
大会コード 22170003

： ２０２２年４月２３日(土) －２４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
： 青柳 智之 (トラック)　内堀 俊彦 (跳躍)　 篠原 克修 (跳躍)　

田澤 稔 (投てき)　 中津 敦喜 (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23日(土) 4月24日(日)

晴れ 南西 1.2 18.9 52.6 曇り 0.0 14.9 66.3
晴れ 東 3.5 20.2 44.5 曇り 西南西 0.5 15.2 67.1
晴れ 北東 0.5 22.8 34.1 曇り 西 1.0 15.9 64.3
晴れ 西 1.1 24.2 30.3 雨 南東 0.8 16.3 64.7
晴れ 南東 0.8 25.2 29.6 雨 西 0.1 16.5 70.6
曇り 西 4.7 24.5 25.8 雨 南 1.0 16.3 83.9
晴れ 南 1.0 23.8 29.3 雨 南南西 2.0 16.9 79.8

■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)
全ての障害物と水濠を越えていない(TR23.7)
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
ロス・オブ・コンタクトで3名以上がレッドカードを出した(TR54.7.1)Ｋ１
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4/13 大会新 男子 4x400mR 決勝 3分16秒28 岩田 晃 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 3分17秒13

永原 颯磨(2) 佐久長聖高 9分05秒
4/24 大会新 女子 やり投 決勝 51m64 倉田 紗優加(3)
4/24 大会新 男子 3000mSC 決勝 8分55秒

伊那北高 51m39

4/24 大会新 男子 110mH 決勝 14秒53 古田 和彰 ｾﾞﾋﾞｵ 14秒62
4/24 大会新 男子 110mJH 決勝 14秒83 小口 蒼葉(1) 東海大諏訪高 15秒23
4/24 大会新 男子 110mJH 決勝 14秒80 小池 集万(3) 長野日大高 15秒23
4/24 大会新 男子 110mJH 決勝 14秒76 中村 駿汰(1) 松本国際高 15秒23

氏名(学年) 所属 従来の記録チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)

4/23 大会新 高校男子 砲丸投 決勝 14m36 木藤 海琉(3) 長野高専 13m74
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第62回長野県陸上競技春季大会 ﾄﾗｯｸ審判長 青柳 智之

【開催日】 2022年4月23日-24日 跳躍審判長 内堀 俊彦/篠原 克修
【主催団体】 (一財)長野陸上競技協会 投てき審判長 田澤 稔

ｽﾀｰﾄ審判長 中津 敦喜
招集所審判長 縣 正樹

決勝記録一覧表 記録主任 瀧沢 佳生

(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

 4/24 男子  -0.7 今西 康太(3) 10.90 中村 颯人 11.01 高橋 和真 11.18 丸山 竜平(3) 11.19 岩田 晃 11.21 鈴木 慎吾(2) 11.35 伊藤 司騎(1) 11.36

100m 城西大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 長野高専 相森中 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 東海大諏訪高 山梨学院大

 4/23  -4.2 鈴木 慎吾(2) 22.52 中村 颯人 22.54 名取 勇人(3) 22.75 岩田 晃 22.85 高橋 和真 23.00 宮越 雄勢(3) 23.24 丸山 昴(2) 24.01

200m 東海大諏訪高 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 東海大諏訪高 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 長野高専 長野日大高 須坂高

 4/24 名取 勇人(3) 49.03 輪湖 颯(3) 49.52 和田 響一(3) 49.55 德嵩 力也(2) 50.60 窪田 翔真(3) 50.87 岡田 遥人(4) 51.16 山田 瑛太(2) 51.91 大木 咲翔(2) 52.38

400m 東海大諏訪高 豊科高 松本大 市立長野高 東海大諏訪高 松本国際高 松商学園高 上田西高

 4/23 岡田 遥人(4) 1:57.31 梅原 悠良(2) 1:57.77 市川 和英(3) 1:58.69 中村 駿吾(M) 2:00.69 牧田 蒼斗(M) 2:01.17 濱野 大輝(1) 2:03.13 高橋 一輝 2:04.32 百瀬 柾宏(3) 2:07.34

800m 松本国際高 上田西高 上田西高 信州大 信州大 松商学園高 長野高専 堀金中

 4/24 松尾 悠登(3) 3:58.10 白川 友一 4:00.00 梅原 悠良(2) 4:02.69 武田 寧登(3) 4:03.07 市川 和英(3) 4:07.26 中村 駿吾(M) 4:08.45 山本 昌希 4:09.70 勝山 大珠(2) 4:10.67

1500m 佐久長聖高 長野市陸協 上田西高 上田西高 上田西高 信州大 松本市陸協 市立長野高

 4/23 牛山 純一 14:56.88 加藤 大雅(2) 15:38.93 齋藤 黎(2) 15:46.65 新井 虎次郎(3) 15:54.27 遠藤 優裕(2) 15:57.19 杉原 立樹(3) 16:01.44 小林 季生 16:09.35 丸山 辰樹(3) 16:13.53

5000m ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ 佐久長聖高 長野日大高 佐久長聖高 佐久長聖高 佐久長聖高 ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ 松商学園高

 4/24  -0.5 中村 駿汰(1) 14.76 小池 集万(3) 14.80 小口 蒼葉(1) 14.83 栁澤 翔逢(3) 17.01 加藤 颯人(3) 17.03 松澤 虎太郎(2) 17.39 荒井 清志郎(2) 17.61

110mH(0.991m) 松本国際高 GR 長野日大高 GR 東海大諏訪高 GR 佐久東中 上田千曲高 長野工高 長野日大高

 4/24 古田 和彰 14.53 吉村 健吾 14.78 倉田 歩夢(3) 15.50 菊池 優介(2) 15.92 坂口 和音(2) 16.48 森 遼己(1) 16.53 松澤 尚弥(3) 16.78 宮崎 凌央(2) 17.21

110mH(1.067m) 東  京･ｾﾞﾋﾞｵ GR 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 城西大 岩村田高 東海大諏訪高 城西大 松本国際高 長野高専

本多 平良(2)

長野吉田高

 4/23 石川 泰地(3) 52.68 清水 泰志 52.75 小林 航 53.12 洞澤 光(4) 53.71 窪田 翔真(3) 54.74 德嵩 力也(2) 55.55 田中 隆斗(3) 56.61 内山 晃輔(2) 57.24

400mH(0.914m) 埼玉大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 松本大 東海大諏訪高 市立長野高 松川高 松本大

 4/24 永原 颯磨(2) 8:55.49 小林 隼人(3) 9:33.89 成澤 爽(3) 9:48.50 遠藤 大成(2) 10:00.95 竹内 朝輝(3) 10:08.02 金子 一渓(2) 10:12.24 木下 慎太郎(3) 10:15.90 宮尾 大空(2) 10:17.59

3000mSC(0.914m) 佐久長聖高 GR 上田西高 上田西高 佐久長聖高 上田西高 佐久長聖高 松商学園高 長野高専

 4/24 鈴木 淳也(3) 21:34.37 仲田 知弘(3) 22:25.39 田幸 瞭(3) 22:38.97 大神 健太(3) 23:23.99 塩島 和弥(3) 23:26.24 小島 颯翔(2) 24:24.82 平澤 航大(2) 24:57.22 山本 陵弥(2) 24:57.53

5000m競歩 長野商高 長野商高 長野日大高 丸子修学館高 松本大 丸子修学館高 松川高 市立長野高

 4/23 東海大諏訪高       41.92 松本国際高       42.24 長野日大高       43.21 松本大       43.25 松商学園高       43.72 須坂創成高       43.93 長野吉田高       43.99
4×100m 久保田 凱士(3) 中谷 息吹(3) 夏目 士瑠(3) 栗林 雄大(4) 清澤 広伸(3) 寺嶋 玲音(3) 傳田 優(3)

鈴木 慎吾(2) 市川 圭斗(3) 宮越 雄勢(3) 内山 友貴(1) 合葉 太飛(3) 大峡 亮太(3) 丸太 響(3)

名取 勇人(3) 梶川 新(3) 小池 集万(3) 今井 夏希(2) 内川 洸(3) 田中 豪(2) 荻原 巧(3)

窪田 翔真(3) 中村 駿汰(1) 町田 周吾(3) 高山 拓夢(2) 山﨑 陽(2) 酒井 柊哉(3) 大塚 悠生(3)

 4/24 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC     3:16.28 東海大諏訪高     3:17.77 松本大     3:22.03 松本国際高     3:28.92 松商学園高     3:30.88 長野高専     3:31.48 豊科高     3:32.99 大町岳陽高     3:33.61
4×400m 岩田 晃 GR 窪田 翔真(3) 和田 響一(3) 梶川 新(3) 齋藤 飛元(1) 宮崎 凌央(2) 上条 勇貴(3) 平出 純大(3)

中村 颯人 名取 勇人(3) 洞澤 光(4) 中澤 歩希(2) 清澤 広伸(3) 吉澤 涼(4) 降旗 陸(3) 畠山 史城(3)

清水 泰志 鈴木 慎吾(2) 栗林 雄大(4) 大日向 孝雅(2) 川瀬 拓郎(3) 志村 匠音(3) 小林 怜央(2) 峯村 享明(3)

小林 航 矢島 壮野(3) 鈴木 颯(2) 中村 伊吹(3) 山田 瑛太(2) 高橋 一輝 輪湖 颯(3) 高根 夏雪(2)

 4/23 芋川 駿 2.05 関本 遊大(1) 1.95 中村 伊吹(3) 松本国際高 1.90 傳田 優(3) 長野吉田高 1.80 遠山 舜也(4) 1.80 西尾 誓(3) 1.75

走高跳 NAGANO APPLES 松本大 林 知彦 NAGANO APPLES 髙田 真平(2) 松本県ヶ丘高 国士大 穂高東中

 4/24 重田 篤希(3) 4.30 石坂 巽海(3) 4.30 中谷 息吹(3) 4.30 伊藤 拓也 4.00 宮下 倖盛 3.90 鈴木 慶次(3) 3.60 両角 駿介(3) 3.50 奥 直也(3) 3.50

棒高跳 松本深志高 松本大 松本国際高 ｻﾝ工業 かもしか倶楽部 長野工高 諏訪二葉高 原中

 4/23 松本 陸(4) 7.48(+1.6) 深沢 宏之 7.09(-1.7) 上條 将吾 6.95(-1.9) 寺島 恒輔(3) 6.84(+1.9) 鈴木 瑛翔(1) 6.79(+2.0) 大塚 悠生(3) 6.46(+0.8) 小林 蓮(3) 6.34(-1.3) 倉澤 拓弥(1) 6.31(+1.3)

走幅跳 信州大 東  京･MINT TOKYO ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 小諸高 赤穂高 長野吉田高 国士大 東海大諏訪高

 4/24 石川 和義 15.53(+0.9) 筒木 順(2) 12.77(+0.6) 佐藤 智哉(2) 12.69(+1.3) 田村 斡也(2) 12.60(+1.0) 矢沢 佑真(3) 12.56(+1.3) 佐々木 隆之介(2)12.48(+0.9) 芦田 弘誠(3) 12.48(+0.4) 田中 舜也(3) 12.43(+0.5)

三段跳 いｰやま 松本国際高 諏訪東理大 市立長野高 東海大諏訪高 岩村田高 松本工高 松本工高

 4/23 米倉 朋輝 15.15 金子 周平(4) 12.43 松野 太輝 10.64 小林 拓矢 9.55 大日方 栄貴 9.28

砲丸投(7.260kg) 協栄電気興業 松本大 かもしか倶楽部 お山の接骨院 長野高専

 4/23 米倉 朋輝 41.97 笹野 弘充 39.95 神田 郁実 34.46 上原 隆伸 34.31 小林 拓矢 29.76 小林 錬 29.29 松野 太輝 25.77

円盤投(2.000kg) 協栄電気興業 上田陸協 お山の接骨院 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 お山の接骨院 安曇野AC かもしか倶楽部

 4/24 萩原 倖司(4) 52.25 末元 昂成(4) 50.40 神田 郁実 50.38 神田 雅翔(2) 48.86 上原 隆伸 42.85 長岩 輝(1) 40.43 大日方 栄貴 36.17

ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg) 松本大 日本福祉大 お山の接骨院 松本大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本大 長野高専

 4/24 新垣 暁登 68.04 塩川 拓 62.74 矢ヶ崎 奨 60.72 浅村 汰壱(3) 54.20 梶川 新(3) 51.45 友田 利男 49.30 平野 雄大 48.48 林 智輝(2) 46.44

やり投(800g) ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC HOKTO 上田陸協 松商学園高 松本国際高 かもしか倶楽部 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 松本県ヶ丘高



第62回長野県陸上競技春季大会 ﾄﾗｯｸ審判長 青柳 智之
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【主催団体】 (一財)長野陸上競技協会 投てき審判長 田澤 稔

ｽﾀｰﾄ審判長 中津 敦喜
招集所審判長 縣 正樹

決勝記録一覧表 記録主任 瀧沢 佳生

(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

 4/23 男子高校 木藤 海琉(3) 14.36 田近 資武(3) 12.10 宇原 琥響(2) 11.24 梶川 新(3) 10.89 山岸 翔空(3) 9.84 鶴見 冬馬(2) 9.49 武田 陽(3) 9.43 上原 良太(3) 8.94

砲丸投(6.000kg) 長野高専 GR 木曽青峰高 松本蟻ヶ崎高 松本国際高 松代高 松本美須々ヶ丘高 長野日大高 長野日大高

 4/23 田近 資武(3) 32.18 井澤 眞成(1) 31.22 百瀬 洋夢(3) 29.66 倉光 悠晴(3) 29.56 山岸 翔空(3) 26.70 木藤 誉秀阿(2) 25.62 原 胡太(2) 25.61 小林 薫平(2) 25.40

円盤投(1.750kg) 木曽青峰高 松本国際高 穂高商高 丸子修学館高 松代高 佐久平総合高 須坂創成高 飯山高

 4/24 青栁 修斗(3) 48.82 百瀬 洋夢(3) 48.66 馬場 滉太(3) 46.70 渡邊 玄埜(2) 38.23 北澤 直也(3) 38.11 茂手木 伸伍(3) 33.89 大日方 快至(3) 31.66

ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 穂高商高 穂高商高 丸子修学館高 穂高商高 上田千曲高 飯山高 長野高専

 4/23 男子少年B 濵口 大和(1) 8:40.50 佐々木 哲(1) 8:40.96 石川 浩輝(1) 8:45.22 小名 祐志(1) 8:45.88 岸端 悠友(1) 8:53.18 増田 陸斗(1) 8:58.92 篠 和真(1) 9:01.25 松山 優太(1) 9:02.43

3000m 佐久長聖高 佐久長聖高 佐久長聖高 佐久長聖高 佐久長聖高 佐久長聖高 佐久長聖高 佐久長聖高

 4/23 三浦 拓斗(3) 8.47 長田 宙斗(3) 7.95

砲丸投(5.000kg) 女鳥羽中 茅野東部中



予選 4月24日 11:40
決勝 4月24日 13:50

長野県記録(PR)                  10.15 塚原 直貴                    東海大           2007/09/16  
長野県高校記録(KR)              10.32 塚原 直貴                    東海大三         2003/07/30  
大会記録(GR)                    10.54 西村 陽杜                    松商学園高       2018        

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +0.3

 1 高橋 和真     10.96 q  1 永井 颯太(2)     11.04 q
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 長野高専 ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 松本大

 2 小林 魁(3)     11.24  2 大峡 亮太(3)     11.33 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 須坂創成高 ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 須坂創成高

 3 樋口 克治     11.60  3 山岡 陸兎(2)     11.64 
ﾋｸﾞﾁ ﾖｼﾊﾙ 富田ｱｽﾘｰﾂ ﾔﾏｵｶ ﾘｸﾄ 岡谷南高

 4 船本 力生(2)     11.66  4 髙畑 良太(2)     11.78 
ﾌﾅﾓﾄ ﾘｷ 長野高 ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 野沢北高

 5 夏目 士瑠(3)     11.76  5 荻原 諒太(3)     11.80 
ﾅﾂﾒ ｼﾘｭｳ 長野日大高 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 伊那北高

 6 丸太 響(3)     11.81   塩川 大樹(3)      
ﾏﾙﾀ ﾋﾋﾞｷ 長野吉田高 ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ 上伊那農高

 7 太田 敦     12.37   市川 圭斗(3)      
ｵｵﾀ ｱﾂｼ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ 松本国際高

  山本 赳瑠(2)        木村 伊吹(3)      
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 佐久長聖高 ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 佐久長聖高

[ 3組] 風速 +0.0 [ 4組] 風速 +1.1

 1 宮越 雄勢(3)     11.27  1 岩田 晃     11.01 q
ﾐﾔｺｼ ﾕｳｾｲ 長野日大高 ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 内山 友貴(1)     11.28  2 鈴木 慎吾(2)     11.08 q
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｷ 松本大 ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 東海大諏訪高

 3 髙木 柚希(2)     11.45  3 古賀 涼輔(3)     11.49 
ﾀｶｷﾞ ﾕｽﾞｷ 飯山高 ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ 辰野高

 4 中澤 光希(3)     11.46  4 宮坂 匠(3)     11.54 
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 上田染谷丘高 ﾐﾔｻｶ ﾀｸﾐ 諏訪二葉高

 5 昌山 俊也(1)     11.60  5 吉井 一博     11.54 
ｼｮｳﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 市立長野高 ﾖｼｲ ｶｽﾞﾋﾛ かもしか倶楽部

 6 小林 怜央(2)     11.74  6 大木 咲翔(2)     11.67 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ 豊科高 ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西高

 7 大日方 亮(3)     11.77  7 上平 祥徳(1)     11.72 
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾘｮｳ 長野西高 ｳｴﾀｲﾗ ﾖｼﾉﾘ 松本大

  大橋 蒼太(1)       8 関谷 蓮(3)     11.96 
ｵｵﾊｼ ｿｳﾀ 松商学園高 ｾｷﾔ ﾚﾝ 飯山高

[ 5組] 風速 +1.6 [ 6組] 風速 +0.9

 1 今西 康太(3)     10.86 q  1 中村 颯人     10.94 q
ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 城西大 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 丸山 竜平(3)     10.97 q  2 合葉 太飛(3)     11.42 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾍｲ 相森中 ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ 松商学園高

 3 丸山 昴(2)     11.28  3 田中 豪(2)     11.58 
ﾏﾙﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ 須坂高 ﾀﾅｶ ｺﾞｳ 須坂創成高

 4 今井 夏希(2)     11.54  4 久保田 凱士(3)     11.59 
ｲﾏｲ ﾅﾂｷ 松本大 ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 東海大諏訪高

 5 鈴木 瑛翔(1)     11.61  5 今井 頼人(1)     14.94 
ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ 赤穂高 ｲﾏｲ ﾗｲﾄ 松本大

 6 青山 凌大(1)     11.89   早崎 蒼心(1)      
ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 市立長野高 ﾊﾔｻｷ  ｿｳｼﾞﾝ 佐久長聖高

  木内 光波(1)        宮本 昇舞(2)      
ｷｳﾁ  ｺｳﾊ 佐久長聖高 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ 長野工高

  由井 晴陽(2)        児玉 賢人(2)      
ﾕｲ ﾊﾙﾔ 野沢南高 ｺﾀﾞﾏ ｹﾝﾄ 松本国際高

[ 7組] 風速 -0.2

 1 伊藤 司騎(1)     11.13 q
ｲﾄｳ ｼｷ 山梨学院大

 2 増田 達哉(3)     11.17 
ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ 飯山高

 3 漆戸 柊哉(3)     11.23 
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪二葉高

 4 依田 惺那(3)     11.42 
ﾖﾀﾞ ｾﾅ 立科中

 5 高津 明和(2)     11.58 
ﾀｶﾂ ﾄｵﾜ 屋代高

 6 牧 大悟(3)     11.83 
ﾏｷ ﾀﾞｲｺﾞ 長野工高

  福澤 耀明(3)      
ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ 佐久長聖高
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風速 -0.7

 1 今西 康太(3)     10.90 
ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 城西大

 2 中村 颯人     11.01 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 3 高橋 和真     11.18 
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 長野高専

 4 丸山 竜平(3)     11.19 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾍｲ 相森中

 5 岩田 晃     11.21 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 6 鈴木 慎吾(2)     11.35 
ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 東海大諏訪高

 7 伊藤 司騎(1)     11.36 
ｲﾄｳ ｼｷ 山梨学院大

  永井 颯太(2)      
ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 松本大
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子

100m
決勝



予選 4月23日 11:55
決勝 4月23日 13:55

長野県記録(PR)                  20.35 塚原 直貴                    東海大           2006/05/24  
長野県高校記録(KR)              20.93 塚原 直貴                    東海大三         2003/07/12  
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 +1.4

 1 岩田 晃     21.98 Q  1 高橋 和真     21.99 Q
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 長野高専

 2 宮越 雄勢(3)     22.24 q  2 木戸 亮太(4)     23.03 
ﾐﾔｺｼ ﾕｳｾｲ 長野日大高 ｷﾄﾞ ﾘｮｳﾀ 松本大

 3 髙木 柚希(2)     22.96  3 小林 嶺     23.19 
ﾀｶｷﾞ ﾕｽﾞｷ 飯山高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 長野高専AC

 4 伊藤 壮一郎(2)     23.38  4 中澤 歩希(2)     23.48 
ｲﾄｳｿｳ ｲﾁﾛｳ 小諸高 ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ 松本国際高

 5 臼井 伶(2)     23.92  5 松澤 悠(3)     23.79 
ｳｽｲ ﾚｲ 東海大諏訪高 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳ 豊科北中

 6 佐々木 隆之介(2     24.00  6 内川 洸(3)     24.31 
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 岩村田高 ｳﾁｶﾜ ｺｳ 松商学園高

 7 矢澤 悠哉     24.10   宮本 昇舞(2)      
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 諏訪市陸協 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ 長野工高

 8 木曽 隆大朗(2)     24.46   輪湖 颯(3)      
ｷｿ ﾘｭｳﾀﾛｳ 松本国際高 ﾜｺ ﾊﾔﾄ 豊科高

  小林 魁(3)        星野 タイト(1)      
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 須坂創成高 ﾎｼﾉ  ﾀｲﾄ 佐久長聖高

[ 3組] 風速 +1.2 [ 4組] 風速 +0.6

 1 中村 颯人     21.67 Q  1 越山 遥斗(3)     21.45 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 信州大

 2 名取 勇人(3)     21.71 q  2 丸山 昴(2)     22.42 q
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 東海大諏訪高 ﾏﾙﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ 須坂高

 3 大峡 亮太(3)     23.16  3 市川 圭斗(3)     22.55 
ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 須坂創成高 ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ 松本国際高

 4 水野 大地(3)     23.24  4 美齊津 岳(3)     22.94 
ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ 長野商高 ﾐｻｲｽﾞ ｶﾞｸ 小諸東中

 5 伊藤 新(3)     23.60  5 久保田 凱士(3)     22.98 
ｲﾄｳ ｱﾗﾀ OIDE長姫高 ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 東海大諏訪高

 6 関谷 蓮(3)     24.20  6 内山 友貴(1)     23.21 
ｾｷﾔ ﾚﾝ 飯山高 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｷ 松本大

  由井 晴陽(2)       7 渡辺 凜太朗(1)     23.47 
ﾕｲ ﾊﾙﾔ 野沢南高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 飯山高

  永井 颯太(2)       8 遠藤 晄(3)     23.83 
ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 松本大 ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾘ 上諏訪中

  前嶋 大希(2)        山本 赳瑠(2)      
ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｲｷ 佐久長聖高 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 佐久長聖高

[ 5組] 風速 +1.2

 1 鈴木 慎吾(2)     21.65 Q
ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 東海大諏訪高

 2 中村 駿汰(1)     22.53 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 松本国際高

 3 上平 祥徳(1)     23.23 
ｳｴﾀｲﾗ ﾖｼﾉﾘ 松本大

 4 中村 春希(3)     23.50 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ 上田千曲高

 5 丸岡 精二     24.17 
ﾏﾙｵｶ ｾｲｼﾞ 駒ヶ根AC

  塩川 大樹(3)      
ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ 上伊那農高

  落合 華七斗(3)      
ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 佐久長聖高 風速 -4.2

  中澤 光希(3)      
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 上田染谷丘高  1 鈴木 慎吾(2)     22.52 

ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 東海大諏訪高
 2 中村 颯人     22.54 

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC
 3 名取 勇人(3)     22.75 

ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 東海大諏訪高
 4 岩田 晃     22.85 

ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC
 5 高橋 和真     23.00 

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 長野高専
 6 宮越 雄勢(3)     23.24 

ﾐﾔｺｼ ﾕｳｾｲ 長野日大高
 7 丸山 昴(2)     24.01 

ﾏﾙﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ 須坂高
  越山 遥斗(3)      

ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 信州大
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予選 4月24日 11:00
決勝 4月24日 13:40

長野県記録(PR)                  46.54 宮沢 洋平                    法政大           2008/07/25  
長野県高校記録(KR)              46.98 塚田 英彦                    上田東           1993/08/02  
大会記録(GR)                    47.55 中野 直哉                    飯田病院         2018        

[ 1組] [ 2組]

 1 窪田 翔真(3)     50.44 Q  1 名取 勇人(3)     50.23 Q
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 東海大諏訪高 ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 東海大諏訪高

 2 岡田 遥人(4)     51.13 q  2 大木 咲翔(2)     51.05 q
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 松本国際高 ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西高

 3 水野 大地(3)     53.16  3 江口 拓海(3)     51.40 
ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ 長野商高 ｴｸﾞﾁ ﾀｸﾐ 飯山高

 4 中村 一輝(3)     53.23  4 鈴木 颯(2)     51.72 
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 真田ｸﾗﾌﾞ ｽｽﾞｷ ｿﾗ 松本大

 5 太田 夏暉(2)     53.44  5 竹前 克哉(3)     52.92 
ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 松本大 ﾀｹﾏｴ ｶﾂﾔ 長野高

 6 岡谷 嵩宗(2)     53.75  6 川瀬 拓郎(3)     52.97 
ｵｶﾔ ﾀｶﾑﾈ 須坂創成高 ｶﾜｾ ﾀｸﾛｳ 松商学園高

 7 片寄 晴之亮(3)     54.59  7 小松 裕昭(2)     54.81 
ｶﾀﾖｾ ｾｲﾉｽｹ 山辺中 ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 下諏訪向陽高

 8 古庄 武(3)     54.61   東村 寛介(1)      
ﾌﾙｼｮｳ ﾀｹﾙ 辰野高 ﾋｶﾞｼﾑﾗ  ｶﾝｽｹ 佐久長聖高

  今関 隼也(2)        松村 青悟(2)      
ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ 佐久長聖高 ﾏﾂﾑﾗ ｾｲｺﾞ 飯田高

[ 3組] [ 4組]

 1 和田 響一(3)     49.57 Q  1 輪湖 颯(3)     49.45 Q
ﾜﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ 松本大 ﾜｺ ﾊﾔﾄ 豊科高

 2 吉澤 涼(4)     51.68  2 山田 瑛太(2)     49.96 q
ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ 長野高専 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ 松商学園高

 3 小林 和真(3)     52.29  3 德嵩 力也(2)     50.07 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 飯山高 ﾄｸﾀｹ ﾘｷﾔ 市立長野高

 4 矢島 壮野(3)     52.31  4 田中 隆斗(3)     51.73 
ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 東海大諏訪高 ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ 松川高

  春原 優也(3)       5 青木 大河(3)     52.78 
ｽﾉﾊﾗ ﾏｻﾔ 中野西高 ｱｵｷ ﾀｲｶﾞ 松本美須々ヶ丘高

  浦野 太平(3)       6 酒井 隼斗(1)     54.30 
ｳﾗﾉ ﾀｲﾍｲ 須坂高 ｻｶｲ ﾊﾔﾄ 東海大諏訪高

  安坂 丈瑠(3)        伊藤 新(3)      
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 佐久長聖高 ｲﾄｳ ｱﾗﾀ OIDE長姫高

  塚田 要(2)        丸山 玲央      
ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ 野沢南高 ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 飯田ｱｽﾘｰﾄ

  芳澤 大樹(3)        日笠 大地(3)      
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｷ 諏訪清陵高 ﾋｶﾞｻ ﾀﾞｲﾁ 鉢盛中

 1 名取 勇人(3)     49.03 
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 東海大諏訪高

 2 輪湖 颯(3)     49.52 
ﾜｺ ﾊﾔﾄ 豊科高

 3 和田 響一(3)     49.55 
ﾜﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ 松本大

 4 德嵩 力也(2)     50.60 
ﾄｸﾀｹ ﾘｷﾔ 市立長野高

 5 窪田 翔真(3)     50.87 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 東海大諏訪高

 6 岡田 遥人(4)     51.16 
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 松本国際高

 7 山田 瑛太(2)     51.91 
ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ 松商学園高

 8 大木 咲翔(2)     52.38 
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西高

所属名 記録／備考 順

5  3141 7  2774

男子

400m

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

順
7    59 4    58

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名

8  4641 1  9071

4  1137 5   826

3  9063 3  1114

1  7157 2   160

6   960 6  2484

DNS DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

9   290 8  2806
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DNS
2  2803 9   563

3  9072 5  2538
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7    56 4   553

1   823 6   877

4   997 2    53

DNS
8  1561 3  9099
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DNS DNS

決勝

DNS
5  2808 1   640

DNS

DNS DNS
9   105 8  7437

 2337
DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    58

7  2538

5  9072

9   877

3  2774

4    59

2  3141
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予選 4月23日 12:45
決勝 4月23日 14:10

長野県記録(PR)                1:45.75 川元 奨                      日本大           2014/05/11  
長野県高校記録(KR)            1:48.46 川元 奨                      北佐久農業       2010/10/24  
大会記録(GR)                  1:52.83 池田 伸                      青学大           1983        

[ 1組] [ 2組]

 1 高橋 一輝   2:01.04 Q  1 梅原 悠良(2)   1:57.49 Q
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 長野高専 ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 上田西高

 2 百瀬 柾宏(3)   2:03.83 Q  2 牧田 蒼斗(M)   1:58.50 Q
ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ 堀金中 ﾏｷﾀ ｱｵﾄ 信州大

 3 高根 夏雪(2)   2:04.49  3 福島 大志郎(3)   2:01.68 
ﾀｶﾈ ﾅﾂｷ 大町岳陽高 ﾌｸｼﾏ ﾀｲｼﾛｳ 小諸高

  金森 柊弥(2)       4 川久保 力生(2)   2:02.18 
ｶﾅﾓﾘ ｼｭｳﾔ 佐久平総合高 ｶﾜｸﾎﾞ ﾘｷ 飯山高

  浦野 太平(3)       5 青木 大河(3)   2:06.41 
ｳﾗﾉ ﾀｲﾍｲ 須坂高 ｱｵｷ ﾀｲｶﾞ 松本美須々ヶ丘高

  勝山 大珠(2)       6 畠山 史城(3)   2:10.33 
ｶﾂﾔﾏ ﾀﾞｲｼﾞｭ 市立長野高 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｷ 大町岳陽高

  金古 廉(3)        中澤 京聖(2)      
ｶﾈｺ ﾚﾝ 松本深志高 ﾅｶｻﾞﾜ ｷｮｳｾｲ 東海大諏訪高

  酒井 瞬(3)        鈴木 啓真(3)      
ｻｶｲ ｼｭﾝ 上田染谷丘高 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾏｻ 長野高専

  中塚 渓滋        羽生 大起(2)      
ﾅｶﾂｶ ｹｲｼﾞ DreamAC ﾊﾆｭｳ ﾀﾞｲｷ 飯田風越高

スプリットタイム スプリットタイム
   200m     27.99  9089 高橋 一輝    200m     27.20  9083 牧田 蒼斗(M)
   400m     57.53   〃     〃    400m     56.28   〃     〃 
   600m   1:27.63   〃     〃    600m   1:26.01   〃     〃 

[ 3組]

 1 市川 和英(3)   1:57.86 Q
ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 上田西高

 2 岡田 遥人(4)   1:57.86 Q
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 松本国際高

 3 濱野 大輝(1)   1:58.09 q
ﾊﾏﾉ ﾀﾞｲｷ 松商学園高

 4 中村 駿吾(M)   1:58.65 q
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 信州大

 5 倉嶋 颯太(2)   2:02.07 
ｸﾗｼﾏ ｿｳﾀ 長野日大高

 6 平出 純大(3)   2:04.96 
ﾋﾗｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 大町岳陽高

 7 上条 勇貴(3)   2:05.22 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 豊科高

 8 志村 匠音(3)   2:12.24 
ｼﾑﾗ ﾀｸﾄ 長野高専

 9 北野 渓介(3)   2:13.76 
ｷﾀﾉ ｹｲｽｹ 長野西高

スプリットタイム
   200m     27.61  2040 平出 純大(3)
   400m     58.26  1908 市川 和英(3)
   600m   1:28.78   〃     〃 

 1 岡田 遥人(4)   1:57.31 
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 松本国際高

 2 梅原 悠良(2)   1:57.77 
ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 上田西高

 3 市川 和英(3)   1:58.69 
ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 上田西高

 4 中村 駿吾(M)   2:00.69 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 信州大

 5 牧田 蒼斗(M)   2:01.17 
ﾏｷﾀ ｱｵﾄ 信州大

 6 濱野 大輝(1)   2:03.13 
ﾊﾏﾉ ﾀﾞｲｷ 松商学園高 スプリットタイム

 7 高橋 一輝   2:04.32    200m     27.80  3141 岡田 遥人(4)
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 長野高専    400m     57.64   〃     〃 

 8 百瀬 柾宏(3)   2:07.34    600m   1:27.31   〃     〃 
ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ 堀金中

7  9089

9  6681

2  2491

8  9083

 1908

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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6  1906

4

3  9082

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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2  1280

7
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9  3520

 2040

DNS DNS
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DNS DNS

4  1908
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6  3141
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5  2491

DNS DNS
7  1857 7  3524

DNS
6  2248 1    52

DNS
4   879 4  2039

DNS
3   997 8  2337
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1  6681 5  9083
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ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 4月24日 10:30
決勝 4月24日 14:25

長野県記録(PR)                3:38.49 佐藤 清治                    佐久長聖高       1999/05/28  
長野県高校記録(KR)            3:38.49 佐藤 清治                    佐久長聖         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 白川 友一   3:59.94 Q  1 小坂 悠太(3)   4:02.02 Q
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 長野市陸協 ｺｻｶ ﾕｳﾀ 東海大諏訪高

 2 梅原 悠良(2)   4:01.00 Q  2 松尾 悠登(3)   4:02.19 Q
ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 上田西高 ﾏﾂｵ ﾊﾙﾄ 佐久長聖高

 3 勝山 大珠(2)   4:04.24 Q  3 武田 寧登(3)   4:02.40 Q
ｶﾂﾔﾏ ﾀﾞｲｼﾞｭ 市立長野高 ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ 上田西高

 4 市川 和英(3)   4:05.93 Q  4 中村 孝樹   4:05.52 Q
ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 上田西高 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 長野市陸協

 5 小林 亮太(2)   4:08.37 Q  5 山本 昌希   4:07.51 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 佐久長聖高 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本市陸協

 6 小林 季生   4:11.39  6 中村 駿吾(M)   4:08.75 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 信州大

 7 髙橋 光稀(3)   4:13.44  7 江澤 聖悟(2)   4:08.92 q
ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 長野日大高 ｴｻﾞﾜ ｾｲｺﾞ 松商学園高

 8 猿田 創汰(3)   4:15.05  8 楢原 累斗(3)   4:11.97 
ｻﾙﾀ ｿｳﾀ 堀金中 ﾅﾗﾊﾗ ﾙｲﾄ 上田高

 9 鈴木 創太(3)   4:19.93  9 佐内 彪真(2)   4:12.12 
ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ 東海大諏訪高 ｻﾅｲ ﾋｮｳﾏ 佐久長聖高

10 大村 一   4:25.65 10 中川 雄太   4:13.02 
ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 癒しの森AC ﾅｶｶﾞﾜ ﾕｳﾀ かもしか倶楽部

11 上条 勇貴(3)   4:29.24 11 田下 輝稀(2)   4:13.24 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 豊科高 ﾀｼﾀ ｺｳｷ 上田西高

  村澤 智啓      12 林 幸史郎(3)   4:22.48 
ﾑﾗｻﾜ ﾁﾋﾛ 長野市陸協 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ 東海大諏訪高

  吉岡 斗真(2)      13 米山 元章(3)   4:26.39 
ﾖｼｵｶ ﾄｳﾏ 佐久長聖高 ﾖﾈﾔﾏ ﾏｻｷ 松川高

  金古 廉(3)        小林 圭吾(2)      
ｶﾈｺ ﾚﾝ 松本深志高 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｺﾞ 佐久長聖高

  水野 琉斗(2)        竹内 浩二(2)      
ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳﾄ 松商学園高 ﾀｹｳﾁ ｺｳｼﾞ 諏訪清陵高

  福島 大志郎(3)      
ﾌｸｼﾏ ﾀｲｼﾛｳ 小諸高 スプリットタイム

   400m   1:01.07  1647 松尾 悠登(3)
スプリットタイム    800m   2:07.23   〃     〃 
   400m   1:04.82  1668 小林 亮太(2)   1100m   2:56.63   〃     〃 
   800m   2:09.47   〃     〃   1200m   3:12.74   〃     〃 
  1100m   2:57.67  9097 白川 友一
  1200m   3:12.87   〃     〃 

 1 松尾 悠登(3)   3:58.10 
ﾏﾂｵ ﾊﾙﾄ 佐久長聖高

 2 白川 友一   4:00.00 
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 長野市陸協

 3 梅原 悠良(2)   4:02.69 
ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 上田西高

 4 武田 寧登(3)   4:03.07 
ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ 上田西高

 5 市川 和英(3)   4:07.26 
ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 上田西高

 6 中村 駿吾(M)   4:08.45 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 信州大

 7 山本 昌希   4:09.70 
ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本市陸協

 8 勝山 大珠(2)   4:10.67 
ｶﾂﾔﾏ ﾀﾞｲｼﾞｭ 市立長野高

 9 江澤 聖悟(2)   4:22.60 
ｴｻﾞﾜ ｾｲｺﾞ 松商学園高

  小林 亮太(2)      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 佐久長聖高 スプリットタイム

  小坂 悠太(3)         400m   1:05.58   879 勝山 大珠(2)
ｺｻｶ ﾕｳﾀ 東海大諏訪高    800m   2:14.19  1647 松尾 悠登(3)

  中村 孝樹        1100m   3:02.60  9097 白川 友一
ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 長野市陸協   1200m   3:15.86   〃     〃 

ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
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4
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7    61
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 2463



決勝 4月23日 10:40

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組] [ 2組]

 1 木村 真彩(1)   9:06.29  1 濵口 大和(1)   8:40.50 
ｷﾑﾗ ﾏｻｲ 佐久長聖高 ﾊﾏｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ 佐久長聖高

 2 猿田 創汰(3)   9:19.06  2 佐々木 哲(1)   8:40.96 
ｻﾙﾀ ｿｳﾀ 堀金中 ｻｻｷ ﾃﾂ 佐久長聖高

 3 鈴木 一心(1)   9:22.18  3 石川 浩輝(1)   8:45.22 
ｽｽﾞｷ ｲｯｼﾝ 佐久長聖高 ｲｼｶﾜ ｺｳｷ 佐久長聖高

 4 安藤 結星(1)   9:22.33  4 小名 祐志(1)   8:45.88 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ 上田西高 ｺﾅ ﾕｳｼﾞ 佐久長聖高

 5 西沢 大空(1)   9:25.43  5 岸端 悠友(1)   8:53.18 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸ 上田西高 ｷｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 佐久長聖高

 6 須永 脩人(3)   9:25.95  6 増田 陸斗(1)   8:58.92 
ｽﾅｶﾞ ｼｭｳﾄ 女鳥羽中 ﾏｽﾀﾞ ﾘｸﾄ 佐久長聖高

 7 小林 睦(3)   9:28.66  7 篠 和真(1)   9:01.25 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｸ 富士見中 ｼﾉ ｶｽﾞﾏ 佐久長聖高

 8 木下 陽真人(3)   9:39.77  8 松山 優太(1)   9:02.43 
ｷﾉｼﾀ ﾔﾏﾄ 堀金中 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳﾀ 佐久長聖高

 9 藤森 大和(1)   9:46.32  9 越 陽色(3)   9:06.98 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾔﾏﾄ 上田西高 ｺｼ ﾋｲﾛ 川中島中

10 藤間 治樹(3)   9:46.94 10 丸山 直生(1)   9:10.79 
ﾌｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 鉢盛中 ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵ 松本深志高

11 金子 倖大(1)   9:48.16 11 松山 唯人(1)   9:15.49 
ｶﾈｺ ｺｳﾀ 上田西高 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｲﾄ 佐久長聖高

12 上條 稜太(3)   9:50.24 12 木村 優仁(1)   9:27.94 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｮｳﾀ 鉢盛中 ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 佐久長聖高

13 入谷 星穏(3)   9:52.01 13 大槻 心(1)   9:40.11 
ｲﾘﾔ ｼｵﾝ 赤穂中 ｵｵﾂｷ ｼﾝ 上伊那農高

14 笠嶋 佑樹(3)   9:58.23   上条 統也(1)      
ｶｻｼﾏ ﾕｳｷ 川中島中 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾄｳﾔ 松商学園高

15 清水 應佑(3)  10:21.95   津金 海斗(1)      
ｼﾐｽﾞ ｵｳｽｹ 赤穂中 ﾂｶﾞﾈ ｶｲﾄ 佐久長聖高

スプリットタイム スプリットタイム
   400m   1:07.66  1670 鈴木 一心(1)    400m   1:07.86  2852 濵口 大和(1)
   800m   2:22.13   〃     〃    800m   2:16.85   〃     〃 
  1000m   2:58.58  6683 猿田 創汰(3)   1000m   2:51.26   〃     〃 
  1200m   3:36.49   〃     〃   1200m   3:25.57   〃     〃 
  1600m   4:51.15  1663 木村 真彩(1)   1600m   4:36.60   〃     〃 
  2000m   6:03.94   〃     〃   2000m   5:50.04   〃     〃 
  2400m   7:16.43   〃     〃   2400m   7:02.94  1666 佐々木 哲(1)
  2600m   7:54.45   〃     〃   2600m   7:37.34   〃     〃 
  2800m   8:29.88   〃     〃   2800m   8:11.24   〃     〃 

   1 濵口 大和(1) 佐久長聖高     8:40.50   2   1
   2 佐々木 哲(1) 佐久長聖高     8:40.96   2   2
   3 石川 浩輝(1) 佐久長聖高     8:45.22   2   3
   4 小名 祐志(1) 佐久長聖高     8:45.88   2   4
   5 岸端 悠友(1) 佐久長聖高     8:53.18   2   5
   6 増田 陸斗(1) 佐久長聖高     8:58.92   2   6
   7 篠 和真(1) 佐久長聖高     9:01.25   2   7
   8 松山 優太(1) 佐久長聖高     9:02.43   2   8
   9 木村 真彩(1) 佐久長聖高     9:06.29   1   1
  10 越 陽色(3) 川中島中     9:06.98   2   9
  11 丸山 直生(1) 松本深志高     9:10.79   2  10
  12 松山 唯人(1) 佐久長聖高     9:15.49   2  11
  13 猿田 創汰(3) 堀金中     9:19.06   1   2
  14 鈴木 一心(1) 佐久長聖高     9:22.18   1   3
  15 安藤 結星(1) 上田西高     9:22.33   1   4
  16 西沢 大空(1) 上田西高     9:25.43   1   5
  17 須永 脩人(3) 女鳥羽中     9:25.95   1   6
  18 木村 優仁(1) 佐久長聖高     9:27.94   2  12
  19 小林 睦(3) 富士見中     9:28.66   1   7
  20 木下 陽真人(3) 堀金中     9:39.77   1   8
  21 大槻 心(1) 上伊那農高     9:40.11   2  13
  22 藤森 大和(1) 上田西高     9:46.32   1   9
  23 藤間 治樹(3) 鉢盛中     9:46.94   1  10
  24 金子 倖大(1) 上田西高     9:48.16   1  11
  25 上條 稜太(3) 鉢盛中     9:50.24   1  12
  26 入谷 星穏(3) 赤穂中     9:52.01   1  13
  27 笠嶋 佑樹(3) 川中島中     9:58.23   1  14
  28 清水 應佑(3) 赤穂中    10:21.95   1  15
    上条 統也(1) 松商学園高 DNS   2    
    津金 海斗(1) 佐久長聖高 DNS   2    

 8225
 5937
 8227
 2492
 2851

 7292
 1664
 7912
 6682
  336
 2782
 7439
 2783
 7438

 2854
 1663
 5978
 2222
 2855
 6683
 1670
 2781
 2784

組 順位
 2852
 1666
 1661
 1665
 1662
 2853
 1669

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

DNS
14  8227 4  2851

DNS

10  8225 3   336

15  5937 1  2492

13  2783 15  2855

12  7438 14  1664

2  2782 5  5978

5  7439 9  2222

3  7912 6  1669

11  6682 7  2854

6  2784 13  1662

4  7292 2  2853

7  1670 8  1661

9  2781 12  1665

所属名 記録／備考
1  1663 11  2852

8  6683 10  1666

男子少年B

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ORD No. 氏  名



決勝 4月23日 14:20

長野県記録(PR)               13:20.80 大迫 傑                      早大             2013/11/17  
長野県高校記録(KR)           13:36.57 伊藤 大志                    佐久長聖         2020/11/15  
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 牛山 純一  14:56.88 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ

 2 加藤 大雅(2)  15:38.93 
ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 佐久長聖高

 3 齋藤 黎(2)  15:46.65 
ｻｲﾄｳ ﾚｲ 長野日大高

 4 新井 虎次郎(3)  15:54.27 
ｱﾗｲ ｺｼﾞﾛｳ 佐久長聖高

 5 遠藤 優裕(2)  15:57.19 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾋﾛ 佐久長聖高

 6 杉原 立樹(3)  16:01.44 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ 佐久長聖高

 7 小林 季生  16:09.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ

 8 丸山 辰樹(3)  16:13.53 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀﾂｷ 松商学園高

 9 鷲野 彪雅(3)  16:19.57 
ﾜｼﾉ ﾋｮｳｶﾞ 飯山高

10 楢原 累斗(3)  16:21.78 
ﾅﾗﾊﾗ ﾙｲﾄ 上田高

11 成澤 爽(3)  16:34.21 
ﾅﾙｻﾜ ｱｷﾗ 上田西高

12 新井 拓実(2)  16:45.54 
ｱﾗｲ ﾀｸﾐ 上田西高

13 田下 輝稀(2)  16:49.98 
ﾀｼﾀ ｺｳｷ 上田西高

14 鈴木 創太(3)  16:51.91 
ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ 東海大諏訪高

15 樋口 正晃  17:14.87 
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ RUN JOY

16 大村 一  17:24.03 
ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 癒しの森AC

  小長谷 祥治      
ｺﾅｶﾞﾔ ﾖｼﾊﾙ 長野市陸協

  田所 夢太郎(3)      
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ 佐久長聖高

  黒岩 優斗(3)      
ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ 松本大

  矢澤 蓮太郎(3)      
ﾔｻﾞﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ 佐久長聖高

  池田 悠司(4)      
ｲｹﾀﾞ ﾁｶｼ 松本大

  野崎 健太朗(2)      
ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 佐久長聖高

スプリットタイム
   400m   1:10.30  9021 牛山 純一
   800m   2:21.10   〃     〃 
  1000m   2:56.72   〃     〃 
  1200m   3:32.15   〃     〃 
  1600m   4:43.33   〃     〃 
  2000m   5:55.56   〃     〃 
  2400m   7:07.57   〃     〃 
  2800m   8:20.66   〃     〃 
  3000m   8:56.99   〃     〃 
  3200m   9:33.09   〃     〃 
  3600m  10:46.25   〃     〃 
  4000m  12:00.61   〃     〃 
  4400m  13:14.60   〃     〃 
  4600m  13:51.43   〃     〃 
  4800m  14:25.29   〃     〃 

DNS

DNS
15  9064

DNS
20  2858

DNS
13  9057

DNS
14  1648

4  9094
DNS

12  1645

9  9007

17  9102

5  2789

2    62

19  1912

1  2787

21   831

3  1786

7  9022

10  2471

22  1657

8  1644

6  1295

16  1641

18  1658

男子

5000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
11  9021



決勝 4月24日 12:50

長野県記録(PR)                  13.84 太田 和彰                    日本大           2014/05/17  
長野県高校記録(KR)              14.44 早川 恭平                    長野吉田         2009/08/02  
大会記録(GR)                    14.62 高橋 智男                    飯山市陸協       2001        

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 -0.8

 1 坂口 和音(2)     16.48  1 古田 和彰 東  京     14.53 
ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ 東海大諏訪高 ﾌﾙﾀ ｶｽﾞｱｷ ｾﾞﾋﾞｵ

 2 松澤 尚弥(3)     16.78  2 吉村 健吾     14.78 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 松本国際高 ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 3 宮崎 凌央(2)     17.21  3 倉田 歩夢(3)     15.50 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｵ 長野高専 ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 城西大

 4 本多 平良(2)     17.21  4 菊池 優介(2)     15.92 
ﾎﾝﾀﾞ ﾀｲﾗ 長野吉田高 ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 岩村田高

 5 荻原 巧(3)     17.47  5 森 遼己(1)     16.53 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ 長野吉田高 ﾓﾘ ﾊﾙｷ 城西大

  中塚 渓滋        木内 心大(3)      
ﾅｶﾂｶ ｹｲｼﾞ DreamAC ｷｳﾁ ｺｺﾛ 佐久長聖高

  牧 大悟(3)        内海 亮平(3)      
ﾏｷ ﾀﾞｲｺﾞ 長野工高 ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ 佐久長聖高

  星野 緑風(3)        降幡 諒成(2)      
ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 佐久長聖高 ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖高

   1 古田 和彰 東  京 ｾﾞﾋﾞｵ     14.53 (-0.8)大会新   2   1
   2 吉村 健吾 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ     14.78 (-0.8)   2   2
   3 倉田 歩夢(3) 城西大     15.50 (-0.8)   2   3
   4 菊池 優介(2) 岩村田高     15.92 (-0.8)   2   4
   5 坂口 和音(2) 東海大諏訪高     16.48 (-0.5)   1   1
   6 森 遼己(1) 城西大     16.53 (-0.8)   2   5
   7 松澤 尚弥(3) 松本国際高     16.78 (-0.5)   1   2
   8 宮崎 凌央(2) 長野高専     17.21 (-0.5)   1   3
   8 本多 平良(2) 長野吉田高     17.21 (-0.5)   1   4
  10 荻原 巧(3) 長野吉田高     17.47 (-0.5)   1   5
    中塚 渓滋 DreamAC          (-0.5)DNS   1    
    牧 大悟(3) 長野工高          (-0.5)DNS   1    
    星野 緑風(3) 佐久長聖高          (-0.5)DNS   1    
    木内 心大(3) 佐久長聖高          (-0.8)DNS   2    
    内海 亮平(3) 佐久長聖高          (-0.8)DNS   2    
    降幡 諒成(2) 佐久長聖高          (-0.8)DNS   2    

決勝 4月24日 12:40

長野県高校記録(KR)              14.38 早川 恭平                    長野吉田         2007/07/07  
大会記録(GR)                    15.23 早川 恭平                    長野吉田高       2007        

風速 -0.5

 1 中村 駿汰(1)     14.76 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 松本国際高

 2 小池 集万(3)     14.80 
ｺｲｹ ｼｭｳﾏ 長野日大高

 3 小口 蒼葉(1)     14.83 
ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 東海大諏訪高

 4 栁澤 翔逢(3)     17.01 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ 佐久東中

 5 加藤 颯人(3)     17.03 
ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 上田千曲高

 6 松澤 虎太郎(2)     17.39 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 長野工高

 7 荒井 清志郎(2)     17.61 
ｱﾗｲ ｷﾖｼﾛｳ 長野日大高

  村本 琢実(1)      
ﾑﾗﾓﾄ  ﾀｸﾐ 佐久長聖高

  山本 祐弥(1)      
ﾔﾏﾓﾄ  ﾕｳﾔ 佐久長聖高

7  2812
DNS

8  1276

1  2804
DNS

9  1889

2  1174

3    55
大会新

4  4163

5  2501
大会新

6  1253
大会新

男子

110mH(0.991m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子

110mH(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 所属名 記録／備考
9    46 4  9024

ﾚｰﾝ No. 氏  名

大会新
3  2509 5  9040

8  3529 6  9077
(17.205)

7  1065 8  1593
(17.207)

5  1058 2  9076

2  9000 3  1650
DNS DNS

4  1167 7  2807

DNS DNS

タイムレース

DNS DNS
6  2801 9  2842

記録（風）

 1167
 2801
 1650

備考 組 順位
 9024

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

 2807
 2842

 2509
 3529
 1065
 1058
 9000

 9040
 9077
 1593
   46
 9076



決勝 4月23日 13:25

長野県記録(PR)                  49.51 中野 直哉                    早大             2016/06/24  
長野県高校記録(KR)              51.36 小池 佑始                    東海大三         2002/10/22  
大会記録(GR)                    50.62 中野 直哉                    飯田病院         2018        

[ 1組] [ 2組]

 1 大日向 孝雅(2)     59.96  1 内山 晃輔(2)     57.24 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ 松本国際高 ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ 松本大

 2 小林 優斗(3)   1:02.04  2 壬生 新(3)     57.72 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ 長野西高 ﾐﾌﾞ ｱﾗﾀ 岡谷南高

 3 大峽 惟嵩   1:06.42  3 矢島 壮野(3)     59.55 
ｵｵﾊﾞ ﾀﾀﾞﾀｶ かもしか倶楽部 ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 東海大諏訪高

  熊谷 憲       4 小林 誠史(2)   1:00.34 
ｸﾏｶﾞｲ ｱｷﾗ 安曇野AC ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ 上田千曲高

  小林 草太(2)       5 松澤 尚弥(3)   1:01.14 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 岩村田高 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 松本国際高

  塚田 要(2)        山崎 聡一朗(2)      
ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ 野沢南高 ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳｲﾁﾛｳ 長野高専

  加藤 颯人(3)        西澤 貴寛(3)      
ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 上田千曲高 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 丸子修学館高

  中島 優輝(2)        金子 楽斗(3)      
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 長野工高 ｶﾈｺ ｶﾞｸﾄ 松本国際高

[ 3組]

 1 石川 泰地(3)     52.68 
ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 埼玉大

 2 清水 泰志     52.75 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 3 小林 航     53.12 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 4 洞澤 光(4)     53.71 
ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 松本大

 5 窪田 翔真(3)     54.74 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 東海大諏訪高

 6 德嵩 力也(2)     55.55 
ﾄｸﾀｹ ﾘｷﾔ 市立長野高

 7 田中 隆斗(3)     56.61 
ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ 松川高

   1 石川 泰地(3) 埼玉大       52.68   3   1
   2 清水 泰志 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC       52.75   3   2
   3 小林 航 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC       53.12   3   3
   4 洞澤 光(4) 松本大       53.71   3   4
   5 窪田 翔真(3) 東海大諏訪高       54.74   3   5
   6 德嵩 力也(2) 市立長野高       55.55   3   6
   7 田中 隆斗(3) 松川高       56.61   3   7
   8 内山 晃輔(2) 松本大       57.24   2   1
   9 壬生 新(3) 岡谷南高       57.72   2   2
  10 矢島 壮野(3) 東海大諏訪高       59.55   2   3
  11 大日向 孝雅(2) 松本国際高       59.96   1   1
  12 小林 誠史(2) 上田千曲高     1:00.34   2   4
  13 松澤 尚弥(3) 松本国際高     1:01.14   2   5
  14 小林 優斗(3) 長野西高     1:02.04   1   2
  15 大峽 惟嵩 かもしか倶楽部     1:06.42   1   3
    熊谷 憲 安曇野AC DNS   1    
    小林 草太(2) 岩村田高 DNS   1    
    塚田 要(2) 野沢南高 DNS   1    
    加藤 颯人(3) 上田千曲高 DNS   1    
    中島 優輝(2) 長野工高 DNS   1    
    山崎 聡一朗(2) 長野高専 DNS   2    
    西澤 貴寛(3) 丸子修学館高 DNS   2    
    金子 楽斗(3) 松本国際高 DNS   2    

組 順位
 9045
 9036
 9033
 9066

記録 備考

 2516

 9067
  212
   56
 2520
 1862
 2509
 1095
 9017
 9038
 1595
 1561
 1889
 1171
 3528
 1757

   59
  877
  553

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

8   553

7  9036

5  9033

3    59

4   877

6  9066

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS
4  1595 3  2509

DNS
7  1561 5  3528

9  9045

DNS DNS
8  1889 8  1757

DNS DNS
9  1171 9  2516

DNS DNS

3  9038 7  1862

2  9017 2    56

6  1095 6   212

所属名 記録／備考
5  2520 4  9067

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24日 13:55

長野県記録(PR)                8:48.56 宮入 一海                    北佐久郡陸協     2008/10/03  
長野県高校記録(KR)            8:51.11 山本 嵐                      佐久長聖         2017/08/02  
大会記録(GR)                  9:05.43 宮入 一海                    北佐久郡陸協     2007        

 1 永原 颯磨(2)   8:55.49 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｿｳﾏ 佐久長聖高

 2 小林 隼人(3)   9:33.89 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 上田西高

 3 成澤 爽(3)   9:48.50 
ﾅﾙｻﾜ ｱｷﾗ 上田西高

 4 遠藤 大成(2)  10:00.95 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 佐久長聖高

 5 竹内 朝輝(3)  10:08.02 
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 上田西高

 6 金子 一渓(2)  10:12.24 
ｶﾈｺ ｲｯｹｲ 佐久長聖高

 7 木下 慎太郎(3)  10:15.90 
ｷﾉｼﾀ ｼﾝﾀﾛｳ 松商学園高

 8 宮尾 大空(2)  10:17.59 
ﾐﾔｵ ﾀｲｸ 長野高専

 9 金森 柊弥(2)  10:25.22 
ｶﾅﾓﾘ ｼｭｳﾔ 佐久平総合高

10 北原 浩太(3)  10:27.87 
ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀ 長野高専

11 宮内 大輝(3)  10:46.85 
ﾐﾔｳﾁ ﾀﾞｲｷ 松本蟻ヶ崎高

  米山 元章(3)      
ﾖﾈﾔﾏ ﾏｻｷ 松川高

  長谷部 直大(3)      
ﾊｾﾍﾞ ﾅｵﾋﾛ 伊那北高

  小長谷 祥治      
ｺﾅｶﾞﾔ ﾖｼﾊﾙ 長野市陸協

  小中 龍之介(4)      
ｺﾅｶ ﾘｭｳﾉｽｹ 信州大

  宮入 一海      
ﾐﾔｲﾘ ﾓﾄﾐ 北佐久陸協

  柳澤 太一      
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｲﾁ 長野高専

スプリットタイム
  1000m   2:52.48  2857 永原 颯磨(2)
  2000m   5:55.81   〃     〃 

大会新
10  1909

男子

3000mSC(0.914m)

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  2857

6  1912

11  1656

12  2772

17  1659

14  2483

1  3523

16  1626

15  3510

2  2389

3   538
DQ(H6)

4   405
DNS

5  9094

DNS
13  9092

DNS

DNS
7  9080

DNS
8  9101



決勝 4月24日  9:30

長野県記録(PR)               19:03.92 藤澤 勇                      山梨学院大       2009/04/29  
長野県高校記録(KR)           19:45.72 高田 浩二                    松川             2001/05/27  
大会記録(GR)                 20:26.12 青木 学                      長野市陸協       2015        

 1 鈴木 淳也(3)  21:34.37 
ｽｽﾞｷ ｱﾂﾔ 長野商高

 2 仲田 知弘(3)  22:25.39 
ﾅｶﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 長野商高

 3 田幸 瞭(3)  22:38.97 
ﾀｺｳ ﾘｮｳ 長野日大高

 4 大神 健太(3)  23:23.99 
ｵｵｶﾞﾐ ｹﾝﾀ 丸子修学館高

 5 塩島 和弥(3)  23:26.24 
ｼｵｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 松本大

 6 小島 颯翔(2)  24:24.82 
ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ 丸子修学館高

 7 平澤 航大(2)  24:57.22 
ﾋﾗｻﾜ ｺｳﾀ 松川高

 8 山本 陵弥(2)  24:57.53 
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 市立長野高

 9 倉沢 昂希(3)  25:47.31 
ｸﾗｻﾜ ｺｳｷ 上田染谷丘高

10 熊倉 正之(2)  26:41.98 
ｸﾏｸﾗ ﾏｻﾕｷ 上田西高

11 大和 健  31:46.26 
ﾔﾏﾄ ﾀｹｼ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

  柳澤 優斗      
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ ﾄｰﾊﾂ

  西方 蓮太郎(2)      
ﾆｼｶﾀ ﾚﾝﾀﾛｳ 長野工高

スプリットタイム
   400m   1:39.08  9031 柳澤 優斗
   800m   3:18.00   〃     〃 
  1000m   4:06.96   〃     〃 
  1200m   4:56.66   〃     〃 
  1600m   6:38.25   〃     〃 
  2000m   8:19.99   〃     〃 
  2400m  10:01.52   〃     〃 
  2800m  11:43.84   〃     〃 
  3000m  12:34.10   〃     〃 
  3200m  13:25.27   〃     〃 
  3600m  15:07.79   〃     〃 
  4000m  16:49.21   〃     〃 
  4400m  18:55.78  1138 鈴木 淳也(3)
  4600m  19:49.57   〃     〃 
  4800m  20:42.26   〃     〃 

6  1136

男子

5000m競歩

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1138

9  1283

5  1755

3  9050

13  1763

11   550

4   880

12  1856

1  1907

DQ K1
10  1172

DNS

2  9087

7  9031



予選 4月23日  9:55
決勝 4月23日 14:50

長野県記録(PR)                  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）
長野県高校記録(KR)              40.95                              松商学園         2018/04/29  
                                      （小池 孝憲・中嶋 謙・西村 陽杜・柳沢 直生）
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   6 松本国際高  2517 中谷 息吹(3)     42.68 Q  1   4 飯山高   801 荒井 陽呂実(2)     43.11 Q

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ ｲｲﾔﾏｺｳ ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ
 2514 市川 圭斗(3)   804 髙木 柚希(2)

ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ ﾀｶｷﾞ ﾕｽﾞｷ
 2511 梶川 新(3)   823 小林 和真(3)

ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ
 2501 中村 駿汰(1)   830 増田 達哉(3)

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ
 2   7 須坂創成高   955 酒井 柊哉(3)     44.44 q  2   6 長野日大高  1263 夏目 士瑠(3)     43.26 q

ｽｻﾞｶｿｳｾｲｺｳ ｻｶｲ ｼｭｳﾔ ﾅｶﾞﾉﾉﾁﾀﾞｲｺｳ ﾅﾂﾒ ｼﾘｭｳ
  956 大峡 亮太(3)  1264 宮越 雄勢(3)

ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ ﾐﾔｺｼ ﾕｳｾｲ
  963 田中 豪(2)  1253 小池 集万(3)

ﾀﾅｶ ｺﾞｳ ｺｲｹ ｼｭｳﾏ
  953 寺嶋 玲音(3)  1262 町田 周吾(3)

ﾃﾗｼﾏ ﾚｵ ﾏﾁﾀﾞ ｼｭｳｺﾞ
 3   5 上田千曲高  1889 加藤 颯人(3)     45.24  3   3 松本美須々ヶ丘 2337 青木 大河(3)     45.26 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳｺｳ ｱｵｷ ﾀｲｶﾞ
 1890 中村 春希(3)  2338 野口 翔太朗(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ
 1861 西田 陸人(2)  2339 三浦 樹生(3)

ﾆｼﾀ    ﾘｸﾄ ﾐｳﾗ ﾀﾂｷ
 1864 森 暖向太(2)  2342 鶴見 冬馬(2)

ﾓﾘ  ﾋﾅﾀ ﾂﾙﾐ ﾄｳﾏ
 4   8 東御東部中  4405 山浦 伸太郎(2)     46.05  4   5 長野高専  3529 宮崎 凌央(2)     45.87 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾔﾏｳﾗ ｼﾝﾀﾛｳ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｵ
 4411 山口 朋希(3)  3520 志村 匠音(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｷ ｼﾑﾗ ﾀｸﾄ
 8770 竹内 一真(3)  3516 吉澤 潤(2)

ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾏ ﾖｼｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝ
 4416 相場 遥心(3)  3511 村本 瑛(3)

ｱｲﾊﾞ ﾊﾙｼ ﾑﾗﾓﾄ ｱｷﾗ
 5   2 鉢盛中  7441 山室 壮大(3)     49.88  5   2 大町岳陽高  2041 松澤 将大(2)     49.28 

ﾊﾁﾓﾘﾁｭｳ ﾔﾏﾑﾛ ｿｳﾀﾞｲ ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾀﾞｲ
 7436 近藤 孝太(3)  2038 小松 景介(3)

ｺﾝﾄﾞｳ ｺｳﾀ ｺﾏﾂ ｹｲｽｹ
 7440 武田 翔大(3)  2036 峯村 享明(3)

ﾀｹﾀﾞ ｼｮｳﾀ ﾐﾈﾑﾗ ﾐﾁｱｷ
 7445 塙 巌士郎(2)  2042 田中 淳稀(2)

ﾊﾅﾜ ｶﾞﾝｼﾞﾛｳ ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝｷ
    3 上田第五中       6   9 豊科南中  6663 神保 帆希(2)     52.48 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ DNS ﾄﾖｼﾅﾐﾅﾐﾁｭｳ ｼﾞﾝﾎﾞｳ ﾎﾏﾚ
 6664 藤岡 侑史(2)

ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳｼﾞ
 6666 熊井 和真(2)

ｸﾏｲ ｶｽﾞﾏ
 6665 山田 瑛己(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｴｲｷ
    4 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野          7 野沢南高      

ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞﾅｶﾞﾉ DNS ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ DNS

    9 田川高          8 塩尻広陵中      
ﾀｶﾞﾜｺｳ DNS ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ DNS

男子

4×100m

予選 通過基準  5組  1着 + 3 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 松本大  9055 栗林 雄大(4)     44.06 Q  1   6 東海大諏訪高    57 久保田 凱士(3)     42.60 Q

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ
 9068 内山 友貴(1)    41 鈴木 慎吾(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｷ ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ
 9058 今井 夏希(2)    58 名取 勇人(3)

ｲﾏｲ ﾅﾂｷ ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ
 9056 高山 拓夢(2)    59 窪田 翔真(3)

ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾑ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ
 2   4 松商学園高  2475 清澤 広伸(3)     44.19 q  2   3 長野工高  1171 中島 優輝(2)     45.23 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ ﾅｶﾞﾉｺｳｺｳ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ
 2461 合葉 太飛(3)  1167 牧 大悟(3)

ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ ﾏｷ ﾀﾞｲｺﾞ
 2472 内川 洸(3)  1174 松澤 虎太郎(2)

ｳﾁｶﾜ ｺｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ
 2466 山﨑 陽(2)  1168 鈴木 慶次(3)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ ｽｽﾞｷ ｹｲｼﾞ
 3   2 木曽青峰高  1955 小林 優斗(2)     45.98  3   8 三郷中  6732 中村 大地(2)     47.71 

ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ ﾐｻﾄﾁｭｳ ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾁ
 1946 南村 蓮(3)  6730 稲田 夢生(2)

ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾚﾝ ｲﾅﾀﾞ ﾕｵ
 1951 上條 真生(2)  6707 奥山 翔月(3)

ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｵ ｵｸﾔﾏ ｶﾂﾞｷ
 1954 鈴木 康介(2)  6709 青栁 音旺(3)

ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ ｱｵﾔｷﾞ ﾈｵ
 4   3 豊科北中  6630 東村 泰介(2)     47.98  4   2 南箕輪中  8056 代田 柚斗(3)     48.86 

ﾄﾖｼﾅｷﾀﾁｭｳ ﾋｶﾞｼﾑﾗ ﾀｲｽｹ ﾐﾅﾐﾐﾉﾜﾁｭｳ ｼﾛﾀ ﾕｳﾄ
 6656 大和田 優一(3)  8062 小島 千空(2)

ｵｵﾜﾀﾞ ﾕｳｲﾁ ｺｼﾞﾏ ｾﾗ
 6640 寺島 泰志(3)  8061 飯島 稜(2)

ﾃﾗｼﾏ ﾀｲｼ ｲｲｼﾞﾏ ﾘｮｳ
 6641 松澤 悠(3)  8063 野村 陽斗(2)

ﾏﾂｻﾞﾜ ﾕｳ ﾉﾑﾗ ﾊﾙﾄ
 5   7 梓川中  7365 降幡 玲央(3)     49.07     4 松本県ヶ丘高      

ｱｽﾞｻｶﾞﾜﾁｭｳ ﾌﾙﾊﾀ ﾚｵ ﾏﾂﾓﾄｱｶﾞﾀｶﾞｵｶｺｳ DNS
 7372 青木 廉空(2)

ｱｵｷ ﾚﾝｾｲ
 7370 村山 陽(2)

ﾑﾗﾔﾏ ﾊﾙ
 7364 中村 優斗(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾄ
    8 かもしか倶楽部 9017 大峽 惟嵩          5 佐久長聖高      

ｶﾓｼｶｸﾗﾌﾞ ｵｵﾊﾞ ﾀﾀﾞﾀｶ DQ ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ DNS
 9012 吉井 一博 R1(3-4)

ﾖｼｲ ｶｽﾞﾋﾛ
 9015 原山 泰成

ﾊﾗﾔﾏ ﾀｲｾｲ
 9013 宮下 倖盛

ﾐﾔｼﾀ ｺｳｾｲ
    5 岩村田高          7 上田高      

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ DNS ｳｴﾀﾞｺｳ DNS

男子

4×100m



[ 5組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 長野吉田高  1056 傳田 優(3)     44.20 Q

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕﾀｶ
 1062 丸太 響(3)

ﾏﾙﾀ ﾋﾋﾞｷ
 1058 荻原 巧(3)

ｵｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ
 1061 大塚 悠生(3)

ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ
 2   5 辰野高   291 ロペス田中 ガブリ    45.91 

ﾀﾂﾉｺｳ ﾛﾍﾟｽﾀﾅｶｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ
  289 古賀 涼輔(3)

ｺｶﾞ ﾘｮｳｽｹ
  292 宮澤 駿也(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ
  290 古庄 武(3)

ﾌﾙｼｮｳ ﾀｹﾙ
 3   7 赤穂中  8235 砂塲 未蘭(2)     46.50 

ｱｶﾎﾁｭｳ ｽﾅﾊﾞ ﾐﾗﾝ
 8222 小澤 碧大(3)

ｵｻﾞﾜ ｱｵｲ
 8229 藤岡 悠人(2)

ﾌｼﾞｵｶ ﾕｳﾄ
 8237 上田 暖幸(2)

ｳｴﾀﾞ ﾊﾙﾕｷ
 4   8 下諏訪向陽高   167 望月 翔太(3)     47.64 

ｼﾓｽﾜｺｳﾖｳｺｳ ﾓﾁﾂﾞｷ ｼｮｳﾀ
  160 小松 裕昭(2)

ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ
  154 太田 皓大(2)

ｵｵﾀ ｺｳﾀﾞｲ
  166 伊東 奏風(2)

ｲﾄｳ ｶﾅﾀ
 5   3 堀金中  6681 百瀬 柾宏(3)     48.52 

ﾎﾘｶﾞﾈﾁｭｳ ﾓﾓｾ ﾏｻﾋﾛ
 6687 藤原 朋己(2)

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾄﾓｷ
 6680 曽山 凜太郎(3)

ｿﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ
 6684 中嶋 俊樹(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼｷ
    4 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC      

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞｴｰｼｰ DNS

    6 上伊那農高      
ｶﾐｲﾅﾉｳｺｳ DNS

男子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 東海大諏訪高    57 久保田 凱士(3)     41.92 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ
   41 鈴木 慎吾(2)

ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ
   58 名取 勇人(3)

ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ
   59 窪田 翔真(3)

ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ
 2   4 松本国際高  2517 中谷 息吹(3)     42.24 

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ
 2514 市川 圭斗(3)

ｲﾁｶﾜ ｹｲﾄ
 2511 梶川 新(3)

ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ
 2501 中村 駿汰(1)

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ
 3   9 長野日大高  1263 夏目 士瑠(3)     43.21 

ﾅｶﾞﾉﾉﾁﾀﾞｲｺｳ ﾅﾂﾒ ｼﾘｭｳ
 1264 宮越 雄勢(3)

ﾐﾔｺｼ ﾕｳｾｲ
 1253 小池 集万(3)

ｺｲｹ ｼｭｳﾏ
 1262 町田 周吾(3)

ﾏﾁﾀﾞ ｼｭｳｺﾞ
 4   7 松本大  9055 栗林 雄大(4)     43.25 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ
 9068 内山 友貴(1)

ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｷ
 9058 今井 夏希(2)

ｲﾏｲ ﾅﾂｷ
 9056 高山 拓夢(2)

ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾑ
 5   2 松商学園高  2475 清澤 広伸(3)     43.72 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ
 2461 合葉 太飛(3)

ｱｲﾊﾞ ﾀｲﾄ
 2472 内川 洸(3)

ｳﾁｶﾜ ｺｳ
 2466 山﨑 陽(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾅﾀ
 6   3 須坂創成高   953 寺嶋 玲音(3)     43.93 

ｽｻﾞｶｿｳｾｲｺｳ ﾃﾗｼﾏ ﾚｵ
  956 大峡 亮太(3)

ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ
  963 田中 豪(2)

ﾀﾅｶ ｺﾞｳ
  955 酒井 柊哉(3)

ｻｶｲ ｼｭｳﾔ
 7   8 長野吉田高  1056 傳田 優(3)     43.99 

ﾅｶﾞﾉﾖｼﾀﾞｺｳ ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕﾀｶ
 1062 丸太 響(3)

ﾏﾙﾀ ﾋﾋﾞｷ
 1058 荻原 巧(3)

ｵｷﾞﾜﾗ ﾀｸﾐ
 1061 大塚 悠生(3)

ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ
    5 飯山高   801 荒井 陽呂実(2)      

ｲｲﾔﾏｺｳ ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ DQ
  804 髙木 柚希(2) FS

ﾀｶｷﾞ ﾕｽﾞｷ
  823 小林 和真(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ
  830 増田 達哉(3)

ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ

決勝

男子

4×100m



決勝 4月24日 14:50

長野県記録(PR)                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）
長野県高校記録(KR)            3:12.51                              佐久長聖         2021/08/01  
                                      （北村 隆之介・肥後 琉之介・落合 華七斗・宮崎 日向）
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   4 辰野高   292 宮澤 駿也(2)   3:34.53  1   7 松本国際高  2511 梶川 新(3)   3:28.92 

ﾀﾂﾉｺｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲｺｳ ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ
  290 古庄 武(3)  2524 中澤 歩希(2)

ﾌﾙｼｮｳ ﾀｹﾙ ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ
  291 ロペス田中 ガブリエル(2)  2520 大日向 孝雅(2)

ﾛﾍﾟｽﾀﾅｶｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ
  288 佐藤 大介マーク(3)  2519 中村 伊吹(3)

ｻﾄｳﾀﾞｲｽｹﾏｰｸ ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ
 2   7 木曽青峰高  1946 南村 蓮(3)   3:38.06  2   6 長野高専  3529 宮崎 凌央(2)   3:31.48 

ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ﾐﾅﾐﾑﾗ ﾚﾝ ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｵ
 1944 福海 空汰(3)  9088 吉澤 涼(4)

ﾌｸﾐ ｶﾅﾀ ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ
 1953 鈴木 生人(2)  3520 志村 匠音(3)

ｽｽﾞｷ ｲｸﾄ ｼﾑﾗ ﾀｸﾄ
 1954 鈴木 康介(2)  9089 高橋 一輝

ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ
 3   3 上田千曲高  1890 中村 春希(3)   3:39.37  3   4 豊科高  2535 上条 勇貴(3)   3:32.99 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ ﾄﾖｼﾅｺｳ ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ
 1862 小林 誠史(2)  2537 降旗 陸(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ ﾌﾘﾊﾀ ﾀﾞｲﾁ
 1861 西田 陸人(2)  2540 小林 怜央(2)

ﾆｼﾀ    ﾘｸﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ
 1866 山下 千颯(2)  2538 輪湖 颯(3)

ﾔﾏｼﾀ  ﾁﾊﾔ ﾜｺ ﾊﾔﾄ
 4   6 上田西高  2774 大木 咲翔(2)   3:42.60  4   5 大町岳陽高  2040 平出 純大(3)   3:33.61 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ﾋﾗｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝﾀ
 1913 成澤 優希(1)  2039 畠山 史城(3)

ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｷ
 1911 滝沢 優太(2)  2036 峯村 享明(3)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾀ ﾐﾈﾑﾗ ﾐﾁｱｷ
 2788 筑波 直斗(2)  2044 高根 夏雪(2)

ﾂｸﾊﾞ ﾅｵﾄ ﾀｶﾈ ﾅﾂｷ
    2 長野西高       5   8 岩村田高  1594 榊原 歩(2)   3:35.10 

ﾅｶﾞﾉﾆｼｺｳ DNS ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ
 1593 菊池 優介(2)

ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ
 1596 佐々木 隆之介(2)

ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
 1599 米山 瑠(2)

ﾖﾈﾔﾏ ﾘｭｳ
    5 野沢南高       6   3 長野工高  1167 牧 大悟(3)   3:43.01 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ DNS ﾅｶﾞﾉｺｳｺｳ ﾏｷ ﾀﾞｲｺﾞ
 1174 松澤 虎太郎(2)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ
 1176 塩原 拓実(2)

ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ
 1164 柳澤 剛生(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺﾞｳｷ
    8 中野西高   926 德竹 皆人(2)       7   2 松本美須々ヶ丘 2349 柴田 莉生(3)   3:47.21 

ﾅｶﾉﾆｼ ﾄｸﾀｹ ﾐﾅﾄ DNS ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶｺｳｺｳ ｼﾊﾞﾀ ﾘｵ
  939 田中 勇輝(3)  2346 藤井 雅空(2)

ﾀﾅｶ ﾕｳｷ ﾌｼﾞｲ ｶﾞｸ
  950 竹内 秀騎(3)  2338 野口 翔太朗(3)

ﾀｹｳﾁ ﾋﾃﾞｷ ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ
  927 望月 良唯(2)  2342 鶴見 冬馬(2)

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾗｲ ﾂﾙﾐ ﾄｳﾏ
    9 上田高          9 小諸高      

ｳｴﾀﾞｺｳ DNS ｺﾓﾛｺｳ DNS

男子

4×400m

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC  9032 岩田 晃   3:16.28 

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞｴｰｼｰ ｲﾜﾀ ｱｷﾗ 大会新
 9037 中村 颯人

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ
 9036 清水 泰志

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ
 9033 小林 航

ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ
 2   7 東海大諏訪高    59 窪田 翔真(3)   3:17.77 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ
   58 名取 勇人(3)

ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ
   41 鈴木 慎吾(2)

ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ
   56 矢島 壮野(3)

ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ
 3   5 松本大  9072 和田 響一(3)   3:22.03 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾜﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ
 9066 洞澤 光(4)

ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ
 9055 栗林 雄大(4)

ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｹﾋﾛ
 9071 鈴木 颯(2)

ｽｽﾞｷ ｿﾗ
 4   9 松商学園高  2494 齋藤 飛元(1)   3:30.88 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｻｲﾄｳ ﾋｹﾞﾝ
 2475 清澤 広伸(3)

ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ
 2484 川瀬 拓郎(3)

ｶﾜｾ ﾀｸﾛｳ
 2465 山田 瑛太(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ
 5   3 飯山高   823 小林 和真(3)   3:34.89 

ｲｲﾔﾏｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ
  806 川久保 力生(2)

ｶﾜｸﾎﾞ ﾘｷ
  830 増田 達哉(3)

ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ
  826 江口 拓海(3)

ｴｸﾞﾁ ﾀｸﾐ
 6   4 長野高  1116 矢部 道也(3)   3:37.06 

ﾅｶﾞﾉｺｳ ﾔﾍﾞ ﾐﾁﾅﾘ
 1119 船本 力生(2)

ﾌﾅﾓﾄ ﾘｷ
 1114 竹前 克哉(3)

ﾀｹﾏｴ ｶﾂﾔ
 1118 飯島 千太郎(2)

ｲｲｼﾞﾏ ｾﾝﾀﾛｳ
    8 佐久長聖高      

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ DNS

   1 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC   3:16.28 大会新 岩田 晃 中村 颯人 清水 泰志 小林 航   3   1
   2 東海大諏訪高   3:17.77 窪田 翔真(3) 名取 勇人(3) 鈴木 慎吾(2) 矢島 壮野(3)   3   2
   3 松本大   3:22.03 和田 響一(3) 洞澤 光(4) 栗林 雄大(4) 鈴木 颯(2)   3   3
   4 松本国際高   3:28.92 梶川 新(3) 中澤 歩希(2) 大日向 孝雅(2)中村 伊吹(3)   2   1
   5 松商学園高   3:30.88 齋藤 飛元(1) 清澤 広伸(3) 川瀬 拓郎(3) 山田 瑛太(2)   3   4
   6 長野高専   3:31.48 宮崎 凌央(2) 吉澤 涼(4) 志村 匠音(3) 高橋 一輝   2   2
   7 豊科高   3:32.99 上条 勇貴(3) 降旗 陸(3) 小林 怜央(2) 輪湖 颯(3)   2   3
   8 大町岳陽高   3:33.61 平出 純大(3) 畠山 史城(3) 峯村 享明(3) 高根 夏雪(2)   2   4
   9 辰野高   3:34.53 宮澤 駿也(2) 古庄 武(3) ロペス田中 ガブ佐藤 大介マーク  1   1
  10 飯山高   3:34.89 小林 和真(3) 川久保 力生(2)増田 達哉(3) 江口 拓海(3)   3   5
  11 岩村田高   3:35.10 榊原 歩(2) 菊池 優介(2) 佐々木 隆之介(米山 瑠(2)   2   5
  12 長野高   3:37.06 矢部 道也(3) 船本 力生(2) 竹前 克哉(3) 飯島 千太郎(2)  3   6
  13 木曽青峰高   3:38.06 南村 蓮(3) 福海 空汰(3) 鈴木 生人(2) 鈴木 康介(2)   1   2
  14 上田千曲高   3:39.37 中村 春希(3) 小林 誠史(2) 西田 陸人(2) 山下 千颯(2)   1   3
  15 上田西高   3:42.60 大木 咲翔(2) 成澤 優希(1) 滝沢 優太(2) 筑波 直斗(2)   1   4
  16 長野工高   3:43.01 牧 大悟(3) 松澤 虎太郎(2)塩原 拓実(2) 柳澤 剛生(3)   2   6
  17 松本美須々ヶ丘高   3:47.21 柴田 莉生(3) 藤井 雅空(2) 野口 翔太朗(3)鶴見 冬馬(2)   2   7
    長野西高          DNS   1    
    野沢南高          DNS   1    
    中野西高          DNS 德竹 皆人(2) 田中 勇輝(3) 竹内 秀騎(3) 望月 良唯(2)   1    
    上田高          DNS   1    
    小諸高          DNS   2    
    佐久長聖高          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23日 13:00

長野県記録(PR)                   2.18 吉田 剛                      仙台大           2002/05/19  
長野県高校記録(KR)               2.17 小柳 和朗                    中野実業         1990/07/07  
大会記録(GR)                     2.15 関 泰一                      長野ｽｽﾞｷ         1980        

2m15
芋川 駿 - - - - - o xxo xxx
ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ NAGANO APPLES
関本 遊大(1) - - - xxo xxo xxx
ｾｷﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 松本大
中村 伊吹(3) - - o xo xxr
ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 松本国際高
林 知彦 - - o xo xxx
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋｺ NAGANO APPLES
傳田 優(3) o o xxx
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕﾀｶ 長野吉田高
髙田 真平(2) o o xxx
ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 松本県ヶ丘高
遠山 舜也(4) - xo xxx
ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 国士大
西尾 誓(3) xo xxx
ﾆｼｵ ｾｲ 穂高東中
兒野 幹(3) xxx NM
ﾁｺﾞﾉ ﾐｷ 豊科南中
河瀬 空雅(2) xxx NM
ｶﾜｾ ｸｳｶﾞ 中野立志館高
片平 大地 - - xxx NM
ｶﾀﾋﾗ ﾀﾞｲﾁ NAGANO APPLES
櫻井 絢悠(2) DNS
ｻｸﾗｲ ｹﾝﾕｳ 佐久長聖高
佐藤 克哉(3) DNS
ｻﾄｳ ｶﾂﾔ 長野工高
降幡 諒成(2) DNS
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖高
田中 勇輝(3) DNS
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 中野西高
中村 陸空(3) DNS
ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 長野吉田高

決勝 4月24日 10:00

長野県記録(PR)                   5.40 松澤 ジアン成治              中京大           2013/08/04  
長野県高校記録(KR)               5.11 松澤 ジアン成治              高遠             2009/07/20  
大会記録(GR)                     5.11 内山 朋也                    筑波大           2017        

4m00 4m10 4m20 4m30 4m40 4m50 4m40
重田 篤希(3) - - - - - - - - - -
ｼｹﾞﾀ ｱﾂｷ 松本深志高 - - - o - xxx
石坂 巽海(3) - - - - - - - - - -
ｲｼｻﾞｶ ﾀﾂﾐ 松本大 - o - o xxx r
中谷 息吹(3) - - - - - - - - - -
ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ 松本国際高 o - xo xo xxx
伊藤 拓也 - - - - - o - o o o
ｲﾄｳ ﾀｸﾔ ｻﾝ工業 o xxx
宮下 倖盛 - - - - - - - - o xo
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｾｲ かもしか倶楽部 xxx
鈴木 慶次(3) - - - - - xxo xxo xxx
ｽｽﾞｷ ｹｲｼﾞ 長野工高
両角 駿介(3) - - - - xxo xo xxx
ﾓﾛﾂﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ 諏訪二葉高
奥 直也(3) - o o xxo o xxo xxx
ｵｸ ﾅｵﾔ 原中
日達 羽流(2) o o o o o xxx
ﾋﾀﾁ ﾊﾙ 東海大諏訪高
小山 吉明 xxx NM
ｺﾔﾏ ﾖｼｱｷ 須坂陸協
三石 蒼士(3) DNS
ﾐﾂｲｼ ｱｵｼ 野沢中

1  9086      

2  4085      

8 3  7897  3.50

9 4    48  3.40

6 5  1168  3.60

7 6  2620  3.50

4 7  9020  4.00

5 8  9013  3.90

2 10  9062  4.30

3 9  2517  4.30

記録 備考

1 11  2258  4.30

3m50 3m60 3m70 3m80 3m90

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
3m00 3m10 3m20 3m30 3m40

8  1066      

5  2842      

6   939      

1  2802      

3  1166      

9   913      

12  9005      

8 2  6588  1.75

4  6662      

5 10  2305  1.80

7 11  9043  1.80

3 15  9006  1.90

5 7  1056  1.80

2 14  9052  1.95

3 13  2519  1.90

記録 備考

1 16  9003  2.05

2m00 2m05 2m10 2m09 2m12

男子

走高跳

決勝

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



決勝 4月23日 10:30

長野県記録(PR)                   7.94 嶺村 鴻汰                    筑波大           2014/06/08  
長野県高校記録(KR)               7.61 嶺村 鴻汰                    大町             2010/10/02  
大会記録(GR)                     7.75 深沢 宏之                    日大             2015        

 ３回の
 最高記録

松本 陸(4)   7.22   x    x    7.22    x   7.38  7.48   7.48 
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 信州大   +2.8               +2.8         -0.5  +1.6   +1.6
深沢 宏之 東  京   7.09   x   7.09   7.09    x    x    x    7.09 
ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ MINT TOKYO   +0.8        -1.7   -1.7                      -1.7
上條 将吾   6.67  6.89   x    6.89   6.58  6.93  6.95   6.95 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺﾞ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ   +1.3  +2.2         +2.2   -1.2  +1.5  -1.9   -1.9
寺島 恒輔(3)   6.84  6.54  6.59   6.84   6.46  6.56   x    6.84 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 小諸高   +1.9  +0.4  +0.7   +1.9   -3.0  +1.9         +1.9
鈴木 瑛翔(1)   6.79  6.50  6.48   6.79    x   6.43   x    6.79 
ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ 赤穂高   +2.0  +1.4  +0.4   +2.0         +0.9         +2.0
大塚 悠生(3)   6.30  6.35  6.46   6.46    x   6.23  6.29   6.46 
ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ 長野吉田高   +0.8  +1.8  +0.8   +0.8         -0.2  -0.6   +0.8
小林 蓮(3)   0.00  6.04  6.34   6.34    -    -    -    6.34 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 国士大         +1.1  -1.3   -1.3                      -1.3
倉澤 拓弥(1)   6.29   x   6.05   6.29   5.89  6.31  6.24   6.31 
ｸﾗｻﾜ ﾀｸﾔ 東海大諏訪高   +1.9        +0.7   +1.9   -0.2  +1.3  -0.9   +1.3
栁澤 秀哉(2)   6.21  6.00  6.28   6.28             6.28 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｭｳﾔ 松商学園高   +2.4  +1.1  +0.0   +0.0                      +0.0
堀内 來夢(3)   6.25  6.14   x    6.25             6.25 
ﾎﾘｳﾁ ﾗｲﾑ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +1.5  +1.1         +1.5                      +1.5
佐藤 智哉(2)   6.06   x   6.20   6.20             6.20 
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 諏訪東理大   +1.2        -0.6   -0.6                      -0.6
伊藤 司騎(1)   6.05  3.43   x    6.05             6.05 
ｲﾄｳ ｼｷ 山梨学院大   +2.0  +1.1         +2.0                      +2.0
小口 蒼葉(1)   6.04  5.85  6.03   6.04             6.04 
ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 東海大諏訪高   +0.9  +0.1  +0.7   +0.9                      +0.9
西山 陸   5.52  6.01  5.88   6.01             6.01 
ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ 岡谷工高   +2.2  +1.0  +1.1   +1.0                      +1.0
村本 瑛(3)   2.52   x    -    2.52             2.52 
ﾑﾗﾓﾄ ｱｷﾗ 長野高専   +0.9               +0.9                      +0.9
松村 喜道(3)                            DNS
ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ 佐久長聖高                                                   
齋藤 琉希(3)                            DNS
ｻｲﾄｳ ﾘｭｳｷ 長野俊英高                                                   
小山 和馬(3)                            DNS
ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾏ 信州大                                                   
南澤 爽太                            DNS
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 岩村田高                                                   
木村 伊吹(3)                            DNS
ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 佐久長聖高                                                   

8  1591

15  1654

5  3128

7  9079

15 1  3511

4  2810

13 9    55

14 2   279

11 11  9085

12 16  9046

9 13  2468

10 3  6378

7 17  9044

8 10    65

5 14   486

6 6  1061

3 18  9023

4 12  2830

1 20  9081

2 19  9002

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-



決勝 4月24日 12:30

長野県記録(PR)                  16.98 石川 和義                    筑波大           2004/10/10  
長野県高校記録(KR)              15.58 石川 和義                    中野実業         2000/09/02  
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    x  15.53   -   15.53    x    x  15.24  15.53 
ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ いｰやま         +0.9         +0.9               +0.6   +0.9
筒木 順(2)  12.74 12.24 12.77  12.77  12.69 12.76 12.26  12.77 
ﾂﾂｷ ｼﾞｭﾝ 松本国際高   -0.4  +0.8  +0.6   +0.6   +1.1  +0.4  -0.1   +0.6
佐藤 智哉(2)    x  12.69 12.61  12.69  12.42 12.54 12.67  12.69 
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 諏訪東理大         +1.3  -0.1   +1.3   +1.6  +0.2  +1.0   +1.3
田村 斡也(2)  12.60 12.50 12.40  12.60  12.43   x    x   12.60 
ﾀﾑﾗ ｱﾂﾔ 市立長野高   +1.0  +0.9  +0.9   +1.0   +0.5               +1.0
矢沢 佑真(3)  12.24 12.24 12.20  12.24  12.56 12.17   x   12.56 
ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 東海大諏訪高   -0.5  +0.7  +0.7   -0.5   +1.3  +0.2         +1.3
佐々木 隆之介(2)  12.39 12.34   x   12.39    x  12.18 12.48  12.48 
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 岩村田高   +0.3  +0.1         +0.3         +0.4  +0.9   +0.9
芦田 弘誠(3)    x  12.18   x   12.18  12.48   x    x   12.48 
ｱｼﾀﾞ  ｺｳｾｲ 松本工高         +0.7         +0.7   +0.4               +0.4
田中 舜也(3)  12.25 12.30 12.43  12.43    x  12.24 12.17  12.43 
ﾀﾅｶ  ﾄｼﾔ 松本工高   +0.8  +1.3  +0.5   +0.5         +0.6  +1.1   +0.5
山本 隼大(3)    x    x    x                   NM
ﾔﾏﾓﾄ ﾄｼｷ 市立長野高                                                   
松村 喜道(3)                            DNS
ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ 佐久長聖高                                                   
村本 瑛(3)                            DNS
ﾑﾗﾓﾄ ｱｷﾗ 長野高専                                                   
佐藤 駿也(2)                            DNS
ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ 飯山高                                                   
金子 司                            DNS
ｶﾈｺ ﾂｶｻ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野                                                   
南澤 爽太                            DNS
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 岩村田高                                                   

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 14  9009

2 1  2523

3 9  9085

4 7   856

5 2    60

6 4  1596

7 3  2414

8 6  2416

5   876

8  2810

10  3511

11   802

12  9025

13  1591



決勝 4月23日 11:30

長野県記録(PR)                  16.29 米倉 朋輝                    協栄電気興業     2021/07/11  
大会記録(GR)                    15.75 米倉 朋輝                    協栄電気興業     2021        

 ３回の
 最高記録

米倉 朋輝
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 協栄電気興業
金子 周平(4)
ｶﾈｺ ｼｭｳﾍｲ 松本大
松野 太輝
ﾏﾂﾉ ﾀｲｷ かもしか倶楽部
小林 拓矢
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ お山の接骨院
大日方 栄貴
ｵﾋﾞﾅﾀ ｴｲｷ 長野高専
塩島 律哉(1) DNS
ｼｵｼﾞﾏ ﾘﾂﾔ 松本大

決勝 4月23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

木藤 海琉(3) 大会新
ｷﾄﾞｳ ｶｲﾙ 長野高専
田近 資武(3)
ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ 木曽青峰高
宇原 琥響(2)
ｳﾊﾗ ｺｵﾄ 松本蟻ヶ崎高
梶川 新(3)
ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ 松本国際高
山岸 翔空(3)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾄｱ 松代高
鶴見 冬馬(2)
ﾂﾙﾐ ﾄｳﾏ 松本美須々ヶ丘高
武田 陽(3)
ﾀｹﾀﾞ ﾖｳ 長野日大高
上原 良太(3)
ｳｴﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 長野日大高
小林 一成(3)
ｺﾊﾞﾔｼ  ｲｯｾｲ T&F佐久平
新垣 健琉
ｱﾗｶｷ ﾀｹﾙ 岡谷工高
羽場 太陽 DNS
ﾊﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 岩村田高
藤森 寿馬(2) DNS
ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 諏訪清陵高
小山 翔平(2) DNS
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 佐久長聖高
髙橋 勇翔(3) DNS
ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 松本国際高

決勝 4月23日 11:30

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

三浦 拓斗(3)
ﾐｳﾗ ﾀｸﾄ 女鳥羽中
長田 宙斗(3)
ﾅｶﾞﾀ ﾋﾛﾄ 茅野東部中
宇敷 有生(3) DNS
ｳｼｷ ﾕｳｲ 女鳥羽中
折井 亜星(3) DNS
ｵﾘｲ ｱｾｲ 女鳥羽中
尾藤 峻(1) DNS
ﾋﾞﾄｳ  ｼｭﾝ 佐久長聖高

       

   x    8.40   8.62   9.11   9.28   9.28 

1  9049                    

5 2  9091    x   8.40

 10.64 

4 3  9010   9.55   9.55 

 10.64   10.64    x    x   9.67

   x    x    9.55    x    x    x

 12.43 

   x   15.15    x    x    x

   x  12.20   12.20    x    x  12.43

 15.15 

-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-

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-

1 6  9041  15.15  14.93

3 4  9016  10.59    x

2 5  9054    x

備考

1 14  3519  14.20  13.85  14.36   14.36  13.66  14.09

-2- -3- -4- -5- -6- 記録

 13.43  14.36 

 11.47  12.10 

3 10  2390  10.64  10.81  10.97   10.97

2 12  1949  10.22  10.84  10.84   10.84  11.85  12.10

5 6  1424   9.84   8.63

 11.24  11.23  10.55  11.24 

4 11  2511  10.89  10.57  10.19

  7.60    9.84   9.13    x    x   9.84 

  10.89  10.72  10.85  10.69  10.89 

7 4  1261   8.60   9.02

6 3  2342   9.23   9.49

   x    9.02   9.18   9.43   9.29   9.43 

   9.49   9.02   9.15   9.39   9.49    x

9 7  9008   8.76   8.78

8 2  1259   8.94   7.86

  8.55    8.78            8.78 

   8.94   7.94   8.27   8.48   8.94   8.45

8  1590       

10 5   251   8.32   7.93

                    

   8.32            8.32   7.89

13  2813       

9   112       

                    

                    

                 

男子少年B

15  2508          

備考

1 2  7296   8.31   8.09

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

   x    8.31   8.47   7.54   7.35   8.47 

-4- -5- -6- 記録

1  7290       

2 3  7878   7.95    x

                    

   7.95   7.23   7.44    x   7.95   7.83

5  2841       

4  7291       

                    

                    



決勝 4月23日 13:30

長野県記録(PR)                  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 上田陸協
神田 郁実
ｶﾝﾀﾞ ｲｸﾐ お山の接骨院
上原 隆伸
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
小林 拓矢
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ お山の接骨院
小林 錬
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 安曇野AC
松野 太輝
ﾏﾂﾉ ﾀｲｷ かもしか倶楽部
大庭 達也 DNS
ｵｵﾊﾞ ﾀﾂﾔ NAGANO APPLES

決勝 4月23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

田近 資武(3)
ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ 木曽青峰高
井澤 眞成(1)
ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾅﾘ 松本国際高
百瀬 洋夢(3)
ﾓﾓｾ ﾋﾛﾑ 穂高商高
倉光 悠晴(3)
ｸﾗﾐﾂ ﾕｳｾｲ 丸子修学館高
山岸 翔空(3)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾄｱ 松代高
木藤 誉秀阿(2)
ｷﾄﾞｳ ｼﾞｮｼｭｱ 佐久平総合高
原 胡太(2)
ﾊﾗ ｺﾀ 須坂創成高
小林 薫平(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾝﾍﾟｲ 飯山高
関 佑太(3)
ｾｷ ﾕｳﾀ 長野吉田高
鶴田 宏門(3)
ﾂﾙﾀ ﾋﾛﾄ 長野商高
両角 俐音(3)
ﾓﾛｽﾞﾐ ﾘｵﾝ 茅野高
刈間 拓己(2) DNS
ｶﾘﾏ ﾀｸﾐ 長野工高
村本 琢実(1) DNS
ﾑﾗﾓﾄ  ﾀｸﾐ 佐久長聖高
廣瀬 春哉(3) DNS
ﾋﾛｾ ﾊﾙﾔ 須坂創成高
羽場 太陽 DNS
ﾊﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 岩村田高

   

 28.10 29.29 

7 1  9016  24.93 25.73   x   25.73

       7  9004                 

5 2  9010  29.76 28.33

 25.49 25.77   x  25.77 

6 3  9039  29.29   x  27.87

 28.01  29.76  27.94   x    x  29.76 

  29.29    x  27.72

 32.87 33.06 34.46 34.46 

  34.22  34.31   x

   x  39.95 

   x  34.31 

   x    x

備考

1 8  9041  39.89 39.62   x   39.89    x  41.97 

記録-4- -5- -6-

   x  41.97

男子

円盤投(2.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

  39.95

 33.38  34.303 4  9011  33.26 34.30

4 5  9026  34.22   x    x

2 6  9073  37.75 38.85 39.95

   x  32.18 

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

4 13  1756  28.41 24.00 29.42  29.42

記録 備考

1 14  1949  32.18 29.91 31.30  32.18  31.65

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

 31.97

   x  30.89 27.46 31.22 

3 10  2110    x  29.66   x

2 5  2503  29.41 31.22 31.10  31.22

 29.56 29.46 22.17 29.56 

  29.66  28.33   x  27.08 29.66 

6 6  1628  25.59 25.06

5 11  1424    x  25.59

 25.32  25.59    x  25.22 25.62 25.62 

  25.59  25.87 26.70 21.54 26.70  22.41

8 4   834  24.87 25.40

7 2   970  23.10 25.61

 24.31  25.40  24.13 24.93   x  25.40 

  25.61  23.73 22.00 24.40 25.61  23.74

10 12  1135  19.76 24.27

9 8  1055  23.13 22.08

 22.30  24.27           24.27 

  24.74           24.74  24.74

1  1173       

11 3    30  23.61 23.42

                    

  23.61           23.61    x

9   959       

7  2804       

                    

                    

                 15  1590          



決勝 4月24日  9:40

長野県記録(PR)                  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(4)
ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳｼ 松本大
末元 昂成(4)
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 日本福祉大
神田 郁実
ｶﾝﾀﾞ ｲｸﾐ お山の接骨院
神田 雅翔(2)
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
長岩 輝(1)
ﾅｶﾞｲﾜ ﾋｶﾙ 松本大
大日方 栄貴
ｵﾋﾞﾅﾀ ｴｲｷ 長野高専

決勝 4月24日  9:40

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

青栁 修斗(3)
ｱｵﾔｷﾞ ｼｭｳﾄ 穂高商高
百瀬 洋夢(3)
ﾓﾓｾ ﾋﾛﾑ 穂高商高
馬場 滉太(3)
ﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾀ 丸子修学館高
渡邊 玄埜(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾔ 穂高商高
北澤 直也(3)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 上田千曲高
茂手木 伸伍(3)
ﾓﾃｷﾞ ｼﾝｺﾞ 飯山高
大日方 快至(3)
ｵﾋﾞﾅﾀ ｶｲｼﾞ 長野高専
刈間 拓己(2) DNS
ｶﾘﾏ ﾀｸﾐ 長野工高
依田 遼(2) DNS
ﾖﾀﾞ ﾘｮｳ 野沢南高

   x  48.86 

7 1  9091    x    x

6 2  9065  32.63 40.18

 36.17  36.17  35.81 34.99   x  36.17 

  40.18  40.13 36.96 40.43 40.43    x

5 3  9026    x  42.40

 50.14 49.17 50.38 50.38 

4 5  9061    x  48.86 47.10

 42.85  42.85  42.21   x  40.96 42.85 

  48.86  48.28 47.38

 50.40 50.40 

3 6  9011  48.96 50.20 48.96  50.20

2 4  9098    x  43.64 47.30  47.30  47.82 49.02

備考

1 7  9069  47.41 52.25 51.35  52.25  47.91   x

-2- -3- -4- -5- -6- 記録

 47.79 52.25 

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- -2-

男子

ﾊﾝﾏｰ投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

   x  41.52 46.70 

備考

1 6  2111    x  47.02 48.82  48.82  46.64 46.56

-3-

  46.33    x  48.66  43.66 48.66

-4- -5- -6- 記録

   x  48.82 

5 7  1887  38.11   x    x

2 8  2110  46.33   x  44.79

 37.02 38.23 

  38.11    x  37.11 34.06

3 9  1758  43.54 46.70 45.41  46.70    x

 38.11 

4 4  2112  37.03 36.20 33.02  37.03  32.36 38.23

 33.81 33.89 

7 2  3525  27.61 30.69 31.66  31.66    x  29.74   x  31.66 

6 5   825  19.12 33.57 33.24  33.57  29.59 33.89

          

3  1173                     

1  1563                 

      



決勝 4月24日 13:00

長野県記録(PR)                  72.50 塩川 拓                      国武大           2017/03/18  
長野県高校記録(KR)              63.41 小平 将斗                    松本国際         2021/05/01  
大会記録(GR)                    70.16 新垣 暁登                    ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC      2021        

 ３回の
 最高記録

新垣 暁登
ｱﾗｶﾞｷ ｱｷﾄ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC
塩川 拓
ｼｵｶﾜ ﾀｸ HOKTO
矢ヶ崎 奨
ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ 上田陸協
浅村 汰壱(3)
ｱｻﾑﾗ ﾀｲﾁ 松商学園高
梶川 新(3)
ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ 松本国際高
友田 利男
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ かもしか倶楽部
平野 雄大
ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀﾞｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
林 智輝(2)
ﾊﾔｼ ﾄﾓｷ 松本県ヶ丘高
菊池 優介(2)
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 岩村田高
西本 悠人(3)
ﾆｼﾓﾄ ﾕｳﾄ 長野商高
小松 敬斗(3)
ｺﾏﾂ ｹｲﾄ 長野吉田高
小栗 聡真(2)
ｵｸﾞﾘ ｿｳﾏ 松本美須々ヶ丘高
深澤 恒頼(2)
ﾌｶｻﾜ ﾋｻﾖﾘ 長野吉田高
宮澤 克幸(2)
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾂﾕｷ 松本大
藤森 寿馬(2) DNS
ﾌｼﾞﾓﾘ ｶｽﾞﾏ 諏訪清陵高
日達 匠海(3) DNS
ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ 上伊那農高
垣内 司(3) DNS
ｶｷｳﾁ ﾂｶｻ 更級農高

男子

やり投(800g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -6- 備考

1 17  9035  65.33 68.04   x   68.04

 61.74  61.74  61.93 62.74

-4- -5-

 67.18   x

-1- -2- -3-

   -  68.04 

記録

 60.99 62.74 

3 15  9074  57.89 60.72 58.41  60.72  54.40 58.24   x  60.72 

2 16  9001  53.58 61.00

 43.28   -  51.45 

4 12  2479  52.37 54.20 53.46  54.20  50.85 54.20 

5 11  2511  47.68 51.45 34.57  51.45  45.91

 52.22 51.09

   x  49.30 

  48.48  41.10 41.81 45.48 48.48 

6 10  9019    x  49.20 43.35  49.20  47.60 49.30

7 14  9030  45.27 45.90 48.48

 45.00 46.44 

9 5  1593  43.04 43.28 46.07  46.07           46.07 

8 3  2303    x  42.91 46.44  46.44  38.08   x

       43.48 

10 8  1140    x    x  44.24  44.24     44.24 

11 4  1060    x  43.48 42.87  43.48    

      

    43.33 

  42.98           42.98 

12 7  2344  43.33 39.56 42.25  43.33       

13 2  1063  37.59 42.98   x

    40.66 

1   112                           

14 9  9053  40.47 40.66 34.46  40.66       

          

6   360                     

13  2753
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