
大会コード 22170008

： ２０２２年６月２５日(土) －２６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
信濃毎日新聞社・松本市教育委員会

： 長野県教育委員会
： 内山 了治
： 小林 幸太郎 (トラック)　 内堀 俊彦 / 篠原 克修 (跳躍)　

田澤 稔 (投てき)　 小川 淳 (スタート)　
小林 初美 (招集所)　

： 瀧沢 佳生

■グラウンドコンディション
6月25日(土) 6月26日(日)

10:00 晴れ 南 3.0 30.4 30.0 09:00 曇り 南 1.4 27.9 35.3
11:00 晴れ 南東 3.0 30.9 29.7 10:00 曇り 南西 3.6 28.8 32.7
12:00 晴れ 南 3.5 31.8 27.9 11:00 曇り 南南西 2.3 29.3 30.9
13:00 晴れ 南西 2.0 32.3 26.9 12:00 曇り 南西 1.6 29.1 33.5
14:00 晴れ 南西 2.5 32.8 24.5 13:00 曇り 南西 2.0 29.4 35.1
15:00 晴れ 南 1.8 32.8 25.6 14:00 曇り 南 3.0 29.9 34.3
16:00 曇り 南 3.9 30.2 30.3 15:00 曇り 南 3.0 29.2 33.6

16:00 曇り 南 3.5 29.6 35.6

■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)
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)
()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
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5m20



第75回長野県陸上競技選手権大会 ﾄﾗｯｸ審判長 小林 幸太郎

【開催日】 2022年6月25日(土)-26日(日) 跳躍審判長 篠原 克修/内堀 俊彦
【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 小川 淳

決勝記録一覧表 招集所審判長 小林 初美

(PR:県新 CR: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

 6/26 男子  -2.0 西村 陽杜(4) 10.72 越山 遥斗(3) 10.76 今西 康太(3) 10.85 樋口 一馬 10.87 福澤 耀明(3) 10.93 酒井 幹汰(1) 10.94 鈴木 慎吾(2) 11.26 水島 優 11.60

100m 東洋大 信州大 城西大 東  京･MINT TOKYO 佐久長聖高 大東大 東海大諏訪高 Mt.Rex TC

 6/25  -0.1 樋口 一馬 20.95 越山 遥斗(3) 21.03 中村 颯人 21.38 髙橋 和真 21.44 鈴木 慎吾(2) 21.57 宮本 昇舞(2) 21.98 酒井 幹汰(1) 22.00 木戸 亮太(4) 22.60

200m 東  京･MINT TOKYO 信州大 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 長野高専 東海大諏訪高 長野工高 大東大 松本大

 6/26 宮崎 日向(1) 48.07 名取 勇人(3) 48.65 安坂 丈瑠(3) 48.97 輪湖 颯(3) 49.52 柏木 優(3) 50.84 降幡 諒成(2) 50.95 和田 響一(3) 1:01.37

400m 日大 東海大諏訪高 佐久長聖高 豊科高 東経大 佐久長聖高 松本大

 6/25 髙橋 一輝 1:52.49 岡田 遥人(4) 1:55.86 小坂 悠太(3) 1:57.21 牧田 蒼斗(M) 1:57.81 梅原 悠良(2) 1:57.95 市川 和英(3) 1:59.20 濱野 大輝(1) 2:00.04 北村 隆之介(1) 2:01.94

800m 長野高専 松本国際高 東海大諏訪高 信州大 上田西高 上田西高 松商学園高 日大

 6/26 白川 友一 3:59.07 武田 寧登(3) 4:01.79 日野 志朗 4:02.02 梅原 悠良(2) 4:02.53 市川 和英(3) 4:03.55 酒井 龍一(4) 4:03.88 勝山 大珠(2) 4:05.93 鷲野 彪雅(3) 4:07.13

1500m 長野市陸協 上田西高 RUN JOY 上田西高 上田西高 東洋大 市立長野高 飯山高

 6/25 牛山 純一 14:47.95 高梨 良介 15:11.82 早野 吉信 15:17.29 宮下 晴貴 15:35.28 武田 寧登(3) 15:38.80 仁科 利弥 15:43.20 水野 琉斗(2) 15:46.77 原 謙二郎 15:49.00

5000m ｼﾃｨｰﾗﾝﾅｰ ﾄｰﾊﾂ 飯伊陸協 RUN JOY 上田西高 飯伊陸協 松商学園高 飯伊陸協

 6/26 牛山 純一 30:49.32 高梨 良介 31:27.78 池田 悠司(4) 32:59.88 甘利 大祐 33:54.70 牧内 祥広 34:44.05 菅沼 直紘(3) 34:46.48 小林 敏明 35:00.67 大村 一 35:11.64

10000m ｼﾃｨｰﾗﾝﾅｰ ﾄｰﾊﾂ 松本大 ｺﾄﾋﾗ工業 腰越JSC 信州大 上田陸協 癒しの森AC

 6/26  -2.6 吉村 健吾 14.79 飯島 大陽(2) 14.80 井出 純一朗(4) 14.83 漆原 奏哉(1) 15.09 内海 亮平(3) 15.10 小口 蒼葉(1) 15.23 倉田 歩夢(3) 15.27 森 遼己(1) 16.12

110mH(1.067m) 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 明大 東理大 仙台大 佐久長聖高 東海大諏訪高 城西大 城西大

 6/25 岡村 州紘(4) 50.50 小林 航 52.90 清水 泰志 53.44 德嵩 力也(2) 54.18 宮澤 武流(2) 54.53 洞澤 光(4) 55.17 下里 直弥 56.89 石川 泰地(3) 1:08.84

400mH(0.914m) 東  京･日大 CR ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 市立長野高 日体大 松本大 松本国際AC 埼玉大

 6/25 小林 隼人(3) 9:41.57 小林 季生 10:00.78 大井 飛翔(1) 10:01.70 小長谷 祥治 10:04.25 森田 克馬(2) 10:05.75 竹内 朝輝(3) 10:09.96 荒尾 福之助(3) 10:14.05 金森 柊弥(2) 10:18.15

3000mSC(0.914m) 上田西高 ｼﾃｨｰﾗﾝﾅｰ 皇學館大 長野市陸協 信州大 上田西高 信州大 佐久平総合高

 6/26 鈴木 英司(4) 20:18.57 清水 海地(3) 21:07.46 鈴木 淳也(3) 21:39.49 佐藤 晋太(1) 21:50.57 栁澤 優斗 22:48.18 田幸 瞭(3) 22:51.47 仲田 知弘(3) 23:21.88 小島 颯翔(2) 23:39.23

5000m競歩 東海大 明大 長野商高 中京大 ﾄｰﾊﾂ 長野日大高 長野商高 丸子修学館高

 6/25 松本大       40.98 佐久長聖高       41.50 長野日大高       42.74 市立長野高       43.03 野沢南高       43.41 須坂創成高       43.45 松本国際高       45.46
4×100m 石坂 巽海(3) 木村 伊吹(3) 夏目 士瑠(3) 青山 凌大(1) 小須田 翔(1) 寺嶋 玲音(3) 中谷 息吹(3)

永井 颯太(2) 木内 心大(3) 宮越 雄勢(3) 青栁 伸哉(2) 由井 晴陽(2) 小林 魁(3) 渡辺 直弥(1)

内山 友貴(1) 安坂 丈瑠(3) 小池 集万(3) 德嵩 力也(2) 山浦 雅斗(2) 田中 豪(3) 松澤 尚弥(3)

和田 響一(3) 福澤 耀明(3) 町田 周吾(3) 昌山 俊也(1) 塚田 要(2) 大峡 亮太(3) 中村 駿汰(1)

 6/26 長野高専     3:18.16 東海大諏訪高     3:18.55 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC     3:19.45 佐久長聖高     3:20.50 松本大     3:21.05 信州大     3:26.80 松商学園高     3:29.63 松本国際高     3:32.06
4×400m 吉澤 涼(4) 窪田 翔真(3) 岩田 晃 降幡 諒成(2) 木戸 亮太(4) 小山 和馬(3) 齋藤 飛元(1) 竹岡 尚輝(2)

髙橋 和真 鈴木 慎吾(2) 中村 颯人 安坂 丈瑠(3) 洞澤 光(4) 牧田 蒼斗(M) 山田 瑛太(2) 中澤 歩希(2)

志村 匠音(3) 矢島 壮野(3) 小林 航 木内 心大(3) 和田 響一(3) 尾崎 康佑(2) 川瀬 拓郎(3) 大日向 孝雅(2)

髙橋 一輝 名取 勇人(3) 清水 泰志 福澤 耀明(3) 内山 晃輔(2) 若林 圭汰(2) 清澤 広伸(3) 中村 駿汰(1)

 6/26 芋川 駿 2.05 中村 伊吹(3) 1.95 片平 大地 1.95 林 知彦 NAGANO APPELS 1.95 松島 稜之 1.90 柴垣 颯大(1) 1.90 田中 勇輝(3) 1.85

走高跳 NAGANO APPELS 松本国際高 NAGANO APPELS 関本 遊大(1) 松本大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 信州大 中野西高

 6/25 内山 朋也(M) 5.41 中谷 息吹(3) 4.60 重田 篤希(3) 4.50 石坂 巽海(3) 4.30 関 知大 4.20 伊藤 拓也 4.00 宮下 倖盛 3.80 奥 直也(3) 3.60

棒高跳 筑波大 PR CR 松本国際高 松本深志高 松本大 Mt.Rex TC ｻﾝ工業 かもしか倶楽部 原中

 6/25 深沢 宏之 7.52(+3.2) 荒井 陽呂実 7.46(+3.1) 竹入 聡一郎(M) 7.21(+1.4) 鈴木 瑛翔(1) 7.15(+5.7) 宮下 駿介(3) 7.10(+3.9) 栁澤 秀哉(2) 7.08(+4.7) 池ヶ谷 賢吾(1) 7.06(+2.6) 上條 将吾 6.95(+4.8)

走幅跳 東  京･MINT TOKYO 飯山高 筑波大 赤穂高 国武大 松商学園高 信州大 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

 6/26 石川 和義 15.53(+1.0) 櫻井 大幹 14.83(+0.7) 小池 哲平 14.72(+2.9) 塚田 奏(1) 14.62(+2.9) 南澤 爽太(3) 14.40(+0.7) 小山 敦司(2) 14.10(+4.2) 大郷 佳己斗(3)14.00(+1.9) 中村 洋平(1) 13.91(+0.1)

三段跳 いｰやま 軽井沢A&AC 東海大 東学大 岩村田高 駿河台大 松本大 駿河台大

 6/25 米倉 朋輝 15.66 髙橋 勇翔(3) 13.06 金子 周平(4) 12.65 上原 隆伸 11.83 田近 資武(3) 11.22 有村 凌空 11.21 小山 翔平(2) 11.15 深澤 恒頼(2) 10.87

砲丸投(7.260kg) 協栄電気興業 松本国際高 松本大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 木曽青峰高 木曽郡陸協 佐久長聖高 長野吉田高

 6/25 北村 将也(M) 44.60 米倉 朋輝 44.19 神田 雅翔(2) 38.75 大庭 達也 37.13 神田 郁実 37.07 笹野 弘充 36.44 萩原 倖司(4) 33.77 上原 隆伸 33.65

円盤投(2.000kg) 同志社大 協栄電気興業 松本大 NAGANO APPELS お山の接骨院 上田市陸協 松本大 ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

 6/26 萩原 倖司(4) 56.29 神田 雅翔(2) 52.58 神田 郁実 51.81 末元 昂成(4) 50.17 平田 勝也 48.38 東條 晃太 46.87 山田 勇里(3) 46.00 上原 隆伸 45.90

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

 6/26 新垣 暁登 68.71 塩川 拓 65.69 小平 将斗(1) 62.40 小泉 陸人(3) 59.50 浅村 汰壱(3) 56.04 梨子田 峻(2) 54.53 斉藤 元気 53.42 林 智輝(2) 52.84

やり投(800g) ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC HOKTO 中京大 国武大 松商学園高 新潟医福大 上田市陸協 松本県ヶ丘高



予選 6月26日 10:45
準決勝 6月26日 14:00
決勝 6月26日 15:10

長野県記録(PR)                  10.15 塚原 直貴                    東海大           2007/09/16  
大会記録(CR)                    10.45 ﾃﾞｰﾃﾞｰ ﾌﾞﾙｰﾉ                 創造学園高       2017        

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 -2.4

 1 西村 陽杜(4)     10.71 Q  1 鈴木 慎吾(2)     11.22 Q
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 東洋大 ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 東海大諏訪高

 2 小根山 慶汰(2)     10.98 Q  2 水島 優     11.26 Q
ｵﾈﾔﾏ ｹｲﾀ 新潟医福大 ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ Mt.Rex TC

 3 伊藤 司騎(1)     11.22 Q  3 宮本 昇舞(2)     11.27 Q
ｲﾄｳ ｼｷ 山梨学院大 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ 長野工高

 4 髙木 柚希(2)     11.33 q  4 増田 達哉(3)     11.37 
ﾀｶｷﾞ ﾕｽﾞｷ 飯山高 ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ 飯山高

 5 松本 蒼太郎(2)     11.50  5 由井 晴陽(2)     11.81 
ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ 信大医陸 ﾕｲ ﾊﾙﾔ 野沢南高

 5 中谷 息吹(3)     11.50   今井 夏希(2)      
ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ 松本国際高 ｲﾏｲ ﾅﾂｷ 松本大

  深沢 宏之 東  京        落合 華七斗(3)      
ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ MINT TOKYO ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 佐久長聖高

  中山 悠馬(3)        梶川 新(3)      
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾏ 信州大 ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ 松本国際高

[ 3組] 風速 -1.0 [ 4組] 風速 -1.2

 1 永井 颯太(2)     10.81 Q  1 福澤 耀明(3)     10.96 Q
ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 松本大 ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ 佐久長聖高

 2 今西 康太(3)     10.83 Q  2 井出 純一朗(4)     11.16 Q
ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 城西大 ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 東理大

 3 宮越 雄勢(3)     11.09 Q  3 小林 魁(3)     11.29 Q
ﾐﾔｺｼ ﾕｳｾｲ 長野日大高 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 須坂創成高

 4 柏木 優(3)     11.09 q  4 伊藤 司能     11.31 q
ｶｼﾜｷﾞﾕｳ 東経大 ｲﾄｳ ｼﾉ Mt.Rex TC

 5 丸山 昴(2)     11.32 q  5 河野 統徳(1)     11.41 
ﾏﾙﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ 須坂高 ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 東海大北海道

 6 船本 力生(2)     11.39  6 荻原 凌我(3)     11.47 
ﾌﾅﾓﾄ ﾘｷ 長野高 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 松本大

 7 昌山 俊也(1)     11.53  7 松下 穂路(2)     11.60 
ｼｮｳﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 市立長野高 ﾏﾂｼﾀ ﾎﾛ 阿南高

 8 西澤 雅志(4)     11.57   村上 椋一(2)      
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 山梨学院大 ﾑﾗｶﾐﾘｮｳｲﾁ 日体大

[ 5組] 風速 -1.7 [ 6組] 風速 -2.1

 1 酒井 幹汰(1)     10.93 Q  1 樋口 一馬 東  京     10.94 Q
ｻｶｲ ｶﾝﾀ 大東大 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ MINT TOKYO

 2 越山 遥斗(3)     10.93 Q  2 木村 伊吹(3)     11.27 Q
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 信州大 ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 佐久長聖高

 3 宮下 駿介(3)     11.11 Q  3 伊藤 陸(4)     11.41 Q
ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 国武大 ｲﾄｳ ﾘｸ 山梨学院大

 4 漆戸 柊哉(3)     11.17 q  4 伊東 拓海(1)     11.63 
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪二葉高 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 駿河台大

 5 内山 友貴(1)     11.29 q  5 白澤 稜馬(2)     11.73 
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｷ 松本大 ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ 仙台大

 6 大峡 亮太(3)     11.54  6 三宮 我夢     11.83 
ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 須坂創成高 ｻﾝｸﾞｳ ｶﾞﾑ 松本市陸協

  山本 赳瑠(2)        ﾃﾞｰﾃﾞｰ ﾌﾞﾙｰﾉ 東  京      
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 佐久長聖高 ﾃﾞｰﾃﾞｰﾌﾞﾙｰﾉ ｾｲｺｰ

3  9151 3

男子

100m

4  9189 7    41

Q:順位順通過者  q：タイム順通過者  qR：救済による通過者通過基準  6組  3着 + 6予選

順

8   804 4   830

2  9071 5  1169

5  9153 9  9006

 1560

所属名 記録／備考

DNS
6  9002 6  2809

DNS DNS

7  2517 2  9095

9  9139 8  2511

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  9119 6  9190

DNS DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
7  9085 5  1653

11.085
8  1002 7  9183

2  1119

11.082
5  9187 3  9004

4  1264 4   954

3   859 9   771

8  9194

2  9088

9  9074

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  9123 7  1654

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
5  9161 5  9003

10.924

所属名 記録／備考

6  2618 8  9076

10.926
2  9064 4  9072

8   956 3  9082

7  9106 2  9160

3  2805 6  9032
DNS DNS

記録／備考所属名氏  名No.ﾚｰﾝ順記録／備考所属名氏  名No.ﾚｰﾝ



[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 -0.8

 1 越山 遥斗(3)     10.59 Q  1 西村 陽杜(4)     10.62 Q
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 信州大 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 東洋大

 2 福澤 耀明(3)     10.72 Q  2 今西 康太(3)     10.80 Q
ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ 佐久長聖高 ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 城西大

 3 水島 優     10.99 q  3 鈴木 慎吾(2)     10.97 q
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ Mt.Rex TC ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 東海大諏訪高

 4 漆戸 柊哉(3)     11.09  4 宮越 雄勢(3)     11.04 
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪二葉高 ﾐﾔｺｼ ﾕｳｾｲ 長野日大高

 5 丸山 昴(2)     11.15  5 木村 伊吹(3)     11.07 
ﾏﾙﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ 須坂高 ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 佐久長聖高

 6 小林 魁(3)     11.15  6 柏木 優(3)     11.18 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 須坂創成高 ｶｼﾜｷﾞﾕｳ 東経大

  永井 颯太(2)       7 伊藤 陸(4)     11.21 
ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 松本大 ｲﾄｳ ﾘｸ 山梨学院大

  宮下 駿介(3)       8 髙木 柚希(2)     11.24 
ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 国武大 ﾀｶｷﾞ ﾕｽﾞｷ 飯山高

[ 3組] 風速 -2.6

 1 樋口 一馬 東  京     10.85 Q
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ MINT TOKYO

 2 酒井 幹汰(1)     10.87 Q
ｻｶｲ ｶﾝﾀ 大東大

 3 小根山 慶汰(2)     10.99 
ｵﾈﾔﾏ ｹｲﾀ 新潟医福大

 4 井出 純一朗(4)     11.03 
ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 東理大

 5 宮本 昇舞(2)     11.23 
ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ 長野工高

 6 伊藤 司能     11.33 
ｲﾄｳ ｼﾉ Mt.Rex TC

 7 伊藤 司騎(1)     11.40 
ｲﾄｳ ｼｷ 山梨学院大

 8 内山 友貴(1)     11.40 
ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｷ 松本大

風速 -2.0

 1 西村 陽杜(4)     10.72 
ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 東洋大

 2 越山 遥斗(3)     10.76 
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 信州大

 3 今西 康太(3)     10.85 
ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 城西大

 4 樋口 一馬 東  京     10.87 
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ MINT TOKYO

 5 福澤 耀明(3)     10.93 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ 佐久長聖高

 6 酒井 幹汰(1)     10.94 
ｻｶｲ ｶﾝﾀ 大東大

 7 鈴木 慎吾(2)     11.26 
ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 東海大諏訪高

 8 水島 優     11.60 
ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ Mt.Rex TC

男子

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

100m
準決勝 通過基準  3組  2着 + 2

10.989
2  2618 8  1264

Q:順位順通過者  q：タイム順通過者  qR：救済による通過者

順 ﾚｰﾝ
7  9123 5  9189

6  9006 6    41

5  1653 4  9119

DNS

9 2  9187

8  9064 3   804

3  1002 7  1654

4  9085 9  9072

9  9071

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS

4  9003

  954

2  9106

7  9161

5  9153
10.990

6  9190

8  1169

3  9004

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 9123

8

4  9003

5  1653

 9119

2  9006

3    41

9  9161

7  9189

6



予選 6月25日 10:50
準決勝 6月25日 13:15
決勝 6月25日 14:50

長野県記録(PR)                  20.35 塚原 直貴                    東海大           2006/05/24  
大会記録(CR)                    20.87 岩田 晃                      ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC      2018        

[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 -0.1

 1 髙橋 和真     21.75 Q  1 中村 颯人     21.98 Q
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 長野高専 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 小根山 慶汰(2)     22.31 Q  2 漆戸 柊哉(3)     22.22 Q
ｵﾈﾔﾏ ｹｲﾀ 新潟医福大 ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪二葉高

 3 丸山 昴(2)     22.45 Q  3 髙木 柚希(2)     22.37 Q
ﾏﾙﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ 須坂高 ﾀｶｷﾞ ﾕｽﾞｷ 飯山高

 4 小林 嶺     22.56 q  4 輪湖 颯(3)     22.49 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 長野高専AC ﾜｺ ﾊﾔﾄ 豊科高

 5 久保田 凱士(3)     22.98  5 伊東 拓海(1)     22.97 
ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 東海大諏訪高 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 駿河台大

 6 前嶋 大希(2)     23.03  6 松下 昇龍(2)     23.17 
ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｲｷ 佐久長聖高 ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾘｭｳ 阿南高

 7 與川 夢翔(3)     23.23  7 矢澤 悠哉     23.46 
ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ 駿河台大 ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 諏訪市陸協

  今井 夏希(2)        福澤 耀明(3)      
ｲﾏｲ ﾅﾂｷ 松本大 ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ 佐久長聖高

[ 3組] 風速 -2.5 [ 4組] 風速 -2.1

 1 鈴木 慎吾(2)     22.00 Q  1 越山 遥斗(3)     21.62 Q
ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 東海大諏訪高 ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 信州大

 2 酒井 幹汰(1)     22.10 Q  2 宮本 昇舞(2)     21.87 Q
ｻｶｲ ｶﾝﾀ 大東大 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ 長野工高

 3 宮越 雄勢(3)     22.49 Q  3 木戸 亮太(4)     22.25 Q
ﾐﾔｺｼ ﾕｳｾｲ 長野日大高 ｷﾄﾞ ﾘｮｳﾀ 松本大

 4 荻原 凌我(3)     22.59 q  4 中村 駿汰(1)     22.26 q
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 松本大 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 松本国際高

 5 増田 達哉(3)     22.93  5 伊藤 陸(4)     22.55 q
ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ 飯山高 ｲﾄｳ ﾘｸ 山梨学院大

 6 船本 力生(2)     22.97  6 伊藤 壮一郎(2)     22.78 q
ﾌﾅﾓﾄ ﾘｷ 長野高 ｲﾄｳｿｳ ｲﾁﾛｳ 小諸高

 7 田中 豪(3)     23.38   山本 赳瑠(2)      
ﾀﾅｶ ｺﾞｳ 須坂創成高 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 佐久長聖高

 8 塩川 大樹(3)     23.81   名取 勇人(3)      
ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ 上伊那農高 ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 東海大諏訪高

[ 5組] 風速 +2.5 [ 6組] 風速 -2.4

 1 篠原  翔(3)     22.31 Q  1 樋口 一馬 東  京     22.21 Q
ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 桜美林大 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ MINT TOKYO

 2 小林 魁(3)     22.54 Q  2 河野 統徳(1)     22.76 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 須坂創成高 ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 東海大北海道

 3 倉田 歩夢(3)     22.60 Q  3 上平 祥徳(1)     23.25 Q
ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 城西大 ｳｴﾀｲﾗ ﾖｼﾉﾘ 松本大

 4 成澤 優希(1)     23.11  4 伊藤 新(3)     23.57 
ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ 上田西高 ｲﾄｳｱﾗﾀ OIDE長姫高

 5 吉澤 虎伯(3)     23.65   大峡 亮太(3)      
ﾖｼｻﾞﾜ ｺﾊｸ 松本蟻ヶ崎高 ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 須坂創成高

  ﾃﾞｰﾃﾞｰ ﾌﾞﾙｰﾉ 東  京        落合 華七斗(3)      
ﾃﾞｰﾃﾞｰﾌﾞﾙｰﾉ ｾｲｺｰ ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 佐久長聖高

  岩田 晃        高津 明和(2)      
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾀｶﾂ ﾄｵﾜ 屋代高

所属名 記録／備考 順

4  9153 8  2618

男子

200m

予選 通過基準  6組  3着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者  qR：救済による通過者
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6  9174 4  9048

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名

6  1653
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9    57 5  9076

2  2843 2   770

3  9095
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7  9079 3  9156

7  9161 6  1169
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名
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4    588   355

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

2  1913 3   640

4  9121 2  9097

DQ(FS)
5  9032 5  2809

8  2388 7   956

DNS DNS
7  9043 8  1446
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[ 1組] 風速 -3.0 [ 2組] 風速 -3.9

 1 鈴木 慎吾(2)     22.41 Q  1 越山 遥斗(3)     21.32 Q
ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 東海大諏訪高 ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 信州大

 2 中村 颯人     22.43 Q  2 宮本 昇舞(2)     22.22 Q
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ 長野工高

 3 小根山 慶汰(2)     22.83  3 木戸 亮太(4)     22.41 q
ｵﾈﾔﾏ ｹｲﾀ 新潟医福大 ｷﾄﾞ ﾘｮｳﾀ 松本大

 4 漆戸 柊哉(3)     22.85  4 河野 統徳(1)     22.80 
ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪二葉高 ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 東海大北海道

 5 丸山 昴(2)     23.17  5 篠原  翔(3)     22.83 
ﾏﾙﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ 須坂高 ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 桜美林大

 6 小林 嶺     23.49  6 中村 駿汰(1)     22.96 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 長野高専AC ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 松本国際高

 7 伊藤 陸(4)     23.60  7 伊藤 壮一郎(2)     23.16 
ｲﾄｳ ﾘｸ 山梨学院大 ｲﾄｳｿｳ ｲﾁﾛｳ 小諸高

  宮越 雄勢(3)       8 上平 祥徳(1)     23.25 
ﾐﾔｺｼ ﾕｳｾｲ 長野日大高 ｳｴﾀｲﾗ ﾖｼﾉﾘ 松本大

[ 3組] 風速 -4.2

 1 髙橋 和真     22.32 Q
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 長野高専

 2 樋口 一馬 東  京     22.33 Q
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ MINT TOKYO

 3 酒井 幹汰(1)     22.46 q
ｻｶｲ ｶﾝﾀ 大東大

 4 荻原 凌我(3)     23.07 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 松本大

 5 輪湖 颯(3)     23.26 
ﾜｺ ﾊﾔﾄ 豊科高

 6 髙木 柚希(2)     23.56 
ﾀｶｷﾞ ﾕｽﾞｷ 飯山高

 7 倉田 歩夢(3)     23.73 
ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 城西大

  小林 魁(3)      
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 須坂創成高

風速 -0.1

 1 樋口 一馬 東  京     20.95 
ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ MINT TOKYO

 2 越山 遥斗(3)     21.03 
ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 信州大

 3 中村 颯人     21.38 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 4 髙橋 和真     21.44 
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 長野高専

 5 鈴木 慎吾(2)     21.57 
ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 東海大諏訪高

 6 宮本 昇舞(2)     21.98 
ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ 長野工高

 7 酒井 幹汰(1)     22.00 
ｻｶｲ ｶﾝﾀ 大東大

 8 木戸 亮太(4)     22.60 
ｷﾄﾞ ﾘｮｳﾀ 松本大

5  9153 9

男子

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

7  9048 4  1169

200m
準決勝 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者  qR：救済による通過者

順 ﾚｰﾝ
6    41 7  9123

 1264 8  9097

9  1002 6  9070

3  9072 3  1715

8

 9175 2  2501

 9108

4  2618 5  9183

2

DNS

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  9174

5  9003

6  9161

3  9088

2  2538

8   804

9  9121

 9048

7   954
DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  9003

7  9123

8

6  9174

3  9161

2  9108

4  1169

5    41



予選 6月26日 11:25
決勝 6月26日 14:20

長野県記録(PR)                  46.54 宮沢 洋平                    法政大           2008/07/25  
大会記録(CR)                    47.22 中野 直哉                    飯田病院         2021        

[ 1組] [ 2組]

 1 輪湖 颯(3)     49.44 Q  1 名取 勇人(3)     48.69 Q
ﾜｺ ﾊﾔﾄ 豊科高 ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 東海大諏訪高

 2 柏木 優(3)     50.04 q  2 髙橋 一輝     48.89 q
ｶｼﾜｷﾞﾕｳ 東経大 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 長野高専

 3 降幡 諒成(2)     50.22 q  3 川久保 力生(2)     50.69 
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖高 ｶﾜｸﾎﾞ ﾘｷ 飯山高

 4 松本 直大     50.74  4 德嵩 力也(2)     50.90 
ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ﾄｸﾀｹ ﾘｷﾔ 市立長野高

 5 大木 咲翔(2)     52.23  5 篠原  翔(3)     51.50 
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西高 ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 桜美林大

 6 小松 裕昭(2)     52.46  6 竹前 克哉(3)     51.63 
ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 下諏訪向陽高 ﾀｹﾏｴ ｶﾂﾔ 長野高

 7 伊藤 蒼眞(1)     53.40  7 前嶋 大希(2)     51.82 
ｲﾄｳ ｿｳﾏ 信州大 ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｲｷ 佐久長聖高

 8 太田 夏暉(2)     53.44  8 青木 大河(3)     52.52 
ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 松本大 ｱｵｷ ﾀｲｶﾞ 松本美須々ヶ丘高

  髙橋 和真       9 塚田 要(2)     52.80 
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 長野高専 ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ 野沢南高

[ 3組] [ 4組]

 1 安坂 丈瑠(3)     49.35 Q  1 宮崎 日向(1)     49.07 Q
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 佐久長聖高 ﾐﾀｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 日大

 2 和田 響一(3)     49.64 q  2 山田 瑛太(2)     50.48 
ﾜﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ 松本大 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ 松商学園高

 3 矢島 壮野(3)     51.27  3 窪田 翔真(3)     50.90 
ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 東海大諏訪高 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 東海大諏訪高

 4 藤原 想也     51.59  4 竹岡 尚輝(2)     52.48 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾔ 安曇野AC ﾀｹｵｶ ﾅｵｷ 松本国際高

 5 織茂 大地     52.78  5 水野 大地(3)     52.59 
ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 松本国際AC ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ 長野商高

  丸山 玲央       6 今関 隼也(2)     52.67 
ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 飯田ｱｽﾘｰﾄ ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ 佐久長聖高

  児玉 悠作(4)        小坂 晃大      
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 法大 ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 東海大

  西尾 洸希(3)        鈴木 颯(2)      
ﾆｼｵ ｺｳｷ 阿南高 ｽｽﾞｷ ｿﾗ 松本大

  渡邉 創太(3)        唐澤 悠斗(3)      
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 長野高 ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ 上伊那農高

 1 宮崎 日向(1)     48.07 
ﾐﾀｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 日大

 2 名取 勇人(3)     48.65 
ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 東海大諏訪高

 3 安坂 丈瑠(3)     48.97 
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 佐久長聖高

 4 輪湖 颯(3)     49.52 
ﾜｺ ﾊﾔﾄ 豊科高

 5 柏木 優(3)     50.84 
ｶｼﾜｷﾞﾕｳ 東経大

 6 降幡 諒成(2)     50.95 
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖高

 7 和田 響一(3)   1:01.37 
ﾜﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ 松本大

  髙橋 一輝      
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 長野高専

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  qR：救済による通過者

順
4  2538 3    58

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名

9  9037 4   877

7  2842 7   806

所属名 記録／備考 順

6  9187 5  9173

3  2774 6  9070

1  9122 2  2843

2   160 8  1114

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

8  9100 1  2337

4  9110 7  2465

5  9174 9  1561

7  2808 4  9196
No. 氏  名

3  9053 8  2522

2    56 3    59

1  9203 2  2803

DNS
6   764 6  9109

8  9081 1

DNS DNS

決勝

DNS
5  9205 5  9180

DNS

DNS DNS
9  1112 9   358
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  9196

4    58

5  2808

6  2538

9  9173
DNS

3  9187

2  2842

8  9110



予選 6月25日 11:35
決勝 6月25日 14:15

長野県記録(PR)                1:45.75 川元 奨                      日本大           2014/05/11  
大会記録(CR)                  1:51.19 篠山 大明                    信州大           2002        

[ 1組] [ 2組]

 1 髙橋 一輝   1:55.55 Q  1 小坂 悠太(3)   1:58.97 Q
ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 長野高専 ｺｻｶ ﾕｳﾀ 東海大諏訪高

 2 梅原 悠良(2)   1:56.58 Q  2 濱野 大輝(1)   1:59.04 Q
ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 上田西高 ﾊﾏﾉ ﾀﾞｲｷ 松商学園高

 3 牧田 蒼斗(M)   1:56.61 q  3 吉澤 涼(4)   2:00.46 
ﾏｷﾀ ｱｵﾄ 信州大 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ 長野高専

 4 池田 惺哉(2)   1:58.09  4 山本 昌希   2:02.03 
ｲｹﾀﾞ ｾｲﾔ 長野日大高 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本市陸協

 5 平出 純大(3)   2:01.15  5 高根 夏雪(2)   2:02.16 
ﾋﾗｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 大町岳陽高 ﾀｶﾈ ﾅﾂｷ 大町岳陽高

 6 川久保 力生(2)   2:01.33  6 倉嶋 颯太(2)   2:04.27 
ｶﾜｸﾎﾞ ﾘｷ 飯山高 ｸﾗｼﾏ ｿｳﾀ 長野日大高

 7 福島 大志郎(3)   2:03.58  7 田下 輝稀(2)   2:05.89 
ﾌｸｼﾏ ﾀｲｼﾛｳ 小諸高 ﾀｼﾀ ｺｳｷ 上田西高

 8 上条 勇貴(3)   2:05.83  8 浦野 太平(3)   2:06.21 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 豊科高 ｳﾗﾉ ﾀｲﾍｲ 須坂高

 9 関 翔馬(2)   2:07.07  9 福与 真生琉(1)   2:07.38 
ｾｷ ｼｮｳﾏ 信州大 ﾌｸﾖ ﾏｷﾙ 信州大

スプリットタイム スプリットタイム
   200m     27.93  9173 髙橋 一輝    200m     28.79    61 小坂 悠太(3)
   400m     57.08   〃     〃    400m     58.15   〃     〃 
   600m   1:26.12   〃     〃    600m   1:28.32   〃     〃 

[ 3組]

 1 市川 和英(3)   1:57.41 Q
ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 上田西高

 2 北村 隆之介(1)   1:57.44 Q
ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 日大

 3 岡田 遥人(4)   1:57.52 q
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 松本国際高

 4 酒井 龍一(4)   1:58.26 
ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 東洋大

 5 中澤 京聖(2)   2:00.13 
ﾅｶｻﾞﾜ ｷｮｳｾｲ 東海大諏訪高

 6 中村 駿吾(M)   2:00.64 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 信州大

  鈴木 啓真(3)      
ｽｽﾞｷ ﾖｼﾏｻ 長野高専

  山岸 成(2)      
ﾔﾏｷﾞｼ ﾅﾙ 慶大

  稲生 元希(3)      
ｲﾉｳ ｹﾞﾝｷ 秀明大

スプリットタイム
   200m     28.36  9140 中村 駿吾(M)
   400m     59.04   〃     〃 
   600m   1:28.89  1908 市川 和英(3)

スプリットタイム
 1 髙橋 一輝   1:52.49    200m     27.53  9173 髙橋 一輝

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 長野高専    400m     55.20   〃     〃 
 2 岡田 遥人(4)   1:55.86    600m   1:23.19   〃     〃 

ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 松本国際高
 3 小坂 悠太(3)   1:57.21 

ｺｻｶ ﾕｳﾀ 東海大諏訪高
 4 牧田 蒼斗(M)   1:57.81 

ﾏｷﾀ ｱｵﾄ 信州大
 5 梅原 悠良(2)   1:57.95 

ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 上田西高
 6 市川 和英(3)   1:59.20 

ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 上田西高
 7 濱野 大輝(1)   2:00.04 

ﾊﾏﾉ ﾀﾞｲｷ 松商学園高
 8 北村 隆之介(1)   2:01.94 

ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 日大

所属名 記録／備考 順

3  9147 8  9170

男子

800m

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者  qR：救済による通過者

順
5  9173 6    61

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名

7  1906 4  2491

8   806 9  1280

2  2040 3  2044

6  1289 7  9084

1  2535 2   997

4  2829 1  2789
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DNS
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DNS
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決勝
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記録／備考

8  2491
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2  3141

4

3  9147
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予選 6月26日 12:00
決勝 6月26日 14:35

長野県記録(PR)                3:38.49 佐藤 清治                    佐久長聖高       1999/05/28  
大会記録(CR)                  3:49.89 上野 裕一郎                  佐久長聖高       2003        

[ 1組] [ 2組]

 1 酒井 龍一(4)   4:02.54 Q  1 武田 寧登(3)   4:07.75 Q
ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 東洋大 ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ 上田西高

 2 白川 友一   4:04.88 Q  2 梅原 悠良(2)   4:07.90 Q
ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 長野市陸協 ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 上田西高

 3 日野 志朗   4:05.54 Q  3 中村 駿吾(M)   4:09.12 Q
ﾋﾉ ｼﾛｳ RUN JOY ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 信州大

 4 市川 和英(3)   4:05.57 Q  4 中村 孝樹   4:09.34 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 勝山 大珠(2)   4:06.00 Q  5 鷲野 彪雅(3)   4:09.43 Q
ｶﾂﾔﾏ ﾀﾞｲｼﾞｭ 市立長野高 ﾜｼﾉ ﾋｮｳｶﾞ 飯山高

 6 鳥羽 大地   4:07.00 q  6 鶴見 航大(3)   4:09.91 q
ﾄﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ 安曇野AC ﾂﾙﾐ ｺｳﾀﾞｲ 信州大

 7 山川 幸祐   4:10.05  7 山本 昌希   4:12.03 
ﾔﾏｶﾜ ｺｳｽｹ 松本市陸協 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本市陸協

 8 鈴木 創太(3)   4:10.57  8 山岸 成(2)   4:14.75 
ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ 東海大諏訪高 ﾔﾏｷﾞｼ ﾅﾙ 慶大

 9 髙野 耕太郎(2)   4:11.41  9 大澤 汰暉(2)   4:15.73 
ﾀｶﾉ ｺｳﾀﾛｳ 長野日大高 ｵｵｻﾜ ﾀｲｷ 長野日大高

10 飯山 翔(1)   4:11.65 10 齋藤 黎(2)   4:18.87 
ｲｲﾔﾏ ｶｹﾙ 信州大 ｻｲﾄｳ ﾚｲ 長野日大高

11 岡田 遥人(4)   4:11.91 11 中村 優希   4:19.49 
ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 松本国際高 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ INAFRS

12 河西 希隆   4:13.10 12 楢原 累斗(3)   4:20.00 
ｶｻｲ ｷﾘｭｳ 上伊那陸協 ﾅﾗﾊﾗ ﾙｲﾄ 上田高

13 永田 航大(1)   4:13.69 13 伊藤 紅羽(3)   4:22.18 
ﾅｶﾞﾀ ｺｳﾀﾞｲ TEAM Rugos ｲﾄｳ ｸﾚﾊ 東海大諏訪高

14 森田 克馬(2)   4:17.11 14 安藤 結星(1)   4:22.60 
ﾓﾘﾀ ｶﾂﾏ 信州大 ｱﾝﾄﾞ ｳﾕｳｾｲ 上田西高

15 田下 輝稀(2)   4:21.97 15 佐藤 匠(1)   4:23.97 
ﾀｼﾀ ｺｳｷ 上田西高 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 信州大

  髙橋 光稀(3)        小坂 悠太(3)      
ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 長野日大高 ｺｻｶ ﾕｳﾀ 東海大諏訪高

  小森 勇志      
ｺﾓﾘ ﾕｳｼ 長野市陸協 スプリットタイム

   400m   1:08.37  9178 中村 孝樹
スプリットタイム    800m   2:15.13    64 伊藤 紅羽(3)
   400m   1:03.55  9083 山川 幸祐   1100m   3:03.95  1910 武田 寧登(3)
   800m   2:09.78  9179 白川 友一   1200m   3:19.90   〃     〃 
  1100m   2:57.93   〃     〃 
  1200m   3:14.86  9188 酒井 龍一(4)

スプリットタイム
 1 白川 友一   3:59.07    400m   1:04.77  1910 武田 寧登(3)

ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 長野市陸協    800m   2:11.44   〃     〃 
 2 武田 寧登(3)   4:01.79   1100m   3:01.02   〃     〃 

ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ 上田西高   1200m   3:17.48   〃     〃 
 3 日野 志朗   4:02.02 

ﾋﾉ ｼﾛｳ RUN JOY
 4 梅原 悠良(2)   4:02.53 

ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 上田西高
 5 市川 和英(3)   4:03.55 

ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 上田西高
 6 酒井 龍一(4)   4:03.88 

ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 東洋大
 7 勝山 大珠(2)   4:05.93 

ｶﾂﾔﾏ ﾀﾞｲｼﾞｭ 市立長野高
 8 鷲野 彪雅(3)   4:07.13 

ﾜｼﾉ ﾋｮｳｶﾞ 飯山高
 9 中村 駿吾(M)   4:11.69 

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 信州大
10 中村 孝樹   4:14.63 

ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 長野市陸協
11 鶴見 航大(3)   4:25.86 

ﾂﾙﾐ ｺｳﾀﾞｲ 信州大
  鳥羽 大地      

ﾄﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ 安曇野AC

 9059

8  9179 9  1906

男子

1500m

9  1908 8  9178

6  9188 7  1910

10  9013 12  9140

3  1285 10    61

16  9016 2    64

17  2789 14  9128

14  9135 15  2781

7  3141 4  9001

13  1295

13  9083 6  9084

1  1290 1  1284

5  9113 3  1786

11   879 5

4  9143

  831

2  9052 16  9142

15    62 11

記録／備考所属名氏  名No.ORDORD 記録／備考所属名氏  名No. 順

順
6  9179

3  1910

ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS

8   879

5   831

10  9140

7  9142

12  9052

順

Q:順位順通過者  q：タイム順通過者  qR：救済による通過者通過基準  2組  5着 + 2予選

2  9178

9  1906

1  1908

11  9188

4  9013

DNS DNS
12  9176

DNS

決勝



決勝 6月25日 15:20

長野県記録(PR)               13:20.80 大迫 傑                      早大             2013/11/17  
大会記録(CR)                 14:23.2  中沢 順一                    養命酒           1979        

 1 牛山 純一  14:47.95 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ ｼﾃｨｰﾗﾝﾅｰ

 2 高梨 良介  15:11.82 
ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ

 3 早野 吉信  15:17.29 
ﾊﾔﾉ ﾖｼﾉﾌﾞ 飯伊陸協

 4 宮下 晴貴  15:35.28 
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙｷ RUN JOY

 5 武田 寧登(3)  15:38.80 
ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ 上田西高

 6 仁科 利弥  15:43.20 
ﾆｼﾅ ﾄｼﾔ 飯伊陸協

 7 水野 琉斗(2)  15:46.77 
ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳﾄ 松商学園高

 8 原 謙二郎  15:49.00 
ﾊﾗ ｹﾝｼﾞﾛｳ 飯伊陸協

 9 伊藤 洸介  15:53.16 
ｲﾄｳ ｺｳｽｹ 飯伊陸協

10 樋口 正晃  16:00.81 
ﾋｸﾞﾁ ﾏｻｱｷ RUN JOY

11 栗林 拓矢  16:02.47 
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ 大北陸協

12 齋藤 黎(2)  16:03.06 
ｻｲﾄｳ ﾚｲ 長野日大高

13 黒岩 優斗(3)  16:41.24 
ｸﾛｲﾜ ﾕｳﾄ 松本大

スプリットタイム
   400m   1:12.41  1910 武田 寧登(3)
   800m   2:23.77  9030 牛山 純一
  1000m   2:58.73   〃     〃 
  1200m   3:34.72   〃     〃 
  1600m   4:47.37   〃     〃 
  2000m   5:57.37   〃     〃 
  2400m   7:06.47   〃     〃 
  2800m   8:16.96   〃     〃 
  3000m   8:52.24   〃     〃 
  3200m   9:27.77   〃     〃 
  3600m  10:40.68   〃     〃 
  4000m  11:52.65   〃     〃 
  4400m  13:05.23   〃     〃 
  4600m  13:40.84   〃     〃 
  4800m  14:15.96   〃     〃 

5  9041

男子

5000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  9030

9  9202

8  9012

6  1910

3  9201

1  2467

13  9200

11  9199

12  9014

4  9094

10  9162

2  1295



決勝 6月26日 15:15

長野県記録(PR)               27:38.31 大迫 傑                      早大             2013/04/28  
大会記録(CR)                 29:57.7  深井 郁夫                    国鉄長野         1995        

 1 牛山 純一  30:49.32 
ｳｼﾔﾏ ｼﾞｭﾝｲﾁ ｼﾃｨｰﾗﾝﾅｰ

 2 高梨 良介  31:27.78 
ﾀｶﾅｼ ﾘｮｳｽｹ ﾄｰﾊﾂ

 3 池田 悠司(4)  32:59.88 
ｲｹﾀﾞ ﾁｶｼ 松本大

 4 甘利 大祐  33:54.70 
ｱﾏﾘ ﾀﾞｲｽｹ ｺﾄﾋﾗ工業

 5 牧内 祥広  34:44.05 
ﾏｷｳﾁ ｱｷﾋﾛ 腰越JSC

 6 菅沼 直紘(3)  34:46.48 
ｽｶﾞﾇﾏ ﾅｵﾋﾛ 信州大

 7 小林 敏明  35:00.67 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｱｷ 上田陸協

 8 大村 一  35:11.64 
ｵｵﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 癒しの森AC

 9 西沢 大空(1)  35:36.09 
ﾆｼｻﾞﾜﾀｸ 上田西高

10 熊谷 航陽(2)  35:57.14 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳﾖｳ 上田西高

11 吉江 健哉(2)  36:05.58 
ﾖｼｴ ｹﾝﾔ 伊那北高

  落合 亮太(4)      
ｵﾁｱｲ ﾘｮｳﾀ 信州大

  筑波 直斗(2)      
ﾂｸﾊﾞ ﾅｵﾄ 上田西高

  山﨑 淳平(3)      
ﾔﾏｻﾞｷｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 愛知淑徳大

スプリットタイム
  1000m   3:02.83  9030 牛山 純一
  2000m   6:01.95   〃     〃 
  3000m   9:03.56   〃     〃 
  4000m  12:06.64   〃     〃 
  5000m  15:11.52   〃     〃 
  6000m  18:17.48   〃     〃 
  7000m  21:27.30   〃     〃 
  8000m  24:37.10   〃     〃 
  9000m  27:45.93   〃     〃 

10  9041

男子

10000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  9030

7  9102

11  9028

1  9067

6  9136

13  9118

2  9211

5  2784

3  2785

14   415

4  9148

DNF

DNF
9  2788

DNF
12  9049



予選 6月26日 13:20
決勝 6月26日 14:45

長野県記録(PR)                  13.84 太田 和彰                    日本大           2014/05/17  
大会記録(CR)                    14.38 高橋 智男                    飯山陸協         2001        

[ 1組] 風速 -0.1 [ 2組] 風速 +0.1

 1 井出 純一朗(4)     14.72 Q  1 飯島 大陽(2)     14.57 Q
ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 東理大 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 明大

 2 漆原 奏哉(1)     14.75 Q  2 内海 亮平(3)     14.83 Q
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ 仙台大 ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ 佐久長聖高

 3 小池 集万(3)     15.52  3 森 遼己(1)     15.34 q
ｺｲｹ ｼｭｳﾏ 長野日大高 ﾓﾘ ﾊﾙｷ 城西大

 4 中村 駿汰(1)     15.67  4 坂口 和音(2)     15.70 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 松本国際高 ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ 東海大諏訪高

 5 木内 心大(3)     15.97  5 木下 耀仁(2)     15.72 
ｷｳﾁ ｺｺﾛ 佐久長聖高 ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ 玉川大

 6 大木 咲翔(2)     16.25  6 小林 歩睦(1)     16.35 
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西高 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ 上伊那農高

 7 本多 平良(2)     16.75  7 村本 琢実(1)     16.44 
ﾎﾝﾀﾞ ﾀｲﾗ 長野吉田高 ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ 佐久長聖高

 8 加藤 颯人(3)     17.14   松澤 尚弥(3)      
ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 上田千曲高 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 松本国際高

 9 松澤 虎太郎(2)     17.39   菊池 優介(2)      
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 長野工高 ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 岩村田高

[ 3組] 風速 -0.2

 1 吉村 健吾     14.74 Q
ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 小口 蒼葉(1)     14.80 Q
ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 東海大諏訪高

 3 倉田 歩夢(3)     15.14 q
ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 城西大

 4 中澤 颯太(2)     15.82 
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 新潟医福大

 5 傳田 優(3)     16.00 
ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕﾀｶ 長野吉田高

 6 星野 緑風(3)     16.23 
ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 佐久長聖高

 7 五十嵐 大樹     16.71 
ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｷ 野沢北ｸﾗﾌﾞ

  中島 瑞樹      
ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 上伊那陸協

  穂苅 康人(4)      
ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 東学大

風速 -2.6

 1 吉村 健吾     14.79 
ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 2 飯島 大陽(2)     14.80 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 明大

 3 井出 純一朗(4)     14.83 
ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 東理大

 4 漆原 奏哉(1)     15.09 
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ 仙台大

 5 内海 亮平(3)     15.10 
ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ 佐久長聖高

 6 小口 蒼葉(1)     15.23 
ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 東海大諏訪高

 7 倉田 歩夢(3)     15.27 
ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 城西大

 8 森 遼己(1)     16.12 
ﾓﾘ ﾊﾙｷ 城西大

男子

110mH(1.067m)

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者  qR：救済による通過者

順
7  9190 6  9207

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考ﾚｰﾝ No. 氏  名

4  2501 8    46

6  1253 3  9120

所属名 記録／備考 順

5  9159 5  2807

9  2774 1   366

3  1650 4  9058

2  1889 2  2509

1  1065 9  2804

DNS
8  1174 7  1593

DNS

5  9054
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  9154

4    55

7  9121

9  1056

1  2801

8  9210

7  9159

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  9054

6  9207

5  9190

3  9114
DQ(FS)

6  9185
DNS

3  9120

8  2807

9    55

2  9121



予選 6月25日 10:15
決勝 6月25日 14:35

長野県記録(PR)                  49.51 中野 直哉                    早大             2016/06/24  
大会記録(CR)                    50.58 小林 英和                    法大             2017        

[ 1組] [ 2組]

 1 岡村 州紘(4) 東  京     53.04 Q  1 清水 泰志     53.58 Q
ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 日大 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 小林 航     54.25 Q  2 石川 泰地(3)     54.49 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 埼玉大

 3 洞澤 光(4)     54.68 q  3 下里 直弥     54.69 q
ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 松本大 ｼﾓｻﾄ ﾅｵﾔ 松本国際AC

 4 安坂 丈瑠(3)     54.91  4 窪田 翔真(3)     54.96 
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 佐久長聖高 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 東海大諏訪高

 5 白澤 稜馬(2)     57.68  5 松澤 尚弥(3)     57.83 
ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ 仙台大 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 松本国際高

 6 岩渕 聡志(4)     59.91  6 小林 誠史(2)     57.89 
ｲﾜﾌﾞﾁ ｻﾄｼ 長野高専 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ 上田千曲高

 7 西澤 貴寛(3)   1:02.26  7 坂口 和音(2)     59.78 
ﾆｼｻﾞﾜ  ﾀｶﾋﾛ 丸子修学館高 ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ 東海大諏訪高

 8 酒井 隼斗(1)   1:08.09  8 浅野 珂生(2)   1:02.08 
ｻｶｲ ﾊﾔﾄ 東海大諏訪高 ｱｻﾉ ｶｲ 長野吉田高

[ 3組]

 1 宮澤 武流(2)     54.64 Q
ﾐﾔｻﾞﾜﾀｹﾙ 日体大

 2 德嵩 力也(2)     55.68 Q
ﾄｸﾀｹ ﾘｷﾔ 市立長野高

 3 内山 晃輔(2)     56.61 
ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ 松本大

 4 木内 心大(3)     57.51 
ｷｳﾁ ｺｺﾛ 佐久長聖高

 5 矢島 壮野(3)     57.55 
ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 東海大諏訪高

 6 田中 隆斗(3)     57.91 
ﾀﾅｶ ﾘｭｳﾄ 松川高

 7 大日向 孝雅(2)   1:01.86 
ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ 松本国際高

  児玉 悠作(4)      
ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 法大

 1 岡村 州紘(4) 東  京     50.50 
ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 日大

 2 小林 航     52.90 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 3 清水 泰志     53.44 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 4 德嵩 力也(2)     54.18 
ﾄｸﾀｹ ﾘｷﾔ 市立長野高

 5 宮澤 武流(2)     54.53 
ﾐﾔｻﾞﾜﾀｹﾙ 日体大

 6 洞澤 光(4)     55.17 
ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ 松本大

 7 下里 直弥     56.89 
ｼﾓｻﾄ ﾅｵﾔ 松本国際AC

 8 石川 泰地(3)   1:08.84 
ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 埼玉大

男子

400mH(0.914m)

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者  qR：救済による通過者

順
6  9195 7  9047

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

4  9104 8  9080

7  9044 6  9069

   53 3  1064

8  9160 9  2509

3  1757 2    46

9

 9169 5  1862

2  2808 4    59

5

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  9193

5   877

8  9105

9  1650

2    56

4   553

3  2520

 9047

7  9205
DNS

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  9195

大会新
5  9044

7

9   877

2  9080

8  9069

3  9104

6  9193



決勝 6月25日 13:45

長野県記録(PR)                8:48.56 宮入 一海                    北佐久郡陸協     2008/10/03  
大会記録(CR)                  9:00.09 大野 雄揮                    長野市陸協       2016        

 1 小林 隼人(3)   9:41.57 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 上田西高

 2 小林 季生  10:00.78 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ ｼﾃｨｰﾗﾝﾅｰ

 3 大井 飛翔(1)  10:01.70 
ｵｵｲ ﾂﾊﾞｻ 皇學館大

 4 小長谷 祥治  10:04.25 
ｺﾅｶﾞﾔ ﾖｼﾊﾙ 長野市陸協

 5 森田 克馬(2)  10:05.75 
ﾓﾘﾀ ｶﾂﾏ 信州大

 6 竹内 朝輝(3)  10:09.96 
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 上田西高

 7 荒尾 福之助(3)  10:14.05 
ｱﾗｵ ﾌｸﾉｽｹ 信州大

 8 金森 柊弥(2)  10:18.15 
ｶﾅﾓﾘ ｼｭｳﾔ 佐久平総合高

 9 林 幸史郎(3)  10:20.75 
ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ 東海大諏訪高

10 鶴見 航大(3)  10:24.97 
ﾂﾙﾐ ｺｳﾀﾞｲ 信州大

11 出澤 周大(1)  10:26.32 
ﾃﾞｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 信州大

12 北原 浩太(3)  10:31.91 
ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀ 長野高専

13 瀨戸 優孝(2)  10:38.71 
ｾﾄ ﾕﾀｶ 松本大

14 山田 翔(3)  10:42.32 
ﾔﾏﾀﾞ ｶｹﾙ 長野日大高

15 成澤 爽(3)  10:43.03 
ﾅﾙｻﾜ ｱｷﾗ 上田西高

16 小川 聖司(2)  10:50.52 
ｵｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ 伊那弥生ヶ丘高

17 伊藤 紅羽(3)  10:53.54 
ｲﾄｳ ｸﾚﾊ 東海大諏訪高

18 長谷川 勇矢(2)  11:15.25 
ﾊｾｶﾞﾜ ｲｻﾔ 信州大

19 髙橋 孝樹(3)  11:47.23 
ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞｭ 長野日大高

20 髙橋 巧(M)  11:49.13 
ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ 信州大

スプリットタイム
  1000m   3:05.11  1909 小林 隼人(3)
  2000m   6:19.93   〃     〃 

2  1287

3  9150

20    64

1  9141

10  1912

7   431

5  9111

16  1288

9  9131

15  3510

4    63

13  9142

17  9127

18  1626

11  9135

8  2772

14  9061

6  9177

19  9031

男子

3000mSC(0.914m)

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
12  1909



決勝 6月26日  9:40

長野県記録(PR)               19:03.92 藤澤 勇                      山梨学院大       2009/04/29  
大会記録(CR)                 20:16.79 酒井 浩文                    国士大           1991        

 1 鈴木 英司(4)  20:18.57 
ｽｽﾞｷ ｴｲｼﾞ 東海大

 2 清水 海地(3)  21:07.46 
ｼﾐｽﾞ ｶｲﾁ 明大

 3 鈴木 淳也(3)  21:39.49 
ｽｽﾞｷ  ｱﾂﾔ 長野商高

 4 佐藤 晋太(1)  21:50.57 
ｻﾄｳ ｼﾝﾀ 中京大

 5 栁澤 優斗  22:48.18 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ ﾄｰﾊﾂ

 6 田幸 瞭(3)  22:51.47 
ﾀｺｳ ﾘｮｳ 長野日大高

 7 仲田 知弘(3)  23:21.88 
ﾅｶﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 長野商高

 8 小島 颯翔(2)  23:39.23 
ｺｼﾞﾏ  ﾘｭｳﾄ 丸子修学館高

 9 塩島 和弥(3)  23:54.44 
ｼｵｼﾞﾏ ｶｽﾞﾔ 松本大

10 大坪 鷹人  23:58.78 
ｵｵﾂﾎﾞ ﾀｶﾋﾄ 佐久市陸協

11 薩田 悠成(1)  24:20.78 
ｻｯﾀ ﾕｳｾｲ 福井工大

12 原 圭佑(3)  24:51.99 
ﾊﾗ ｹｲｽｹ 京都大

13 矢島 朋幸  25:25.55 
ﾔｼﾞﾏ ﾄﾓﾕｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

14 山本 陵弥(2)  25:36.48 
ﾔﾏﾓﾄ ﾘｮｳﾔ 市立長野高

15 西方 蓮太郎(2)  25:38.25 
ﾆｼｶﾀ ﾚﾝﾀﾛｳ 長野工高

16 熊倉 正之(2)  25:45.28 
ｸﾏｸﾗ ﾏｻﾕｷ 上田西高

17 大原 翔輝(2)  27:12.28 
ｵｵﾊﾗ ﾄｷ 上田西高

18 久高 拓馬  27:13.81 
ﾋｻﾀｶ ﾀｸﾏ 諏訪陸協

  松澤 柊斗(3)      
ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｭｳﾄ 飯山高

  大和 健      
ﾔﾏﾄ ﾀｹｼ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

  平澤 航大(2)      
ﾋﾗｻﾜ ｺｳﾀ 松川高

スプリットタイム
   400m   1:30.59  9182 鈴木 英司
   800m   3:06.13   〃     〃 
  1000m   3:53.58   〃     〃 
  1600m   6:17.11   〃     〃 
  2000m   7:54.91   〃     〃 
  2800m  11:06.26   〃     〃 
  3000m  11:54.56   〃     〃 
  3200m  12:44.54   〃     〃 
  3600m  14:24.89   〃     〃 
  4000m  16:07.05   〃     〃 
  4400m  17:48.29   〃     〃 
  4600m  18:38.15   〃     〃 
  4800m  19:29.73   〃     〃 

11  9206

男子

5000m競歩

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
21  9182

9  1138

10  9166

13  9042

8  1283

15  1136

7  1763

17  9087

6  9068

12  9204

20  9056

14  9055

19   880

3  1172

16  1907

18  2786

2  9158

DNS
4   550

DNS

5   829
DNF

1  9168



予選 6月25日 12:00
決勝 6月25日 15:50

長野県記録(PR)                  40.59                              佐久長聖高       2022/05/27  
                                      （木村 伊吹・落合 華七斗・安坂 丈瑠・福澤 耀明）
大会記録(CR)                    40.62 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC                  ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC      2015        
                                      （高木 佑希・岩田 晃・吉冨 和弥・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  1654 木村 伊吹(3)     41.97 Q  1   4 松本大  9099 石坂 巽海(3)     41.38 Q

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｲｼｻﾞｶ ﾀﾂﾐ
 1650 木内 心大(3)  9085 永井 颯太(2)

ｷｳﾁ ｺｺﾛ ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ
 2808 安坂 丈瑠(3)  9106 内山 友貴(1)

ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｷ
 1653 福澤 耀明(3)  9110 和田 響一(3)

ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ ﾜﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ
 2   7 飯山高   802 佐藤 駿也     42.08 Q  2   7 市立長野高   861 青山 凌大(1)     43.51 Q

ｲｲﾔﾏｺｳ ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
  804 髙木 柚希(2)   858 青栁 伸哉(2)

ﾀｶｷﾞ ﾕｽﾞｷ ｱｵﾔｷﾞ ｼﾝﾔ
  801 荒井 陽呂実   877 德嵩 力也(2)

ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ ﾄｸﾀｹ ﾘｷﾔ
  830 増田 達哉(3)   859 昌山 俊也(1)

ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ ｼｮｳﾔﾏ ｼｭﾝﾔ
 3   5 須坂創成高   953 寺嶋 玲音(3)     42.50 q  3   6 岩村田高  1594 榊原 歩(2)     43.76 

ｽｻﾞｶｿｳｾｲｺｳ ﾃﾗｼﾏ ﾚｵ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ
  954 小林 魁(3)  1591 南澤 爽太(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ
  963 田中 豪(3)  1596 佐々木 隆之介(2)

ﾀﾅｶ ｺﾞｳ ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
  956 大峡 亮太(3)  1605 大工原 政斗(1)

ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ
 4   6 野沢南高  1567 小須田 翔(1)     43.20 q  4   2 岡谷工高   251 新垣 健琉(3)     43.83 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ｺｽﾀﾞ ｶｹﾙ ｵｶﾔｺｳｺｳ ｱﾗｶｷ ﾀｹﾙ
 1560 由井 晴陽(2)   278 酒井 琢磨(3)

ﾕｲ ﾊﾙﾔ ｻｶｲ ﾀｸﾏ
 1564 山浦 雅斗(2)   279 西山 陸(3)

ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ ﾆｼﾔﾏ ﾘｸ
 1561 塚田 要(2)   252 増田 光月(3)

ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ ﾏｽﾀﾞ ｺｳｷ
 5   2 上田千曲高  1864 森 暖向太(2)     43.95  5   3 松本美須々ヶ丘 2323 西澤 諒(1)     44.78 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ﾓﾘ  ﾋﾅﾀ ﾏﾂﾓﾄﾐｽｽﾞｶﾞｵｶ ﾆｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ
 1890 中村 春希(3)  2342 鶴見 冬馬(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ ﾂﾙﾐ ﾄｳﾏ
 1861 西田 陸人(2)  2349 柴田 莉生(3)

ﾆｼﾀ    ﾘｸﾄ ｼﾊﾞﾀ ﾘｵ
 1862 小林 誠史(2)  2338 野口 翔大朗(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ ﾉｸﾞﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ
 6   8 上田高  1792 備後 琉空(2)     44.78     5 東海大諏訪高      

ｳｴﾀﾞｺｳ ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ DNS
 1793 小林 暉弥(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾔ
 1788 南澤 遥翔(3)

ﾐﾅﾐｻﾜ ﾊﾙﾄ
 1791 宮澤 健人(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ
 7   3 豊科高  2540 小林 怜央(2)     45.97 

ﾄﾖｼﾅｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ
 2538 輪湖 颯(3)

ﾜｺ ﾊﾔﾄ
 2542 佐藤 匠真(1)

ｻﾄｳ ﾀｸﾏ
 2544 金児 烈恩(1)

ｶﾈｺ ﾚｵﾝ

男子

4×100m

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者  qR：救済による通過者



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 長野日大高  1263 夏目 士瑠(3)     42.84 Q

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 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
 2   2 松本国際高  2517 中谷 息吹(3)     43.10 Q

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲ ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ
 2502 渡辺 直弥(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ
 2509 松澤 尚弥(3)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ
 2501 中村 駿汰(1)

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ
 3   3 長野高  1114 竹前 克哉(3)     44.96 

ﾅｶﾞﾉｺｳ ﾀｹﾏｴ ｶﾂﾔ
 1119 船本 力生(2)

ﾌﾅﾓﾄ ﾘｷ
 1123 藤本 陽行(1)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙﾕｷ
 1112 渡邉 創太(3)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ
 4   7 伊那北高   425 小幡 将太朗(2)     45.34 

ｲﾅｷﾀ ｵﾊﾞﾀ ｼｮｳﾀﾛｳ
  422 酒井 奏楽(2)

ｻｶｲ ｿﾗ
  423 田坂 龍駕(2)

ﾀｻｶ ﾘｮｳｶﾞ
  421 伊藤 嶺(2)

ｲﾄｳ ﾚｲ
    5 長野工高  1174 松澤 虎太郎(2)      

ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳｺｳ ﾏﾂｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ DQ
 1167 牧 大悟(3) R1(3-4)

ﾏｷ ﾀﾞｲｺﾞ
 1169 宮本 昇舞(2)

ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ
 1176 塩原 拓実(2)

ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ
    4 信州大      

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ DNS

男子

4×100m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 松本大  9099 石坂 巽海(3)     40.98 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｲｼｻﾞｶ ﾀﾂﾐ
 9085 永井 颯太(2)

ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ
 9106 内山 友貴(1)

ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｷ
 9110 和田 響一(3)

ﾜﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ
 2   6 佐久長聖高  1654 木村 伊吹(3)     41.50 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ
 1650 木内 心大(3)

ｷｳﾁ ｺｺﾛ
 2808 安坂 丈瑠(3)

ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ
 1653 福澤 耀明(3)

ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ
 3   5 長野日大高  1263 夏目 士瑠(3)     42.74 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ 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   9 市立長野高   861 青山 凌大(1)     43.03 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｱｵﾔﾏ ﾘｮｳﾀ
  858 青栁 伸哉(2)

ｱｵﾔｷﾞ ｼﾝﾔ
  877 德嵩 力也(2)

ﾄｸﾀｹ ﾘｷﾔ
  859 昌山 俊也(1)

ｼｮｳﾔﾏ ｼｭﾝﾔ
 5   2 野沢南高  1567 小須田 翔(1)     43.41 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ｺｽﾀﾞ ｶｹﾙ
 1560 由井 晴陽(2)

ﾕｲ ﾊﾙﾔ
 1564 山浦 雅斗(2)

ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ
 1561 塚田 要(2)

ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ
 6   3 須坂創成高   953 寺嶋 玲音(3)     43.45 

ｽｻﾞｶｿｳｾｲｺｳ ﾃﾗｼﾏ ﾚｵ
  954 小林 魁(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ
  963 田中 豪(3)

ﾀﾅｶ ｺﾞｳ
  956 大峡 亮太(3)

ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ
 7   8 松本国際高  2517 中谷 息吹(3)     45.46 

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲ ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ
 2502 渡辺 直弥(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾅｵﾔ
 2509 松澤 尚弥(3)

ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ
 2501 中村 駿汰(1)

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ
    4 飯山高   802 佐藤 駿也      

ｲｲﾔﾏｺｳ ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ DQ
  804 髙木 柚希(2) R1(3-4)

ﾀｶｷﾞ ﾕｽﾞｷ
  801 荒井 陽呂実

ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ
  830 増田 達哉(3)

ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ

男子

4×100m
決勝



予選 6月26日  9:15
決勝 6月26日 16:10

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）
大会記録(CR)                  3:13.48                              ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC      2019        
                                      （岩田 晃・小林 航・浦野 泰希・小林 英和）

[ 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 長野高専  9170 吉澤 涼(4)   3:18.23 Q  1   5 東海大諏訪高    59 窪田 翔真(3)   3:18.21 Q

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ
 9174 髙橋 和真    58 名取 勇人(3)

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ
 3520 志村 匠音(3)    56 矢島 壮野(3)

ｼﾑﾗ ﾀｸﾄ ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ
 9173 髙橋 一輝    57 久保田 凱士(3)

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ
 2   5 松本国際高  2509 松澤 尚弥(3)   3:22.87 Q  2   4 佐久長聖高  2803 今関 隼也(2)   3:20.89 Q

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲ ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ
 2524 中澤 歩希(2)  2842 降幡 諒成(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ
 3141 岡田 遥人(4)  1650 木内 心大(3)

ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｷｳﾁ ｺｺﾛ
 2501 中村 駿汰(1)  2808 安坂 丈瑠(3)

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ
 3   6 松商学園高  2494 齋藤 飛元(1)   3:24.45 q  3   6 信州大  9132 小山 和馬(3)   3:24.01 q

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｻｲﾄｳ ﾋｹﾞﾝ ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾏ
 2475 清澤 広伸(3)  9138 池ヶ谷 賢吾(1)

ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ ｲｹｶﾞﾔ ｹﾝｺﾞ
 2484 川瀬 拓郎(3)  9144 尾崎 康佑(2)

ｶﾜｾ ﾀｸﾛｳ ｵｻｷ ｺｳｽｹ
 2465 山田 瑛太(2)  9147 牧田 蒼斗(M)

ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ ﾏｷﾀ ｱｵﾄ
 4   2 岩村田高  1594 榊原 歩(2)   3:26.01  4   7 上田西高  2774 大木 咲翔(2)   3:31.76 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ
 1596 佐々木 隆之介(2)  1913 成澤 優希(1)

ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ
 1597 中山 瑛生(2)  2773 山下 智也(1)

ﾅｶﾔﾏ ｴｲｷ ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ
 1591 南澤 爽太(3)  1911 滝澤 優太(2)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾀ
 5   3 大町岳陽高  2040 平出 純大(3)   3:26.99  5   3 長野工高  1164 柳澤 剛生(3)   3:31.92 

ｵｵﾏﾁｶﾞｸﾖｳｺｳ ﾋﾗｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝﾀ ﾅｶﾞﾉｺｳｷﾞｮｳｺｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺﾞｳｷ
 2039 畠山 史城(3)  1169 宮本 昇舞(2)

ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｷ ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ
 2037 中川 敬太(3)  1176 塩原 拓実(2)

ﾅｶｶﾞﾜ ｹｲﾀ ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ
 2044 高根 夏雪(2)  1171 中島 優輝(2)

ﾀｶﾈ ﾅﾂｷ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ
 6   9 辰野高   291 ﾛﾍﾟｽ 田中 ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ   3:32.50  6   9 野沢南高  1567 小須田 翔(1)   3:34.59 

ﾀﾂﾉｺｳ ﾛﾍﾟｽﾀﾅｶｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ｺｽﾀﾞ ｶｹﾙ
  290 古庄 武(3)  1561 塚田 要(2)

ﾌﾙｼｮｳ  ﾀｹﾙ ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ
  292 宮澤 駿也(2)  1559 栁澤 孔軌(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾔ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ
  288 佐藤 大介マーク(3)  1565 中澤 太樹(1)

ｻﾄｳﾀﾞｲｽｹﾏｰｸ ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾞｲｼﾞｭ
 7   8 上田千曲高  1890 中村 春希(3)   3:36.05  7   8 諏訪清陵高   116 傳田 悠人(2)   3:36.97 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ ｽﾜｾｲﾘｮｳｺｳ ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ
 1862 小林 誠史(2)   126 廣島 壮(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ ﾋﾛｼﾏ ｿｳ
 1889 加藤 颯人(3)   105 芳澤 大樹(3)

ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ ﾖｼｻﾞﾜ ﾀｲｷ
 1866 山下 千颯(2)   108 小松 悟一(3)

ﾔﾏｼﾀ  ﾁﾊﾔ ｺﾏﾂ ｺﾞｲﾁ
 8   1 須坂創成高   955 酒井 柊哉(3)   3:36.60  8   2 豊科高  2537 降籏 陸(3)   3:42.72 

ｽｻﾞｶｿｳｾｲｺｳ ｻｶｲ ｼｭｳﾔ ﾄﾖｼﾅｺｳ ﾌﾘﾊﾀ ﾀﾞｲﾁ
  960 岡谷 嵩宗(2)  2540 小林 怜央(2)

ｵｶﾔ ﾀｶﾑﾈ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｵ
  953 寺嶋 玲音(3)  2544 金児 烈恩(1)

ﾃﾗｼﾏ ﾚｵ ｶﾈｺ ﾚｵﾝ
  956 大峡 亮太(3)  2543 鏑木 貫誠(1)

ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ ｶﾌﾞﾗｷﾞ ｶﾝｾｲ
 9   7 長野高  1119 船本 力生(2)   3:41.48     1 かもしか倶楽部      

ﾅｶﾞﾉｺｳ ﾌﾅﾓﾄ ﾘｷ ｶﾓｼｶｸﾗﾌﾞ DNS
 1123 藤本 陽行(1)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾊﾙﾕｷ
 1122 中村 倫啓(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾄﾓﾋﾛ
 1118 飯島 千太郎(2)

ｲｲｼﾞﾏ ｾﾝﾀﾛｳ

Q:順位順通過者  q：タイム順通過者  qR：救済による通過者通過基準  3組  2着 + 2予選

男子

4×400m



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC  9044 小林 航   3:18.63 Q

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞｴｰｼｰ ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ
 9048 中村 颯人

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ
 9047 清水 泰志

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ
 9043 岩田 晃

ｲﾜﾀ ｱｷﾗ
 2   7 松本大  9110 和田 響一(3)   3:19.83 Q

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ﾜﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ
 9108 木戸 亮太(4)

ｷﾄﾞ ﾘｮｳﾀ
 9104 洞澤 光(4)

ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ
 9105 内山 晃輔(2)

ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ
 3   4 長野日大高  1254 髙橋 幸雅(2)   3:29.43 

ﾅｶﾞﾉﾆﾁﾀﾞｲｺｳ ﾀｶﾊｼ ｺｳｶﾞ
 1280 倉嶋 颯太(2)

ｸﾗｼﾏ ｿｳﾀ
 1289 池田 惺哉(2)

ｲｹﾀﾞ ｾｲﾔ
 1255 曽根 ひのき(1)

ｿﾈ ﾋﾉｷ
 4   6 市立長野高   862 上野 聖闘(1)   3:30.28 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ｳｴﾉ ｾｲﾄ
  878 岩村 楽都(2)

ｲﾜﾑﾗ ｶﾞｸﾄ
  858 青栁 伸哉(2)

ｱｵﾔｷﾞ ｼﾝﾔ
  877 德嵩 力也(2)

ﾄｸﾀｹ ﾘｷﾔ
 5   3 飯山高   812 渡辺 凛太朗   3:34.61 

ｲｲﾔﾏｺｳ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ
  813 小林 琥珀

ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾊｸ
  834 小林 薫平

ｺﾊﾞﾔｼ ｸﾝﾍﾟｲ
  815 小林 琉惺

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾘｭｳｾｲ
 6   1 木曽青峰高  1955 小林 優斗(2)   3:38.38 

ｷｿｾｲﾎｳｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾄ
 1953 鈴木 生人(2)

ｽｽﾞｷ ｲｸﾄ
 1952 櫛原 日向(2)

ｸｼﾊﾗ ﾋﾅﾀ
 1954 鈴木 康介(2)

ｽｽﾞｷ ｺｳｽｹ
 7   8 松本深志高  2259 村上 康生(2)   3:45.37 

ﾏﾂﾓﾄﾌｶｼｺｳ ﾑﾗｶﾐ ｺｳｾｲ
 2221 清水 寛斗(2)

ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ
 2223 田中 大介(1)

ﾀﾅｶ ﾀﾞｲｽｹ
 2260 横澤 静也(2)

ﾖｺｻﾜ ｼｽﾞﾔ
 8   2 長野商高  1137 水野 大地(3)   3:50.72 

ﾅｶﾞﾉｼｮｳｷﾞｮｳｺｳ ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ
 1146 西澤 啓太(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ｹｲﾀ
 1149 土屋 優翔(1)

ﾂﾁﾔ ﾕｳﾄ
 1144 若林 一歩(2)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｲｯﾎﾟ
    9 小諸高      

ｺﾓﾛｺｳ DNS

男子

4×400m



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 長野高専  9170 吉澤 涼(4)   3:18.16 

ﾅｶﾞﾉｺｳｾﾝ ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ
 9174 髙橋 和真

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ
 3520 志村 匠音(3)

ｼﾑﾗ ﾀｸﾄ
 9173 髙橋 一輝

ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ
 2   5 東海大諏訪高    59 窪田 翔真(3)   3:18.55 

ﾄｳｶｲﾀﾞｲｽﾜｺｳ ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ
   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
   58 名取 勇人(3)

ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ
 3   4 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC  9043 岩田 晃   3:19.45 

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞｴｰｼｰ ｲﾜﾀ ｱｷﾗ
 9048 中村 颯人

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ
 9044 小林 航

ｺﾊﾞﾔｼ ﾜﾀﾙ
 9047 清水 泰志

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｼ
 4   8 佐久長聖高  2842 降幡 諒成(2)   3:20.50 

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ
 2808 安坂 丈瑠(3)

ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ
 1650 木内 心大(3)

ｷｳﾁ ｺｺﾛ
 1653 福澤 耀明(3)

ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ
 5   7 松本大  9108 木戸 亮太(4)   3:21.05 

ﾏﾂﾓﾄﾀﾞｲ ｷﾄﾞ ﾘｮｳﾀ
 9104 洞澤 光(4)

ﾎﾗｻﾜ ﾋｶﾙ
 9110 和田 響一(3)

ﾜﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ
 9105 内山 晃輔(2)

ｳﾁﾔﾏ ｺｳｽｹ
 6   3 信州大  9132 小山 和馬(3)   3:26.80 

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ｺﾔﾏ ｶｽﾞﾏ
 9147 牧田 蒼斗(M)

ﾏｷﾀ ｱｵﾄ
 9144 尾崎 康佑(2)

ｵｻｷ ｺｳｽｹ
 9130 若林 圭汰(2)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ
 7   2 松商学園高  2494 齋藤 飛元(1)   3:29.63 

ﾏﾂｼｮｳｶﾞｸｴﾝｺｳ ｻｲﾄｳ ﾋｹﾞﾝ
 2465 山田 瑛太(2)

ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ
 2484 川瀬 拓郎(3)

ｶﾜｾ ﾀｸﾛｳ
 2475 清澤 広伸(3)

ｷﾖｻﾜ ﾋﾛﾉﾌﾞ
 8   9 松本国際高  2522 竹岡 尚輝(2)   3:32.06 

ﾏﾂﾓﾄｺｸｻｲ ﾀｹｵｶ ﾅｵｷ
 2524 中澤 歩希(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ｱﾕｷ
 2520 大日向 孝雅(2)

ｵﾋﾞﾅﾀ ｺｳｶﾞ
 2501 中村 駿汰(1)

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ

4×400m
決勝

男子



決勝 6月26日 10:00

長野県記録(PR)                   2.18 吉田 剛                      仙台大           2002/05/19  
大会記録(CR)                     2.17 小柳 和朗                    中野実高         1990        

芋川 駿
ｲﾓｶﾜ ｼｭﾝ NAGANO APPELS
中村 伊吹(3)
ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 松本国際高
片平 大地
ｶﾀﾋﾗ ﾀﾞｲﾁ NAGANO APPELS
林 知彦
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾋｺ NAGANO APPELS
関本 遊大(1)
ｾｷﾓﾄ ﾕｳﾀﾞｲ 松本大
松島 稜之
ﾏﾂｼﾏ ﾀｶﾕｷ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
柴垣 颯大(1)
ｼﾊﾞｶﾞｷ ﾊﾔﾀ 信州大
田中 勇輝(3)
ﾀﾅｶ ﾕｳｷ 中野西高
髙田 真平(2)
ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 松本県ヶ丘高
中村 陸空(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾘｸ 長野吉田高
小平 遥暉(3)
ｺﾀﾞｲﾗ ﾊﾙｷ 飯田風越高
熊谷 知樹(3) NM
ｸﾏｶﾞｲ ﾄﾓｷ 上伊那農高
日野 要(1) NM
ﾋﾉ ｶﾅﾒ 上伊那農高
河瀬 空雅(2) NM
ｶﾜｾ ｸｳｶﾞ 中野立志館高
土屋 海斗(1) NM
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 国士大
髙田 幸之介(3) NM
ﾀｶﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ 立教大

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 記録所属名 1m80 1m85 1m90 1m95 2m00 備考
1 16  9008 - - o -

xxx

2m05 2m10 2m15

xo o xxx  2.05

 1.95

2 12  2519 o o o o

o xo xxx

 1.95

3 10  9010

4 14  9089 o xo xo xo xxx

4 13  9011 o xo xo xo xxx

- -

 1.90

 1.90

 1.95

 1.95

6 11  9036 - xxo o xxx

xxo xxx7 5  9129

9 8  2305 xxo o xxx

8 7   939 o o xxx

o o

 1.80

 1.80

 1.85

 1.85

10 2  1066 o xxx

11 4   601

     

1   359 xxx      

3   364 xxx

xxo xxx

     

9  9063 xxx

6   913 xxx

     15  9212 - - xxx

     



決勝 6月25日 13:10

長野県記録(PR)                   5.40 松澤 ジアン成治              中京大           2013/08/04  
大会記録(CR)                     5.20 内山 朋也                    筑波大           2018        

4m60 4m70 4m80 4m90 5m00 5m21 5m31 5m41 5m51
内山 朋也(M) - - - - - - - - - - 県新
ｳﾁﾔﾏﾄﾓﾔ 筑波大 - - - - o o o o xxx
中谷 息吹(3) - - - - - - o - o o
ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ 松本国際高 o xx- x
重田 篤希(3) - - - - - - - o - xo
ｼｹﾞﾀ ｱﾂｷ 松本深志高 - xxx
石坂 巽海(3) - - - - - o - o - xxx
ｲｼｻﾞｶ ﾀﾂﾐ 松本大
関 知大 - - - - o - o - xxx
ｾｷ ﾄﾓﾋﾛ Mt.Rex TC
伊藤 拓也 - - o o o xxx
ｲﾄｳ ﾀｸﾔ ｻﾝ工業
宮下 倖盛 - - - o xxx
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｾｲ かもしか倶楽部
奥 直也(3) xxo xo o xxx
ｵｸ ﾅｵﾔ 原中
五味 駿太(1) xxo xxo o xxx
ｺﾞﾐ ｼｭﾝﾀ 諏訪清陵高
両角 駿介(3) - - xo xxx
ﾓﾛｽﾞﾐ ｼｭﾝｽｹ 諏訪二葉高
三石 蒼士(3) - xxo xo xxx
ﾐﾂｲｼ ｱｵｼ 野沢中
塩原 拓実(2) o xo xxx
ｼｵﾊﾞﾗ ﾀｸﾐ 長野工高
栗林 憧羽(2) o xxx
ｸﾘﾊﾞﾔｼ ﾄﾜ 中野立志館高
日達 羽流(2) xo xxx
ﾋﾀﾁ ﾊﾙ 東海大諏訪高
樫山 滉(3) xxo xxx
ｶｼﾔﾏ ｱｷﾗ 野沢中
北村 櫂(2) xxo xxx
ｷﾀﾑﾗ ｶｲ 丸子修学館高
荒井 洋光 - - - xxx NM
ｱﾗｲ ﾋﾛﾐﾂ 松本陸協

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

記録 備考

1 17  9165  5.41

4m10 4m20 4m30 4m40 4m50

2 14  2517  4.60

3 16  2258  4.50

4 15  9099  4.30

5 13  9005  4.20

6 12  9029  4.00

7 11  9022  3.80

8 6  7897  3.60

9 10   122  3.60

10 7  2620  3.60

11 9  4085  3.60

12 4  1176  3.40

13 3   918  3.20

14 5    48  3.20

15 1  4082  3.20

15 2  1760  3.20

8  9112
     



決勝 6月25日 13:20

長野県記録(PR)                   7.94 嶺村 鴻汰                    筑波大           2014/06/08  
大会記録(CR)                     7.77 武田 満                      国士大           1995        

 ３回の
 最高記録

深沢 宏之 東  京    x   7.12  7.36   7.36    x    x   7.52   7.52 
ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ MINT TOKYO         +3.0  +2.3   +2.3               +3.2   +3.2
荒井 陽呂実   6.76  6.90  7.15   7.15   5.52  6.60  7.46   7.46 
ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 飯山高   +6.6  +3.3  +4.1   +4.1   +5.1  +3.7  +3.1   +3.1
竹入 聡一郎(M)    x   7.03  7.04   7.04    x   7.21   x    7.21 
ﾀｹｲﾘｿｳｲﾁﾛｳ 筑波大         -0.1  +0.5   +0.5         +1.4         +1.4
鈴木 瑛翔(1)   7.15  6.68  6.65   7.15   6.90  6.86  6.92   7.15 
ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ 赤穂高   +5.7  +1.4  +1.2   +5.7   +2.2  +0.3  +3.5   +5.7
宮下 駿介(3)   6.94  7.10  5.67   7.10   6.91  6.09  7.04   7.10 
ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 国武大   +3.5  +3.9  +1.7   +3.9   +1.2  +3.8  +1.5   +3.9
栁澤 秀哉(2)   6.99  7.08  7.03   7.08   6.84  6.75  7.05   7.08 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｭｳﾔ 松商学園高   +2.4  +4.7  +3.4   +4.7   +0.7  -0.1  +2.0   +4.7
池ヶ谷 賢吾(1)   7.06  6.85  3.97   7.06    x    x    x    7.06 
ｲｹｶﾞﾔ ｹﾝｺﾞ 信州大   +2.6  +4.1  +3.1   +2.6                      +2.6
上條 将吾   6.95  6.87  6.93   6.95   6.76   x   6.91   6.95 
ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺﾞ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ   +4.8  +3.6  +2.2   +4.8   +1.0        +3.4   +4.8
寺島 恒輔(3)    x   6.83  6.58   6.83             6.83 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 小諸高         +3.4  +0.8   +3.4                      +3.4
中村 洋平(1)    x   6.83   x    6.83             6.83 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 駿河台大         +3.7         +3.7                      +3.7
伊藤 司騎(1)   6.77  6.70  6.82   6.82             6.82 
ｲﾄｳ ｼｷ 山梨学院大   +6.6  +3.0  +5.3   +5.3                      +5.3
南澤 爽太(3)   6.76  6.68  6.77   6.77             6.77 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 岩村田高   +5.2  +3.8  +4.5   +4.5                      +4.5
木村 伊吹(3)    x    x   6.71   6.71             6.71 
ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 佐久長聖高               +4.3   +4.3                      +4.3
小林 蓮(3)    x   6.63  6.45   6.63             6.63 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 国士大         +3.9  -0.5   +3.9                      +3.9
佐藤 駿也   5.05  6.62  6.15   6.62             6.62 
ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ 飯山高   +3.4  +4.8  +2.4   +4.8                      +4.8
佐藤 智哉(2)    x    x   6.42   6.42             6.42 
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 諏訪東理大               +2.5   +2.5                      +2.5
菅 貫太(1)   5.83  6.18  6.06   6.18             6.18 
ｽｶﾞｶﾝﾀ 南山大   +0.6  +2.4  +2.8   +2.4                      +2.4
穂苅 康人(4)                            DNS
ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 東学大                                                   
松本 陸(4)                            DNS
ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 信州大                                                   
山浦 渓斗(4)                            DNS
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 国武大                                                   

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 17  9002

2 10   801

3 19  9164

4 6   486

5 15  9064

6 16  2468

7 13  9138

8 14  9033

9 8  2830

10 11  9078

11 5  9071

12 4  1591

13 1  1654

14 7  9062

15 2   802

16 3  9157

17 9  9192

12  9185

18  9134

20  9065



決勝 6月26日 13:40

長野県記録(PR)                  16.98 石川 和義                    筑波大           2004/10/10  
大会記録(CR)                    16.20 中山 昂平                    中京大           2017        

 ３回の
 最高記録

石川 和義    x  15.53   x   15.53    x    x  15.28  15.53 
ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ いｰやま         +1.0         +1.0               +3.3   +1.0
櫻井 大幹  14.83   x    x   14.83    x    x    x   14.83 
ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾓﾄ 軽井沢A&AC   +0.7               +0.7                      +0.7
小池 哲平  14.57 14.52   x   14.57    x  14.72   x   14.72 
ｺｲｹ ﾃｯﾍﾟｲ 東海大   +1.1  +0.9         +1.1         +2.9         +2.9
塚田 奏(1)  14.62   x  14.33  14.62    x    x    x   14.62 
ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾀ 東学大   +2.9        +0.2   +2.9                      +2.9
南澤 爽太(3)  13.98 13.11 13.88  13.98  14.13 14.37 14.40  14.40 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 岩村田高   +0.4  +4.0  +1.7   +0.4   +3.4  +5.7  +0.7   +0.7
小山 敦司(2)  13.80   x    x   13.80  14.10   -    -   14.10 
ｺﾔﾏ ｱﾂｼ 駿河台大   +2.5               +2.5   +4.2               +4.2
大郷 佳己斗(3)  13.54 14.00 13.83  14.00    x    -    -   14.00 
ﾀﾞｲｺﾞｳ ｶｲﾄ 松本大   -0.1  +1.9  +1.0   +1.9                      +1.9
中村 洋平(1)    x  13.91 13.88  13.91    x    x    -   13.91 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 駿河台大         +0.1  +1.8   +0.1                      +0.1
若林 圭汰(2)  13.61 13.64 13.70  13.70            13.70 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 信州大   -0.7  +0.6  +2.8   +2.8                      +2.8
鈴木 慶次(3)  13.64   x    -   13.64            13.64 
ｽｽﾞｷ ｹｲｼﾞ 長野工高   +1.3               +1.3                      +1.3
松村 喜道(3)    x  12.96 13.20  13.20            13.20 
ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ 佐久長聖高         +1.2  +5.1   +5.1                      +5.1
髙田 真平(2)  13.16 12.95   x   13.16            13.16 
ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 松本県ヶ丘高   +2.5  +2.4         +2.5                      +2.5
佐々木 隆之介(2)  12.98 12.50   x   12.98            12.98 
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 岩村田高   +0.7  -0.7         +0.7                      +0.7
佐藤 駿也    x    x  12.89  12.89            12.89 
ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ 飯山高               +1.6   +1.6                      +1.6
大日向 翼(2)  12.79   x    x   12.79            12.79 
ｵﾋﾞﾅﾀ ﾂﾊﾞｻ 飯山高   +2.3               +2.3                      +2.3
筒木 順(2)  12.24 12.78   x   12.78            12.78 
ﾂﾂｷ ｼﾞｭﾝ 松本国際高   +1.6  +1.8         +1.8                      +1.8
田村 斡也(2)    x    x  12.32  12.32            12.32 
ﾀﾑﾗ ｱﾂﾔ 市立長野高               +1.1   +1.1                      +1.1
池ヶ谷 賢吾(1)                            DNS
ｲｹｶﾞﾔ ｹﾝｺﾞ 信州大                                                   
金子 司                            DNS
ｶﾈｺ ﾂｶｻ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野                                                   
西澤 和輝(3)                            DNS
ﾆｼｻﾞﾜｶｽﾞｷ 筑波大                                                   

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 20  9017

2 18  9060

3 19  9181

4 15  9184

5 17  1591

6 14  9077

7 12  9101

8 16  9078

9 11  9130

10 5  1168

11 7  2810

12 8  2305

13 1  1596

14 6   802

15 4   805

16 3  2523

17 2   856

9  9138

10  9035

13  9163



決勝 6月25日 10:20

長野県記録(PR)                  16.55 米倉 朋輝                    協栄電気興業     2021/07/11  
大会記録(CR)                    16.55 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
髙橋 勇翔(3)
ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ 松本国際高
金子 周平(4)
ｶﾈｺ ｼｭｳﾍｲ 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
田近 資武(3)
ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ 木曽青峰高
有村 凌空
ｱﾘﾑﾗ ﾘｸ 木曽郡陸協
小山 翔平(2)
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 佐久長聖高
深澤 恒頼(2)
ﾌｶｻﾜ ﾋｻﾖﾘ 長野吉田高
友田 利男
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ かもしか倶楽部
松野 太輝
ﾏﾂﾉ ﾀｲｷ かもしか倶楽部
原田 将希(3)
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｷ 山梨学院大
澤 聡大(3)
ｻﾜ ｱｷﾋﾛ 信州大
塩島 律哉(1)
ｼｵｼﾞﾏ ﾘﾂﾔ 松本大
山岸 翔空(3)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾄｱ 松代高
橋本 一樹(M)
ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ 信州大
小林 一成(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ T&F佐久平
町田 純一(1)
ﾏﾁﾀﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁ 大町岳陽高
大宮 直人
ｵｵﾐﾔ ﾅｵﾄ 木曽郡陸協
清水 蒼太(2)
ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ 松本美須々ヶ丘高
鶴見 冬馬(2)
ﾂﾙﾐ ﾄｳﾏ 松本美須々ヶ丘高
小林 拓矢 NM
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ お山の接骨院
小林 篤央(3) DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｵ 信州大

       15  9133                    

     6.80 

10  9018    x    x    x                  

20 1  2342   6.80   x    x    6.80       

     7.29 

19 9  2345    x   6.87  5.98   6.87            6.87 

18 2  9208   6.24  7.06  7.29   7.29       

     8.45 

17 8  2045
  6.93  7.44  6.82   7.44            7.44 

16 4  9015   7.87  8.45  7.70   8.45       

     8.86 

15 5  9126   8.46   x    x    8.46            8.46 

14 13  1424   8.86   x   8.85   8.86       

     9.35 

13 12  9086   8.06  8.71  8.91   8.91            8.91 

12 3  9149   8.46  9.35  9.26   9.35       

     9.77 

11 7  9073   9.10  9.73  8.72   9.73            9.73 

10 14  9025   9.77   x    x    9.77       

   x  10.87 

9 11  9027  10.00 10.42   x   10.42           10.42 

8 6  1063  10.31 10.47 10.55  10.55  10.74 10.87

   x  11.21 

7 20  2813  10.61 11.00  9.93  11.00  10.56 10.91 11.15 11.15 

6 17  9209  10.99   x  10.99  10.99  11.13 11.21

   x  11.83 

5 16  1949  10.29 10.58 11.22  11.22  10.78   -    -  11.22 

4 19  9038    x  11.83 11.62  11.83    x    x

 12.87 13.06 

3 18  9092  12.31   x    x   12.31    x  12.65 12.65 12.65 

2 22  2508  12.91 12.96 13.06  13.06  12.34 12.48

-4- -5- -6- 記録 備考

1 21  9057  15.20 15.41 15.66  15.66  14.92   x  15.58 15.66 

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



決勝 6月25日 13:10

長野県記録(PR)                  50.52 北林 栄峰                    順天堂大         1980/04/26  
大会記録(CR)                    48.78 北林 栄峰                    順大             1980        

 ３回の
 最高記録

北村 将也(M)
ｷﾀﾑﾗ ﾏｻﾔ 同志社大
米倉 朋輝
ﾖﾈｸﾗ ﾄﾓｷ 協栄電気興業
神田 雅翔(2)
ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾄ 松本大
大庭 達也
ｵｵﾊﾞ ﾀﾂﾔ NAGANO APPELS
神田 郁実
ｶﾝﾀﾞ ｲｸﾐ お山の接骨院
笹野 弘充
ｻｻﾉ ﾋﾛﾐﾂ 上田市陸協
萩原 倖司(4)
ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳｼ 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
金子 周平(4)
ｶﾈｺ ｼｭｳﾍｲ 松本大
羽場 太陽(3)
ﾊﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 岩村田高
橋澤 昴駿
ﾊｼｻﾞﾜ ﾀｶﾄｼ 安曇野AC
井澤 眞成(1)
ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾅﾘ 松本国際高
田近 資武(3)
ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ 木曽青峰高
牧 晃大(4)
ﾏｷ ｺｳﾀﾞｲ 長野高専
小林 錬
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 安曇野AC
原 胡太(2)
ﾊﾗ ｺﾀ 須坂創成高
廣瀬 春哉
ﾋﾛｾ ﾊﾙﾔ 須坂創成高
小林 拓矢
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾔ お山の接骨院
有村 凌空
ｱﾘﾑﾗ ﾘｸ 木曽郡陸協
山岸 翔空(3)
ﾔﾏｷﾞｼ ﾄｱ 松代高
倉田 海渡(1)
ｸﾗﾀ ｶｲﾄ 穂高商高
黒岩 遥馬(1)
ｸﾛｲﾜ ﾊﾙﾏ 穂高商高
村中 智彦 NM
ﾑﾗﾅｶ ﾄﾓﾋｺ Mt.Rex TC
橋本 一樹(M) NM
ﾊｼﾓﾄ ｶｽﾞｷ 信州大
小林 篤央(3) DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｵ 信州大

決勝 6月25日 13:10

井澤 眞成(1)
ｲｻﾞﾜ ﾏｻﾅﾘ 松本国際高

備考

1 1  2503  37.92 35.78 37.00 37.92 

男子少年B

円盤投(1.500kg)

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- 記録

 44.60 

-4- -5- -6- 記録 備考

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-

 44.49  44.491 25  9191    x  44.00

3 20  9098  36.44 34.83 36.48

 41.98 43.31 44.60

2 24  9057  41.14 44.19 40.30  44.19  40.46 42.79 41.24 44.19 

  36.48  37.97 38.75 36.86

  36.15  35.33   x  37.07 37.07 

 38.75 

  36.60    x  37.13 

5 18  9019  33.05 33.33 36.15

 37.13   x 36.204 22  9009  36.44 36.60

 33.56 32.51 33.77 

6 23  9115  30.97 36.21 36.44  36.44    x  36.44 

7 19  9107  33.77 33.63 32.76  33.77  32.92

   x    x

 33.65 33.65 

  32.51           32.51 

8 21  9038  32.51 33.14   x   33.14    x    x

9 17  9092  32.51 32.10 32.39

    32.28 

11 15  9050  31.33 28.69 26.64  31.33           31.33 

10 7  1590    x  31.52 32.28  32.28       

       29.70 

12 10  2503    x  29.93   x   29.93     29.93 

13 6  1949    x    x  29.70  29.70    

      

    28.44 

  27.76           27.76 

14 8  9172    x  28.44 27.05  28.44       

15 14  9051  27.76   x    x

    25.56 

17 4   959
 25.10   x    x   25.10           25.10 

16 3   970  25.56 24.96   x   25.56       

       23.95 

18 11  9018    x  24.87   x   24.87     24.87 

19 1  9209  22.93 23.95   x   23.95    

      

    23.07 

  18.67           18.67 

20 9  1424    x  23.07 22.86  23.07       

21 5  2119    x  15.81 18.67

    15.91 

12  9007    x    x    x                  

22 2  2118    x  15.91 15.51  15.91       

          

13  9126    x    x    x            

16  9133                 

      



決勝 6月26日  9:05

長野県記録(PR)                  62.50 佐々木 茂雄                  東海大           1987/08/27  
大会記録(CR)                    59.60 小林 靖志                    筑波大           1983        

 ３回の
 最高記録

萩原 倖司(4)
ﾊｷﾞﾜﾗ ｺｳｼ 松本大
神田 雅翔(2)
ｶﾝﾀﾞ ﾏｻﾄ 松本大
神田 郁実
ｶﾝﾀﾞ ｲｸﾐ お山の接骨院
末元 昂成(4)
ｽｴﾓﾄ ｺｳｾｲ 日本福祉大
平田 勝也
ﾋﾗﾀ ｶﾂﾔ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
東條 晃太
ﾄｳｼﾞｮｳ ｺｳﾀ お山の接骨院
山田 勇里(3)
ﾔﾏﾀﾞ ﾕｳﾘ 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
大月 龍麻(3)
ｵｵﾂｷ ﾘｮｳﾏ 梓川高
長岩 輝(1)
ﾅｶﾞｲﾜ ﾋｶﾙ 松本大
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
大日方 栄貴
ｵﾋﾞﾅﾀ ｴｲｷ 長野高専
刈間 拓己(2)
ｶﾘﾏ ﾀｸﾐ 長野工高
大内 優士(3)
ｵｵｳﾁ ﾕｳｼ 梓川高
桶川 晃毅(3)
ｵｹｶﾜ ｺｳｷ 信州大
丸山 直人(2)
ﾏﾙﾔﾏ ﾅｵﾄ 松本大
岡村 聡真(1)
ｵｶﾑﾗ ｿｳﾏ 穂高商高
池田 光太郎(M)
ｲｹﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 信大医陸
大日方 快至(3)
ｵﾋﾞﾅﾀ ｶｲｼﾞ 長野高専
松野 太輝
ﾏﾂﾉ ﾀｲｷ かもしか倶楽部
原田 将希(3)
ﾊﾗﾀﾞ ﾏｻｷ 山梨学院大
上條 健
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｹｼ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC
渡邊 玄埜(2) NM
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾊﾙﾔ 穂高商高

 56.29 

-4- -5- -6- 記録-3-

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- -2-

 49.72 50.35   x

   x   53.85  55.57 56.29   x

 49.17 52.58 

  50.35  51.81 50.11   x

備考

1 25  9107  50.78 53.85

 51.81 

2 24  9098    x  48.09 47.58  48.09  48.56 52.58

3 22  9019

 47.85 50.17 

5 20  9039  46.08 45.19 48.38  48.38  47.71 46.79   x  48.38 

4 23  9198  49.45 47.55 48.11  49.45  48.05 50.17

 44.15 43.51 46.00 

6 21  9020  46.27 46.87 46.10  46.87    x  46.87 

7 19  9096  42.80 46.00 42.63  46.00  40.76

 46.74 45.52

 41.93 45.90 

  45.32           45.32 

8 18  9038    x  45.90   x   45.90    x  42.08

9 11  2162    x  45.32 43.10

    44.62 

11 3  2111  40.48 42.91 43.99  43.99           43.99 

10 17  9103  44.25 44.62 43.67  44.62       

       41.38 

12 6  2110  43.56 41.75   x   43.56     43.56 

13 14  1758  39.25   x  41.38  41.38    

      

    39.67 

  37.05           37.05 

14 13  9171    x  39.67   x   39.67       

15 16  1173  37.05   x  34.81

    36.57 

17 15  9124
 34.56 33.60   x   34.56           34.56 

16 12  2161  35.86   x  36.57  36.57       

       32.12 

18 9  9090  33.82 33.13   x   33.82     33.82 

19 8  2116  30.76 32.12 30.50  32.12    

      

    31.84 

  30.26           30.26 

20 1  9152    x    x  31.84  31.84       

21 4  3525    x  28.23 30.26

    29.90 

23 5  9073  17.95 26.21 25.61  26.21           26.21 

22 10  9025    x  29.90   x   29.90       

          

24 2  9045  24.25 22.48   x   24.25     24.25 

7  2112    x    x    x        

      



決勝 6月26日 13:30

長野県記録(PR)                  72.50 塩川 拓                      国武大           2017/03/18  
大会記録(CR)                    70.19 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
小平 将斗(1)
ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ 中京大
小泉 陸人(3)
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 国武大
浅村 汰壱(3)
ｱｻﾑﾗ ﾀｲﾁ 松商学園高
梨子田 峻(2)
ﾅｼﾀﾞ ｼｭﾝ 新潟医福大
斉藤 元気
ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝｷ 上田市陸協
林 智輝(2)
ﾊﾔｼ ﾄﾓｷ 松本県ヶ丘高
日達 匠海(3)
ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ 上伊那農高
平野 雄大
ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀﾞｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
西本 悠人(3)
ﾆｼﾓﾄ ﾕｳﾄ 長野商高
松永 春樹 東  京
ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙｷ 東京陸協
小松 敬斗(3)
ｺﾏﾂ ｹｲﾄ 長野吉田高
友田 利男
ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ かもしか倶楽部
宮澤 優斗 NM
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
宮澤 克幸(2) DNS
ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾂﾕｷ 松本大
倉田 晃輔(1) DNS
ｸﾗﾀ ｺｳｽｹ 伊那北高
梶川 新(3) DNS
ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ 松本国際高
垣内 司(3) DNS
ｶｷｳﾁ ﾂｶｻ 更級農高
矢ヶ崎 奨 DNS
ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ 上田市陸協

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 20  9046  64.47 67.65 66.77  67.65    x

-2- -3-

 68.71 

記録

 62.55 60.89

-4- -5- -6-

 68.71 67.84

2 17  9000  65.55   x  65.69    x  65.69 

3 19  9167  59.96   x

4 18  9066  59.50   x  55.27  54.85 59.50 

 60.61  60.61  60.54 58.95 62.40 62.40 

  59.50  59.28 58.38

  65.69

 54.82  54.82  56.04 50.13 55.89 56.04 

  52.37  52.30 51.62   x  54.53 54.53 

5 14  2479  54.17 54.10

6 9  9155  51.89 52.37

 52.23  53.42  51.14 53.02 52.52 53.42 

  50.24  52.84 42.55 50.24  48.69 52.84 

7 5  9116  52.21 53.42

8 6  2303    x  46.10

 48.72  48.72           48.72 

  47.27        47.27     47.27 

9 13   360  47.97 48.16

10 10  9040  45.65 46.34

 43.35  46.83           46.83 

  46.15        46.15     46.15 

11 2  1140  46.28 46.83

12 4  9186    x    x

 46.05  46.05           46.05 

  45.44          x     45.44 

13 7  1060  37.10 44.57

14 8  9027  45.44   x

   x                  

                    

12  9034    x    x

1  9091       

3   428
      

             

11  2511          

                    

          

   

       

15  2753              

       16  9117                 
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