
大会コード 21170308

： ２０２１年６月１２（土）- １３日（日）
： 長野市営陸上競技場（競技場コード 172070）
： 長野陸上競技協会
： (公財)長野市スポーツ協会　
： (公財)ながの観光コンベンションビューロー

： 内山 了治
： 中津 敦喜
： 瀧沢 佳生

■この大会で樹立された記録
なし

■グラウンドコンディション
6月12日(土) 6月13日(日)

曇 南南西 2.0 23.4 49.0 雨 南南西 0.9 20.5 75.0
曇 南南西 1.0 24.4 47.0 雨 南南西 1.2 21.1 76.0
曇 東南東 0.9 25.2 42.0 雨 南西 0.9 22.9 68.0
晴 南南東 1.2 26.7 38.0 曇 北東 1.7 23.5 67.0
晴 南南西 1.0 26.8 31.0 曇 東北東 0.4 24.4 61.0
晴 北東 1.4 27.7 32.0 曇 東北東 2.3 24.6 61.0
晴 北北東 2.3 28.2 40.0

第105回日本陸上競技選手権大会 混成競技 サブイベント

第10回長野県選抜陸上・長野市大会

記 録 集
期 日
会 場
主 催
後 援
支 援

総 務
審 判 長
記録・情報主任

時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 時刻 天候 風向 風速 気温 湿度
(m/s) (℃) (%) (m/s) (℃) (%)

9:00 10:00
10:00 11:00
11:00 12:00

15:00

12:00 13:00
13:00 14:00
14:00 15:00



審 判 長 中津　敦喜

記 録 主 任 瀧沢　佳生

日付 種目

漆戸 柊哉(2) 11.09(+1.5) 西澤 雅志(3) 11.14(+1.5) 大峡 亮太(2) 11.19(+1.5) 関谷 蓮(2) 11.22(+2.1) 小林 魁(2) 11.23(+1.5) 伊藤 陸(3) 11.27(+1.5) 高木 柚希(1) 11.31(+1.5) ﾏﾙﾊﾞｲﾄﾞｩｱﾙﾃｽﾃﾌｧﾉ(3) 11.32(+2.1)
諏訪二葉高 山梨学大 須坂創成高 飯山高 須坂創成高 山梨学大 飯山高 松川高
小出 郁弥(4) 10.71(+0.9) 越山 遥斗(2) 10.89(+0.9) 内山 響生(3) 10.92(+0.9) 伊藤 司能(4) 11.04(+0.9) 丸山 昴(1) 11.15(+1.1) 池田 翔紀(3) 11.17(+0.9) 水野 大地(2) 11.46(+1.1) 永井 颯太(1) 11.53(+0.9)
中京大 信州大 信州大 松本大 須坂高 中京大 長野商高 松本大
中村 駿汰(3) 11.28(+1.7) 西澤 諒(3) 11.52(+1.7) 鈴木 瑛翔(3) 11.61(+1.7) 上野 聖闘(3) 11.75(+1.7) 小林 琥珀(3) 11.82(+2.9) 伊藤 燦(3) 11.84(+2.9) 酒井 隼斗(3) 11.88(+2.9) 吉田 蒼一朗(3) 11.95(+2.7)
旭町中 旭町中 赤穂中 飯山城南中 飯山城南中 裾花中 赤穂中 埴生中
丸山 竜平(2) 11.46 遠藤 晄(2) 11.91 宮澤 和琶(3) 12.04 佐藤 匠真(3) 12.43 中尾 グスタボ(1) 12.92 中嶋 俊樹(2) 13.03
相森中 上諏訪中 堀金中 堀金中 白馬AC 堀金中
宮崎 蒼空(6) 13.49(+1.0) 中津 颯太(6) 13.57(+0.5) 吾妻 啓志(5) 14.27(+0.3) 堤 昌寛(6) 14.32(+0.5) 堀内 昊汰(6) 14.34(+1.0) 米田 太一(6) 14.34(+0.3) 滝澤 來樹(6) 14.46(+1.3) 油井 柊磨(6) 14.49(+1.0)
埴生小 青木島小 坂城JAC 長野市陸上教室 塩崎小 軽井沢A&AC 坂城JAC T&F佐久平
越山 遥斗(2) 21.59(+2.1) 岩田 晃 21.69(+2.1) 永井 颯太(1) 21.85(+2.1) 伊藤 司能(4) 22.40(+2.1) 丸山 昴(1) 22.41(+2.1) 小林 魁(2) 22.49(+2.2) 大峡 亮太(2) 22.59(+2.2) 関谷 蓮(2) 22.83(+1.8)
信州大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 松本大 松本大 須坂高 須坂創成高 須坂創成高 飯山高
中村 駿汰(3) 23.18 西澤 諒(3) 23.83 大橋 蒼太(3) 23.95 渡辺 凜太朗(3) 24.18 齋藤 飛元(3) 24.46 竹内 一真(2) 25.23 町田 大夢(2) 26.57
旭町中 旭町中 Rugos 長野東部中 Rugos 東御東部中 市立長野中
成澤 優希(3) 23.56 伊藤 燦(3) 24.34 宮澤 和琶(3) 24.81 宮崎 陽翔(3) 24.91 佐藤 匠真(3) 25.48 中嶋 俊樹(2) 27.08
東御東部中 裾花中 堀金中 戸倉上山田中 堀金中 堀金中
中野 直哉 34.05 越山 遥斗(2) 34.55 中村 颯人 34.92 内山 響生(3) 35.66 岩田 晃 35.71 小林 航 35.82 勝田 創太(3) 36.32 洞澤 光(3) 36.32
飯田病院 信州大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 信州大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 須坂創成高 松本大

第10回長野県選抜陸上・長野市大会
長野市営陸上競技場 【172060】
2021/06/12 ～ 2021/06/13

1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位

6月12日 一般・高校男子100m (12日)

6月13日 一般・高校男子100m (13日)

6月12日 中学男子100m (12日)

6月13日
中学男子100m (13日)

風：+1.1

6月13日 小学男子100m

6月12日 一般・高校男子200m (12日)

6月12日
中学男子200m (12日)

風：-2.0

6月13日
中学男子200m (13日)

風：-0.9

6月13日 一般・高校男子300m (13日)



小学男子100m
審 判 長：中津　敦喜

記録主任：瀧沢　佳生

県小学生記録(PER)            12.27     近藤 裕哉 (松川陸上ｸﾗﾌﾞ)              2010 6月13日 12:45 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:+1.0) 2組 (風:+1.3)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔｻﾞｷ ｿﾗ  ﾀｷｻﾞﾜ ﾗｲｼﾞｭ  

1 5 9035 宮崎 蒼空(6) 埴生小 13.49 1 7 9023 滝澤 來樹(6) 坂城JAC 14.46
ﾎﾘｳﾁ ｺｳﾀ  ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ  

2 6 9017 堀内 昊汰(6) 塩崎小 14.34 2 8 9055 柳澤 雄飛(6) 望月AC 14.57
ﾕｲ  ｼｭｳﾏ  ﾖｺﾔﾏ ｴｲﾄ  

3 4 9011 油井 柊磨(6) T&F佐久平 14.49 3 5 9044 横山 瑛登(6) 長野市陸上教室 14.57
ﾀﾏｲ ｾｲｼﾞ  ﾐﾔｻﾞﾜ ｱｻﾋ  

4 2 9045 玉井 誠士(5) 長野市陸上教室 15.03 4 6 9050 宮澤 諒光(6) 白馬AC 14.90
ｷﾖﾉ ｹﾝｳ  ｻｶﾀ ﾕｳﾄ  

5 9 9054 清野 兼宥(6) 望月AC 15.13 5 9 9046 阪田 悠斗(4) 長野市陸上教室 15.56
ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝﾀﾛｳ  ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾎﾀｶ  

6 7 9020 大森 俊太朗(5) 軽井沢A&AC 15.22 6 3 9008 山口 穂高(6) T&F佐久平 15.59
ｻﾄｳ ｿｳｼ ﾊﾝﾀﾞ ﾏﾅﾄ  

7 8 9052 佐藤 蒼士(4) 平野小 15.67 7 4 9003 半田 真那仁(3) E-NAGANO 16.93
ｾｷｻﾞｷ ﾏｻﾑﾈ  

8 3 9000 関崎 大心(4) E-NAGANO 17.29

3組 (風:+0.3) 4組 (風:+0.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｱｶﾞﾂﾏ ﾀｶﾕｷ  ﾅｶﾂ ｿｳﾀ  

1 5 9022 吾妻 啓志(5) 坂城JAC 14.27 1 2 9057 中津 颯太(6) 青木島小 13.57
ﾏｲﾀ ﾀｲﾁ  ﾂﾂﾐ ﾏｻﾋﾛ  

2 6 9021 米田 太一(6) 軽井沢A&AC 14.34 2 5 9049 堤 昌寛(6) 長野市陸上教室 14.32
ﾐｽﾞﾉ ﾀｸﾐ  ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ  

3 7 9048 水野 卓海(6) 長野市陸上教室 14.87 3 7 9056 髙橋 侑悟(6) 望月AC 14.50
ｺｳﾂﾞ ﾀｸﾏ  ｼﾉﾊﾗ  ﾀｶｲﾁﾛｳ  

4 3 9053 神津 逞(6) 望月AC 15.11 4 6 9009 篠原 隆市郎(5) T&F佐久平 14.52
ﾑﾛｶﾞ ﾀｹﾙ  ﾏﾂﾀﾞ ｾﾞﾝｽｹ  

5 9 9039 室賀 剛琉(5) 川中島小 15.33 5 3 9047 松田 善佑(6) 長野市陸上教室 15.47
ｺｲｹ ｼｭｳｺﾞ  ｴｶﾞﾜ  ﾘｵﾄ  

6 4 9010 小池 秀吾(6) T&F佐久平 15.63 6 4 9007 江川 璃勇斗(5) T&F佐久平 16.06
ﾐﾔｼﾀ ﾘｮｳｾｲ  ﾑﾛｶﾞ ﾊﾙﾄ  

7 8 9001 宮下 椋聖(2) E-NAGANO 18.21 7 8 9040 室賀 晴篤(2) 川中島小 16.07
ﾃﾗｻﾜ ﾚﾝ  

8 9 9002 寺澤 蓮(5) E-NAGANO 16.78

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾐﾔｻﾞｷ ｿﾗ  

1 9035 宮崎 蒼空(6) 埴生小 13.49 +1.0
ﾅｶﾂ ｿｳﾀ  

2 9057 中津 颯太(6) 青木島小 13.57 +0.5
ｱｶﾞﾂﾏ ﾀｶﾕｷ  

3 9022 吾妻 啓志(5) 坂城JAC 14.27 +0.3
ﾂﾂﾐ ﾏｻﾋﾛ  

4 9049 堤 昌寛(6) 長野市陸上教室 14.32 +0.5
ﾎﾘｳﾁ ｺｳﾀ  

5 9017 堀内 昊汰(6) 塩崎小 14.34 +1.0
ﾏｲﾀ ﾀｲﾁ  

6 9021 米田 太一(6) 軽井沢A&AC 14.34 +0.3
ﾀｷｻﾞﾜ ﾗｲｼﾞｭ  

7 9023 滝澤 來樹(6) 坂城JAC 14.46 +1.3
ﾕｲ  ｼｭｳﾏ  

8 9011 油井 柊磨(6) T&F佐久平 14.49 +1.0



中学男子100m (12日)
審 判 長：中津　敦喜

記録主任：瀧沢　佳生

県中学生記録(PJR)            10.85     塚原 直貴 (岡谷北部)                  2000 6月12日 09:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+2.7) 2組 (風:+2.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾖｼﾀﾞｿｳｲﾁﾛｳ  ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾊｸ  

1 4 4780 吉田 蒼一朗(3) 埴生中 11.95 1 8 5318 小林 琥珀(3) 飯山城南中 11.82
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ  ｲﾄｳ ｻﾝ  

2 6 8245 小林 歩睦(3) 赤穂中 11.99 2 3 5744 伊藤 燦(3) 裾花中 11.84
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｷ  ｻｶｲ ﾊﾔﾄ  

3 2 4411 山口 朋希(2) 東御東部中 12.46 3 5 8241 酒井 隼斗(3) 赤穂中 11.88
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾀﾛｳ  ｵｵﾀﾆ ﾀｸﾄ  

4 5 5810 宮澤 駿太朗(2) 篠ﾉ井東中 12.55 4 7 6646 太谷 拓斗(3) 豊科北中 11.98
ｱｲﾊﾞ ﾊﾙｼ  ﾀﾏｲ ﾕｳﾋ  

5 8 4416 相場 遥心(2) 東御東部中 13.01 5 4 5916 玉井 雄飛(3) 若穂中 12.20
ﾔｶﾞﾐ ﾀﾞｲｷ  ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ  

3 5501 矤上 大輝(1) 長野東部中 DNS 6 6 9005 中村 優斗(2) Rugos 12.44
ﾐﾔｼﾀ ｶｲﾄ  ｱｷﾔﾏ ｹｲﾄ  

7 5500 宮下 快斗(1) 長野東部中 DNS 9 4144 秋山 恵澄(3) 浅間中 DNS
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘﾝﾀﾛｳ  

9 5502 山口 倫太郎(1) 長野東部中 DNS

3組 (風:+1.7) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ  ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ  

1 5 7052 中村 駿汰(3) 旭町中 11.28 1 7052 中村 駿汰(3) 旭町中 11.28 +1.7
ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ  ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ  

2 7 7053 西澤 諒(3) 旭町中 11.52 2 7053 西澤 諒(3) 旭町中 11.52 +1.7
ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ  ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ  

3 9 8247 鈴木 瑛翔(3) 赤穂中 11.61 3 8247 鈴木 瑛翔(3) 赤穂中 11.61 +1.7
ｳｴﾉ ｾｲﾄ  ｳｴﾉ ｾｲﾄ  

4 8 5290 上野 聖闘(3) 飯山城南中 11.75 4 5290 上野 聖闘(3) 飯山城南中 11.75 +1.7
ｴﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ  ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾊｸ  

5 4 5815 江間 諒太郎(2) 篠ﾉ井東中 11.96 5 5318 小林 琥珀(3) 飯山城南中 11.82 +2.9
ﾀﾅｶ ｶｲﾄ  ｲﾄｳ ｻﾝ  

3 5880 田中 開登(3) 松代中 DNS 6 5744 伊藤 燦(3) 裾花中 11.84 +2.9
ｼｮｳﾔﾏ ｼｭﾝﾔ  ｻｶｲ ﾊﾔﾄ  

6 8806 昌山 俊也(3) 市立長野中 DNS 7 8241 酒井 隼斗(3) 赤穂中 11.88 +2.9
ﾖｼﾀﾞｿｳｲﾁﾛｳ  

8 4780 吉田 蒼一朗(3) 埴生中 11.95 +2.7

凡例  DNS:欠場



中学男子100m (13日)
審 判 長：中津　敦喜

記録主任：瀧沢　佳生

県中学生記録(PJR)            10.85     塚原 直貴 (岡谷北部)                  2000 6月13日 13:30 決　勝

決　勝　

(風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾍｲ  

1 4 4904 丸山 竜平(2) 相森中 11.46
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾘ  

2 6 7708 遠藤 晄(2) 上諏訪中 11.91
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾊ  

3 5 6677 宮澤 和琶(3) 堀金中 12.04
ｻﾄｳ ﾀｸﾏ  

4 7 6673 佐藤 匠真(3) 堀金中 12.43
ﾅｶｵ ｸﾞｽﾀﾎﾞ  

5 2 6830 中尾 グスタボ(1) 白馬AC 12.92
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼｷ  

6 3 6684 中嶋 俊樹(2) 堀金中 13.03



一般・高校男子100m (12日)
審 判 長：中津　敦喜

記録主任：瀧沢　佳生

長野県記録(PR)               10.15     塚原 直貴 (東海大)                    2007

県高校生記録(PHR)            10.32     塚原 直貴 (東海大三)                  2003 6月12日 11:25 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 (風:+1.2) 2組 (風:+1.7)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾂﾀ ｿｳﾀ  ﾖｺｻﾞﾜ ｿｳﾀ  

1 1 971 勝田 創太(3) 須坂創成高 11.41 1 5 2513 横沢 颯太(1) 松本国際高 11.77
ｻｶｲ ｼｭｳﾔ  ﾅｶﾑﾗ ｺｳｾｲ  

2 5 955 酒井 柊哉(2) 須坂創成高 11.75 2 9 9037 中村 航成(2) 信州大 11.80
ｵｶﾔ ﾀｶﾑﾈ  ﾐﾖｻﾜ ﾕｳｷ  

3 9 960 岡谷 嵩宗(1) 須坂創成高 11.89 3 3 2507 三代澤 侑希(3) 松本国際高 11.80
ﾃﾗｼﾏ ﾚｵ  ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ  

4 3 953 寺嶋 玲音(2) 須坂創成高 12.16 4 4 1890 中村 春希(2) 上田千曲高 11.85
ﾆｼﾀ    ﾘｸﾄ  ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ  

5 7 1861 西田  陸人(1) 上田千曲高 12.21 5 2 2774 大木 咲翔(1) 上田西高 11.87
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ  ﾓﾘ ﾋﾅﾀ  

6 2 1174 松澤 虎太郎(1) 長野工高 12.21 6 8 1864 森 暖向太(1) 上田千曲高 12.12
ﾂﾂｷ ｼﾞｭﾝ  ﾔﾊﾞﾅ ｼｮｳｺﾞ  

7 4 2523 筒木 順(1) 松本国際高 12.23 7 1 2530 矢花 彰吾(1) 松本国際高 12.38
ｽｽﾞｷ ｹｲｼﾞ  ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｵﾄ  

8 6 1168 鈴木 慶次(2) 長野工高 12.23 8 6 1915 古平 聖音(2) 上田西高 12.42
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ  ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳﾔ  

9 8 1171 中島 優輝(1) 長野工高 12.28 7 3126 髙田 翔弥(3) 長野俊英高 DNS

3組 (風:+2.1) 4組 (風:+1.5)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｾｷﾔ ﾚﾝ  ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ  

1 7 827 関谷 蓮(2) 飯山高 11.22 1 4 2618 漆戸 柊哉(2) 諏訪二葉高 11.09
ﾏﾙﾊﾞｲﾄﾞｩｱﾙﾃｽﾃﾌｧﾉ ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ  

2 3 541 ﾏﾙﾊﾞｲﾄﾞｩｱﾙﾃｽﾃﾌｧﾉ(3) 松川高 11.32 2 2 9025 西澤 雅志(3) 山梨学大 11.14
ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ  ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ  

3 9 830 増田 達哉(2) 飯山高 11.33 3 3 956 大峡 亮太(2) 須坂創成高 11.19
ｲﾏｲ ﾅﾂｷ  ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ  

4 4 9029 今井 夏希(1) 松本大 11.37 4 5 954 小林 魁(2) 須坂創成高 11.23
ﾅｶﾔﾏ ｶﾂﾞｷ  ｲﾄｳ ﾘｸ  

5 2 2773 中山 雅月(3) 上田西高 11.45 5 6 9024 伊藤 陸(3) 山梨学大 11.27
ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ  ﾀｶｷﾞ ﾕｽﾞｷ  

6 6 2617 宮坂 匠(2) 諏訪二葉高 11.46 6 7 804 高木 柚希(1) 飯山高 11.31
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ  ｵｶﾍﾞ ｼｮｳ  

7 5 9018 丸岡 精二 駒ヶ根AC 11.93 7 9 1880 岡部 礁(3) 上田千曲高 11.40
ｻﾄｳ ﾕｳｷ ｻﾄｳ ﾕｳｷ  

1 803 佐藤 佑基(1) 飯山高 DNS 8 8 9034 佐藤 裕樹 上田市陸協 11.49
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ  ﾀﾅｶ ｺﾞｳ  

8 2503 小平 将斗(3) 松本国際高 DNS 9 1 963 田中 豪(1) 須坂創成高 11.59

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ  

1 2618 漆戸 柊哉(2) 諏訪二葉高 11.09 +1.5
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ  

2 9025 西澤 雅志(3) 山梨学大 11.14 +1.5
ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ  

3 956 大峡 亮太(2) 須坂創成高 11.19 +1.5
ｾｷﾔ ﾚﾝ  

4 827 関谷 蓮(2) 飯山高 11.22 +2.1
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ  

5 954 小林 魁(2) 須坂創成高 11.23 +1.5
ｲﾄｳ ﾘｸ  

6 9024 伊藤 陸(3) 山梨学大 11.27 +1.5
ﾀｶｷﾞ ﾕｽﾞｷ  

7 804 高木 柚希(1) 飯山高 11.31 +1.5
ﾏﾙﾊﾞｲﾄﾞｩｱﾙﾃｽﾃﾌｧﾉ

8 541 ﾏﾙﾊﾞｲﾄﾞｩｱﾙﾃｽﾃﾌｧﾉ(3) 松川高 11.32 +2.1

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子100m (13日)
審 判 長：

記録主任：瀧沢　佳生

長野県記録(PR)               10.15     塚原 直貴 (東海大)                    2007

県高校生記録(PHR)            10.32     塚原 直貴 (東海大三)                  2003 6月13日 14:55 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:-0.2) 2組 (風:+1.1)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾄ  ﾏﾙﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ  

1 4 2527 児玉 賢人(1) 松本国際高 11.80 1 5 1002 丸山 昴(1) 須坂高 11.15
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾀｹﾙ  ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ  

2 3 810 松澤 武(1) 飯山高 12.16 2 4 1137 水野 大地(2) 長野商高 11.46
ﾄｸﾀｹ ﾘｷﾔ  ｴｸﾞﾁ ﾀｸﾐ  

3 5 877 德嵩 力也(1) 市立長野高 12.25 3 8 826 江口 拓海(2) 飯山高 11.64
ﾆｼﾞｻﾞﾜ ｶｲ  ﾏｷ ﾀﾞｲｺﾞ  

4 6 2515 西沢 櫂(2) 松本国際高 12.45 4 6 1167 牧 大悟(2) 長野工高 11.68
ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵｷ  ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｷ  

5 7 3130 丸山 尚樹(2) 長野俊英高 12.55 5 3 3128 齋藤 琉希(2) 長野俊英高 11.84
ｶﾜｸﾞﾁ ﾅﾙﾊ  ﾅｶｼﾝ ﾖｼﾀｶ  

6 9 807 川口 誠晴(1) 飯山高 12.57 6 2 9043 中進 美孝 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ 12.22
ﾀｶﾊｼ ﾕｳﾔ  ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ  

7 1 833 高橋 侑椰(1) 飯山高 12.59 7 2517 中谷 息吹(2) 松本国際高 DNS
ｶﾘﾏ ﾀｸﾐ  ｱﾗﾅﾐ ﾕｳﾔ  

8 2 1173 刈間 拓己(1) 長野工高 13.36 9 2512 荒波 友也(2) 松本国際高 DNS
ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾅﾀ  

8 1170 安藤 哉大(1) 長野工高 DNS

3組 (風:+0.9) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ  ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ  

1 5 9041 小出 郁弥(4) 中京大 10.71 1 9041 小出 郁弥(4) 中京大 10.71 +0.9
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ  ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ  

2 7 9036 越山 遥斗(2) 信州大 10.89 2 9036 越山 遥斗(2) 信州大 10.89 +0.9
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ  ｳﾁﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ  

3 3 9038 内山 響生(3) 信州大 10.92 3 9038 内山 響生(3) 信州大 10.92 +0.9
ｲﾄｳ ｼﾉ  ｲﾄｳ ｼﾉ  

4 6 9026 伊藤 司能(4) 松本大 11.04 4 9026 伊藤 司能(4) 松本大 11.04 +0.9
ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ  ﾏﾙﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ  

5 9 9042 池田 翔紀(3) 中京大 11.17 5 1002 丸山 昴(1) 須坂高 11.15 +1.1
ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ  ｲｹﾀﾞ ｼｮｳｷ  

6 4 9027 永井 颯太(1) 松本大 11.53 6 9042 池田 翔紀(3) 中京大 11.17 +0.9
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾖｼｷ  ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ  

7 8 9016 東山 由輝 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 12.24 7 1137 水野 大地(2) 長野商高 11.46 +1.1
ｿﾈ ｺｳﾀ  ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ  

2 870 曽根 康太(3) 市立長野高 DNS 8 9027 永井 颯太(1) 松本大 11.53 +0.9

凡例  DNS:欠場



中学男子200m (12日)
審 判 長：中津　敦喜

記録主任：瀧沢　佳生

県中学生記録(PJR)            21.73     落合華七斗 (堀金)                     2019 6月12日 12:05 決　勝

決　勝　

(風:-2.0)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ  

1 5 7052 中村 駿汰(3) 旭町中 23.18
ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ  

2 7 7053 西澤 諒(3) 旭町中 23.83
ｵｵﾊｼ ｿｳﾀ

3 9 9004 大橋 蒼太(3) Rugos 23.95
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ  

4 4 5472 渡辺 凜太朗(3) 長野東部中 24.18
ｻｲﾄｳ ﾋｹﾞﾝ

5 3 9006 齋藤 飛元(3) Rugos 24.46
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾏ  

6 6 8770 竹内 一真(2) 東御東部中 25.23
ﾏﾁﾀﾞ ﾋﾛﾑ  

7 2 8794 町田 大夢(2) 市立長野中 26.57
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ  

8 5503 山本 雄大(1) 長野東部中 DNS

凡例  DNS:欠場



中学男子200m (13日)
審 判 長：中津　敦喜

記録主任：瀧沢　佳生

県中学生記録(PJR)            21.73     落合華七斗 (堀金)                     2019 6月13日 11:25 決　勝

決　勝　

(風:-0.9)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ  

1 6 4397 成澤 優希(3) 東御東部中 23.56
ｲﾄｳ ｻﾝ  

2 8 5744 伊藤 燦(3) 裾花中 24.34
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶｽﾞﾊ  

3 5 6677 宮澤 和琶(3) 堀金中 24.81
ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙﾄ  

4 3 4765 宮崎 陽翔(3) 戸倉上山田中 24.91
ｻﾄｳ ﾀｸﾏ  

5 7 6673 佐藤 匠真(3) 堀金中 25.48
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼｷ  

6 9 6684 中嶋 俊樹(2) 堀金中 27.08
ﾀﾅｶ ｶｲﾄ  

4 5880 田中 開登(3) 松代中 DNS

凡例  DNS:欠場



一般・高校男子200m (12日)
審 判 長：中津　敦喜

記録主任：瀧沢　佳生

長野県記録(PR)               20.35     塚原 直貴 (東海大)                    2006

県高校生記録(PHR)            20.93     塚原 直貴 (東海大三)                  2003 6月12日 15:10 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　3組

1組 (風:+1.8) 2組 (風:+2.2)

順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｾｷﾔ ﾚﾝ  ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ  

1 4 827 関谷 蓮(2) 飯山高 22.83 1 6 954 小林 魁(2) 須坂創成高 22.49
ｶﾈｺ ｶﾞｸﾄ  ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ  

2 5 2516 金子 楽斗(2) 松本国際高 23.58 2 4 956 大峡 亮太(2) 須坂創成高 22.59
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ  ｲｶﾞﾗｼ ｼｭｳｽｹ  

3 7 1890 中村 春希(2) 上田千曲高 23.61 3 5 2501 五十嵐 脩祐(3) 松本国際高 23.26
ﾄｸﾀｹ ﾘｷﾔ  ｴｸﾞﾁ ﾀｸﾐ  

4 6 877 德嵩 力也(1) 市立長野高 23.64 4 8 826 江口 拓海(2) 飯山高 23.35
ﾌｶｻﾜ ﾅｵﾄ  ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ  

5 2 9030 深澤 尚仁(1) 松本大 24.38 5 3 9018 丸岡 精二 駒ヶ根AC 23.35
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ  ｷｿ ﾘｭｳﾀﾛｳ  

6 3 2540 小林 怜央(1) 豊科高 24.56 6 9 2521 木曽 隆大朗(1) 松本国際高 23.75
ﾆｼﾀ    ﾘｸﾄ  ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ  

1 1861 西田  陸人(1) 上田千曲高 DNS 7 1 2524 中澤 歩希(1) 松本国際高 24.07
ｻﾄｳ ﾕｳｷ ﾏｷ ﾀﾞｲｺﾞ  

8 803 佐藤 佑基(1) 飯山高 DNS 2 1167 牧 大悟(2) 長野工高 DQ,FS

ﾓﾘ ﾋﾅﾀ  ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ  

9 1864 森 暖向太(1) 上田千曲高 DNS 7 2511 梶川 新(2) 松本国際高 DNS

3組 (風:+2.1) タイムレース上位8位
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 風力 ｺﾒﾝﾄ

ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ  ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ  

1 3 9036 越山 遥斗(2) 信州大 21.59 1 9036 越山 遥斗(2) 信州大 21.59 +2.1
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ  ｲﾜﾀ ｱｷﾗ  

2 5 9013 岩田 晃 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 21.69 2 9013 岩田 晃 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 21.69 +2.1
ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ  ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ  

3 1 9027 永井 颯太(1) 松本大 21.85 3 9027 永井 颯太(1) 松本大 21.85 +2.1
ｲﾄｳ ｼﾉ  ｲﾄｳ ｼﾉ  

4 9 9026 伊藤 司能(4) 松本大 22.40 4 9026 伊藤 司能(4) 松本大 22.40 +2.1
ﾏﾙﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ  ﾏﾙﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ  

5 4 1002 丸山 昴(1) 須坂高 22.41 5 1002 丸山 昴(1) 須坂高 22.41 +2.1
ｵｶﾍﾞ ｼｮｳ  ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ  

6 2 1880 岡部 礁(3) 上田千曲高 23.09 6 954 小林 魁(2) 須坂創成高 22.49 +2.2
ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ  ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ  

7 8 2514 市川 圭斗(2) 松本国際高 23.18 7 956 大峡 亮太(2) 須坂創成高 22.59 +2.2
ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ  ｾｷﾔ ﾚﾝ  

8 6 1137 水野 大地(2) 長野商高 23.29 8 827 関谷 蓮(2) 飯山高 22.83 +1.8
ｿﾈ ｺｳﾀ  

7 870 曽根 康太(3) 市立長野高 DNS

凡例  DNS:欠場 DQ:失格 FS:(TR16.7)不正ｽﾀｰﾄ



一般・高校男子300m (13日)
審 判 長：中津　敦喜

記録主任：瀧沢　佳生

長野県記録(PR)               33.47     小坂 晃大 (東海大諏訪高)              2019

県高校生記録(PHR)            33.47     小坂 晃大 (東海大諏訪)                2019 6月13日 10:35 ﾀｲﾑﾚｰｽ

ﾀｲﾑﾚｰｽ　4組

1組 2組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾏﾙﾔﾏ ｼｮｳﾀ  ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ  

1 7 2510 丸山 祥太(2) 松本国際高 36.81 1 5 823 小林 和真(2) 飯山高 38.26
ｵｶﾍﾞ ｼｮｳ  ﾀｹｵｶ ﾅｵｷ  

2 6 1880 岡部 礁(3) 上田千曲高 37.20 2 2 2522 竹岡 尚輝(1) 松本国際高 38.76
ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾝﾍﾟｲ  ﾀｶﾉ ﾘｭｳｼﾞ  

3 9 834 小林 薫平(1) 飯山高 39.26 3 7 1881 髙野 竜志(3) 上田千曲高 38.79
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ  ｳﾗﾉ ﾀｲﾍｲ  

4 2 1890 中村 春希(2) 上田千曲高 39.45 4 1 997 浦野 太平(2) 須坂高 39.29
ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ  ｽﾐﾉ ｷﾗ  

5 3 2519 中村 伊吹(2) 松本国際高 39.69 5 6 1754 住野 輝来(3) 丸子修学館高 39.60
ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ  ﾀｹｳﾁ  ﾀｸﾐ  

6 5 2520 大日向 孝雅(1) 松本国際高 40.01 6 3 1873 竹内 匠(3) 上田千曲高 40.27
ﾃﾗｼﾏ ﾚｵ  ﾇﾏﾀ ｱﾂｷ  

7 8 953 寺嶋 玲音(2) 須坂創成高 40.25 7 8 964 沼田 豊輝(1) 須坂創成高 41.12
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ  ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ  

8 4 1862 小林  誠史(1) 上田千曲高 40.76 8 9 1889 加藤 颯人(2) 上田千曲高 41.37
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺﾞｳｷ  ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ  

9 1 1164 柳澤 剛生(2) 長野工高 42.77 4 954 小林 魁(2) 須坂創成高 DQ,FS

3組 4組
順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ 順位 ﾚｰﾝ ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ｶﾂﾀ ｿｳﾀ  ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ  

1 5 971 勝田 創太(3) 須坂創成高 36.32 1 5 9051 中野 直哉 飯田病院 34.05
ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ  ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ  

2 4 1169 宮本 昇舞(1) 長野工高 36.60 2 4 9036 越山 遥斗(2) 信州大 34.55
ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ  ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ  

3 3 956 大峡 亮太(2) 須坂創成高 37.38 3 1 9015 中村 颯人 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 34.92
ﾊﾗﾔﾏ ﾀｲｾｲ  ｳﾁﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ  

4 8 9012 原山 泰成 かもしか倶楽部 37.76 4 8 9038 内山 響生(3) 信州大 35.66
ｵｶﾔ ﾀｶﾑﾈ  ｲﾜﾀ ｱｷﾗ  

5 9 960 岡谷 嵩宗(1) 須坂創成高 38.45 5 3 9013 岩田 晃 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 35.71
ﾀﾅｶ ｺﾞｳ  ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ  

6 1 963 田中 豪(1) 須坂創成高 38.55 6 7 9014 小林 航 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 35.82
ｻｶｲ ｼｭｳﾔ  ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ  

7 7 955 酒井 柊哉(2) 須坂創成高 39.22 7 6 9031 洞澤 光(3) 松本大 36.32
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ  ﾜﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ  

8 6 9028 栗林 雄大(3) 松本大 40.03 8 9 9033 和田 響一(2) 松本大 36.65
ﾌﾙｶﾜ ｱﾔﾄ  ﾌｸｼﾏ ﾘｭｳｾｲ  

9 2 3121 古川 綾斗(1) 長野俊英高 40.19 9 2 9032 福嶋 竜星(4) 松本大 38.15

タイムレース上位8位
順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏名 所属 記録 ｺﾒﾝﾄ

ﾅｶﾉ ﾅｵﾔ  

1 9051 中野 直哉 飯田病院 34.05
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ  

2 9036 越山 遥斗(2) 信州大 34.55
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ  

3 9015 中村 颯人 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 34.92
ｳﾁﾔﾏ ﾋﾋﾞｷ  

4 9038 内山 響生(3) 信州大 35.66
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ  

5 9013 岩田 晃 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 35.71
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ  

6 9014 小林 航 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 35.82
ｶﾂﾀ ｿｳﾀ  

7 971 勝田 創太(3) 須坂創成高 36.32
ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ  

8 9031 洞澤 光(3) 松本大 36.32

凡例  DQ:失格 FS:(TR16.7)不正ｽﾀｰﾄ
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