
大会コード 21170003

： ２０２１年４月１７日(土) －１８日(日)
： 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
： 公益財団法人長野県スポーツ協会

長野県高等学校体育連盟・長野県中学校体育連盟
： 長野県教育委員会・松本市教育委員会・信濃毎日新聞社
： 内山 了治
： 小林 幸太郎 (トラック)　 内堀 俊彦 (跳躍)　 田澤 稔 (投てき)　

勝野 仁深 (スタート)　 鼎 正樹 (招集所)　
： 瀧沢 佳生

■グラウンドコンディション
4月17日(土) 4月18日(日)

■この大会で樹立された記録

■略号の説明
欠場 成功・有効試技 順位による通過者 警告
途中棄権 失敗・無効試技 記録による通過者 2回目の警告
記録なし パス 審判長の決定による通過者 レッドカードによる失格
失格 試合放棄 ジュリーの決定による通過者

■失格の略号の説明　()内は規則番号
不正スタート(TR16.7)
レーン走行のレースで、割り当てられたレーン以外を走った〔直送路／曲走路〕(TR17.3.1)
バトンパスがテイク・オーバーゾーン内で完了しなかった(TR24.7)
テイク・オーバーゾーンの外からスタートした(TR24.19)
()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
ベント・ニーで3名以上がレッドカードを出した(TR54.7.1)
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第61回長野県陸上競技春季大会 ﾄﾗｯｸ審判長 小林 幸太郎

兼 第76回国民体育大会陸上競技長野県予選会 跳躍審判長 内堀 俊彦
【開催日】 2021年4月17日-18日 投てき審判長 田澤 稔
【主催団体】 長野陸上競技協会 ｽﾀｰﾄ審判長 勝野 仁深

決勝記録一覧表 招集所審判長 縣 正樹

(GR:大会新) 男  子 【競技場】松本平広域公園陸上競技場 記録主任 瀧沢 佳生
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

 4/18 男子  -3.7 小出 郁弥(4) 11.45 内山 響生(3) 11.45 福澤 耀明(2) 11.55 伊藤 司騎(3) 11.65 飯嶋 大基(3) 11.68 宮越 雄勢(2) 11.87 山本 嗣起(3) 11.87 上田 健太(4) 12.00

100m 中京大 信州大 佐久長聖高 佐久長聖高 大町岳陽高 長野日大高 飯山高 信州大

 4/17  +0.9 中村 颯人 21.70 酒井 幹汰(3) 22.05 宮崎 日向(3) 22.29 肥後 琉之介(3) 22.50 藤原 想也(3) 23.17 上平 祥徳(3) 23.39

200m ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 豊科高 佐久長聖高 佐久長聖高 松本深志高 木曽青峰高

 4/18 中野 直哉 48.28 児玉 悠作(3) 48.65 宮崎 日向(3) 49.94 肥後 琉之介(3) 50.42 輪湖 颯(2) 51.14 北村 隆之介(3) 51.30 安坂 丈瑠(2) 51.57 西尾 洸希(2) 52.39

400m 飯田病院 法大 佐久長聖高 佐久長聖高 豊科高 佐久長聖高 佐久長聖高 阿南高

 4/17 永井 蒼己(3) 1:58.77 吉澤 涼(3) 1:59.81 吉岡 伶(3) 2:00.44 福与 真生琉(3) 2:01.67 吉澤 洋樹(3) 2:01.68 宮本 桜佑(3) 2:02.19 北村 隆之介(3) 2:02.41 安坂 丈瑠(2) 2:03.96

800m 丸子修学館高 RIKUO 諏訪清陵高 飯田高 上田高 中野西高 佐久長聖高 佐久長聖高

 4/18 花岡 寿哉(3) 4:00.99 吉岡 大翔(2) 4:02.35 日野 志朗 4:02.37 山川 拓馬(3) 4:03.20 大場 崇義(1) 4:04.69 武田 寧登(2) 4:05.79 長屋 匡起(2) 4:06.95 宮下 晴貴 4:09.21

1500m 上田西高 佐久長聖高 上伊那陸協 上伊那農高 上伊那農高 上田西高 佐久長聖高 上伊那陸協

 4/17 大野 雄揮 14:24.16 宮下 晴貴 14:44.12 高梨 良介 14:44.32 坪井 響己(M) 14:57.87 本島 尚緒(3) 15:06.52 日野 志朗 15:14.54 竹前 星汰(3) 15:15.64 關 凱人(4) 15:16.81

5000m ｺﾄﾋﾗ工業 上伊那陸協 ﾄｰﾊﾂ 信州大 佐久長聖高 上伊那陸協 長野日大高 信州大

 4/18 吉村 健吾 16.41 上原 優太(4) 16.82 塚田 龍太朗(4) 17.17 瀧内 善基(3) 17.64 宮原 翔太(4) 17.67 森 遼己(3) 18.54 荻原 巧(2) 19.15 傳田 優(2) 19.37

110mH(1.067m) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 信州大 信州大 長野西高 名古屋大 松商学園高 長野吉田高 長野吉田高

 4/17 中野 直哉 52.80 児玉 悠作(3) 53.34 清水 泰志 55.72 小林 航 56.38 洞澤 光(3) 56.45 岩渕 聡志(3) 59.51 竹内 陽哉(3) 59.79 秋山 智行(3) 59.91

400mH(0.914m) 飯田病院 法大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 松本大 RIKUO 赤穂高 佐久長聖高

 4/17 宮入 一海 9:26.82 川村 智哉(3) 9:34.33 竹前 光哉(3) 9:40.48 成澤 爽(2) 9:54.44 瀧澤 健斗(3) 10:01.08 出澤 周大(3) 10:02.99 大場 晴仁(3) 10:03.03 野部 勇貴(M) 10:14.18

3000mSC(0.914m) 北佐久陸協 佐久長聖高 長野日大高 上田西高 上伊那農高 伊那北高 上伊那農高 信州大

 4/17 栁澤 優斗 21:07.75 田口 紫音(3) 22:16.11 鈴木 淳也(2) 23:09.26 仲田 知弘(2) 24:23.46 薩田 悠成(3) 24:29.00 塩島 和弥(2) 24:29.95 田幸 瞭(2) 25:01.47 上野 桂輔(3) 25:20.80

5000m競歩 ﾄｰﾊﾂ 上田西高 長野商高 長野商高 岩村田高 松本大 長野日大高 長野工業高

 4/17 佐久長聖高       42.79 長野日大高       43.34 松本蟻ヶ崎高       44.09 松本深志高       44.40 須坂創成高       44.75 上伊那農高       45.02 諏訪清陵高       45.71
4×100m 肥後 琉之介(3) 前田 哉斗(3) 菅 貫太(3) 佐藤 寿樹(3) 酒井 柊哉(2) 唐澤 悠斗(2) 矢崎 灯夜(3)

樋口 創太(3) 伊東 拓海(3) 梨子田 光汰(3) 藤原 想也(3) 大峡 亮太(2) 柴 悠翔(2) 鈴木 千紘(3)

福澤 耀明(2) 宮澤 政弥(3) 野本 享佑(3) 田中 快(3) 小林 魁(2) 扇田 大雅(3) 原田 裕哉(2)

伊藤 司騎(3) 宮越 雄勢(2) 大月 武(3) 重田 篤希(2) 寺嶋 玲音(2) 小牧 大晟(3) 伊藤 蒼眞(3)

 4/18 佐久長聖高     3:23.39 松本大     3:31.82 飯山高     3:38.33 赤穂高     3:40.21 小諸高     3:40.56 松本蟻ヶ崎高     3:41.59 須坂創成高     3:41.80 上田千曲高     3:42.03
4×400m 北村 隆之介(3) 和田 響一(2) 江口 拓海(2) 小倉 快心(2) 中村 洋平(3) 大月 武(3) 岡谷 嵩宗(1) 岡部 礁(3)

肥後 琉之介(3) 洞澤 光(3) 芳川 賢祐(3) 松田 拓巳(2) 福島 大志郎(2) 菅 貫太(3) 小林 魁(2) 髙野 竜志(3)

安坂 丈瑠(2) 熊谷 悟(4) 小林 和真(2) 柴田 晴夢(2) 髙野 来斗(3) 梨子田 光汰(3) 酒井 柊哉(2) 竹内 匠(3)

宮崎 日向(3) 福嶋 竜星(4) 今井 怜司(3) 田中 敦也(3) 竹内 暖(3) 野本 享佑(3) 大峡 亮太(2) 中村 春希(2)

 4/17 芋川 駿 2.00 片平 大地 1.90 関本 遊大(3) 1.85 小口 伸太郎(3) 1.85 板倉 魁士(3) 1.85 田中 快(3) 松本深志高 1.80 土屋 海斗(3) 1.75

走高跳 NAGANO_APPLES 長野市陸協 松商学園高 諏訪二葉高 中野立志館高 小平 遥暉(2) 飯田風越高 佐久長聖高

塚田 龍太朗(4)

信州大

 4/18 有賀 玄太(3) 4.60 重田 篤希(2) 4.00 竹内 輔(3) 4.00 宮下 倖盛(3) 3.80 上野 司(3) 3.20

棒高跳 高遠高 松本深志高 長野工業高 長野工業高 中野立志館高

 4/17 松本 陸(3) 7.37(+1.3) 上條 将吾 6.84(+0.5) 宮坂 仁士(3) 6.65(+1.1) 穂苅 康人(3) 6.61(+1.9) 佐藤 駿也(1) 6.54(+0.1) 伊藤 司騎(3) 6.48(+0.2) 椚谷 元(3) 6.41(-0.2) 松村 喜道(2) 6.33(+1.5)

走幅跳 信州大 ｴﾌﾟｿﾝ 諏訪清陵高 東学大 飯山高 佐久長聖高 飯田高 佐久長聖高

 4/18 石川 和義 15.32(+10.1) 金子 司 13.90(+6.3) 内堀 岳宏(4) 13.86(+9.3) 中村 洋平(3) 13.41(+5.7) 大郷 佳已斗(2) 13.40(+7.4) 南澤 爽太(2) 12.98(+8.3) 天利 友哉(5) 12.77(+5.1) 山本 敦稀(3) 12.62(+6.4)

三段跳 いｰやま ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本大 小諸高 松本大 岩村田高 チーム剛腕 長野吉田高

 4/17 米倉 朋輝 15.75 松野 太輝 10.28 橋本 一樹(4) 8.97

砲丸投(7.260kg) 協栄電気興業 GR かもしか倶楽部 信州大

 4/17 米倉 朋輝 40.77 笹野 弘充 39.64 大庭 達也 39.46 上原 隆伸 35.75 橋本 一樹(4) 27.80 小林 錬 27.23

円盤投(2.000kg) 協栄電気興業 上田市陸協 NAGANO_APPLES ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 信州大 安曇野AC

 4/18 萩原 倖司(3) 54.03 末元 昂成(3) 45.80 神田 雅翔(1) 45.78 上原 隆伸 42.59 松野 太輝 32.25 小林 和夫 29.09 上條 健 23.77

ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg) 松本大 日本福祉大 松本大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 かもしか倶楽部 上伊那陸協 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 4/18 新垣 暁登 70.16 矢ヶ崎 奨 63.88 塩川 拓 61.87 垣内 司(2) 51.77 穂苅 康人(3) 48.17 高野 翔吾(3) 47.82 友田 利男 46.73 小林 俊陽(3) 46.22

やり投(800g) ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC GR 上田市陸協 NAGANO_APPLES 更級農高 東学大 中野立志館高 かもしか倶楽部 更級農高

 4/17 男子高校 川上 大輝(3) 12.91 有村 凌空(3) 12.80 北澤 直也(2) 10.91 塩島 律哉(3) 10.91 刈間 隆広(3) 10.20 田近 資武(2) 10.19 髙田 竜生(2) 9.63 山口 大輝(2) 9.58

砲丸投(6.000kg) 松商学園高 木曽青峰高 上田千曲高 豊科高 更級農高 木曽青峰高 塩尻志学館高 須坂創成高

 4/17 川上 大輝(3) 35.67 中村 仁(3) 33.12 羽場 太陽(2) 29.46 田近 資武(2) 29.40 大久保 龍太(3) 26.47 北澤 直也(2) 26.37 倉光 悠晴(2) 25.79 塩野 未来彦(3) 25.52

円盤投(1.750kg) 松商学園高 上伊那農高 岩村田高 木曽青峰高 須坂創成高 上田千曲高 丸子修学館高 須坂創成高

 4/18 中村 仁(3) 47.99 長岩 輝(3) 47.59 大月 龍麻(2) 45.66 割田 大夢(3) 40.36 大内 優士(2) 37.68 久保 秀馬(3) 35.36

ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 上伊那農高 梓川高 梓川高 長野工業高 梓川高 更級農高



第61回長野県陸上競技春季大会 ﾄﾗｯｸ審判長 小林 幸太郎

兼 第76回国民体育大会陸上競技長野県予選会 跳躍審判長 内堀 俊彦
【開催日】 2021年4月17日-18日 投てき審判長 田澤 稔
【主催団体】 長野陸上競技協会 ｽﾀｰﾄ審判長 勝野 仁深

決勝記録一覧表 招集所審判長 縣 正樹

(GR:大会新) 男  子 【競技場】松本平広域公園陸上競技場 記録主任 瀧沢 佳生
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

 4/18 男子少年共通  -8.6 漆原 奏哉(3) 16.56 内海 亮平(2) 16.74 土屋 海斗(3) 17.04 中村 駿汰(3) 18.36 木内 心大(2) 18.43 降幡 諒成(1) 18.73 牧 大悟(2) 19.24

110mH(0.991m) 佐久長聖高 佐久長聖高 佐久長聖高 旭町中 佐久長聖高 佐久長聖高 長野工業高

 4/17 男子少年B 山口 竣平(1) 8:41.72 大場 崇義(1) 8:48.58 永原 颯磨(1) 8:51.15 梅原 悠良(1) 8:51.50 小林 亮太(1) 8:57.72 南澤 道大(3) 8:58.96 金子 一渓(1) 9:08.97 加藤 大雅(1) 9:13.26

3000m 佐久長聖高 上伊那農高 佐久長聖高 上田西高 佐久長聖高 赤穂中 佐久長聖高 佐久長聖高

 4/17 小山 翔平(1) 11.58 石田 優牙(3) 10.50 井澤 眞成(3) 9.55 伊藤 凜空(3) 9.26

砲丸投(5.000kg) 佐久長聖高 茅野東部中 堀金中 塩尻広陵中

 4/17 男子中学 井澤 眞成(3) 18.76

円盤投(1.500kg) 堀金中



予選 4月18日 11:20
決勝 4月18日 13:45

長野県記録(KR)                  10.15 塚原 直貴                    東海大           2007/09/16  
大会記録(GR)                    10.54 西村 陽杜                    松商学園高       2018        

[ 1組] 風速 -4.8 [ 2組] 風速 -5.2

 1 上田 健太(4)     12.07 q  1 内山 響生(3)     12.02 q
ｳｴﾀﾞ ｹﾝﾀ 信州大 ｳﾁﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 信州大

 2 清水 一樹(3)     12.18  2 酒井 幹汰(3)     12.08 
ｼﾐｽﾞ ｶｽﾞｷ 岡谷南高 ｻｶｲ ｶﾝﾀ 豊科高

 3 小林 嶺     12.38  3 漆戸 柊哉(2)     12.39 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ チーム剛腕 ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪二葉高

 4 瀬戸 幸和(3)     12.54  4 伊東 拓海(3)     12.43 
ｾﾄ ﾕｷﾁｶ 長野商高 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 長野日大高

 5 中山 雅月(3)     12.87  5 岡部 礁(3)     12.44 
ﾅｶﾔﾏ ｶﾂﾞｷ 上田西高 ｵｶﾍﾞ ｼｮｳ 上田千曲高

  辻浦 知主(3)       6 樋口 創太(3)     12.46 
ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 小諸高 ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ 佐久長聖高

  落合 華七斗(2)       7 関谷 蓮(2)     12.91 
ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 佐久長聖高 ｾｷﾔ ﾚﾝ 飯山高

  今井 頼人(3)        五十嵐 脩祐(3)      
ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 東海大諏訪高 ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｽｹ 松本国際高

[ 3組] 風速 -6.6 [ 4組] 風速 -4.8

 1 伊藤 司騎(3)     11.76 q  1 小出 郁弥(4)     11.62 q
ｲﾄｳ ｼｷ 佐久長聖高 ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 中京大

 2 丸山 昴     12.19  2 飯嶋 大基(3)     11.98 q
ﾏﾙﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ 須坂陸協 ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 大町岳陽高

 3 内山 友貴(3)     12.27  3 宮越 雄勢(2)     12.03 q
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｷ 穂高商高 ﾐﾔｺｼ ﾕｳｾｲ 長野日大高

 4 中澤 光希(2)     12.56  4 山本 嗣起(3)     12.08 q
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 上田染谷丘高 ﾔﾏﾓﾄ ﾂｸﾞｷ 飯山高

 5 小泉 迅矢(3)     12.69  5 山本 赳瑠(1)     12.24 
ｺｲｽﾞﾐ ﾄｷﾔ 上田東高 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 佐久長聖高

 6 前田 哉斗(3)     12.88  6 大月 武(3)     12.46 
ﾏｴﾀﾞ ｶﾅﾄ 長野日大高 ｵｵﾂｷ ﾀｹﾙ 松本蟻ヶ崎高

  越山 遥斗(2)       7 小牧 大晟(3)     12.56 
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 信州大 ｺﾏｷ ﾀｲｾｲ 上伊那農高

  丸岡 精二        山内 創(4)      
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC ﾔﾏｳﾁ ｿｳ 信州大

[ 5組] 風速 -7.7 [ 6組] 風速 -6.3

 1 伊藤 司能(4)     12.34  1 福澤 耀明(2)     12.04 q
ｲﾄｳ ｼﾉ 松本大 ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ 佐久長聖高

 2 上平 祥徳(3)     12.78  2 永井 颯太(1)     12.23 
ｳｴﾀｲﾗ ﾖｼﾉﾘ 木曽青峰高 ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 松本大

 3 鶴田 直大(3)     12.93  3 佐藤 裕樹     12.43 
ﾂﾙﾀ ﾅｵﾋﾛ 長野西高 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 上田市陸協

 4 大峡 亮太(2)     13.03  4 小林 魁(2)     12.50 
ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 須坂創成高 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 須坂創成高

  松本 陸(3)       5 渡辺 直弥(3)     12.58 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 信州大 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ 穂高東中

  木下 博貴(4)        鈴木 慎吾(1)      
ｷﾉｼﾀ ﾋﾛｷ 中京大 ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 東海大諏訪高

  木村 伊吹(2)        太田 敦      
ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 佐久長聖高 ｵｵﾀ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

  西原 彰人(3)        吉井 一博      
ﾆｼﾊﾗ ｱｷﾄ 屋代高 ﾖｼｲ ｶｽﾞﾋﾛ かもしか倶楽部

[ 7組] 風速 -9.7

 1 間島 聖(3)     12.84 
ﾏｼﾏ ﾋｼﾞﾘ 野沢南高

 2 洞澤 光(3)     12.96 
ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 松本大

 3 松岡 駿真(3)     13.05 
ﾏﾂｵｶ ｼｭﾝﾏ 長野日大高

 4 髙木 柚希(1)     13.09 
ﾀｶｷﾞ ﾕｽﾞｷ 飯山高

  中嶋 謙(3)      
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 中京大

  竹内 勇貴(3)      
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｷ 松本美須々ヶ丘高

  藤原 想也(3)      
ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾔ 松本深志高

所属名 記録／備考 順
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風速 -3.7

 1 小出 郁弥(4)     11.45 
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 中京大

 2 内山 響生(3)     11.45 
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 信州大

 3 福澤 耀明(2)     11.55 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ 佐久長聖高

 4 伊藤 司騎(3)     11.65 
ｲﾄｳ ｼｷ 佐久長聖高

 5 飯嶋 大基(3)     11.68 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 大町岳陽高

 6 宮越 雄勢(2)     11.87 
ﾐﾔｺｼ ﾕｳｾｲ 長野日大高

 7 山本 嗣起(3)     11.87 
ﾔﾏﾓﾄ ﾂｸﾞｷ 飯山高

 8 上田 健太(4)     12.00 
ｳｴﾀﾞ ｹﾝﾀ 信州大

 1653

男子

100m
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  9097

5  9085

8
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3   820

2  9077
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予選 4月17日 11:10
決勝 4月17日 14:30

長野県記録(KR)                  20.35 塚原 直貴                    東海大           2006/05/24  
大会記録(GR)                    20.94 原 翔太                      ｽｽﾞｷ浜松AC       2017        

[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 +0.0

 1 宮崎 日向(3)     22.61 q  1 小出 郁弥(4)     22.71 q
ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 佐久長聖高 ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 中京大

 2 大峡 亮太(2)     23.23  2 肥後 琉之介(3)     22.89 q
ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 須坂創成高 ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖高

 3 水野 大地(2)     23.79  3 藤原 想也(3)     23.07 q
ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ 長野商高 ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾔ 松本深志高

 4 中山 雅月(3)     23.84  4 小林 魁(2)     23.23 
ﾅｶﾔﾏ ｶﾂﾞｷ 上田西高 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 須坂創成高

 5 小倉 稔(3)     24.16  5 鶴田 直大(3)     23.27 
ｵｸﾞﾗ ﾐﾉﾙ 上田染谷丘高 ﾂﾙﾀ ﾅｵﾋﾛ 長野西高

  栁澤 亮也(3)       6 中澤 光希(2)     23.54 
ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 岩村田高 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 上田染谷丘高

  中嶋 謙(3)       7 中村 駿汰(3)     24.25 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｽﾞﾙ 中京大 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 旭町中

  辻浦 知主(3)        今井 頼人(3)      
ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 小諸高 ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 東海大諏訪高

  矢島 壮野(2)      
ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 東海大諏訪高

[ 3組] 風速 +0.1 [ 4組] 風速 -0.5

 1 内山 響生(3)     22.68 q  1 丸山 昴     23.12 
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 信州大 ﾏﾙﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ 須坂陸協

 2 上平 祥徳(3)     23.09 q  2 田中 敦也(3)     23.69 
ｳｴﾀｲﾗ ﾖｼﾉﾘ 木曽青峰高 ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ 赤穂高

 3 内山 友貴(3)     23.35  3 山本 赳瑠(1)     23.71 
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｷ 穂高商高 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 佐久長聖高

 4 竹前 克哉(2)     24.15  4 北村 璃識(3)     23.91 
ﾀｹﾏｴ ｶﾂﾔ 長野高 ｷﾀﾑﾗ ﾘｷ 長野日大高

 5 小泉 迅矢(3)     24.18  5 梨子田 光汰(3)     24.77 
ｺｲｽﾞﾐ ﾄｷﾔ 上田東高 ﾅｼﾀﾞ ｺｳﾀ 松本蟻ヶ崎高

  山本 嗣起(3)        岩田 晃      
ﾔﾏﾓﾄ ﾂｸﾞｷ 飯山高 ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

  鈴木 慎吾(1)        越山 遥斗(2)      
ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 東海大諏訪高 ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 信州大

  落合 華七斗(2)        丸岡 精二      
ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 佐久長聖高 ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

[ 5組] 風速 -0.9

 1 中村 颯人     21.91 q
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 酒井 幹汰(3)     22.24 q
ｻｶｲ ｶﾝﾀ 豊科高

 3 樋口 創太(3)     23.22 
ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ 佐久長聖高

 4 宮本 昇舞(1)     23.99 
ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ 長野工業高

 5 江口 拓海(2)     24.02 
ｴｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 飯山高

 6 間島 聖(3)     24.58 
ﾏｼﾏ ﾋｼﾞﾘ 野沢南高

  池田 翔紀(3)      
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ 中京大

  名取 勇人(2)      
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 東海大諏訪高

風速 +0.9

 1 中村 颯人     21.70 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 酒井 幹汰(3)     22.05 
ｻｶｲ ｶﾝﾀ 豊科高

 3 宮崎 日向(3)     22.29 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 佐久長聖高

 4 肥後 琉之介(3)     22.50 
ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖高

 5 藤原 想也(3)     23.17 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾔ 松本深志高

 6 上平 祥徳(3)     23.39 
ｳｴﾀｲﾗ ﾖｼﾉﾘ 木曽青峰高

  内山 響生(3)      
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ 信州大

  小出 郁弥(4)      
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 中京大 DNS
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決勝 4月18日 12:20

長野県記録(KR)                  46.54 宮沢 洋平                    法政大           2008/07/25  
大会記録(GR)                    47.55 中野 直哉                    飯田病院         2018        

[ 1組] [ 2組]

 1 伊藤 蒼眞(3)     53.16  1 西尾 洸希(2)     52.39 
ｲﾄｳ ｿｳﾏ 諏訪清陵高 ﾆｼｵ ｺｳｷ 阿南高

 2 丸山 玲央     53.69  2 中島 駿翔(3)     52.88 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 飯田ｱｽﾘｰﾄ ﾅｶｼﾏ ｼｭﾝﾄ 松本県ヶ丘高

 3 髙田 翔弥(3)     54.03  3 宮澤 政弥(3)     53.35 
ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳﾔ 長野俊英高 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾔ 長野日大高

 4 佐藤 寿樹(3)     54.21  4 渡邉 創太(2)     53.83 
ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 松本深志高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 長野高

 5 今関 隼也(1)     54.29  5 岡谷 嵩宗(1)     55.54 
ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ 佐久長聖高 ｵｶﾔ ﾀｶﾑﾈ 須坂創成高

  尾沼 優(3)        窪田 翔真(2)      
ｵﾇﾏ ﾕｳ 上田高 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 東海大諏訪高

  矢島 壮野(2)        名取 勇人(2)      
ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 東海大諏訪高 ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 東海大諏訪高

[ 3組] [ 4組]

 1 北村 隆之介(3)     51.30  1 中野 直哉     48.28 
ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖高 ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 飯田病院

 2 田中 敦也(3)     52.94  2 児玉 悠作(3)     48.65 
ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ 赤穂高 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 法大

 3 和田 響一(2)     53.01  3 宮崎 日向(3)     49.94 
ﾜﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ 松本大 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 佐久長聖高

 4 山崎 聡一朗(1)     55.79  4 肥後 琉之介(3)     50.42 
ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ RIKUO ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖高

  栁澤 亮也(3)       5 輪湖 颯(2)     51.14 
ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 岩村田高 ﾜｺ ﾊﾔﾄ 豊科高

  蟻川 喬生(3)       6 安坂 丈瑠(2)     51.57 
ｱﾘｶﾜ ﾀｶｷ 信州大 ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 佐久長聖高

  望月 翼(3)        中村 颯人      
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾂﾊﾞｻ 松本国際高 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

   1 中野 直哉 飯田病院       48.28   4   1
   2 児玉 悠作(3) 法大       48.65   4   2
   3 宮崎 日向(3) 佐久長聖高       49.94   4   3
   4 肥後 琉之介(3) 佐久長聖高       50.42   4   4
   5 輪湖 颯(2) 豊科高       51.14   4   5
   6 北村 隆之介(3) 佐久長聖高       51.30   3   1
   7 安坂 丈瑠(2) 佐久長聖高       51.57   4   6
   8 西尾 洸希(2) 阿南高       52.39   2   1
   9 中島 駿翔(3) 松本県ヶ丘高       52.88   2   2
  10 田中 敦也(3) 赤穂高       52.94   3   2
  11 和田 響一(2) 松本大       53.01   3   3
  12 伊藤 蒼眞(3) 諏訪清陵高       53.16   1   1
  13 宮澤 政弥(3) 長野日大高       53.35   2   3
  14 丸山 玲央 飯田ｱｽﾘｰﾄ       53.69   1   2
  15 渡邉 創太(2) 長野高       53.83   2   4
  16 髙田 翔弥(3) 長野俊英高       54.03   1   3
  17 佐藤 寿樹(3) 松本深志高       54.21   1   4
  18 今関 隼也(1) 佐久長聖高       54.29   1   5
  19 岡谷 嵩宗(1) 須坂創成高       55.54   2   5
  20 山崎 聡一朗(1) RIKUO       55.79   3   4
    尾沼 優(3) 上田高 DNS   1    
    矢島 壮野(2) 東海大諏訪高 DNS   1    
    窪田 翔真(2) 東海大諏訪高 DNS   2    
    名取 勇人(2) 東海大諏訪高 DNS   2    
    栁澤 亮也(3) 岩村田高 DNS   3    
    蟻川 喬生(3) 信州大 DNS   3    
    望月 翼(3) 松本国際高 DNS   3    
    中村 颯人 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC DNS   4    

 9069
 2502
 9037

 2242
 2803
  960
 3528
 1777
   56
   59
   58
 1585

  764
 2320
  486
 9060
  124
 1252
 9110
 1112

組 順位
 9111
 9112
 2806
 2849
 2538
 2811
 2808

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

 3126

4  9060 7

DNS DNS

6  1585 4  2538
DNS

DNS
9  2502 3  9037

 2806

8  3528 5  2849

7  9069 9  2808

3  1777 3    59

3   486 8  9112

DNS DNS
9    56 7    58

5  2811 6  9111
No. 氏  名

DNS 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

6  3126 9  1252

4  2803 5   960

8  2242 4  1112

5  9110 6  2320

所属名 記録／備考
7   124 8   764

ﾚｰﾝ No. 氏  名

男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 4月17日 13:55

長野県記録(KR)                1:45.75 川元 奨                      日本大           2014/05/11  
大会記録(GR)                  1:52.83 池田 伸                      青学大           1983        

[ 1組] [ 2組]

 1 伊藤 健太(3)   2:04.92  1 菊川 丈仁(3)   2:04.44 
ｲﾄｳ ｹﾝﾀ 下諏訪向陽高 ｷｸｶﾜ ﾄﾓﾋﾄ 長野日大高

 2 鈴木 陽大(3)   2:06.86  2 飯田 悠誠(3)   2:05.28 
ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 諏訪二葉高 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｾｲ 岩村田高

 3 野瀬 杜馬(3)   2:07.20  3 髙野 竜志(3)   2:06.12 
ﾉｾ ﾄｳﾏ 松本蟻ヶ崎高 ﾀｶﾉ ﾘｭｳｼﾞ 上田千曲高

 4 市川 和英(2)   2:07.48  4 畠山 史城(2)   2:07.85 
ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 上田西高 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｷ 大町岳陽高

 5 濱野 大輝(3)   2:07.82  5 浦野 太平(2)   2:08.87 
ﾊﾏﾉ ﾀﾞｲｷ 筑摩野中 ｳﾗﾉ ﾀｲﾍｲ 須坂高

 6 伊藤 晴希(2)   2:10.87  6 芳川 賢祐(3)   2:09.55 
ｲﾄｳ ﾊﾙｷ 岡谷東高 ﾖｼｶﾜ ｹﾝｽｹ 飯山高

  大越 温真(2)       7 小林 蒼生(2)   2:12.70 
ｵｵｺｼ ﾊﾙﾏ 松商学園高 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｼｮｳ 松本大

ラップタイム ラップタイム
   200m     28.40   157 伊藤 健太(3)    200m     29.28  2039 畠山 史城(2)
   400m     59.65  1908 市川 和英(2)    400m   1:00.53   〃     〃 
   600m   1:32.06  2613 鈴木 陽大(3)    600m   1:32.47   〃     〃 

[ 3組] [ 4組]

 1 永井 蒼己(3)   1:58.77  1 吉澤 涼(3)   1:59.81 
ﾅｶﾞｲ ｿｳｷ 丸子修学館高 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ RIKUO

 2 福与 真生琉(3)   2:01.67  2 吉岡 伶(3)   2:00.44 
ﾌｸﾖ ﾏｷﾙ 飯田高 ﾖｼｵｶ ﾚｲ 諏訪清陵高

 3 吉澤 洋樹(3)   2:01.68  3 北村 隆之介(3)   2:02.41 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 上田高 ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖高

 4 宮本 桜佑(3)   2:02.19   牧田 蒼斗(4)      
ﾐﾔﾓﾄ ｵｳｽｹ 中野西高 ﾏｷﾀ ｱｵﾄ 信州大

 5 安坂 丈瑠(2)   2:03.96   岡田 遥人(3)      
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 佐久長聖高 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 松本国際高

 6 山崎 優葵(2)   2:05.61   蟻川 喬生(3)      
ﾔﾏｻﾞｷ ﾕｳｷ つくば開成高 ｱﾘｶﾜ ﾀｶｷ 信州大

 7 五十嵐 碧(3)   2:06.07   野本 享佑(3)      
ｲｶﾞﾗｼ ｱｵｲ 佐久長聖高 ﾉﾓﾄ ｷｮｳｽｹ 松本蟻ヶ崎高

ラップタイム ラップタイム
   200m     27.38  2808 安坂 丈瑠(2)    200m     28.83  2811 北村 隆之介(3)
   400m     57.35   〃     〃    400m     59.00   〃     〃 
   600m   1:28.63  1750 永井 蒼己(3)    600m   1:29.87   130 吉岡 伶(3)

   1 永井 蒼己(3) 丸子修学館高     1:58.77   3   1
   2 吉澤 涼(3) RIKUO     1:59.81   4   1
   3 吉岡 伶(3) 諏訪清陵高     2:00.44   4   2
   4 福与 真生琉(3) 飯田高     2:01.67   3   2
   5 吉澤 洋樹(3) 上田高     2:01.68   3   3
   6 宮本 桜佑(3) 中野西高     2:02.19   3   4
   7 北村 隆之介(3) 佐久長聖高     2:02.41   4   3
   8 安坂 丈瑠(2) 佐久長聖高     2:03.96   3   5
   9 菊川 丈仁(3) 長野日大高     2:04.44   2   1
  10 伊藤 健太(3) 下諏訪向陽高     2:04.92   1   1
  11 飯田 悠誠(3) 岩村田高     2:05.28   2   2
  12 山崎 優葵(2) つくば開成高     2:05.61   3   6
  13 五十嵐 碧(3) 佐久長聖高     2:06.07   3   7
  14 髙野 竜志(3) 上田千曲高     2:06.12   2   3
  15 鈴木 陽大(3) 諏訪二葉高     2:06.86   1   2
  16 野瀬 杜馬(3) 松本蟻ヶ崎高     2:07.20   1   3
  17 市川 和英(2) 上田西高     2:07.48   1   4
  18 濱野 大輝(3) 筑摩野中     2:07.82   1   5
  19 畠山 史城(2) 大町岳陽高     2:07.85   2   4
  20 浦野 太平(2) 須坂高     2:08.87   2   5
  21 芳川 賢祐(3) 飯山高     2:09.55   2   6
  22 伊藤 晴希(2) 岡谷東高     2:10.87   1   6
  23 小林 蒼生(2) 松本大     2:12.70   2   7
    大越 温真(2) 松商学園高 DNS   1    
    牧田 蒼斗(4) 信州大 DNS   4    
    岡田 遥人(3) 松本国際高 DNS   4    
    蟻川 喬生(3) 信州大 DNS   4    
    野本 享佑(3) 松本蟻ヶ崎高 DNS   4    

男子

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

3  2613 9  1581

所属名 記録／備考
6   157 6  1272

ﾚｰﾝ No. 氏  名

9  2385 5  1881

4  7250 7   997

8  1908 3  2039

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

7   186 4   822

7   569 4   130

5  2481 8  9052

8  1750 8  3514
No. 氏  名

4   935 5  9087

DNS
5  2631 7  9069

 2385

6  1783 3

DNS

DNS
9  2808 6  3141

DNS
3  1669 9  2382

 2811

順位
 1750
 3514
  130
  569
 1783
  935
 2811

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

 2808
 1272
  157
 1581
 2631
 1669
 1881
 2613

組

 3141
 9069
 2382

 1908
 7250
 2039
  997
  822
  186
 9052
 2481
 9087



決勝 4月18日 10:35

長野県記録(KR)                3:38.49 佐藤 清治                    佐久長聖高       1999/05/28  
大会記録(GR)                  3:54.13 上野 裕一郎                  佐久長聖高       2003        

[ 1組] [ 2組]

 1 武田 寧登(2)   4:05.79  1 花岡 寿哉(3)   4:00.99 
ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ 上田西高 ﾊﾅｵｶ ﾋｻﾔ 上田西高

 2 永井 蒼己(3)   4:10.25  2 吉岡 大翔(2)   4:02.35 
ﾅｶﾞｲ ｿｳｷ 丸子修学館高 ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾄ 佐久長聖高

 3 瀬戸 雅史(2)   4:11.34  3 日野 志朗   4:02.37 
ｾﾄ ﾏｻｼ 上伊那農高 ﾋﾉ ｼﾛｳ 上伊那陸協

 4 小林 隼人(2)   4:11.78  4 山川 拓馬(3)   4:03.20 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 上田西高 ﾔﾏｶﾜ ﾀｸﾏ 上伊那農高

 5 上原 鷹宗(3)   4:11.97  5 大場 崇義(1)   4:04.69 
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾑﾈ 長野日大高 ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾖｼ 上伊那農高

 6 石澤 由祐   4:14.65  6 長屋 匡起(2)   4:06.95 
ｲｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 須坂陸協 ﾅｶﾞﾔ ﾏｻｷ 佐久長聖高

 7 片瀬 瞭太(3)   4:15.26  7 宮下 晴貴   4:09.21 
ｶﾀｾ ﾘｮｳﾀ 長野日大高 ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ 上伊那陸協

 8 瀧澤 健斗(3)   4:16.74  8 高梨 良介   4:09.42 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 上伊那農高 ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ

 9 出澤 周大(3)   4:17.33  9 梅原 悠良(1)   4:09.95 
ﾃﾞｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 伊那北高 ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 上田西高

10 吉澤 洋樹(3)   4:18.82 10 松尾 悠登(2)   4:10.87 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 上田高 ﾏﾂｵ ﾊﾙﾄ 佐久長聖高

11 菅沼 蒼太(3)   4:19.21 11 大峡 翔太   4:11.13 
ｽｶﾞﾇﾏ ｿｳﾀ 上伊那農高 ｵｵﾊﾞ ｼｮｳﾀ 須坂陸協

12 上兼 直(3)   4:23.34 12 佐原 楓英(3)   4:13.70 
ｳｴｶﾞﾈ ｽﾅｵ 松商学園高 ｻﾊﾗ ﾌｳｴｲ 池田工高

  保科 大樹(3)      13 會川 奏太(3)   4:21.68 
ﾎｼﾅ ﾀﾞｲｷ 伊那北高 ｱｲｶﾜ ｿｳﾀ 松商学園高

  村澤 智啓        小坂 悠太(2)      
ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 長野市陸協 ｺｻｶ ﾕｳﾀ 東海大諏訪高

  岩﨑 陽生(3)        白川 友一      
ｲﾜｻｷ ﾖｳ 佐久長聖高 ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 長野市陸協

  小澤 拓真(3)        牧田 蒼斗(4)      
ｵｻﾞﾜ ﾀｸﾏ 松本国際高 ﾏｷﾀ ｱｵﾄ 信州大

ラップタイム ラップタイム
   400m     59.88   356 瀬戸 雅史(2)    400m   1:03.36   331 大場 崇義(1)
   800m   2:07.04   〃     〃    800m   2:09.42   348 山川 拓馬(3)
  1100m   2:59.33  1910 武田 寧登(2)   1100m   2:55.95  2771 花岡 寿哉(3)
  1200m   3:16.65   〃     〃   1200m   3:12.44   〃     〃 

   1 花岡 寿哉(3) 上田西高     4:00.99   2   1
   2 吉岡 大翔(2) 佐久長聖高     4:02.35   2   2
   3 日野 志朗 上伊那陸協     4:02.37   2   3
   4 山川 拓馬(3) 上伊那農高     4:03.20   2   4
   5 大場 崇義(1) 上伊那農高     4:04.69   2   5
   6 武田 寧登(2) 上田西高     4:05.79   1   1
   7 長屋 匡起(2) 佐久長聖高     4:06.95   2   6
   8 宮下 晴貴 上伊那陸協     4:09.21   2   7
   9 高梨 良介 ﾄｰﾊﾂ     4:09.42   2   8
  10 梅原 悠良(1) 上田西高     4:09.95   2   9
  11 永井 蒼己(3) 丸子修学館高     4:10.25   1   2
  12 松尾 悠登(2) 佐久長聖高     4:10.87   2  10
  13 大峡 翔太 須坂陸協     4:11.13   2  11
  14 瀬戸 雅史(2) 上伊那農高     4:11.34   1   3
  15 小林 隼人(2) 上田西高     4:11.78   1   4
  16 上原 鷹宗(3) 長野日大高     4:11.97   1   5
  17 佐原 楓英(3) 池田工高     4:13.70   2  12
  18 石澤 由祐 須坂陸協     4:14.65   1   6
  19 片瀬 瞭太(3) 長野日大高     4:15.26   1   7
  20 瀧澤 健斗(3) 上伊那農高     4:16.74   1   8
  21 出澤 周大(3) 伊那北高     4:17.33   1   9
  22 吉澤 洋樹(3) 上田高     4:18.82   1  10
  23 菅沼 蒼太(3) 上伊那農高     4:19.21   1  11
  24 會川 奏太(3) 松商学園高     4:21.68   2  13
  25 上兼 直(3) 松商学園高     4:23.34   1  12
    保科 大樹(3) 伊那北高 DNS   1    
    村澤 智啓 長野市陸協 DNS   1    
    岩﨑 陽生(3) 佐久長聖高 DNS   1    
    小澤 拓真(3) 松本国際高 DNS   1    
    小坂 悠太(2) 東海大諏訪高 DNS   2    
    白川 友一 長野市陸協 DNS   2    
    牧田 蒼斗(4) 信州大 DNS   2    

 1661
 2506
   61
 9106
 9087

 1292
  347
  396
 1783
  349
 2498
 2500
  397
 9105

DNS

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

DNS

 1278
 2092
 9094

 2771
 1649
 9063
  348
  331
 1910
 1646
 9061
 9030
 1906
 1750
 1647
 9095
  356
 1909

DNS DNS
14  2506 13  9087

DNS DNS
12  1661 10  9106

DNS
11  9105 7    61

4   397 9  2498

15  2500 12  2092

5   349 1  9095

1  1783 6  1647

2   396 15  1906

13   347 14  9030

7  1292 3  9061

10  9094 2  1646

9  1278 16   331

16  1909 8   348

3   356 11  9063

6  1750 4  1649

所属名 記録／備考
8  1910 5  2771

ORD No. 氏  名

男子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 4月17日 14:35

長野県記録(KR)               13:20.80 大迫 傑                      早大             2013/11/17  
大会記録(GR)                 14:14.94 ｼﾞｭﾘｱｽ ｵｸｲｸﾜ                 ｶﾉｳｸﾗﾌﾞ          1995        

[ 1組] [ 2組]

 1 竹前 星汰(3)  15:15.64  1 大野 雄揮  14:24.16 
ﾀｹﾏｴ ｾｲﾀ 長野日大高 ｵｵﾉ ﾕｳｷ ｺﾄﾋﾗ工業

 2 關 凱人(4)  15:16.81  2 宮下 晴貴  14:44.12 
ｾｷ ｶｲﾄ 信州大 ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ 上伊那陸協

 3 吉岡 篤史(3)  15:20.07  3 高梨 良介  14:44.32 
ﾖｼｵｶ ｱﾂｼ 信州大 ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ

 4 樋口 正晃  15:20.88  4 坪井 響己(M)  14:57.87 
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ 上伊那陸協 ﾂﾎﾞｲ ﾋﾋﾞｷ 信州大

 5 栗林 拓矢  15:21.35  5 本島 尚緒(3)  15:06.52 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 大町市陸協 ﾓﾄｼﾞﾏ ﾅｵ 佐久長聖高

 6 小林 賢二郎(3)  15:28.47  6 日野 志朗  15:14.54 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝｼﾞﾛｳ 長野日大高 ﾋﾉ ｼﾛｳ 上伊那陸協

 7 保科 大樹(3)  15:30.02  7 牛山 純一  15:22.35 
ﾎｼﾅ ﾀﾞｲｷ 伊那北高 ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ

 8 村澤 智啓  15:49.15  8 池田 悠司(3)  15:25.68 
ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 長野市陸協 ｲｹﾀﾞ ﾁｶｼ 松本大

 9 矢澤 蓮太郎(2)  15:49.52  9 石澤 由祐  15:33.24 
ﾔｻﾞﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ 佐久長聖高 ｲｼｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ 須坂陸協

10 石川 寛大(3)  15:50.98 10 大島 宏輝(M)  15:46.27 
ｲｼｶﾜ ｶﾝﾀ 信州大 ｵｵｼﾏ ｺｳｷ 信州大

11 西澤 紀元  16:10.67 11 木村 歩峻(3)  15:46.48 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾓﾄ 昭和電工大町 ｷﾑﾗ ﾎﾀﾞｶ 佐久長聖高

12 西澤 洋務  16:36.94   小林 隼人(2)      
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 茅野市陸協会 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 上田西高

  小池 莉希(2)        小林 季生      
ｺｲｹ ﾘｷ 佐久長聖高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ

  川口 直央(2)        土赤 本気(3)      
ｶﾜｸﾞﾁ ﾅｵ 佐久長聖高 ﾂﾁｱｶ ﾏｼﾞ 佐久長聖高

  古川 楓馬(3)        白川 友一      
ﾌﾙｶﾜ ﾌｳﾏ 豊科高 ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 長野市陸協

  丸山 辰樹(2)      
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｷ 松商学園高 ラップタイム

  1000m   2:50.12  9018 大野 雄揮
ラップタイム   2000m   5:42.83   〃     〃 
  1000m   3:00.25  9090 關 凱人(4)   3000m   8:36.93   〃     〃 
  2000m   6:03.57  9064 樋口 正晃   4000m  11:33.03   〃     〃 
  3000m   9:11.80  9096 栗林 拓矢
  4000m  12:18.97  9064 樋口 正晃

男子

5000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

10  9090 14  9061

所属名 記録／備考
4  1282 8  9018

ORD No. 氏  名

7  9064 10  9083

12  9070 5  9030

16  1296 4  9063

9  9096 9  1666

8  9105 1  9056

5   397 7  9019

2  9079 12  9080

13  1648 6  9094

11  2471

DNS
1  1643 3  9020

DNS DNS
3  1642 11  1664

DNS DNS
6  2533 15  9106

DNS DNS

15  9045 13  1663

14  9042 2  1909

DNS



   1 大野 雄揮 ｺﾄﾋﾗ工業    14:24.16   2   1
   2 宮下 晴貴 上伊那陸協    14:44.12   2   2
   3 高梨 良介 ﾄｰﾊﾂ    14:44.32   2   3
   4 坪井 響己(M) 信州大    14:57.87   2   4
   5 本島 尚緒(3) 佐久長聖高    15:06.52   2   5
   6 日野 志朗 上伊那陸協    15:14.54   2   6
   7 竹前 星汰(3) 長野日大高    15:15.64   1   1
   8 關 凱人(4) 信州大    15:16.81   1   2
   9 吉岡 篤史(3) 信州大    15:20.07   1   3
  10 樋口 正晃 上伊那陸協    15:20.88   1   4
  11 栗林 拓矢 大町市陸協    15:21.35   1   5
  12 牛山 純一 ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ    15:22.35   2   7
  13 池田 悠司(3) 松本大    15:25.68   2   8
  14 小林 賢二郎(3) 長野日大高    15:28.47   1   6
  15 保科 大樹(3) 伊那北高    15:30.02   1   7
  16 石澤 由祐 須坂陸協    15:33.24   2   9
  17 大島 宏輝(M) 信州大    15:46.27   2  10
  18 木村 歩峻(3) 佐久長聖高    15:46.48   2  11
  19 村澤 智啓 長野市陸協    15:49.15   1   8
  20 矢澤 蓮太郎(2) 佐久長聖高    15:49.52   1   9
  21 石川 寛大(3) 信州大    15:50.98   1  10
  22 西澤 紀元 昭和電工大町    16:10.67   1  11
  23 西澤 洋務 茅野市陸協会    16:36.94   1  12
    小池 莉希(2) 佐久長聖高 DNS   1    
    川口 直央(2) 佐久長聖高 DNS   1    
    古川 楓馬(3) 豊科高 DNS   1    
    丸山 辰樹(2) 松商学園高 DNS   1    
    小林 隼人(2) 上田西高 DNS   2    
    小林 季生 ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ DNS   2    
    土赤 本気(3) 佐久長聖高 DNS   2    
    白川 友一 長野市陸協 DNS   2    

男子

5000m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

 9105
 1648
 9079
 9045

  397
 9094

組 順位
 9018
 9061
 9030
 9083
 1666
 9063
 1282
 9090
 9070
 9064
 9096
 9019
 9056
 1296

 9080
 1663

 2533
 2471
 1909
 9020
 1664
 9106

 9042
 1643
 1642



決勝 4月17日 12:25

長野県高校記録(KR)            8:05.82 佐藤 悠基                    佐久長聖         2004/06/05  
長野県中学記録(CR)            8:30.96 吉岡 大翔                    川中島           2019/12/15  
大会記録(GR)                  8:31.23 髙森 健吾                    佐久長聖高       2011        

 1 山口 竣平(1)   8:41.72 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭﾝﾍﾟｲ 佐久長聖高

 2 大場 崇義(1)   8:48.58 
ｵｵﾊﾞ ﾀｶﾖｼ 上伊那農高

 3 永原 颯磨(1)   8:51.15 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｿｳﾏ 佐久長聖高

 4 梅原 悠良(1)   8:51.50 
ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 上田西高

 5 小林 亮太(1)   8:57.72 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 佐久長聖高

 6 南澤 道大(3)   8:58.96 
ﾐﾅﾐｻﾞﾜ ﾐﾁﾋﾛ 赤穂中

 7 金子 一渓(1)   9:08.97 
ｶﾈｺ ｲｯｹｲ 佐久長聖高

 8 加藤 大雅(1)   9:13.26 
ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 佐久長聖高

 9 遠藤 大成(1)   9:13.95 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 佐久長聖高

10 小林 圭吾(1)   9:14.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｺﾞ 佐久長聖高

11 津金 海斗(3)   9:14.60 
ﾂｶﾞﾈ ｶｲﾄ 中川中

12 上条 統也(3)   9:16.06 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｳﾔ 堀金中

13 河合 智弘(1)   9:31.05 
ｶﾜｲ ﾄﾓﾋﾛ 佐久長聖高

14 木村 優仁(3)   9:31.81 
ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 女鳥羽中

15 大槻 心(3)   9:33.38 
ｵｵﾂｷ ｼﾝ 箕輪中

16 新井 拓実(1)   9:38.63 
ｱﾗｲ ﾀｸﾐ 上田西高

17 清水 康希(3)   9:53.69 
ｼﾐｽﾞ ｺｳｷ 茅野東部中

18 熊谷 航陽(1)  10:00.65 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳﾖｳ 上田西高

19 大原 翔輝(1)  10:12.09 
ｵｵﾊﾗ ﾄｷ 上田西高

  吉岡 斗真(1)      
ﾖｼｵｶ ﾄｳﾏ 佐久長聖高

  野崎 健太朗(1)      
ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 佐久長聖高

  遠藤 優裕(1)      
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾋﾛ 佐久長聖高

ラップタイム
   400m   1:09.85  1656 遠藤 大成(1)
   800m   2:23.93   〃     〃 
  1000m   2:59.05  2859 山口 竣平(1)
  1200m   3:36.42   〃     〃 
  1600m   4:45.72   〃     〃 
  2000m   5:54.99   〃     〃 
  2400m   7:01.80   〃     〃 
  2800m   8:08.88   〃     〃 

12   331

男子少年B

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  2859

11  2857

14  1906

13  1668

10  8246

3  1659

21  1658

15  1656

5  1667

18  8329

4  6671

1  1660

2  7281

20  7990

8  2787

16  7885

22  2785

6  2786

19  2860

DNS

DNF
7  2858

DNS
17  1657



決勝 4月18日 12:55

長野県記録(KR)                  13.84 太田 和彰                    日本大           2014/05/17  
大会記録(GR)                    14.62 高橋 智男                    飯山市陸協       2001        

[ 1組] 風速 -6.7 [ 2組] 風速 -6.9

 1 森 遼己(3)     18.54  1 吉村 健吾     16.41 
ﾓﾘ ﾊﾙｷ 松商学園高 ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 荻原 巧(2)     19.15  2 上原 優太(4)     16.82 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 長野吉田高 ｳｴﾊﾗ ﾕｳﾀ 信州大

 3 傳田 優(2)     19.37  3 塚田 龍太朗(4)     17.17 
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕﾀｶ 長野吉田高 ﾂｶﾀﾞﾘｭｳﾀﾛｳ 信州大

 4 中塚 渓滋     19.60  4 瀧内 善基(3)     17.64 
ﾅｶﾂｶ ｹｲｼﾞ DreamAC ﾀｷｳﾁ ﾖｼｷ 長野西高

 5 中沢 颯希(3)     19.81  5 宮原 翔太(4)     17.67 
ﾅｶｻﾞ ﾜ ﾀﾂｷ 長野商高 ﾐﾔﾊﾗ ｼｮｳﾀ 名古屋大

 6 小林 奎斗(3)     19.87  6 鈴木 千紘(3)     19.74 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 丸子修学館高 ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ 諏訪清陵高

 7 矢崎 灯夜(3)     20.38   小池 集万(2)      
ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ 諏訪清陵高 ｺｲｹ ｼｭｳﾏ 長野日大高

 8 丸山 英嗣(3)     21.29   三宅 航平(4)      
ﾏﾙﾏﾔ ｴｲｼﾞ 大町岳陽高 ﾐﾔｹ ｺｳﾍｲ 信州大

  勝田 創太(3)      
ｶﾂﾀ ｿｳﾀ 須坂創成高

   1 吉村 健吾 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     16.41 (-6.9)   2   1
   2 上原 優太(4) 信州大     16.82 (-6.9)   2   2
   3 塚田 龍太朗(4) 信州大     17.17 (-6.9)   2   3
   4 瀧内 善基(3) 長野西高     17.64 (-6.9)   2   4
   5 宮原 翔太(4) 名古屋大     17.67 (-6.9)   2   5
   6 森 遼己(3) 松商学園高     18.54 (-6.7)   1   1
   7 荻原 巧(2) 長野吉田高     19.15 (-6.7)   1   2
   8 傳田 優(2) 長野吉田高     19.37 (-6.7)   1   3
   9 中塚 渓滋 DreamAC     19.60 (-6.7)   1   4
  10 鈴木 千紘(3) 諏訪清陵高     19.74 (-6.9)   2   6
  11 中沢 颯希(3) 長野商高     19.81 (-6.7)   1   5
  12 小林 奎斗(3) 丸子修学館高     19.87 (-6.7)   1   6
  13 矢崎 灯夜(3) 諏訪清陵高     20.38 (-6.7)   1   7
  14 丸山 英嗣(3) 大町岳陽高     21.29 (-6.7)   1   8
    勝田 創太(3) 須坂創成高          (-6.7)DNS   1    
    小池 集万(2) 長野日大高          (-6.9)DNS   2    
    三宅 航平(4) 信州大          (-6.9)DNS   2    

決勝 4月18日 12:45

長野県高校記録(KR)              14.38 早川 恭平                    長野吉田         2007/07/07  
長野県中学記録(CR)              14.78 早川 恭平                    裾花             2006/10/29  
大会記録(GR)                    15.23 早川 恭平                    長野吉田高       2007        

風速 -8.6

 1 漆原 奏哉(3)     16.56 
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ 佐久長聖高

 2 内海 亮平(2)     16.74 
ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ 佐久長聖高

 3 土屋 海斗(3)     17.04 
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 佐久長聖高

 4 中村 駿汰(3)     18.36 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 旭町中

 5 木内 心大(2)     18.43 
ｷｳﾁ ｺｺﾛ 佐久長聖高

 6 降幡 諒成(1)     18.73 
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖高

 7 牧 大悟(2)     19.24 
ﾏｷ ﾀﾞｲｺﾞ 長野工業高

  小林 歩睦(3)      
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ 赤穂中

 2060
  971
 1253
 9073

 9000
  126
 1132
 1751
  103

 1102
 9114
 2495
 1058
 1056

組 順位
 9029
 9076
 9082

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

DNS
5   971

DNS

DNS
9  2060 7  9073

2   103 2  1253

4  1751 9   126

7  1132 6  9114

8  9000 8  1102

1  1056 5  9082

3  1058 3  9076

所属名 記録／備考
6  2495 4  9029

男子

110mH(1.067m)

決勝

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

DNS

4  1167

8  8245

2  1650

3  2842

9  2846

6  7052

7  2807

5  2845

男子少年共通

110mH(0.991m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 4月17日 13:00

長野県記録(KR)                  49.51 中野 直哉                    早大             2016/06/24  
大会記録(GR)                    50.62 中野 直哉                    飯田病院         2018        

[ 1組] [ 2組]

 1 田中 隆斗(2)   1:00.85  1 洞澤 光(3)     56.45 
ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ 松川高 ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 松本大

 2 大峡 惟嵩   1:02.16  2 岩渕 聡志(3)     59.51 
ｵｵﾊﾞ ﾀﾀﾞﾀｶ かもしか倶楽部 ｲﾜﾌﾞﾁ ｻﾄｼ RIKUO

 3 西澤 貴寛(2)   1:03.62  3 秋山 智行(3)     59.91 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 丸子修学館高 ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 佐久長聖高

 4 丸山 英嗣(3)   1:05.04  4 清澤 広伸(2)   1:02.45 
ﾏﾙﾏﾔ ｴｲｼﾞ 大町岳陽高 ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ 松商学園高

  壬生 新(2)        大月 武(3)      
ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ 岡谷南高 ｵｵﾂｷ ﾀｹﾙ 松本蟻ヶ崎高

  小林 蒼空(3)        諏訪 玲二(3)      
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 上田東高 ｽﾜ ﾚｲｼﾞ 岡谷南高

  熊谷 憲        窪田 翔真(2)      
ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ 安曇野AC ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 東海大諏訪高

  宮﨑 駿人(3)      
ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾔﾄ 長野南高

[ 3組]

 1 中野 直哉     52.80 
ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ 飯田病院

 2 児玉 悠作(3)     53.34 
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 法大

 3 清水 泰志     55.72 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 4 小林 航     56.38 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 5 竹内 陽哉(3)     59.79 
ﾀｹｳﾁ ﾊﾙｷ 赤穂高

  熊谷 悟(4)      
ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ 松本大

  勝田 創太(3)      
ｶﾂﾀ ｿｳﾀ 須坂創成高

   1 中野 直哉 飯田病院       52.80   3   1
   2 児玉 悠作(3) 法大       53.34   3   2
   3 清水 泰志 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC       55.72   3   3
   4 小林 航 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC       56.38   3   4
   5 洞澤 光(3) 松本大       56.45   2   1
   6 岩渕 聡志(3) RIKUO       59.51   2   2
   7 竹内 陽哉(3) 赤穂高       59.79   3   5
   8 秋山 智行(3) 佐久長聖高       59.91   2   3
   9 田中 隆斗(2) 松川高     1:00.85   1   1
  10 大峡 惟嵩 かもしか倶楽部     1:02.16   1   2
  11 清澤 広伸(2) 松商学園高     1:02.45   2   4
  12 西澤 貴寛(2) 丸子修学館高     1:03.62   1   3
  13 丸山 英嗣(3) 大町岳陽高     1:05.04   1   4
    壬生 新(2) 岡谷南高 DNS   1    
    小林 蒼空(3) 上田東高 DNS   1    
    熊谷 憲 安曇野AC DNS   1    
    宮﨑 駿人(3) 長野南高 DNS   1    
    大月 武(3) 松本蟻ヶ崎高 DNS   2    
    諏訪 玲二(3) 岡谷南高 DNS   2    
    窪田 翔真(2) 東海大諏訪高 DNS   2    
    熊谷 悟(4) 松本大 DNS   3    
    勝田 創太(3) 須坂創成高 DNS   3    

 1239
 2383
  202
   59
 9050
  971

 1814
 9039

組

 2475
 1757
 2060

順位
 9111
 9112
 9036
 9033
 9057

 2814
  553
 9015

 3539
  485

備考

8   971
DNS

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県

  212

所属名 記録

5  9033

4   485

3  9050
DNS

7  9111

6  9112

9  9036

 1814 6   202

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS DNS
9  1239

2  2060 9  2475

4   212 3  2383

DNS DNS
7  9039 8    59

DNS DNS
5

8  1757 4  2814

6  9015 7  3539

所属名 記録／備考
3   553 5  9057

ﾚｰﾝ No. 氏  名

男子

400mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 4月17日 11:35

長野県記録(KR)                8:48.56 宮入 一海                    北佐久郡陸協     2008/10/03  
大会記録(GR)                  9:05.43 宮入 一海                    北佐久郡陸協     2007        

 1 宮入 一海   9:26.82 
ﾐﾔｲﾘ ﾓﾄﾐ 北佐久陸協

 2 川村 智哉(3)   9:34.33 
ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾔ 佐久長聖高

 3 竹前 光哉(3)   9:40.48 
ﾀｹﾏｴ ｺｳﾔ 長野日大高

 4 成澤 爽(2)   9:54.44 
ﾅﾙｻﾜ ｱｷﾗ 上田西高

 5 瀧澤 健斗(3)  10:01.08 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 上伊那農高

 6 出澤 周大(3)  10:02.99 
ﾃﾞｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 伊那北高

 7 大場 晴仁(3)  10:03.03 
ｵｵﾊﾞ ﾊﾙﾋﾄ 上伊那農高

 8 野部 勇貴(M)  10:14.18 
ﾉﾍﾞ ﾕｳｷ 信州大

 9 長谷部 直大(2)  10:14.60 
ﾊｾﾍﾞﾅ ｵﾋﾛ 伊那北高

10 竹内 朝輝(2)  10:20.92 
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 上田西高

  益山 颯琉(3)      
ﾏｽﾔﾏ ﾊﾙ 上田西高

  村尾 雄己(3)      
ﾑﾗｵ ﾕｳｷ 佐久長聖高

ラップタイム
  1000m   3:04.82  9113 宮入 一海
  2000m   6:13.40   〃     〃 

決勝 4月17日 10:10

長野県記録(KR)               19:03.92 藤澤 勇                      山梨学院大       2009/04/29  
大会記録(GR)                 20:26.12 青木 学                      長野市陸協       2015        

 1 栁澤 優斗  21:07.75 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ ﾄｰﾊﾂ

 2 田口 紫音(3)  22:16.11 
ﾀｸﾞﾁ ｼｵﾝ 上田西高

 3 鈴木 淳也(2)  23:09.26 
ｽｽﾞｷ ｱﾂﾔ 長野商高

 4 仲田 知弘(2)  24:23.46 
ﾅｶﾀ ﾞ ﾄﾓﾋﾛ 長野商高

 5 薩田 悠成(3)  24:29.00 
ｻｯﾀ ﾕｳｾｲ 岩村田高

 6 塩島 和弥(2)  24:29.95 
ｼｵｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 松本大

 7 田幸 瞭(2)  25:01.47 
ﾀｺｳ ﾘｮｳ 長野日大高

 8 上野 桂輔(3)  25:20.80 
ｳｴﾉ ｹｲｽｹ 長野工業高

 9 太田 海帆(3)  25:36.05 
ｵｵﾀ ｶｲﾎ 大町岳陽高

10 小林 拓海(2)  27:48.61 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 飯山高

11 飯塚 義博  29:27.59 
ｲｲﾂﾞｶﾖｼﾋﾛ 伊那AC

12 宮尾 淳矢  29:34.04 
ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ かもしか倶楽部

  佐藤 晋太(3)      
ｻﾄｳ ｼﾝﾀ 長野工業高

  大和 健      
ﾔﾏﾄ ﾀｹｼ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

ラップタイム
  1000m   4:10.66  1158 佐藤 晋太(3)
  2000m   8:25.95  9031 栁澤 優斗
  3000m  12:39.11   〃     〃 
  4000m  16:55.82   〃     〃 

男子

5000m競歩

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  9031

8  2780

10  1138

12  1136

4  1587

3  9048

 2084

1   824

13  1283

11  1156

DNS

DQ(K2)

7  1158
DQ(K2)

14  9101

2  8641

5  9011

9

6  2779
DNF

7  1665

11   405

12  2772

4   350

10  9088

8   347

9   396

1  1270

2  1912

5  9113

3  1662

男子

3000mSC(0.914m)

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 4月17日  9:50
決勝 4月17日 15:20

長野県記録(KR)                  40.62 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC                  ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC      2015/09/05  
                                      （高木 佑希・岩田 晃・吉冨 和弥・佐藤 賢一）
大会記録(GR)                    41.20 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC                  ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC      2016        
                                      （高木 佑希・岩田 晃・内堀 直也・佐藤 賢一）

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 佐久長聖高  2849 肥後 琉之介(3)     43.14 Q  1   5 信州大  9071 宮下 翼(3)     42.80 Q

ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ
 2848 樋口 創太(3)  9085 内山 響生(3)

ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ ｳﾁﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ
 1653 福澤 耀明(2)  9074 山内 創(4)

ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ ﾔﾏｳﾁ ｿｳ
 2815 伊藤 司騎(3)  9075 松本 陸(3)

ｲﾄｳ ｼｷ ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ
 2   7 上伊那農高   358 唐澤 悠斗(2)     44.95 q  2   9 松本蟻ヶ崎高  2386 菅 貫太(3)     44.27 q

ｶﾐｲﾅﾉｳｺｳ ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｽｶ ﾞｶﾝﾀ
  361 柴 悠翔(2)  2387 梨子田 光汰(3)

ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ ﾅｼﾀﾞ ｺｳﾀ
  353 扇田 大雅(3)  2382 野本 享佑(3)

ｵｵｷﾞﾀﾞ ﾀｲｶﾞ ﾉﾓﾄ ｷｮｳｽｹ
  354 小牧 大晟(3)  2383 大月 武(3)

ｺﾏｷ ﾀｲｾｲ ｵｵﾂｷ ﾀｹﾙ
 3   9 松商学園高  2462 青木 俊輔(2)     45.59  3   7 赤穂高   486 田中 敦也(3)     45.62 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｱｵｷ ｼｭﾝｽｹ ｱｶﾎｺｳ ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ
 2461 合葉 太飛(2)   489 松田 拓巳(2)

ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ
 2480 春日 夢翔(2)   487 小倉 快心(2)

ｶｽｶﾞ ﾑｳﾄ ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ
 2499 保科 太一(3)   457 酒井 洸一(1)

ﾎｼﾅ ﾀｲﾁ ｻｶｲ ｺｳｲﾁ
 4   3 長野西高  1091 大日方 亮(2)     46.08  4   3 岩村田高  1588 石井 佑磨(3)     46.00 

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ ｵﾋﾞﾅﾀ ﾘｮｳ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｲｼｲ ﾕｳﾏ
 1105 鶴田 直大(3)  1591 南澤 爽太(2)

ﾂﾙﾀ ﾅｵﾋﾛ ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ
 1095 小林 優斗(2)  1583 碓氷 大樹(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ ｳｽｲ ﾀｲｷ
 1102 瀧内 善基(3)  1586 小宮山 登生(3)

ﾀｷｳﾁ ﾖｼｷ ｺﾐﾔﾏ ﾄｳｲ
 5   1 丸子修学館高  1758 馬場 滉太(2)     48.32  5   6 松本県ヶ丘高  2314 村松 凌典(2)     46.48 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝ ﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾀ ﾏﾂﾓﾄｶｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ
 1751 小林 奎斗(3)  2317 勝野 武(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ ｶﾂﾉ ﾀｹｼ
 1756 倉光 悠晴(2)  2316 伊藤 洋介(3)

ｸﾗﾐﾂ ﾕｳｾｲ ｲﾄｳ ﾖｳｽｹ
 1757 西澤 貴寛(2)  2320 中島 駿翔(3)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ ﾅｶｼﾏ ｼｭﾝﾄ
 6   8 丘中  6441 池田 英生(2)     51.99  6   1 木曽青峰高  1937 上村 千隼(2)     47.51 

ｵｶﾁｭｳ ｲｹﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ｶﾐﾑﾗ ﾁﾊﾔ
 6469 池内 奏太(3)  1942 尾﨑 健瑠(3)

ｲｹｳﾁ ｶﾅﾀ ｵｻﾞｷ ﾀｹﾙ
 6440 江川 康輝(3)  1944 福海 空汰(2)

ｴｶﾞﾜ ｺｳｷ ﾌｸﾐ ｶﾅﾀ
 6468 増澤 凌輝(3)  1941 上平 祥徳(3)

ﾏｽｻﾞﾜ ﾘｸ ｳｴﾀｲﾗ ﾖｼﾉﾘ
    5 飯山高   830 増田 達哉(2)       7   4 塩尻広陵中  6478 土方 悠希(3)     48.39 

ｲｲﾔﾏｺｳ ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ DQ ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾋｼﾞｶﾀ ﾕｳｷ
  804 髙木 柚希(1) R1(2-3)  6477 髙橋 颯(3)

ﾀｶｷﾞ ﾕｽﾞｷ ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ
  827 関谷 蓮(2)  6483 熊井 煌希(3)

ｾｷﾔ ﾚﾝ ｸﾏｲ ｺｳｷ
  820 山本 嗣起(3)  6479 原 颯駕(3)

ﾔﾏﾓﾄ ﾂｸﾞｷ ﾊﾗ ﾌｳｶﾞ
    2 塩尻志学館高       8   8 堀金中  6675 井澤 眞成(3)     48.46 

ｼｵｼﾞﾘｼｶﾞｸｶﾝｺｳ DNS ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾅﾘ
 6677 宮澤 和琶(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾊ
 6684 中嶋 俊樹(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼｷ
 6673 佐藤 匠眞(3)

ｻﾄｳ ﾀｸﾏ
    6 赤穂中          2 松本大  9051 山口 諒偲(4)      

ｱｶﾎﾁｭｳ DNS ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ DQ
 9046 伊藤 司能(4) R1(2-3)

ｲﾄｳ ｼﾉ
 9058 内堀 岳宏(4)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ
 9047 永井 颯太(1)

ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ

男子

4×100m

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



[ 3組] [ 4組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 須坂創成高   955 酒井 柊哉(2)     45.30 Q  1   4 長野日大高  1256 前田 哉斗(3)     44.26 Q

ｽｻﾞｶｿｳｾｲｺｳ ｻｶｲ ｼｭｳﾔ ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾏｴﾀﾞ ｶﾅﾄ
  956 大峡 亮太(2)  1251 伊東 拓海(3)

ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ ｲﾄｳ ﾀｸﾐ
  954 小林 魁(2)  1252 宮澤 政弥(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾔ
  953 寺嶋 玲音(2)  1264 宮越 雄勢(2)

ﾃﾗｼﾏ ﾚｵ ﾐﾔｺｼ ﾕｳｾｲ
 2   2 大町岳陽高  2060 丸山 英嗣(3)     45.63  2   5 松本深志高  2242 佐藤 寿樹(3)     44.42 q

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ﾏﾙﾏﾔ ｴｲｼﾞ ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ
 2054 飯嶋 大基(3)  2241 藤原 想也(3)

ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾔ
 2038 小松 景介(2)  2240 田中 快(3)

ｺﾏﾂ ｹｲｽｹ ﾀﾅｶ ｶｲ
 2085 相澤 翔太(3)  2258 重田 篤希(2)

ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ ｼｹﾞﾀ ｱﾂｷ
 3   4 小諸高  2822 中村 洋平(3)     46.04  3   2 諏訪清陵高   101 宮坂 仁士(3)     45.38 q

ｺﾓﾛｺｳ ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳｺｳ ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ
 2826 竹内 暖(3)   126 鈴木 千紘(3)

ﾀｹｳﾁ ﾋﾅﾀ ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ
 2830 寺島 恒輔(2)   109 原田 裕哉(2)

ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ
 2827 髙野 来斗(3)   124 伊藤 蒼眞(3)

ﾀｶﾉ ﾗｲﾄ ｲﾄｳ ｿｳﾏ
 4   5 長野工業高  1153 宮下 倖盛(3)     46.10  4   7 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  9023 金子 司     46.69 

ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳｺｳ ﾐﾔｼﾀ ｺｳｾｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ ｶﾈｺ ﾂｶｻ
 1167 牧 大悟(2)  9025 市川 凌大

ﾏｷ ﾀﾞｲｺﾞ ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ
 1160 近藤 仁彪(3)  9021 安藤 直哉

ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄﾗ ｱﾝﾄﾞｳ ﾅｵﾔ
 1168 鈴木 慶次(2)  9024 古瀬 康平

ｽｽﾞｷ ｹｲｼﾞ ﾌﾙｾ ｺｳﾍｲ
 5   3 野沢南高  1579 三井 智世(2)     47.85  5   8 上田東高  1810 遠藤 光(2)     47.12 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ﾐﾂｲ ﾄﾓｾ ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ
 1575 間島 聖(3)  1815 小泉 迅矢(3)

ﾏｼﾏ ﾋｼﾞﾘ ｺｲｽﾞﾐ ﾄｷﾔ
 1556 南波 歩夢(2)  1811 佐々木 幸葉(2)

ﾅﾝﾊﾞ ｱﾕﾑ ｻｻｷ ｺｳﾖｳ
 1554 坪井 泰生(2)  1814 小林 蒼空(3)

ﾂﾎﾞｲ ﾀｲｾｲ ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ
 6   9 梓川中  7348 齋藤 飛元(3)     48.51  6   9 箕輪中  8001 田中 優一(3)     48.44 

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳ ｻｲﾄｳ ﾋｹﾞﾝ ﾐﾉﾜﾁｭｳ ﾀﾅｶ ﾕｳｲﾁ
 7351 大月 渉(3)  7998 青木 羽琉(3)

ｵｵﾂｷ ﾜﾀﾙ ｱｵｷ ﾊﾙ
 7346 倉田 海渡(3)  8002 山口 智也(3)

ｸﾗﾀ ｶｲﾄ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ
 7345 大橋 蒼太(3)  8005 唐澤 伊織(3)

ｵｵﾊｼ ｿｳﾀ ｶﾗｻﾜ ｲｵﾘ
    7 かもしか倶楽部       7   3 豊科北中  6648 東村 寛介(3)     49.29 

ｶﾓｼｶｸﾗﾌﾞ DNS ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾋｶﾞｼﾑﾗ ｶﾝｽｹ
 6641 松澤 悠(2)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳ
 6647 武田 大和(3)

ﾀｹﾀﾞ ﾔﾏﾄ
 6640 寺島 泰志(2)

ﾃﾗｼﾏ ﾀｲｼ
    8 下諏訪向陽高          6 松本国際高      

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳ DNS ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ DNS

男子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 佐久長聖高  2849 肥後 琉之介(3)     42.79 

ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ
 2848 樋口 創太(3)

ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ
 1653 福澤 耀明(2)

ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ
 2815 伊藤 司騎(3)

ｲﾄｳ ｼｷ
 2   4 長野日大高  1256 前田 哉斗(3)     43.34 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾏｴﾀﾞ ｶﾅﾄ
 1251 伊東 拓海(3)

ｲﾄｳ ﾀｸﾐ
 1252 宮澤 政弥(3)

ﾐﾔｻﾞﾜ ﾏｻﾔ
 1264 宮越 雄勢(2)

ﾐﾔｺｼ ﾕｳｾｲ
 3   9 松本蟻ヶ崎高  2386 菅 貫太(3)     44.09 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｽｶ ﾞｶﾝﾀ
 2387 梨子田 光汰(3)

ﾅｼﾀﾞ ｺｳﾀ
 2382 野本 享佑(3)

ﾉﾓﾄ ｷｮｳｽｹ
 2383 大月 武(3)

ｵｵﾂｷ ﾀｹﾙ
 4   8 松本深志高  2242 佐藤 寿樹(3)     44.40 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ
 2241 藤原 想也(3)

ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾔ
 2240 田中 快(3)

ﾀﾅｶ ｶｲ
 2258 重田 篤希(2)

ｼｹﾞﾀ ｱﾂｷ
 5   5 須坂創成高   955 酒井 柊哉(2)     44.75 

ｽｻﾞｶｿｳｾｲｺｳ ｻｶｲ ｼｭｳﾔ
  956 大峡 亮太(2)

ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ
  954 小林 魁(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ
  953 寺嶋 玲音(2)

ﾃﾗｼﾏ ﾚｵ
 6   3 上伊那農高   358 唐澤 悠斗(2)     45.02 

ｶﾐｲﾅﾉｳｺｳ ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ
  361 柴 悠翔(2)

ｼﾊﾞ ﾕｳﾄ
  353 扇田 大雅(3)

ｵｵｷﾞﾀﾞ ﾀｲｶﾞ
  354 小牧 大晟(3)

ｺﾏｷ ﾀｲｾｲ
 7   2 諏訪清陵高   103 矢崎 灯夜(3)     45.71 

ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳｺｳ ﾔｻﾞｷ ﾄｳﾔ
  126 鈴木 千紘(3)

ｽｽﾞｷ ﾁﾋﾛ
  109 原田 裕哉(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾕｳﾔ
  124 伊藤 蒼眞(3)

ｲﾄｳ ｿｳﾏ
    7 信州大  9071 宮下 翼(3)      

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ﾐﾔｼﾀ ﾂﾊﾞｻ DNS
 9085 内山 響生(3)

ｳﾁﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ
 9074 山内 創(4)

ﾔﾏｳﾁ ｿｳ
 9075 松本 陸(3)

ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ

男子

4×100m
決勝



決勝 4月18日 14:35

長野県記録(KR)                3:12.13                              ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC      2019/08/25  
                                      （岩田 晃・小林 航・浦野 泰希・小林 英和）
大会記録(GR)                  3:17.13                              ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC      2018        
                                      （岩田 晃・小林 英和・浦野 泰希・近藤 雅哉）

[ 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   1 松本大  9060 和田 響一(2)   3:31.82  1   4 飯山高   826 江口 拓海(2)   3:38.33 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾜﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ ｲｲﾔﾏｺｳ ｴｸﾞﾁ ﾀｸﾐ
 9057 洞澤 光(3)   822 芳川 賢祐(3)

ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ ﾖｼｶﾜ ｹﾝｽｹ
 9050 熊谷 悟(4)   823 小林 和真(2)

ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ
 9059 福嶋 竜星(4)   818 今井 怜司(3)

ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｾｲ ｲﾏｲ ﾚｲｼﾞ
 2   4 松本蟻ヶ崎高  2383 大月 武(3)   3:41.59  2   5 須坂創成高   960 岡谷 嵩宗(1)   3:41.80 

ﾏﾂﾓﾄｱﾘｶﾞｻｷ ｵｵﾂｷ ﾀｹﾙ ｽｻﾞｶｿｳｾｲｺｳ ｵｶﾔ ﾀｶﾑﾈ
 2386 菅 貫太(3)   954 小林 魁(2)

ｽｶ ﾞｶﾝﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ
 2387 梨子田 光汰(3)   955 酒井 柊哉(2)

ﾅｼﾀﾞ ｺｳﾀ ｻｶｲ ｼｭｳﾔ
 2382 野本 享佑(3)   956 大峡 亮太(2)

ﾉﾓﾄ ｷｮｳｽｹ ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ
 3   6 上田千曲高  1880 岡部 礁(3)   3:42.03  3   7 松商学園高  2499 保科 太一(3)   3:44.51 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｵｶﾍﾞ ｼｮｳ ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ﾎｼﾅ ﾀｲﾁ
 1881 髙野 竜志(3)  2462 青木 俊輔(2)

ﾀｶﾉ ﾘｭｳｼﾞ ｱｵｷ ｼｭﾝｽｹ
 1873 竹内 匠(3)  2484 川瀬 拓郎(2)

ﾀｹｳﾁ ﾀｸﾐ ｶﾜｾ ﾀｸﾛｳ
 1890 中村 春希(2)  2475 清澤 広伸(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ
 4   2 下諏訪向陽高   161 林 海斗(3)   3:42.06  4   8 大町岳陽高  2060 丸山 英嗣(3)   3:47.36 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳ ﾊﾔｼ ｶｲﾄ ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ﾏﾙﾏﾔ ｴｲｼﾞ
  157 伊藤 健太(3)  2085 相澤 翔太(3)

ｲﾄｳ ｹﾝﾀ ｱｲｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ
  164 天野 建治(3)  2054 飯嶋 大基(3)

ｱﾏﾉ ｹﾝｼﾞ ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ
  163 松崎 恭一朗(3)  2039 畠山 史城(2)

ﾏﾂｻﾞｷｷｮｳｲﾁﾛｳ ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｷ
 5   5 松本県ヶ丘高  2320 中島 駿翔(3)   3:42.46  5   9 木曽青峰高  1937 上村 千隼(2)   3:47.97 

ﾏﾂﾓﾄｶｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ ﾅｶｼﾏ ｼｭﾝﾄ ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ｶﾐﾑﾗ ﾁﾊﾔ
 2317 勝野 武(3)  1942 尾﨑 健瑠(3)

ｶﾂﾉ ﾀｹｼ ｵｻﾞｷ ﾀｹﾙ
 2318 板花 光紀(3)  1944 福海 空汰(2)

ｲﾀﾊﾅ ｺｳｷ ﾌｸﾐ ｶﾅﾀ
 2314 村松 凌典(2)  1941 上平 祥徳(3)

ﾑﾗﾏﾂ ﾘｮｳｽｹ ｳｴﾀｲﾗ ﾖｼﾉﾘ
 6   9 野沢南高  1575 間島 聖(3)   3:51.39  6   2 岩村田高  1583 碓氷 大樹(3)   3:48.92 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ﾏｼﾏ ﾋｼﾞﾘ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｳｽｲ ﾀｲｷ
 1579 三井 智世(2)  1591 南澤 爽太(2)

ﾐﾂｲ ﾄﾓｾ ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ
 1553 柳澤 柑太(2)  1586 小宮山 登生(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ ｺﾐﾔﾏ ﾄｳｲ
 1556 南波 歩夢(2)  1589 大井 奏汰(2)

ﾅﾝﾊﾞ ｱﾕﾑ ｵｵｲ ｿｳﾀ
 7   8 鉢盛中  7432 百瀬 結太(3)   3:54.36  7   6 長野工業高  1157 北村 卓(3)   3:50.39 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾓﾓｾ ﾕｳﾀ ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳｺｳ ｷﾀﾑﾗ ｽｸﾞﾙ
 7436 近藤 孝太(2)  1167 牧 大悟(2)

ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ ﾏｷ ﾀﾞｲｺﾞ
 7437 日笠 大地(2)  1160 近藤 仁彪(3)

ﾋｶﾞｻ ﾀﾞｲﾁ ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄﾗ
 7435 清水 紫音(3)  1154 割田 大夢(3)

ｼﾐｽﾞ ｼｵﾝ ﾜﾘﾀ ﾋﾛﾑ
    3 上田東高       8   3 長野高  1115 大澤 慶記(2)   3:50.76 

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ DNS ﾅｶﾞﾉｺｳ ｵｵｻﾜ ﾖｼｷ
 1112 渡邉 創太(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ
 1113 宇田 陽介(2)

ｳﾀﾞ ﾖｳｽｹ
 1116 矢部 道也(2)

ﾔﾍﾞ ﾐﾁﾅﾘ
    7 中野西高      

ﾅｶﾉﾆｼｺｳ DNS

男子

4×400m

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 佐久長聖高  2811 北村 隆之介(3)   3:23.39 

ｻｸﾁｮｳｾｲ ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ
 2849 肥後 琉之介(3)

ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ
 2808 安坂 丈瑠(2)

ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ
 2806 宮崎 日向(3)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ
 2   8 赤穂高   487 小倉 快心(2)   3:40.21 

ｱｶﾎｺｳ ｵｸﾞﾗ ｶｲｼﾝ
  489 松田 拓巳(2)

ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ
  490 柴田 晴夢(2)

ｼﾊﾞﾀ ﾊﾙﾑ
  486 田中 敦也(3)

ﾀﾅｶ ｱﾂﾔ
 3   4 小諸高  2822 中村 洋平(3)   3:40.56 

ｺﾓﾛｺｳ ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ
 2829 福島 大志郎(2)

ﾌｸｼﾏ ﾀｲｼﾛｳ
 2827 髙野 来斗(3)

ﾀｶﾉ ﾗｲﾄ
 2826 竹内 暖(3)

ﾀｹｳﾁ ﾋﾅﾀ
    2 上田高      

ｳｴﾀﾞｺｳ DNS

    3 松本国際高      
ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ DNS

    6 信州大      
ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ DNS

    7 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC      
ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞｴｰｼｰ DNS

    9 東海大諏訪高      
ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜ DNS

   1 佐久長聖高   3:23.39 北村 隆之介(3)肥後 琉之介(3)安坂 丈瑠(2) 宮崎 日向(3)   3   1
   2 松本大   3:31.82 和田 響一(2) 洞澤 光(3) 熊谷 悟(4) 福嶋 竜星(4)   1   1
   3 飯山高   3:38.33 江口 拓海(2) 芳川 賢祐(3) 小林 和真(2) 今井 怜司(3)   2   1
   4 赤穂高   3:40.21 小倉 快心(2) 松田 拓巳(2) 柴田 晴夢(2) 田中 敦也(3)   3   2
   5 小諸高   3:40.56 中村 洋平(3) 福島 大志郎(2)髙野 来斗(3) 竹内 暖(3)   3   3
   6 松本蟻ヶ崎高   3:41.59 大月 武(3) 菅 貫太(3) 梨子田 光汰(3)野本 享佑(3)   1   2
   7 須坂創成高   3:41.80 岡谷 嵩宗(1) 小林 魁(2) 酒井 柊哉(2) 大峡 亮太(2)   2   2
   8 上田千曲高   3:42.03 岡部 礁(3) 髙野 竜志(3) 竹内 匠(3) 中村 春希(2)   1   3
   9 下諏訪向陽高   3:42.06 林 海斗(3) 伊藤 健太(3) 天野 建治(3) 松崎 恭一朗(3)  1   4
  10 松本県ヶ丘高   3:42.46 中島 駿翔(3) 勝野 武(3) 板花 光紀(3) 村松 凌典(2)   1   5
  11 松商学園高   3:44.51 保科 太一(3) 青木 俊輔(2) 川瀬 拓郎(2) 清澤 広伸(2)   2   3
  12 大町岳陽高   3:47.36 丸山 英嗣(3) 相澤 翔太(3) 飯嶋 大基(3) 畠山 史城(2)   2   4
  13 木曽青峰高   3:47.97 上村 千隼(2) 尾﨑 健瑠(3) 福海 空汰(2) 上平 祥徳(3)   2   5
  14 岩村田高   3:48.92 碓氷 大樹(3) 南澤 爽太(2) 小宮山 登生(3)大井 奏汰(2)   2   6
  15 長野工業高   3:50.39 北村 卓(3) 牧 大悟(2) 近藤 仁彪(3) 割田 大夢(3)   2   7
  16 長野高   3:50.76 大澤 慶記(2) 渡邉 創太(2) 宇田 陽介(2) 矢部 道也(2)   2   8
  17 野沢南高   3:51.39 間島 聖(3) 三井 智世(2) 柳澤 柑太(2) 南波 歩夢(2)   1   6
  18 鉢盛中   3:54.36 百瀬 結太(3) 近藤 孝太(2) 日笠 大地(2) 清水 紫音(3)   1   7
    上田東高          DNS   1    
    中野西高          DNS   1    
    上田高          DNS   3    
    松本国際高          DNS   3    
    信州大          DNS   3    
    ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC          DNS   3    
    東海大諏訪高          DNS   3    

男子

4×400m

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2



決勝 4月17日 13:00

長野県記録(KR)                   2.18 吉田 剛                      仙台大           2002/05/19  
大会記録(GR)                     2.15 関 泰一                      長野ｽｽﾞｷ         1980        

芋川 駿
ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ NAGANO_APPLES
片平 大地
ｶﾀﾋﾗ ﾀﾞｲﾁ 長野市陸協
関本 遊大(3)
ｾｷﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 松商学園高
小口 伸太郎(3)
ｵｸﾞﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 諏訪二葉高
板倉 魁士(3)
ｲﾀｸﾗｶｲﾄ 中野立志館高
田中 快(3)
ﾀﾅｶ ｶｲ 松本深志高
小平 遥暉(2)
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ 飯田風越高
土屋 海斗(3)
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 佐久長聖高
塚田 龍太朗(4)
ﾂｶﾀﾞﾘｭｳﾀﾛｳ 信州大
村本 瑛(2) NM
ﾑﾗﾓﾄ ｱｷﾗ RIKUO
降幡 諒成(1) NM
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖高
今関 隼也(1) NM
ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ 佐久長聖高
北村 卓(3) NM
ｷﾀﾑﾗ ｽｸﾞﾙ 長野工業高
田中 勇輝(2) NM
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 中野西高
中村 伊吹(2) DNS
ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 松本国際高
坂井 太一(3) DNS
ｻｶｲ ﾀｲﾁ 更級農高
瀧内 善基(3) DNS
ﾀｷｳﾁ ﾖｼｷ 長野西高
梶川 新(2) DNS
ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ 松本国際高

決勝 4月18日 12:30

長野県記録(KR)                   5.40 松澤 ジアン成治              中京大           2013/08/04  
大会記録(GR)                     5.11 内山 朋也                    筑波大           2017        

有賀 玄太(3)
ｱﾙｶﾞｹﾞﾝﾀ 高遠高
重田 篤希(2)
ｼｹﾞﾀ ｱﾂｷ 松本深志高
竹内 輔(3)
ﾀｹｳﾁ ﾀｽｸ 長野工業高
宮下 倖盛(3)
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｾｲ 長野工業高
上野 司(3)
ｳｴﾉﾂｶｻ 中野立志館高
鈴木 慶次(2) NM
ｽｽﾞｷ ｹｲｼﾞ 長野工業高
小山 吉明 NM
ｺﾔﾏ ﾖｼｱｷ 須坂陸協
千葉 正佳(3) NM
ﾁﾊﾞ ﾏｻﾖｼ 常盤中
両角 駿介(2) NM
ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ 諏訪二葉高
五味 駿太(3) NM
ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ 原中
関 知大 NM
ｾｷ ﾄﾓﾋﾛ Mt.RexTC
村中 智彦 DNS
ﾑﾗﾅｶ ﾄﾓﾋｺ Mt.RexTC
中谷 息吹(2) DNS
ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ 松本国際高
石坂 巽海(2) DNS
ｲｼｻﾞｶ ﾀﾂﾐ 松本大

男子

走高跳

決勝

順位 試技 1m90 1m95ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m75 1m80 1m85 備考
1 18  9004

- - - - - xxo

2m00 2m05 記録

 2.00xxx

 1.85

 1.90
2 17  9107

- - xxo o xxx

3 16  2496
o o o xxr

 1.85

4 8  2611
o xo xo xxx

xxo xxx

 1.85

5 15   903

6 11   601
o o xxx

6 9  2240
o o xxx

- o

 1.75

 1.75

 1.80

 1.80

8 12  2846
o xxx

8 13  9082

2  3511
xxx

4  2842
xxx

o xxx

     

     

     

     

5  2803
xxx

6  1157

     

10   939
xxx      

1  2519

xxx

     

7  1102

3  2756

     
14  2511

     

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 3m20 3m40 3m60 3m80 4m00 4m10 4m20 4m30 4m60 4m80 記録 備考
1 14   371

- - - - - - - o xxo xxx  4.60

2 8  2258
- - - xo o xxx

 3.80

3 9  1152
- - - xxo xxo xxx

 4.00

 4.00

 3.20

4 10  1153
- -

5 6   909
xxo xxx

- xo xxx

1  1168
xxr

     

2  9093
xxx

     

     

     

3  4893
xxx

4  2620
xxx

5  7898
- xxx

     

12  9002
- - - - xr

     

     

     

7  9003

11  2517

     
13  9054



決勝 4月17日 10:40

長野県記録(KR)                   7.94 嶺村 鴻汰                    筑波大           2014/06/08  
大会記録(GR)                     7.75 深沢 宏之                    日大             2015        

 ３回の
 最高記録

松本 陸(3)   7.30  7.37   -    7.37    x    -    -    7.37 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 信州大   +2.0  +1.3         +1.3                      +1.3
上條 将吾   6.78  6.76   x    6.78   6.78  6.84  6.70   6.84 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺﾞ ｴﾌﾟｿﾝ   +2.3  +1.1         +2.3   +1.3  +0.5  -0.4   +0.5
宮坂 仁士(3)   6.65  6.27  6.28   6.65    x    x   5.96   6.65 
ﾐﾔｻｶ ﾋﾄｼ 諏訪清陵高   +1.1  +2.0  +0.8   +1.1               -0.1   +1.1
穂苅 康人(3)   4.08  6.61   x    6.61   6.44   x   6.51   6.61 
ﾎｶﾘﾔｽﾄ 東学大   +1.8  +1.9         +1.9   +0.4        +0.2   +1.9
佐藤 駿也(1)    x   6.54  6.41   6.54    x   6.37  6.30   6.54 
ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ 飯山高         +0.1  +0.5   +0.1         +0.5  -1.0   +0.1
伊藤 司騎(3)   6.34   x   6.16   6.34   6.31  6.48  6.18   6.48 
ｲﾄｳ ｼｷ 佐久長聖高   +1.1        +0.5   +1.1   +1.6  +0.2  +0.0   +0.2
椚谷 元(3)   6.30  6.39   x    6.39    x    x   6.41   6.41 
ｸﾇｷﾞﾀﾆ ﾊﾙ 飯田高   -0.4  +0.5  -0.2   +0.5   +0.1        -0.2   -0.2
松村 喜道(2)    x   6.30  6.33   6.33   6.08   x   6.22   6.33 
ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ 佐久長聖高         +0.6  +1.5   +1.5   +0.9        +0.2   +1.5
飯嶋 大基(3)    x   6.11  6.32   6.32             6.32 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀﾞｲｷ 大町岳陽高         +0.5  +0.3   +0.3                      +0.3
南澤 爽太(2)    x    x   6.31   6.31             6.31 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 岩村田高               +1.8   +1.8                      +1.8
中村 洋平(3)    x   6.29  6.12   6.29             6.29 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 小諸高         +1.3  +1.4   +1.3                      +1.3
江本 剛輝(3)    x   6.18  5.95   6.18             6.18 
ｴﾓﾄ ｺｳｷ 中野西高         +0.9  +1.0   +0.9                      +0.9
傳田 聖弥(3)   6.05  5.66  6.06   6.06             6.06 
ﾃﾞﾝﾀﾞ ｾｲﾔ 信州大   +0.3  +0.5  +0.6   +0.6                      +0.6
倉澤 拓弥(3)   5.21   x   5.54   5.54             5.54 
ｸﾗｻﾜ ﾀｸﾔ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +0.6        +1.3   +1.3                      +1.3
齋藤 琉希(2)    x    x    x                   NM
ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｷ 長野俊英高                                                   
高根 大樹(3)                            DNS
ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ 岩村田高                                                   
木村 伊吹(2)                            DNS
ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 佐久長聖高                                                   
石坂 巽海(2)                            DNS
ｲｼｻﾞｶ ﾀﾂﾐ 松本大                                                   
八田 奨梧(3)                            DNS
ﾊｯﾀ ｼｮｳｺﾞ 長野吉田高                                                   
村中 智彦                            DNS
ﾑﾗﾅｶ ﾄﾓﾋｺ Mt.RexTC                                                   

備考

男子

走幅跳

決勝

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

1 20  9075

2 17  9009

3 18   101

4 19  9108

5 9   802

6 14  2815

7 12   568

8 8  2810

9 11  2054

10 1  1591

11 4  2822

12 2   930

13 10  9089

14 3  9041

7  3128

5  1584

6  1654

13  9054

15  1078

16  9003



決勝 4月18日 12:30

長野県記録(KR)                  16.98 石川 和義                    筑波大           2004/10/10  
大会記録(GR)                    16.05 石川 和義                    長野吉田AC       2015        

 ３回の
 最高記録

石川 和義  15.32 15.28   x   15.32    -    -    -   15.32 
ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ いｰやま  +10.1  +6.3        +10.1                     +10.1
金子 司  13.81   x  13.90  13.90    x  13.54   x   13.90 
ｶﾈｺ ﾂｶｻ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野  +10.1        +6.3   +6.3         +7.1         +6.3
内堀 岳宏(4)    x  13.86 13.51  13.86  13.00 13.48 13.66  13.86 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ 松本大         +9.3  +7.5   +9.3   +3.9  +5.3  +5.2   +9.3
中村 洋平(3)  13.41 13.08 13.26  13.41    x  13.20 12.92  13.41 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 小諸高   +5.7  +6.9  +5.8   +5.7         +6.8  +5.9   +5.7
大郷 佳已斗(2)  13.40 13.23 12.64  13.40  12.07 12.11 12.72  13.40 
ﾀﾞｲｺﾞｳ ｶｲﾄ 松本大   +7.4  +7.1  +8.0   +7.4   +5.8  +4.3  +8.1   +7.4
南澤 爽太(2)  12.98   x    x   12.98    x    x    x   12.98 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 岩村田高   +8.3               +8.3                      +8.3
天利 友哉(5)  12.72 12.72 12.07  12.72  12.77 12.56   x   12.77 
ｱﾏﾘ ﾄﾓﾔ チーム剛腕   +8.7  +9.4  +5.5   +8.7   +5.1  +8.0         +5.1
山本 敦稀(3)  12.62 12.59 12.43  12.62  12.16 12.54 12.46  12.62 
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾂｷ 長野吉田高   +6.4  +9.2  +7.2   +6.4   +8.1  +5.5  +6.5   +6.4
細川 篤士(3)  12.62 12.34   x   12.62            12.62 
ﾎｿｶﾜ ｱﾂｼ 松本工高   +6.9  +7.6         +6.9                      +6.9
小林 秀平(4)    x  12.08 12.48  12.48            12.48 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ チーム剛腕         +6.4  +6.4   +6.4                      +6.4
大塚 悠生(2)    x  12.39 12.25  12.39            12.39 
ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ 長野吉田高        +10.2  +7.7  +10.2                     +10.2
小林 海(3)  12.35 12.37   x   12.37            12.37 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 岡谷南高   +4.0  +9.6         +9.6                      +9.6
近藤 仁彪(3)    x  12.29   x   12.29            12.29 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄﾗ 長野工業高         +8.1         +8.1                      +8.1
菅 貫太(3)    x  12.12   x   12.12            12.12 
ｽｶ ﾞｶﾝﾀ 松本蟻ヶ崎高         +4.6         +4.6                      +4.6
松崎 恭一朗(3)    x    x    x                   NM
ﾏﾂｻﾞｷｷｮｳｲﾁﾛｳ 下諏訪向陽高                                                   
塩野崎 秀(3)    x    x    x                   NM
ｼｵﾉｻﾞｷ ｼｭｳ 松本美須々ヶ丘高                                                  
古澤 克登(3)                            DNS
ﾌﾙｻﾜ ｶﾂﾄ 長野工業高                                                   
高根 大樹(3)                            DNS
ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ 岩村田高                                                   
櫻井 大幹                            DNS
ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾓﾄ いｰやま                                                   

備考

男子

三段跳

決勝

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

1 19  9007

2 17  9023

3 16  9058

4 12  2822

5 11  9055

6 14  1591

7 13  9104

8 4  1080

9 9  2409

10 1  9102

11 7  1061

12 8   201

13 3  1160

14 10  2386

2   163

6  2335

18  9008

5  1159

15  1584



決勝 4月17日 11:30

長野県記録(KR)                  16.29 米倉 朋輝                    長野市陸協       2020/11/03  
大会記録(GR)                    13.86 三浦 均                      梓川高教         1983        

 ３回の
 最高記録

米倉 朋輝 大会新
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 協栄電気興業
松野 太輝
ﾏﾂﾉ ﾀｲｷ かもしか倶楽部
橋本 一樹(4)
ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ 信州大

決勝 4月17日 11:30

長野県高校記録(KR)              14.76 米倉 朋輝                    長野工高         2015/7/31   
大会記録(GR)                    13.74 和田 啓汰                    更級農高         2017        

 ３回の
 最高記録

川上 大輝(3)
ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｷ 松商学園高
有村 凌空(3)
ｱﾘﾑﾗ ﾘｸ 木曽青峰高
北澤 直也(2)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 上田千曲高
塩島 律哉(3)
ｼｵｼﾞﾏ ﾘﾂﾔ 豊科高
刈間 隆広(3)
ｶﾘﾏ ﾀｶﾋﾛ 更級農高
田近 資武(2)
ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ 木曽青峰高
髙田 竜生(2)
ﾀｶﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 塩尻志学館高
山口 大輝(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 須坂創成高
茂手木 伸伍(2)
ﾓﾃｷﾞ ｼﾝｺﾞ 飯山高
小林 一成(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ 野沢南高
片倉 広喜(3)
ｶﾀｸﾗ ﾋﾛｷ 岡谷東高
大久保 龍太(3)
ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀ 須坂創成高
馬場 滉太(2)
ﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾀ 丸子修学館高
小平 将斗(3) DNS
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ 松本国際高
髙橋 勇翔(2) DNS
ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 松本国際高
羽場 太陽(2) DNS
ﾊﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 岩村田高

決勝 4月17日 11:30

長野県高校記録(KR)                    
長野県中学記録(CR)              14.25 髙橋 勇翔                    開成             2019/10/05  
大会記録(GR)                    12.94 池上 大希                    松本工高         2017        

 ３回の
 最高記録

小山 翔平(1)
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 佐久長聖高
石田 優牙(3)
ｲｼﾀﾞ ﾕｳｶﾞ 茅野東部中
井澤 眞成(3)
ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾅﾘ 堀金中
伊藤 凜空(3)
ｲﾄｳ ﾘｸ 塩尻広陵中
牛山 大輝(3) DNS
ｳｼﾔﾏ ﾀﾞｲｷ 茅野東部中

                    

   9.26   8.68   8.86   9.18   9.26   9.26

1  7884
      

4 2  6485
  9.15   8.72

-6- 記録

3 3  6675
  8.65    x

2 4  7875
  9.96   9.93

  8.89    8.89   9.47   9.55   9.42   9.55 

  10.50  10.04  10.30  10.40  10.50  10.50

備考

1 5  2813
   x  10.82

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

 10.98   10.98  11.36  11.47  11.58  11.58 

-4- -5-

                 

男子少年B

4  1590
         

                    

                    

15  2508
      

13  2503
      

   x    8.16            8.16 

   8.96            8.96   8.78

13 2  1758
  8.16   7.28

12 6   973
  8.96   8.40

  8.99    9.14            9.14 

   9.19            9.19   8.74

11 3   185
  9.14   8.67

10 1  1552
  9.19   8.30

  9.45    9.45            9.45 

   9.58   9.52   9.12   8.87   9.58   8.91

9 5   825
  9.01   9.35

8 9   958
  9.07   9.58

  9.71  10.91 

7 8  1997
  9.63   8.75

6 11  1949
   x   9.83

   x    9.63   9.21   9.06   8.59   9.63 

  10.19    x   8.59    x  10.19  10.19

5 7  2758
 10.03    x

 10.73  10.42  10.35  10.91 

4 10  2531
 10.91    x    x

 10.20   10.20    x    x    x  10.20 

  10.91   9.27   9.97

 12.53  12.80 

3 12  1887
 10.91  10.32  10.05   10.91

2 14  1975
   x    x  11.77   11.77  11.85  12.80

備考

1 16  2497
 12.32  11.96  12.91   12.91  12.13    x

-2- -3- -4- -5- -6- 記録

 12.51  12.91 

1 3  9043
 15.47  14.43

3 1  9072
  7.53   8.61

2 2  9014
  9.88    x

男子高校

砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

-5- -6- 記録 備考

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ -4-氏  名 所属名 -1- -2- -3-

  8.97    x    8.61   8.27   7.85   8.97

 10.28 

 15.38   15.47  15.75    x  15.30

 10.28   10.28    x   9.77  10.09

 15.75 



決勝 4月17日 13:30

長野県記録(KR)                  50.52 北林 栄峰                    順天堂大         1980/04/26  
大会記録(GR)                    50.52 北林 栄峰                    順大             1980        

 ３回の
 最高記録

米倉 朋輝
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 協栄電気興業
笹野 弘充
ｻｻﾉ ﾋﾛﾐﾂ 上田市陸協
大庭 達也
ｵｵﾊﾞ ﾀﾂﾔ NAGANO_APPLES
上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
橋本 一樹(4)
ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ 信州大
小林 錬
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 安曇野AC

決勝 4月17日 13:30

長野県高校記録(KR)              45.21 笹野 弘充                    丸子実業         2005/06/26  
大会記録(GR)                    40.84 藤原 一斗                    穂高商高         2016        

 ３回の
 最高記録

川上 大輝(3)
ｶﾜｶﾐ ﾀﾞｲｷ 松商学園高
中村 仁(3)
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ 上伊那農高
羽場 太陽(2)
ﾊﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 岩村田高
田近 資武(2)
ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ 木曽青峰高
大久保 龍太(3)
ｵｵｸﾎﾞ ﾘｮｳﾀ 須坂創成高
北澤 直也(2)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 上田千曲高
倉光 悠晴(2)
ｸﾗﾐﾂ ﾕｳｾｲ 丸子修学館高
塩野 未来彦(3)
ｼｵﾉ ﾐｷﾋｺ 須坂創成高
関 憂源(3)
ｾｷ ﾕｳｹﾞﾝ 飯山高
馬場 滉太(2)
ﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾀ 丸子修学館高
有村 凌空(3)
ｱﾘﾑﾗ ﾘｸ 木曽青峰高
山口 大輝(2)
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾋﾛｷ 須坂創成高
髙田 竜生(2)
ﾀｶﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 塩尻志学館高
塩島 律哉(3)
ｼｵｼﾞﾏ ﾘﾂﾔ 豊科高
髙橋 勇翔(2) DNS
ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 松本国際高

決勝 4月17日 13:30

長野県中学記録(CR)              39.00 古田 優耶                    南宮             2018/10/07  
大会記録(GR)                          

 ３回の
 最高記録

井澤 眞成(3)
ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾅﾘ 堀金中

  18.76  13.93 17.06   x  18.76 
1 1  6675

 15.78 18.33 18.76

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子中学

円盤投(1.500kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

                    

  19.79           19.79    x

13  2508
      

14 10  2531
   x  19.79

 21.36  21.36           21.36 

  21.90           21.90  21.90

13 4  1997
   x    x

12 1   958
 18.86 20.92

 22.09  22.09           22.09 

  22.20           22.20  19.87

11 11  1975
 20.12 22.08

10 3  1758
 18.69 22.20

   x   23.65           23.65 

  23.67  21.08 25.52 23.09 25.52  22.21

9 5   821
 23.65   x

8 9   975
 23.67   x

   -  29.40 

7 2  1756
 25.79   x

6 8  1887
   x  18.02

 22.13  25.79  23.81 24.28   x  25.79 

  26.37    -    -    -  26.37  26.37

5 7   973
 26.44 16.03

   x  29.46 29.21 29.46 

4 14  1949
   x    x  29.40

 26.47  26.47  22.85   x  23.14 26.47 

  29.40  26.92   x

 31.42 33.12 

3 6  1590
 25.88   x    x   25.88

2 12   352
   x  33.12 27.28  33.12  27.11   x

備考

1 15  2497
   x  33.55 35.41  35.41  35.67 35.52

-2- -3- -4- -5- -6- 記録

   x  35.67 

1 6  9043
   x  40.77

3 5  9006
 34.90   x

2 3  9066
 39.64

男子高校

円盤投(1.750kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

-5- -6- 記録 備考

男子

円盤投(2.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ -4-氏  名 所属名 -1- -2- -3-

 39.64 

 37.81  40.77  36.30 37.22 40.32

   x    x   39.64    x    x    x

 40.77 

 39.46 

4 4  9026
   x  35.75 

 38.19  38.19    x  39.46 38.58

   x  35.75  35.75  35.70   x    x

   x  27.23 

   x   25.39    x    x  27.80 27.80 

6 2  9040
 21.90 27.23   x   27.23  26.91   x

5 1  9072
 25.39   x



決勝 4月18日  9:30

長野県記録(KR)                  62.50 佐々木 茂雄                  東海大           1987/08/27  
大会記録(GR)                    57.58 丑沢 和彦                    中京大           1989        

 ３回の
 最高記録

萩原 倖司(3)
ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳｼ 松本大
末元 昂成(3)
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 日本福祉大
神田 雅翔(1)
ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾄ 松本大
上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
松野 太輝
ﾏﾂﾉ ﾀｲｷ かもしか倶楽部
小林 和夫
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ 上伊那陸協
上條 健
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

決勝 4月18日  9:30

長野県高校記録(KR)              57.29 笹野 弘充                    丸子実業         2005/10/23  
大会記録(GR)                    53.20 山田 勇里                    梓川高           2019        

 ３回の
 最高記録

中村 仁(3)
ﾅｶﾑﾗ ｼﾞﾝ 上伊那農高
長岩 輝(3)
ﾅｶﾞｲﾜ ﾋｶﾙ 梓川高
大月 龍麻(2)
ｵｵﾂｷ ﾘｮｳﾏ 梓川高
割田 大夢(3)
ﾜﾘﾀ ﾋﾛﾑ 長野工業高
大内 優士(2)
ｵｵｳﾁ ﾕｳｼ 梓川高
久保 秀馬(3)
ｸﾎﾞ ｼｭｳﾏ 更級農高

7 1  9034
 22.65 22.15

 32.25 

6 3  9062
 28.44

 23.77  23.77  23.77    x  21.95   x

 29.09 

   x   30.92  31.18 32.25   x

 27.70   x   28.44  26.34 29.09 27.94

5 2  9014
 30.92   x

 45.78 

4 6  9026
 40.83  42.59 

 43.47  45.78  43.10 45.16 44.66

 42.59 41.64  42.59    x  41.95 39.73

 45.80 

   x   47.93  50.67 51.79 54.03

   x  35.09  35.09  45.77 41.51 45.80

 54.03 

-5- -6- 記録 備考

男子

ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ -4-氏  名 所属名 -1- -2- -3-

男子高校

ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

1 7  9049
 47.93   x

3 5  9053
 45.78 45.23

2 4  9109
   x

備考

1 6   352
   x  47.02   x   47.02  46.74 46.75

-2- -3- -4- -5- -6- 記録

 47.99 47.99 

   x  47.59 

3 1  2162
   x  43.26 45.66  45.66

2 5  2159
   x  44.74 45.21  45.21  44.86 47.59

 39.94 41.55 38.59 45.66 

4 4  1154
 39.56   x  40.36  40.36    x    x    x  40.36 

  35.36    x  35.12   x  35.36 
6 2  2761

 33.78 35.36   x

5 3  2161
   x    x  32.66  32.66    x    x  37.68 37.68 



決勝 4月18日 12:30

長野県記録(KR)                  72.50 塩川 拓                      国武大           2017/03/18  
大会記録(GR)                    67.34 田中 完次                    大北陸協         1997        

 ３回の
 最高記録

新垣 暁登 大会新
ｱﾗｶﾞｷ ｱｷﾄ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC
矢ヶ崎 奨
ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ 上田市陸協
塩川 拓
ｼｵｶﾜ ﾀｸ NAGANO_APPLES
垣内 司(2)
ｶｷｳﾁ ﾂｶｻ 更級農高
穂苅 康人(3)
ﾎｶﾘﾔｽﾄ 東学大
高野 翔吾(3)
ﾀｶﾉｼｮｳｺﾞ 中野立志館高
友田 利男
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ かもしか倶楽部
小林 俊陽(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝﾔ 更級農高
北島 航(3)
ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳ 長野西高
平野 雄大
ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀﾞｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
柴垣 颯大(3)
ｼｶﾞﾊﾞｷ ﾊﾔﾀ 長野吉田高
碓氷 大樹(3) NM
ｳｽｲ ﾀｲｷ 岩村田高
藤川 想詩(4) DNS
ﾌｼﾞｶﾜ ｿｳｼ 信州大
小平 将斗(3) DNS
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ 松本国際高

男子

やり投(800g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考

1 14  9035
 67.40   x  67.56  67.56  68.06

-2- -3-

 70.16 

記録

 57.71 61.66

-4- -5- -6-

 70.16 67.82

2 12  9067
 58.21 63.29 58.84  63.88 63.88 

3 11  9005
 59.77 57.70

4 1  2753
   x  48.56 48.81  51.30 51.77 

 57.32  59.77  61.87 55.24   x  61.87 

  48.81  50.77 51.77

  63.29

 46.26  46.47  48.17 44.97 45.58 48.17 

  47.82    -    - 41.25  47.29 47.82 

5 9  9108
 43.56 46.47

6 5   905
 47.82 43.83

   x   46.73    x    x    x  46.73 

  46.22    x    x 46.22  40.49 46.22 

7 8  9017
 46.33 46.73

8 2  2762
   x    x

 41.84  45.30           45.30 

  44.45          x     44.45 

9 3  1103
 45.30 42.57

10 4  9028
 44.45 44.07

11 7  1081
 43.56   x

             

6  1583
   x    x    x

   x   43.56           43.56 

          

   

       

10  9084
             

       
13  2503
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