嵐丸 仁科台     59.96 
ﾐｳﾗ ｶｲｽｹ ﾎﾘ ﾗﾝﾏﾙ

 8 貝梅 崚介 松島   1:09.21  8 三村 祐輝 丘   1:01.65 
ｶｲﾊﾞｲ ﾘｮｳｽｹ ﾐﾑﾗ ﾕｳｷ

 9 相澤 忍 塩尻広陵   1:25.45  9 耳塚 諄慶 松島   1:05.31 
ｱｲｻﾞﾜ ｼﾞﾝ ﾐﾐﾂﾞｶ ｼｭﾝｹｲ

 1 安坂 丈瑠 開成     50.46 
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ

 2 輪湖 颯 梓川     51.85 
ﾜｺ ﾊﾔﾄ

 3 丸山 祥太 北安松川     51.86 
ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ

 4 青木 俊輔 三郷     54.79 
ｱｵｷ ｼｭﾝｽｹ

 5 桃井 盛那 鉢盛     55.87 
ﾓﾓｲ ｾﾅ

 6 小林 愛生 波田     57.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｷ

 7 瀧聞 隆佑 信大附属松本     58.52 
ﾀｷｷﾞｸ ﾘｭｳｽｹ

 8 土方 晃希 塩尻広陵     59.82 
ﾋｼﾞｶﾀ ｺｳｷ

3  6488

9  7448

8  7412

2  7489

5  7362
大会新

6  6775
大会新

7  6721

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  7138

大会新

4  6297 8

決勝

7  6960 9  6902

5  6476 4  7105

 6488

8  7195 3  7400

2  7107 7  6460

ﾚｰﾝ No. 氏  名

1  7144 6  7489

6  7412 2  7448

所属名 記録／備考 順

9  6775 1  6721

男子共通

400m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順
3  7362 5  7138

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



大会記録(GR)                  1:59.03 

[ 1組] [ 2組]

 1 小坂 悠太 仁科台   1:59.93  1 青木 大河 梓川   2:16.47 
ｺｻｶ ﾕｳﾀ ｱｵｷ ﾀｲｶﾞ

 2 金古 廉 高綱   2:05.81  2 平出 純大 仁科台   2:16.62 
ｶﾈｺ ﾚﾝ ﾋﾗｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝﾀ

 3 宇都宮 崚太 信大附属松本   2:08.73  3 冨永 大輔 山辺   2:20.47 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾘｮｳﾀ ﾄﾐﾅｶﾞ ﾀﾞｲｽｹ

 4 畠山 史城 北安松川   2:11.96  4 米山 依岬 鉢盛   2:21.74 
ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｷ ﾖﾈﾔﾏ ｲｻｷ

 5 窪田 浩志 高綱   2:12.17  5 鈴木 康介 木曽町   2:22.58 
ｸﾎﾞﾀ ｺｳｼ ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ

 6 上条 勇貴 堀金   2:13.40  6 今井 雄貴 塩尻広陵   2:22.77 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ ｲﾏｲ ﾕｳｷ

 7 小池 陽 堀金   2:14.36  7 入江 修瑚 塩尻広陵   2:27.85 
ｺｲｹ ﾊﾙ ｲﾘｴ ｼｭｳｺﾞ

 8 北井 匠馬 塩尻広陵   2:17.87  8 勝家 崚太 北安松川   2:28.14 
ｷﾀｲ ｼｮｳﾏ ｶﾂｲｴ ﾘｮｳﾀ

 9 野口 翔大朗 菅野   2:19.30  9 上嶋 士宇羽 梓川   2:28.49 
ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ ｶﾐｼﾞﾏ ｼｳﾊﾞ

[ 3組] [ 4組]

 1 川瀬 拓郎 高綱   2:21.91  1 上野 祥弥 梓川   2:22.53 
ｶﾜｾ ﾀｸﾛｳ ｳｴﾉ ｼｮｳﾔ

 2 増田 慧也 穂高西   2:23.58  2 清水 寛斗 信大附属松本   2:26.38 
ﾏｽﾀﾞ ｹｲﾔ ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ

 3 一本木 雅秀 丘   2:23.61  3 櫛原 日向 木曽町   2:37.88 
ｲｯﾎﾟﾝｷﾞﾏｻﾋﾃﾞ ｸｼﾊﾗ ﾋﾅﾀ

 4 安藤 倖太朗 木曽町   2:27.38  4 小穴 朔久 堀金   2:37.96 
ｱﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀﾛｳ ｵｱﾅ ｻｸ

 5 久保田 興輝 信大附属松本   2:32.93  5 宮城 岳大 鉢盛   2:40.52 
ｸﾎﾞﾀ ｺｳｷ ﾐﾔｷﾞ ﾀｶﾋﾛ

 6 林 陽向 清水   2:35.70  6 川下 大翔 穂高西   2:42.16 
ﾊﾔｼ ﾋﾅﾀ ｶﾜｼﾀ ﾋﾛﾄ

 7 中村 眞海 北安松川   2:36.52  7 二山 海路 塩尻   2:43.59 
ﾅｶﾑﾗ　ﾏﾋﾛ ﾌﾀﾔﾏ ｶｲﾛ

 8 清水 和玖 松島   2:44.77  8 小澤 孝太 山辺   2:46.71 
ｼﾐｽﾞ ﾜｸ ｵｻﾞﾜ ｺｳﾀ

  佐々木 翔 菅野       9 大久保 樹 塩尻   2:47.73 
ｻｻｷ ｼｮｳ ｵｵｸﾎﾞ ｲﾂｷ

10 城戸 柊斗 菅野   2:51.01 
ｷﾄﾞ ｼｭｳﾄ

   1 小坂 悠太 仁科台     1:59.93   1   1
   2 金古 廉 高綱     2:05.81   1   2
   3 宇都宮 崚太 信大附属松本     2:08.73   1   3
   4 畠山 史城 北安松川     2:11.96   1   4
   5 窪田 浩志 高綱     2:12.17   1   5
   6 上条 勇貴 堀金     2:13.40   1   6
   7 小池 陽 堀金     2:14.36   1   7
   8 青木 大河 梓川     2:16.47   2   1
   9 平出 純大 仁科台     2:16.62   2   2
  10 北井 匠馬 塩尻広陵     2:17.87   1   8
  11 野口 翔大朗 菅野     2:19.30   1   9
  12 冨永 大輔 山辺     2:20.47   2   3
  13 米山 依岬 鉢盛     2:21.74   2   4
  14 川瀬 拓郎 高綱     2:21.91   3   1
  15 上野 祥弥 梓川     2:22.53   4   1
  16 鈴木 康介 木曽町     2:22.58   2   5
  17 今井 雄貴 塩尻広陵     2:22.77   2   6
  18 増田 慧也 穂高西     2:23.58   3   2
  19 一本木 雅秀 丘     2:23.61   3   3
  20 清水 寛斗 信大附属松本     2:26.38   4   2
  21 安藤 倖太朗 木曽町     2:27.38   3   4
  22 入江 修瑚 塩尻広陵     2:27.85   2   7
  23 勝家 崚太 北安松川     2:28.14   2   8
  24 上嶋 士宇羽 梓川     2:28.49   2   9
  25 久保田 興輝 信大附属松本     2:32.93   3   5
  26 林 陽向 清水     2:35.70   3   6
  27 中村 眞海 北安松川     2:36.52   3   7
  28 櫛原 日向 木曽町     2:37.88   4   3
  29 小穴 朔久 堀金     2:37.96   4   4
  30 宮城 岳大 鉢盛     2:40.52   4   5
  31 川下 大翔 穂高西     2:42.16   4   6
  32 二山 海路 塩尻     2:43.59   4   7
  33 清水 和玖 松島     2:44.77   3   8
  34 小澤 孝太 山辺     2:46.71   4   8
  35 大久保 樹 塩尻     2:47.73   4   9
  36 城戸 柊斗 菅野     2:51.01   4  10
    佐々木 翔 菅野 DNS   3     7214

 6299
 6670
 7433
 6599
 6404
 7082
 8704
 6399
 7218

 7455
 6964
 6787

 6498
 7217
 7152
 7427
 7194
 7371
 6322

 6455
 7497
 6289
 6508
 6771
 7341

 6497
 6593

 6890
 7197
 7484
 6774
 7198
 8756
 8757
 7377
 6893

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位

7  7455 5  7433

9  6964 7  6599

2  7218

8  6787 1  6404

2  7082 3  8704

3  7214 9  6399
DNS

4  6289 6  6670

6  6455 4  6299

9  6498 7  6771

5  6593 10  7497

3  7217 9  7341

1  7194 8  7371
No. 氏  名順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 記録／備考

1  7198 2  6322

7  8757 3  6508

5  8756 1  6497

8  6774 6  7427

2  7484 8  7152

6  7197 4  6893

所属名 記録／備考
4  6890 5  7377

ﾚｰﾝ No. 氏  名

男子共通

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



大会記録(GR)                  4:32.49 

[ 1組] [ 2組]

 1 丸山 直生 鉢盛   4:48.24  1 太田 龍輝 大町第一   5:19.98 
ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵ ｵｵﾀ ﾘｭｳｷ

 2 木村 優仁 女鳥羽   4:58.67  2 東 海晴 丸ﾉ内   5:23.56 
ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ ｱｽﾞﾏ ｶｲｾｲ

 3 上条 優雅 波田   4:59.99  3 小田 皐太 山辺   5:29.99 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｶﾞ ｵﾀﾞ ｺｳﾀ

 4 濱野 大輝 筑摩野   5:01.72  4 髙原 幹大 山辺   5:34.86 
ﾊﾏﾉ ﾀﾞｲｷ ﾀｶﾊﾗ ﾐｷﾋﾛ

 5 上条 統也 堀金   5:01.75  5 松澤 岳拓 白馬   5:41.52 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｳﾔ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ

 6 田中 大介 信大附属松本   5:03.28  6 佐藤 春樹 波田   5:44.98 
ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ ｻﾄｳ ﾊﾙｷ

 7 小林 昌弘 筑摩野   5:13.47  7 宮坂 颯太 梓川   5:47.41 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ ﾐﾔｻｶ ｿｳﾀ

 8 糟谷 優蒼 塩尻広陵   5:13.64  8 小林 悠太郎 丸ﾉ内   6:01.81 
ｶｽﾔ ﾕｳｱ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀﾛｳ

 9 安坂 充瑠 開成   5:18.56  9 城 礎石 信明   6:04.37 
ｱｻﾞｶ ﾐﾂﾙ ｼﾞｮｳ ｿｾｷ

10 草間 瑛太 豊科北   5:21.34 10 江川 康輝 丘   6:05.52 
ｸｻﾏ ｴｲﾀ ｴｶﾞﾜ ｺｳｷ

11 吉江 駿 塩尻広陵   5:22.25 11 田村 基 信明   6:08.55 
ﾖｼｴ ｼｭﾝ ﾀﾑﾗ ﾓﾄｷ

12 須山 碧天 塩尻西部   5:23.86 12 高木 大地 開成   6:09.11 
ｽﾔﾏ ﾐｿﾗ ﾀｶｷ ﾀﾞｲﾁ

13 塩月 直己 北安松川   5:25.50 13 小田切 匠汰 高瀬   6:23.43 
ｼｵﾂｷ ﾅｵﾐ ｵﾀｷﾞﾘ ｼｮｳﾀ

14 宮島 寛幸 鉢盛   5:26.21 14 竹下 陸矢 塩尻   7:10.30 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾋﾛﾕｷ ﾀｹｼﾀ ﾘｸﾔ

15 竹岡 孝多孔 堀金   5:26.83 15 中村 恒晴 木曽町   7:49.68 
ﾀｹｵｶ ｺｳﾀｸ ﾅｶﾑﾗ ﾂﾈﾊﾙ

16 小林 陽琉 鎌田   5:36.13 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ

16  6503 11  7007

9  6432 7  7116

15  6978

2  6796 1  6740

1  7429 8  6410

3  6674 2  6281

13  6651 3  6440

4  7115 5  7005

14  6482 15  7028

12  7247 4  7354

6  7492 12  7390

5  6671 9  6831

8  7250 10  7164

11  7388 6  8705

10  7281 13  7025

所属名 記録／備考
7  7431 14  6888

ORD No. 氏  名

男子1年

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 丸山 直生 鉢盛     4:48.24   1   1
   2 木村 優仁 女鳥羽     4:58.67   1   2
   3 上条 優雅 波田     4:59.99   1   3
   4 濱野 大輝 筑摩野     5:01.72   1   4
   5 上条 統也 堀金     5:01.75   1   5
   6 田中 大介 信大附属松本     5:03.28   1   6
   7 小林 昌弘 筑摩野     5:13.47   1   7
   8 糟谷 優蒼 塩尻広陵     5:13.64   1   8
   9 安坂 充瑠 開成     5:18.56   1   9
  10 太田 龍輝 大町第一     5:19.98   2   1
  11 草間 瑛太 豊科北     5:21.34   1  10
  12 吉江 駿 塩尻広陵     5:22.25   1  11
  13 東 海晴 丸ﾉ内     5:23.56   2   2
  14 須山 碧天 塩尻西部     5:23.86   1  12
  15 塩月 直己 北安松川     5:25.50   1  13
  16 宮島 寛幸 鉢盛     5:26.21   1  14
  17 竹岡 孝多孔 堀金     5:26.83   1  15
  18 小田 皐太 山辺     5:29.99   2   3
  19 髙原 幹大 山辺     5:34.86   2   4
  20 小林 陽琉 鎌田     5:36.13   1  16
  21 松澤 岳拓 白馬     5:41.52   2   5
  22 佐藤 春樹 波田     5:44.98   2   6
  23 宮坂 颯太 梓川     5:47.41   2   7
  24 小林 悠太郎 丸ﾉ内     6:01.81   2   8
  25 城 礎石 信明     6:04.37   2   9
  26 江川 康輝 丘     6:05.52   2  10
  27 田村 基 信明     6:08.55   2  11
  28 高木 大地 開成     6:09.11   2  12
  29 小田切 匠汰 高瀬     6:23.43   2  13
  30 竹下 陸矢 塩尻     7:10.30   2  14
  31 中村 恒晴 木曽町     7:49.68   2  15

 6440
 7007
 7116
 6740
 6410
 6281

 7354
 7028
 7005

 7164
 6978
 6831
 7390

 6796
 7429

組 順位
 7431
 7281
 7388
 7250
 6671
 7492
 7247
 6482
 7115
 6888
 6651
 6503
 7025
 6432

 6674
 8705

男子1年

1500m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考



大会記録(GR)                  4:11.39 

[ 1組] [ 2組]

 1 杉原 立樹 開成   4:17.36  1 髙野 遥翔 筑北   5:03.83 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ ﾀｶﾉ ﾊﾙﾄ

 2 武田 寧登 白馬   4:20.34  2 増田 大葵 塩尻   5:06.08 
ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ ﾏｽﾀﾞ ﾅｷﾞ

 3 橫澤 静也 北安松川   4:29.14  3 廣島 颯絃 三郷   5:15.79 
ﾖｺｻﾜ ｼｽﾞﾔ ﾋﾛｼﾏ ｿｳｹﾞﾝ

 4 遠藤 優裕 信大附属松本   4:31.20  4 古澤 昇吾 高綱   5:16.90 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾋﾛ ﾌﾙｻﾜ ｼｮｳｺﾞ

 5 唐沢 拓実 塩尻広陵   4:31.54  5 有賀 翼 菅野   5:18.26 
ｶﾗｻﾜ ﾀｸﾐ ｱﾙｶﾞ ﾂﾊﾞｻ

 6 水野 琉斗 波田   4:34.87  6 百瀬 匠真 女鳥羽   5:19.04 
ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳﾄ ﾓﾓｾ ﾀｸﾏ

 7 大越 温真 梓川   4:43.67  7 齊藤 那湧太 三郷   5:20.58 
ｵｵｺｼ ﾊﾙﾏ ｻｲﾄｳ ﾅﾕﾀ

 8 高根 夏雪 仁科台   4:48.19  8 宮田 陽叶 仁科台   5:22.83 
ﾀｶﾈ ﾅﾂｷ ﾐﾔﾀ ｱｷﾄ

 9 西垣 尚弥 信大附属松本   4:50.03  9 加藤 雅陽 山辺   5:25.00 
ﾆｼｶﾞｷ ﾅｵﾔ ｶﾄｳ ﾏｻﾊﾙ

10 森 維織 堀金   4:51.19 10 武川 裕和 丸ﾉ内   5:26.79 
ﾓﾘ ｲｵﾘ ﾀｹｶﾜ ﾋﾛｶｽﾞ

11 三島 成生 鉢盛   4:52.03 11 城井 煌陽 丘   5:27.69 
ﾐｼﾏ ﾅﾙｷ ｷｲ ｺｳﾖｳ

12 古畑 健斗 木曽町   4:52.80 12 田中 太智 旭町   5:30.07 
ﾌﾙﾊﾀ ｹﾝﾄ ﾀﾅｶ ﾀｲﾁ

13 奥原 悠月 高綱   4:53.96 13 藤本 武和 鎌田   5:33.18 
ｵｸﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｹｵ

14 百瀬 歩夢 丘   4:59.72 14 岡 春輝 旭町   5:34.23 
ﾓﾓｾ ｱﾕﾑ ｵｶ ﾊﾙｷ

15 黒川 涼介 大町第一   5:00.26 15 浅野 卯月 松島   5:40.40 
ｸﾛｶﾜ ﾘｮｳｽｹ ｱｻﾉ ｳﾂﾞｷ

16 江幡 瑞己 塩尻広陵   5:01.00 16 志水 宏生 大町第一   5:42.89 
ｴﾊﾞﾀ ﾐｽﾞｷ ｼﾐｽﾞ ｺｳｾｲ

17 澤栁 智也 豊科南   5:01.21 17 野田 晴斗 塩尻   5:51.02 
ｻﾜﾔﾅｷﾞ ﾄﾓﾔ ﾉﾀﾞ ﾊﾙﾄ

18 丸山 和孝 開成   5:10.71 18 川嶋 蒼葉 高瀬   5:51.82 
ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞﾀｶ ｶﾜｼﾏ ｱｵﾊﾞ

19 田村 悠 信明   5:30.34 19 島村 紘斗 松島   6:47.33 
ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ ｼﾏﾑﾗ ﾋﾛﾄ

  蓮井 涼太 穂高東      20 藤牧 幸来 菅野   7:03.70 
ﾊｽｲ ﾘｮｳﾀ ﾌｼﾞﾏｷ ｺｳｷ

  鈴木 生人 木曽町        中澤 藍希 山辺      
ｽｽﾞｷ ｲｸﾄ ﾅｶｻﾞﾜ ｱｲｷ

DNS
18  6321 12  8702

DNS DNS

3  6574 1  7216

5  7000 3  7106

21  7114 2  6766

20  6661 20  6403

1  6495 21  6863

19  6887 17  7101

15  6461 16  7079

17  7199 6  6975

2  6295 18  7078

13  7428 19  6449

6  8758 4  7046

4  7486 14  8701

7  6901 15  6900

16  7372 7  6722

14  7387 10  7287

9  6500 13  7228

8  7466 11  7174

10  6783 9  6702

12  6823 8  6415

所属名 記録／備考
11  7139 5  6545

ORD No. 氏  名

男子2･3年

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 杉原 立樹 開成     4:17.36   1   1
   2 武田 寧登 白馬     4:20.34   1   2
   3 橫澤 静也 北安松川     4:29.14   1   3
   4 遠藤 優裕 信大附属松本     4:31.20   1   4
   5 唐沢 拓実 塩尻広陵     4:31.54   1   5
   6 水野 琉斗 波田     4:34.87   1   6
   7 大越 温真 梓川     4:43.67   1   7
   8 高根 夏雪 仁科台     4:48.19   1   8
   9 西垣 尚弥 信大附属松本     4:50.03   1   9
  10 森 維織 堀金     4:51.19   1  10
  11 三島 成生 鉢盛     4:52.03   1  11
  12 古畑 健斗 木曽町     4:52.80   1  12
  13 奥原 悠月 高綱     4:53.96   1  13
  14 百瀬 歩夢 丘     4:59.72   1  14
  15 黒川 涼介 大町第一     5:00.26   1  15
  16 江幡 瑞己 塩尻広陵     5:01.00   1  16
  17 澤栁 智也 豊科南     5:01.21   1  17
  18 髙野 遥翔 筑北     5:03.83   2   1
  19 増田 大葵 塩尻     5:06.08   2   2
  20 丸山 和孝 開成     5:10.71   1  18
  21 廣島 颯絃 三郷     5:15.79   2   3
  22 古澤 昇吾 高綱     5:16.90   2   4
  23 有賀 翼 菅野     5:18.26   2   5
  24 百瀬 匠真 女鳥羽     5:19.04   2   6
  25 齊藤 那湧太 三郷     5:20.58   2   7
  26 宮田 陽叶 仁科台     5:22.83   2   8
  27 加藤 雅陽 山辺     5:25.00   2   9
  28 武川 裕和 丸ﾉ内     5:26.79   2  10
  29 城井 煌陽 丘     5:27.69   2  11
  30 田中 太智 旭町     5:30.07   2  12
  31 田村 悠 信明     5:30.34   1  19
  32 藤本 武和 鎌田     5:33.18   2  13
  33 岡 春輝 旭町     5:34.23   2  14
  34 浅野 卯月 松島     5:40.40   2  15
  35 志水 宏生 大町第一     5:42.89   2  16
  36 野田 晴斗 塩尻     5:51.02   2  17
  37 川嶋 蒼葉 高瀬     5:51.82   2  18
  38 島村 紘斗 松島     6:47.33   2  19
  39 藤牧 幸来 菅野     7:03.70   2  20
    蓮井 涼太 穂高東 DNS   1    
    鈴木 生人 木曽町 DNS   1    
    中澤 藍希 山辺 DNS   2    

 6321
 8702

 6900
 8701
 7046
 6449
 7078
 7000
 6975
 7079

 6863
 6403
 6766
 7106
 7216
 6574

 7101

 6661
 6545
 6415
 7114
 6702
 7174
 7228
 7287
 6722

 6461
 6887
 6495

組 順位
 7139
 6823
 6783
 7466
 6500

 6901
 7486
 8758
 7428
 6295
 7199

 7387
 7372

1500m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

男子2･3年



大会記録(GR)                  8:58.90 

 1 大塚 悠剛 信大附属松本   9:21.81 
ｵｵﾂｶ  ﾕｳｺﾞｳ

 2 大塚 壮剛 信大附属松本   9:23.03 
ｵｵﾂｶ ｿｳｺﾞｳ

 3 丸山 辰樹 丸ﾉ内   9:42.91 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｷ

 4 木下 慎太郎 信大附属松本   9:57.51 
ｷﾉｼﾀ ｼﾝﾀﾛｳ

 5 小林 亮太 梓川  10:00.02 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ

 6 岡本 悠甫 仁科台  10:03.57 
ｵｶﾓﾄ ﾕｳｽｹ

 7 新山 堅太 仁科台  10:46.09 
ﾆｲﾔﾏ ｹﾝﾀ

 8 滝川 満 穂高西  10:56.26 
ﾀｷｶﾞﾜ ﾐﾂﾙ

 9 田原 琳太朗 穂高東  11:14.64 
ﾀﾊﾗ ﾘﾝﾀﾛｳ

10 加藤 輝 丘  11:45.32 
ｶﾄｳ ﾃﾙ

11 宇都宮 創太 菅野  11:55.51 
ｳﾂﾉﾐﾔ ｿｳﾀ

12 飯澤 寛貴 丘  12:16.17 
ｲｲｻﾞﾜ ﾋﾛﾀｶ

男子共通

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  7461

9  7460

5  7042

3  7485

8  7358

6  6895

4  6904

2  6592

11  6575

12  6445

1  7220

10  6462



大会記録(GR)                    14.52 

風速 -0.1

 1 大日向 孝雅 大町第一     16.74 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ

 2 赤羽 康太郎 松島     17.48 
ｱｶﾊﾈ ｺｳﾀﾛｳ

 3 牛越 悠太 信明     17.70 
ｳｼｺｼ ﾕｳﾀ

 4 市川 圭斗 開成     17.85 
ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ

 5 松井 和音 仁科台     18.15 
ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾈ

 6 清澤 広伸 鉢盛     18.19 
ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ

 7 下原 斗輝 鉢盛     18.59 
ｼﾓﾊﾗ ﾄｷ

 8 木島 玲 梓川     21.51 
ｷｼﾞﾏ ﾚｲ

9  7426

6  7361

2  6894

3  7446

4  7018

5  7142

7  7102

男子共通

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  6873



大会記録(GR)                    48.00 

[ 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 鉢盛  7432 百瀬 結太     51.95 q  1   7 梓川  7345 大橋 蒼太     50.65 q

ﾊﾁﾓﾘ ﾓﾓｾ ﾕｳﾀ ｱｽﾞｻｶﾞﾜ ｵｵﾊｼ ｿｳﾀ
 7435 清水 紫音  7358 小林 亮太

ｼﾐｽﾞ ｼｵﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ
 7425 山本 蓮  7348 齋藤 飛元

ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝ ｻｲﾄｳ ﾋｹﾞﾝ
 7423 山田 瑛太  7356 栁澤 秀哉

ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｭｳﾔ
 2   4 穂高東  6565 望月 快     53.02  2   5 豊科北  6633 土屋 隼     51.16 q

ﾎﾀｶﾋｶﾞｼ ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｲ ﾄﾖｼﾅｷﾀ ﾂﾁﾔ ﾊﾔﾄ
 6563 渡辺 直弥  6636 松嶋 大智

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ ﾏﾂｼﾏ ﾀｲﾁ
 6567 小林 準基  6651 草間 瑛太

ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｭﾝｷ ｸｻﾏ ｴｲﾀ
 6564 深澤 来仁  6631 林 陸翔

ﾌｶｻﾜ ﾗｲﾄ ﾊﾔｼ ﾘｸﾄ
 3   2 山辺  7160 浅村 匡思     54.30  3   2 旭町  7050 阿部 康介     51.33 q

ﾔﾏﾍﾞ ｱｻﾑﾗ ｺｳｼ ｱｻﾋﾏﾁ ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ
 8700 飯ｹ濱 崇人  7077 石田 朗雅

ｲｲｶﾞﾊﾏ ﾀｶﾄ ｲｼﾀﾞ ｱｷﾏｻ
 7161 牛丸 健人  7053 西澤 諒

ｳｼﾏﾙ ｹﾝﾄ ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ
 8707 槙石 大也  7052 中村 駿汰

ﾏｷｲｼ ﾀﾞｲﾔ ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ
 4   8 大町第一  6888 太田 龍輝     54.50  4   3 信大附属松本  7476 内山 正登     51.34 q

ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁ ｵｵﾀ ﾘｭｳｷ ｼﾝﾀﾞｲﾏﾂﾓﾄ ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾄ
 6877 佐藤 幸弥  7495 佐藤 雅浩

ｻﾄｳ ﾕｷﾔ ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ
 6867 中村 大能  7491 中澤 洵之介

ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾉ ﾅｶｻﾞﾜｼﾞｭﾝﾉｽｹ
 6889 松倉 朋樹  7490 山崎 夏月

ﾏﾂｸﾗ ﾄﾓｷ ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂｷ
 5   5 白馬  6834 丸山 開世     56.75  5   4 開成  7111 有江 禅     52.71 q

ﾊｸﾊﾞ ﾏﾙﾔﾏ ｶｲｾｲ ｶｲｾｲ ｱﾘｴ ｾﾞﾝ
 6832 伊藤 波耶  7110 宮入 大輝

ｲﾄｳ ﾊﾔ ﾐﾔｲﾘ ﾊﾙｷ
 6833 滝沢 悠馬  7115 安坂 充瑠

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾏ ｱｻﾞｶ ﾐﾂﾙ
 6831 松澤 岳拓  7116 高木 大地

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｹﾋﾛ ﾀｶｷ ﾀﾞｲﾁ
 6   3 信明  7004 小松 奏空     58.38  6   6 三郷  6712 柏原 槇   1:00.50 

ｼﾝﾒｲ ｺﾏﾂ ｿｳｱ ﾐｻﾄ ｶｼﾜﾊﾞﾗ ｼﾝ
 7003 木村 漣  6703 務台 貴斗

ｷﾑﾗ　ﾚﾝ ﾑﾀｲ ﾀｶﾄ
 7010 山田 尚輝  6704 藤原 有冴

ﾔﾏﾀﾞ ﾅｵｷ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾕｳｺﾞ
 7002 岡本 永志  6710 小川 裕太郎

ｵｶﾓﾄ ｴｲｼﾞ ｵｶﾞﾜ ﾕｳﾀﾛｳ
    7 塩尻  6394 西村 泰良      

ｼｵｼﾞﾘ ﾆｼﾑﾗ ﾀｲﾗ DQ
 6410 竹下 陸矢 R1(2-3)(3-

ﾀｹｼﾀ ﾘｸﾔ
 6418 平林 海樹

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｶｲｷ
 6419 清沢 天真

ｷﾖｻﾜ ﾃﾝﾏ

男子1･2年

4×100m

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



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 堀金  6671 上条 統也     51.57 q

ﾎﾘｶﾞﾈ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｳﾔ
 8759 竹岡 尚輝

ﾀｹｵｶ ﾅｵｷ
 8753 北村 虹太朗

ｷﾀﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ
 6677 宮澤 和琶

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾊ
 2   4 塩尻広陵  6478 土方 悠希     52.27 q

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳ ﾋｼﾞｶﾀ ﾕｳｷ
 6475 萩原 諒

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ
 6483 熊井 煌希

ｸﾏｲ ｺｳｷ
 6479 原 颯駕

ﾊﾗ ﾌｳｶﾞ
 3   7 松島  7082 清水 和玖     53.14 

ﾏﾂｼﾏ ｼﾐｽﾞ ﾜｸ
 7105 耳塚 諄慶

ﾐﾐﾂﾞｶ ｼｭﾝｹｲ
 7107 貝梅 崚介

ｶｲﾊﾞｲ ﾘｮｳｽｹ
 7080 塚沢 健二

ﾂｶｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ
 4   5 丸ﾉ内  7029 村松 洸典     54.19 

ﾏﾙﾉｳﾁ ﾑﾗﾏﾂ ｺｳｽｹ
 7022 山本 健流

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ
 7030 柿崎 友徳

ｶｷｻﾞｷ ﾄﾓﾅﾘ
 7045 高橋 俊介

ﾀｶﾊｼ ｼｭﾝｽｹ
 5   2 菅野  7200 井上 蓮太     54.22 

ｽｶﾞﾉ ｲﾉｳｴ ﾚﾝﾀ
 7229 大月 佑太

ｵｵﾂｷ ﾕｳﾀ
 7231 下平 遂人

ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾅﾙﾄ
 7238 鷲澤 創

ﾜｼｻﾞﾜ ｿｳ
 6   3 木曽町  6283 野口 昂大     57.71 

ｷｿﾏﾁ ﾉｸﾞﾁ ｺｳﾀ
 6284 向井 祐樹

ﾑｶｲ ﾕｳｷ
 6282 奈良尾 成那

ﾅﾗｵ ｾﾅ
 6322 鈴木 康介

ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ

男子1･2年

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 梓川  7345 大橋 蒼太     50.98 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜ ｵｵﾊｼ ｿｳﾀ
 7358 小林 亮太

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ
 7348 齋藤 飛元

ｻｲﾄｳ ﾋｹﾞﾝ
 7356 栁澤 秀哉

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｭｳﾔ
 2   5 豊科北  6633 土屋 隼     51.32 

ﾄﾖｼﾅｷﾀ ﾂﾁﾔ ﾊﾔﾄ
 6636 松嶋 大智

ﾏﾂｼﾏ ﾀｲﾁ
 6651 草間 瑛太

ｸｻﾏ ｴｲﾀ
 6631 林 陸翔

ﾊﾔｼ ﾘｸﾄ
 3   6 信大附属松本  7476 内山 正登     51.74 

ｼﾝﾀﾞｲﾏﾂﾓﾄ ｳﾁﾔﾏ ﾏｻﾄ
 7495 佐藤 雅浩

ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ
 7491 中澤 洵之介

ﾅｶｻﾞﾜｼﾞｭﾝﾉｽｹ
 7490 山崎 夏月

ﾔﾏｻﾞｷ ｶﾂｷ
 4   7 旭町  7050 阿部 康介     51.85 

ｱｻﾋﾏﾁ ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ
 7077 石田 朗雅

ｲｼﾀﾞ ｱｷﾏｻ
 7078 田中 太智

ﾀﾅｶ ﾀｲﾁ
 7052 中村 駿汰

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ
 5   2 開成  7111 有江 禅     52.08 

ｶｲｾｲ ｱﾘｴ ｾﾞﾝ
 7110 宮入 大輝

ﾐﾔｲﾘ ﾊﾙｷ
 7115 安坂 充瑠

ｱｻﾞｶ ﾐﾂﾙ
 7116 高木 大地

ﾀｶｷ ﾀﾞｲﾁ
 6   8 堀金  6671 上条 統也     52.21 

ﾎﾘｶﾞﾈ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｳﾔ
 8759 竹岡 尚輝

ﾀｹｵｶ ﾅｵｷ
 8753 北村 虹太朗

ｷﾀﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ
 6677 宮澤 和琶

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾊ
 7   3 塩尻広陵  6478 土方 悠希     52.59 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳ ﾋｼﾞｶﾀ ﾕｳｷ
 6475 萩原 諒

ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ
 6483 熊井 煌希

ｸﾏｲ ｺｳｷ
 6479 原 颯駕

ﾊﾗ ﾌｳｶﾞ
 8   9 鉢盛  7432 百瀬 結太     52.67 

ﾊﾁﾓﾘ ﾓﾓｾ ﾕｳﾀ
 7435 清水 紫音

ｼﾐｽﾞ ｼｵﾝ
 7425 山本 蓮

ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝ
 7424 上條 優人

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ

男子1･2年

4×100m
決勝



大会記録(GR)                    44.76 

[ 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 鉢盛  7446 清澤 広伸     46.50 q  1   7 北安松川  6785 鈴木 慎吾     44.88 q

ﾊﾁﾓﾘ ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜ ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ
 7422 山﨑 陽  6775 丸山 祥太

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ
 7448 桃井 盛那  6783 橫澤 静也

ﾓﾓｲ ｾﾅ ﾖｺｻﾜ ｼｽﾞﾔ
 7421 中澤 歩希  6772 小松 景介

ﾅｶｻﾞﾜ　ｱﾕｷ ｺﾏﾂ ｹｲｽｹ
 2   4 三郷  6717 中谷 息吹     46.89 q  2   6 塩尻広陵  6509 中根 彪貴     46.44 q

ﾐｻﾄ ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳ ﾅｶﾈ ﾋｭｳｷ
 6720 柴田 莉生  6471 宮下 裕也

ｼﾊﾞﾀ ﾘｵ ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾔ
 6701 塚田 翔太郎  6491 中村 陸人

ﾂｶﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾅｶﾑﾗ ﾘｸﾄ
 6721 青木 俊輔  6488 土方 晃希

ｱｵｷ ｼｭﾝｽｹ ﾋｼﾞｶﾀ ｺｳｷ
 3   6 仁科台  6894 松井 和音     46.95 q  3   2 山辺  7153 村本 瑛     47.39 q

ﾆｼﾅﾀﾞｲ ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾈ ﾔﾏﾍﾞ ﾑﾗﾓﾄ ｱｷﾗ
 6892 原 駿太  7151 重田 篤希

ﾊﾗ ｼｭﾝﾀ ｼｹﾞﾀ ｱﾂｷ
 6891 西澤 蓮  7159 村本 琢実

ﾆｼｻﾞﾜ ﾚﾝ ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ
 6890 小坂 悠太  7150 梶川 新

ｺｻｶ ﾕｳﾀ ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ
 4   5 信大附属松本  7477 髙田 真平     48.08  4   5 大町第一  6882 佐藤 舜斗     47.47 

ｼﾝﾀﾞｲﾏﾂﾓﾄ ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ ｵｵﾏﾁﾀﾞｲｲﾁ ｻﾄｳ ﾏﾅﾄ
 7483 荒波 友也  6866 松澤 将大

ｱﾗﾅﾐ ﾕｳﾔ ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ
 7458 小林 知樹  6883 栗林 慮雨

ｺﾊﾞﾔｼ ﾄﾓｷ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ
 7489 瀧聞 隆佑  6873 大日向 孝雅

ﾀｷｷﾞｸ ﾘｭｳｽｹ ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ
 5   9 丸ﾉ内  7041 大月 隼     48.16  5   3 梓川  7373 牛田 真夢     47.83 

ﾏﾙﾉｳﾁ ｵｵﾂｷ ﾊﾔﾄ ｱｽﾞｻｶﾞﾜ ｳｼﾀﾞ ﾏﾅﾑ
 7042 丸山 辰樹  7375 清水 悠雅

ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｷ ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶﾞ
 7043 村松 凌典  7372 大越 温真

ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ ｵｵｺｼ ﾊﾙﾏ
 7047 永井 つかさ  7362 輪湖 颯

ﾅｶﾞｲ ﾂｶｻ ﾜｺ ﾊﾔﾄ
 6   7 筑摩野  7243 伊藤 心     48.73  6   4 白馬  6822 江津 祥太朗     48.26 

ﾁｸﾏﾉ ｲﾄｳ ｼﾝ ﾊｸﾊﾞ ｺﾞｳﾂﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ
 7246 児玉 賢人  6830 木曽 隆大朗

ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾄ ｷｿ ﾘｭｳﾀﾛｳ
 7242 遠藤 翼  6825 松澤 尚弥

ｴﾝﾄﾞｳ ﾂﾊﾞｻ ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ
 7245 横沢 颯太  6824 荻野 彪

ﾖｺｻﾞﾜ ｿｳﾀ ｵｷﾞﾉ ﾋｮｳ
 7   2 信明  7006 髙橋 優希     52.28  7   8 塩尻  6401 馬場 友希     50.33 

ｼﾝﾒｲ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｷ ｼｵｼﾞﾘ ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓｷ
 7018 牛越 悠太  6411 保髙 寿一

ｳｼｺｼ ﾕｳﾀ ﾎﾀｶ ｼﾞｭｲﾁ
 7001 髙田 竜生  6400 諏訪 晃

ﾀｶﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ ｽﾜ ｱｷﾗ
 7000 田村 悠  6412 村上 康生

ﾀﾑﾗ ﾊﾙｶ ﾑﾗｶﾐ ｺｳｾｲ
 8   8 穂高西  6590 百瀬 洋夢     52.43 

ﾎﾀｶﾆｼ ﾓﾓｾ ﾋﾛﾑ
 6594 矢口 風斗

ﾔｸﾞﾁ ｶｻﾞﾄ
 6595 胡桃 孝哉

ｸﾙﾐ ｺｳｽｹ
 6593 増田 慧也

ﾏｽﾀﾞ ｹｲﾔ

男子共通

4×100m

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



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 開成  7141 合葉 太飛     44.92 q

ｶｲｾｲ ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ
 7138 安坂 丈瑠

ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ
 7140 橋本 博人

ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ
 7142 市川 圭斗

ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ
 2   5 菅野  7223 小玉 怜史     47.02 q

ｽｶﾞﾉ ｺﾀﾞﾏ ﾚｲｼﾞ
 7215 吉澤 虎伯

ﾖｼｻﾞﾜ ｺﾊｸ
 7221 片桐 拓真

ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｸﾏ
 7230 澤口 然

ｻﾜｸﾞﾁ ｾﾞﾝ
 3   4 木曽町  6292 三浦 翔太     47.65 

ｷｿﾏﾁ ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ
 6320 小林 優斗

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ
 6291 田口 俊

ﾀｸﾞﾁ ｼｭﾝ
 6296 南村 蓮

ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾚﾝ
 4   6 波田  7401 山口 洸斗     47.68 

ﾊﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ
 7416 増田 空大

ﾏｽﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ
 7415 髙木 遼磨

ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾏ
 7412 小林 愛生

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｲｷ
 5   8 丘  6457 関原 暖基     48.08 

ｵｶ ｾｷﾊﾗ ﾊﾙｷ
 6459 矢花 彰吾

ﾔﾊﾞﾅ ｼｮｳｺﾞ
 6463 上條 輝太

ｶﾐｼﾞｮｳ ｺｳﾀ
 6456 上條 瑞季

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾐｽﾞｷ
 6   2 女鳥羽  7289 田多井 信吾     48.41 

ﾒﾄﾊﾞ ﾀﾀｲ ｼﾝｺﾞ
 7286 西沢 櫂

ﾆｼｻﾞﾜ ｶｲ
 7288 笠原 諒誓

ｶｻﾊﾗ ﾘｮｳｾｲ
 7285 田中 舜也

ﾀﾅｶ ﾄｼﾔ
 7   7 高綱  7172 鎌田 仁     48.71 

ﾀｶﾂﾅ ｶﾏﾀﾞ ｼﾞﾝ
 7197 金古 廉

ｶﾈｺ ﾚﾝ
 7170 林 智輝

ﾊﾔｼ ﾄﾓｷ
 7198 窪田 浩志

ｸﾎﾞﾀ ｺｳｼ



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 開成  7141 合葉 太飛     44.67 

ｶｲｾｲ ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ 大会新
 7138 安坂 丈瑠

ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ
 7140 橋本 博人

ﾊｼﾓﾄ ﾋﾛﾄ
 7142 市川 圭斗

ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ
 2   5 北安松川  6785 鈴木 慎吾     44.92 

ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜ ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ
 6775 丸山 祥太

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ
 6783 橫澤 静也

ﾖｺｻﾜ ｼｽﾞﾔ
 6772 小松 景介

ｺﾏﾂ ｹｲｽｹ
 3   4 鉢盛  7446 清澤 広伸     46.29 

ﾊﾁﾓﾘ ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ
 7422 山﨑 陽

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ
 7448 桃井 盛那

ﾓﾓｲ ｾﾅ
 7421 中澤 歩希

ﾅｶｻﾞﾜ　ｱﾕｷ
 4   7 塩尻広陵  6509 中根 彪貴     46.39 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳ ﾅｶﾈ ﾋｭｳｷ
 6471 宮下 裕也

ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾔ
 6491 中村 陸人

ﾅｶﾑﾗ ﾘｸﾄ
 6488 土方 晃希

ﾋｼﾞｶﾀ ｺｳｷ
 5   9 三郷  6717 中谷 息吹     46.85 

ﾐｻﾄ ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ
 6720 柴田 莉生

ｼﾊﾞﾀ ﾘｵ
 6701 塚田 翔太郎

ﾂｶﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ
 6721 青木 俊輔

ｱｵｷ ｼｭﾝｽｹ
 6   8 仁科台  6894 松井 和音     47.01 

ﾆｼﾅﾀﾞｲ ﾏﾂｲ ｶｽﾞﾈ
 6892 原 駿太

ﾊﾗ ｼｭﾝﾀ
 6891 西澤 蓮

ﾆｼｻﾞﾜ ﾚﾝ
 6890 小坂 悠太

ｺｻｶ ﾕｳﾀ
 7   3 山辺  7153 村本 瑛     47.16 

ﾔﾏﾍﾞ ﾑﾗﾓﾄ ｱｷﾗ
 7151 重田 篤希

ｼｹﾞﾀ ｱﾂｷ
 7159 村本 琢実

ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ
 7150 梶川 新

ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ
    2 菅野  7223 小玉 怜史      

ｽｶﾞﾉ ｺﾀﾞﾏ ﾚｲｼﾞ DQ
 7215 吉澤 虎伯 FS

ﾖｼｻﾞﾜ ｺﾊｸ
 7221 片桐 拓真

ｶﾀｷﾞﾘ ﾀｸﾏ
 7230 澤口 然

ｻﾜｸﾞﾁ ｾﾞﾝ

決勝



大会記録(GR)                     1.90 

1m76 1m80 1m83 1m85
梶川 新 山辺 - - - - - - o o o o
ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ o xxo o xxx
安田 有志 菅野 - - - - - o o o xxx
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｼﾞ
髙田 真平 信大附属松本 - - - - o o xxo xxx
ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ
古谷 拓海 波田 - o o o o xo xxx
ﾌﾙﾔ ﾀｸﾐ
青栁 空 三郷 - o o xo o xxx
ｱｵﾔｷﾞ ｿﾗ
清水 悠雅 梓川 o o o xxo xxo xxx
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｶﾞ
柴田 莉生 三郷 - o o o xxx
ｼﾊﾞﾀ ﾘｵ
坂口 楽人 豊科北 o o o o xxx
ｻｶｸﾞﾁ ｻｻﾄ
唐澤 亮成 大町第一 - - o o xxx
ｶﾗｻﾜ ﾘｮｳｾｲ
梨子田 翔真 梓川 o o o xo xxx
ﾅｼﾀﾞ ｼｮｳﾏ
栗林 慮雨 大町第一 - o o xxo xxx
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ
井上 蓮太 菅野 o o xxx
ｲﾉｳｴ ﾚﾝﾀ
中村 大能 大町第一 o xxx
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾉ
望月 琉信 塩尻 xo xxx
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾘｭｳｼﾝ
大池 京弥 塩尻 xxx NM
ｵｵｲｹ ｷｮｳﾔ

14 5  6413  1.30

4  6405      

12 1  7200  1.35

13 2  6867  1.30

10 3  7378  1.45

11 11  6883  1.45

7 8  6638  1.45

7 10  6874  1.45

6 6  7375  1.50

7 7  6720  1.45

4 9  7417  1.55

5 12  6719  1.50

2 14  7211  1.65

3 13  7477  1.60

記録 備考

1 15  7150  1.83

1m55 1m60 1m65 1m70 1m73

男子共通

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m30 1m35 1m40 1m45 1m50



大会記録(GR)                     3.90 

3m20 3m30 3m40 3m50 3m60 3m70 3m80 3m90 4m00 4m20
重田 篤希 山辺 - - - - - - - - - - 大会新
ｼｹﾞﾀ ｱﾂｷ - - - - - - xo o o xxx
中谷 息吹 三郷 - - - - - - - - - -
ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ xo - xo xxx
藤原 颯槻 三郷 - - o - o - o o o xxx
ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳｷ
遠藤 竜之介 山辺 o xxx
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｭｳﾉｽｹ
東本 遥大 三郷 - xxx NM
ﾋｶﾞｼﾓﾄ ﾖｳﾀﾞｲ

4 2  8703  2.00

1  6705      

2 5  6717  3.40

3 3  6723  3.00

記録 備考

1 4  7151  4.00

2m70 2m80 2m90 3m00 3m10

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 2m40 2m50 2m60



大会記録(GR)                     5.37 

 ３回の
 最高記録

倉澤 拓弥 両小野   5.52   x   5.65   5.65   5.21  5.75  5.38   5.75 大会新
ｸﾗｻﾜ ﾀｸﾔ   -0.9        +2.2   +2.2   +0.0  +1.0  +1.5   +1.0
鷲澤 創 菅野   3.58  4.61  4.30   4.61    x   3.76  4.46   4.61 
ﾜｼｻﾞﾜ ｿｳ   +0.1  -1.1  -0.2   -1.1         +2.1  +2.2   -1.1
塚沢 健二 松島    x   4.50  4.39   4.50   4.50  4.15  3.36   4.50 
ﾂｶｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ         -0.6  +1.8   -0.6   +1.1  +1.5  +1.5   -0.6
倉田 海渡 梓川   4.33  4.43  4.49   4.49   4.44  4.33  4.49   4.49 
ｸﾗﾀ ｶｲﾄ   -1.1  +0.3  -0.1   -0.1   +0.0  +1.1  +0.5   -0.1
政宗 俊祐 王滝   4.42  3.97  3.98   4.42   4.27  4.13  4.06   4.42 
ﾏｻﾑﾈ ｼｭﾝｽｹ   +1.6  -0.5  -0.7   +1.6   +0.7  +2.1  +0.9   +1.6
高橋 颯 塩尻広陵   4.00  4.08  4.22   4.22   3.96  4.10  4.36   4.36 
ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ   +1.3  +0.9  +0.6   +0.6   +1.3  +1.7  +0.7   +0.7
林 瑞己 塩尻西部   4.28  4.04   x    4.28   4.04  4.21  4.18   4.28 
ﾊﾔｼ ﾐｽﾞｷ   -0.1  +1.8         -0.1   -0.5  +1.6  +2.0   -0.1
阿部 康介 旭町   4.01  4.25  4.21   4.25   3.86  4.10  4.05   4.25 
ｱﾍﾞ ｺｳｽｹ   -0.5  -0.6  +1.2   -0.6   -0.5  +1.3  +0.8   -0.6
望月 快 穂高東   4.14  3.40  4.12   4.14             4.14 
ﾓﾁﾂﾞｷ ｶｲ   +0.4  -0.7  -0.9   +0.4                      +0.4
野村 知樹 菅野   4.00  4.05  4.08   4.08             4.08 
ﾉﾑﾗ ﾄﾓｷ   -0.1  -0.2  -0.1   -0.1                      -0.1
土方 悠希 塩尻広陵   3.79  3.79  4.02   4.02             4.02 
ﾋｼﾞｶﾀ ﾕｳｷ   +0.1  +1.2  +1.2   +1.2                      +1.2
太谷 拓斗 豊科北   3.73  3.53  3.92   3.92             3.92 
ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾄ   +0.5  +1.0  +1.3   +1.3                      +1.3
浅村 匡思 山辺    x   3.81  3.62   3.81             3.81 
ｱｻﾑﾗ ｺｳｼ         +1.9  +1.3   +1.9                      +1.9
倉科 潤大 梓川   3.79   x   3.70   3.79             3.79 
ｸﾗｼﾅ ｼﾞｭﾝﾀﾞｲ   -1.6        +0.9   -1.6                      -1.6
武田 大和 豊科北   3.33  2.94  3.70   3.70             3.70 
ﾀｹﾀﾞ ﾔﾏﾄ   -0.4  +0.1  -0.2   -0.2                      -0.2
栗林 恢 丸ﾉ内   3.60   x   3.54   3.60             3.60 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ｶｲ   -1.8        -0.3   -1.8                      -1.8
柿崎 友徳 丸ﾉ内    x    x   3.60   3.60             3.60 
ｶｷｻﾞｷ ﾄﾓﾅﾘ               -0.7   -0.7                      -0.7
滝沢 悠馬 白馬   3.59  3.58  3.13   3.59             3.59 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾏ   -1.2  -0.3  -0.2   -1.2                      -1.2
向井 祐樹 木曽町    x   3.10  3.49   3.49             3.49 
ﾑｶｲ ﾕｳｷ         +0.3  +1.5   +1.5                      +1.5
西村 泰良 塩尻   3.46  3.29  3.44   3.46             3.46 
ﾆｼﾑﾗ ﾀｲﾗ   +1.2  -0.2  -0.5   +1.2                      +1.2
劉 潤昌 松島    x    x   3.11   3.11             3.11 
ﾘｭｳ ﾙﾝﾁｬﾝ               +0.6   +0.6                      +0.6
山岸 優斗 信明   2.54  2.86  2.18   2.86             2.86 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾕｳﾄ   -1.5  -0.5  -0.3   -0.5                      -0.5
柳澤 晨仁 鉢盛   2.38  2.51  2.66   2.66             2.66 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｻﾄ   -2.2  -0.6  +0.7   +0.7                      +0.7
粟津原 湊人 鉢盛   2.58  2.56   x    2.58             2.58 
ｱﾜﾂﾞﾊﾗ ﾐﾅﾄ   -1.9  +0.0         -1.9                      -1.9
奈良尾 成那 木曽町   2.07   x   2.15   2.15             2.15 
ﾅﾗｵ ｾﾅ   -1.3        +0.0   +0.0                      +0.0
村本 琢実 山辺    x    x    x                   NM
ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ                                                   

25 2  6282

26  7159

23 1  7434

24 5  7430

21 3  7084

22 4  7009

19 9  6284

20 7  6394

17 6  7030

18 12  6833

15 15  6647

16 8  7027

13 23  7160

14 11  7353

11 20  6478

12 21  6646

9 16  6565

10 14  7234

7 24  6433

8 10  7050

5 17  6339

6 22  6477

3 19  7080

4 13  7346

1 25  6377

2 18  7238

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-



大会記録(GR)                     6.86 

 ３回の
 最高記録

村本 瑛 山辺   5.79  5.75   x    5.79    x   5.59  5.52   5.79 
ﾑﾗﾓﾄ ｱｷﾗ   +2.8  +0.7         +2.8         +0.9  +0.5   +2.8
百瀬 洋夢 穂高西   5.67  5.61   x    5.67   5.48  5.60  5.63   5.67 
ﾓﾓｾ ﾋﾛﾑ   +1.7  +1.1         +1.7   +0.2  +0.3  +0.4   +1.7
栁澤 秀哉 梓川   5.23  4.25  5.17   5.23   5.28  5.64  5.41   5.64 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｭｳﾔ   -0.4  -0.8  -0.9   -0.4   +0.7  +0.9  +0.6   +0.9
髙木 遼磨 波田   4.94  5.27  5.27   5.27   5.45  5.54  5.46   5.54 
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳﾏ   +2.7  -0.5  +0.6   -0.5   +1.0  +0.9  -0.9   +0.9
牛田 真夢 梓川    x   5.41   x    5.41    x   5.23   x    5.41 
ｳｼﾀﾞ ﾏﾅﾑ         +0.1         +0.1         +0.5         +0.1
西澤 蓮 仁科台   5.36  5.17  5.09   5.36    x   5.21  5.08   5.36 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾚﾝ   +2.4  +1.9  -0.9   +2.4         +0.2  -0.4   +2.4
芦田 弘誠 女鳥羽   5.29  5.04  5.21   5.29   5.19  5.10  5.02   5.29 
ｱｼﾀﾞ ｺｳｾｲ   +1.0  +0.1  +0.8   +1.0   +1.0  +1.5  +0.4   +1.0
山本 健流 丸ﾉ内   5.14   x   4.66   5.14   4.94   x    x    5.14 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ   +0.9        -1.3   +0.9   -0.5        +1.2   +0.9
中村 陸人 塩尻広陵   5.12  4.81  5.13   5.13             5.13 
ﾅｶﾑﾗ ﾘｸﾄ   +1.9  +1.0  -2.7   -2.7                      -2.7
三浦 翔太 木曽町   5.10   x   4.82   5.10             5.10 
ﾐｳﾗ ｼｮｳﾀ   +1.3        -0.7   +1.3                      +1.3
大月 隼 丸ﾉ内   5.09  5.01  4.97   5.09             5.09 
ｵｵﾂｷ ﾊﾔﾄ   +0.0  +2.1  -0.6   +0.0                      +0.0
西澤 拓馬 北安松川   4.70  5.04  5.01   5.04             5.04 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸﾏ   +0.5  -0.2  +0.0   -0.2                      -0.2
北村 虹太朗 堀金   4.95  4.98  4.80   4.98             4.98 
ｷﾀﾑﾗ ｺｳﾀﾛｳ   +0.5  -1.6  -0.5   -1.6                      -1.6
上條 優人 鉢盛   4.89  4.90  4.66   4.90             4.90 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳﾄ   +1.8  +0.6  +1.5   +0.6                      +0.6
飯ｹ濱 崇人 山辺   4.86  4.07  3.67   4.86             4.86 
ｲｲｶﾞﾊﾏ ﾀｶﾄ   +1.0  -0.7  +1.4   +1.0                      +1.0
下條 拓海 大町第一   4.85  4.75   x    4.85             4.85 
ｼﾓｼﾞｮｳ ﾀｸﾐ   -0.2  +1.1         -0.2                      -0.2
伊藤 心 筑摩野   4.61  4.80   x    4.80             4.80 
ｲﾄｳ ｼﾝ   +0.9  +2.4         +2.4                      +2.4
海野 幸之介 信大附属松本    x   4.58  4.74   4.74             4.74 
ｳﾝﾉ ｺｳﾉｽｹ         +2.0  +0.9   +0.9                      +0.9
保髙 寿一 塩尻   4.72   x    x    4.72             4.72 
ﾎﾀｶ ｼﾞｭｲﾁ   -0.9               -0.9                      -0.9
内倉 宗潤 信大附属松本   4.66  4.52  4.65   4.66             4.66 
ｳﾁｸﾗ ｿｳｼﾞｭﾝ   +0.9  +1.2  +1.5   +0.9                      +0.9
梶山 奉紡 北安松川   4.44  4.66  4.65   4.66             4.66 
ｶｼﾞﾔﾏ ﾅﾂﾑ   +0.4  +0.7  +0.1   +0.7                      +0.7
筒木 順 高綱    x   2.33  4.60   4.60             4.60 
ﾂﾂｷ ｼﾞｭﾝ         +1.6  -1.3   -1.3                      -1.3
務台 貴斗 三郷    x   4.48  4.41   4.48             4.48 
ﾑﾀｲ ﾀｶﾄ         +1.4  -0.2   +1.4                      +1.4
水口 恵介 大町第一    x    x   4.46   4.46             4.46 
ﾐｽﾞｸﾞﾁ ｹｲｽｹ               +1.7   +1.7                      +1.7
中山 太智 波田   4.25  4.05  4.41   4.41             4.41 
ﾅｶﾔﾏ ﾀｲﾁ   +1.0  +1.9  -0.6   -0.6                      -0.6
荻窪 彬人 高瀬   4.35  4.39  4.32   4.39             4.39 
ｵｷﾞｸﾎﾞ ｱﾔﾄ   -0.3  +1.8  -0.2   +1.8                      +1.8
大月 佑太 菅野    x    x   4.35   4.35             4.35 
ｵｵﾂｷ ﾕｳﾀ               +0.7   +0.7                      +0.7
横内 歩夢 女鳥羽   4.20  3.86  4.31   4.31             4.31 
ﾖｺｳﾁ ｱﾕﾑ   +0.6  -1.2  +0.1   +0.1                      +0.1
佐藤 星真 筑摩野   4.25   x    x    4.25             4.25 
ｻﾄｳ ｾｲﾏ   -0.3               -0.3                      -0.3
吉澤 輝 清水   3.82  4.21  3.84   4.21             4.21 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾃﾙ   +0.4  +1.3  +0.3   +1.3                      +1.3
高橋 伸英 開成    x   4.17  4.17   4.17             4.17 
ﾀｶﾊｼ ﾉﾌﾞﾋﾃﾞ         +0.5  +0.7   +0.5                      +0.5
上條 真生 木曽町    x   4.09   x    4.09             4.09 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｵ         +1.0         +1.0                      +1.0
吉田 隼人 塩尻広陵   4.03   x    x    4.03             4.03 
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾔﾄ   -0.1               -0.1                      -0.1
宮川 じょう 筑北   2.94  3.83   x    3.83             3.83 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｼﾞｮｳ   -0.2  +2.7         +2.7                      +2.7
美甘 紘誠 丘    x    x   3.81   3.81             3.81 
ﾐｶﾓ ｺｳｾｲ               +1.7   +1.7                      +1.7
住吉 隼 菅野    x   3.72  3.74   3.74             3.74 
ｽﾐﾖｼ ﾊﾔﾄ         +0.8  -0.5   -0.5                      -0.5

36 2  7222

33 27  6489

34 11  6543

35 21  6467

30 9  6967

31 6  7113

32 12  6298

27 4  7229

28 3  7284

29 7  7244

24 5  6868

25 14  7383

26 18  6768

23 15  6703

18 13  7499

19 8  6411

20

21 20  6788

22 31  7173

10  7487

15 25  8700

16 17  6869

17 16  7243

12 19  6786

13 28  8753

14 23  7424

11 30  7041

6 34  6891

7 22  7283

8

9 33  6491

10 26  6292

-6- 記録 備考-3-

32  7022

3 29  7356

4 36  7415

5 35

1 38  7153

2 37  6590

 7373

-4- -5-

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-



 ３回の
 最高記録

河口 陽斗 王滝    x    x   3.34   3.34             3.34 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾊﾙﾄ               +0.2   +0.2                      +0.2
小林 怜央 穂高西                            DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ                                                   

-4- -5- -6- 記録 備考

37 1  6335

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名

24  6591

男子2･3年

走幅跳

順位 試技 所属名 -1- -2- -3-
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 ３回の
 最高記録

田近 資武 王滝 大会新
ﾀｼﾞｶ ﾓﾄﾑ
髙橋 勇翔 開成
ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ
尾関 響 塩尻
ｵｾﾞｷ ﾋﾋﾞｷ
山本 蓮 鉢盛
ﾔﾏﾓﾄ ﾚﾝ
髙田 竜生 信明
ﾀｶﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ
向山 若杜 塩尻
ﾑｶｲﾔﾏ ﾜｶﾄ
宇原 琥響 清水
ｳﾊﾗ ｺｵﾄ
二木 健友 梓川
ﾌﾀﾂｷﾞ ｹﾝﾄ
松本 侑也 三郷
ﾏﾂﾓﾄ ﾕｳﾔ
見田 雄亮 高瀬
ｹﾝﾀﾞ ﾕｳｽｹ
根本 昊太 波田
ﾈﾓﾄ ｺｳﾀ
青栁 好也 豊科北
ｱｵﾔｷﾞ ﾖｼﾔ
中野 凌伽 鎌田
ﾅｶﾉ ﾘｮｳｶﾞ
古野 幌大 波田
ﾌﾙﾉ ｺｳﾀﾞｲ
山田 智也 豊科北
ﾔﾏﾀﾞ ﾄﾓﾔ
大澤 悠也 山辺
ｵｵｻﾜ ﾕｳﾔ
田中 淳稀 北安松川
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｷ
須澤 広人 丸ﾉ内
ｽｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ
町田 純一 仁科台
ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ
成田 拓生 菅野
ﾅﾘﾀ ﾀｸﾐ
村山 和駿 波田
ﾑﾗﾔﾏ ｶｽﾞﾄ
平田 悠陽 仁科台
ﾋﾗﾀ ﾕｳﾋ
清水 友貴 北安松川
ｼﾐｽﾞ ﾕｳｷ
中澤 藍斗 信明
ﾅｶｻﾞﾜ ｱｲﾄ
三村 琉世 塩尻広陵 DNS
ﾐﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ

          

24 3  7008   3.66  3.84  3.65   3.84      3.84 

7  6470                 

      

     4.45 

23 5  6789   3.96  4.03  4.12   4.12            4.12 

22 1  6899   3.91  4.12  4.45   4.45       

     5.85 

   5.19            5.19 

20 4  7225   5.82  5.85  5.67   5.85       

21 8  7397   5.19  4.26  5.02

        5.96 

18 6  7020
  6.16  5.63  5.78   6.16      6.16 

19 2  6905   5.96  5.45  5.72   5.96    

      

     6.31 

17 9  6770   6.31  5.87  6.08   6.31            6.31 

16 11  7154   6.31  5.73  6.09   6.31       

     6.50 

   6.40            6.40 

14 14  7386   6.50  6.00  5.71   6.50       

15 12  6630   6.40   x   6.34

        7.02 

12 10  6655   6.39  6.50  7.09   7.09      7.09 

13 15  6974   7.02  5.97   x    7.02    

      

     7.42 

11 16  7385   6.49  7.03  7.31   7.31            7.31 

10 20  6769   7.42  7.11  7.21   7.42       

  7.23  7.70 

   7.52            7.52 

8 17  7343   7.59  7.70  7.24   7.70   7.51  7.18

9 21  6718   6.35   x   7.52

  7.55  7.20  7.80 

6 13  6416   7.37  7.29  7.88   7.88   6.98  7.88 

7 18  6962   7.46  7.44  7.80   7.80   7.43

  7.73  7.45

  8.90  9.11 

5 22  7001   7.14  8.30  8.27   8.30   7.84  8.26  8.24  8.30 

4 24  7425    x   8.60   x    8.60    x   9.11

 11.95 

   8.27   9.23  8.20  7.83

備考

1 25  6332  12.10 11.88

  9.23 

2 23  7147  10.95 11.34 11.51  11.51  11.87 11.95

3 19  6417   8.15  8.27  8.25

 12.02  12.10  12.20 12.27 12.28

 11.67

 12.28 

-4- -5- -6- 記録-3-

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-



大会記録(GR)                     2114 

塚田 翔太郎 三郷 16.42(+1.6)        8.93        1.55       56.91   2058
ﾂｶﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ     686     422     426     524      1
松澤 尚弥 白馬 16.90(+1.6)        9.72        1.60       58.02   2051
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ     635     469     464     483      2
山田 瑛太 鉢盛 20.00(+1.6)        7.20        1.45       59.33   1456
ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ     349     319     352     436      3
小笠原 巧真 高綱 20.07(+1.6)        7.91        1.40     1:00.75   1410
ｵｶﾞｻﾜﾗ ﾀｸﾏ     344     361     317     388      4
奥原 時光 鉢盛 20.69(+1.6)        7.07        1.35     1:03.91   1181
ｵｸﾊﾗ ﾄｷﾐﾂ     297     311     283     290      5

 6825

 7423

 7171

 7420

400mHJ 総合得点
順位

 6701

男子混成

四種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 110mH SP
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