
大会コード 22170708

： 令和４年10月8日（土）
： 長野県松本平広域公園陸上競技場（競技場コード 173090）
： 塩尻市　塩尻市教育委員会　NPO法人塩尻市体育協会

塩尻陸上競技協会
： 塩尻陸上競技協会
： 増田　和久
： 百瀬　　貴(ﾄﾗｯｸ）　田澤　　稔（フィールド）
： 増田喜代志

■この大会で樹立された記録
月日

10/8

10/8

10/8

10/8

10/8

10/8

10/8

■グラウンドコンディション

■フィールド競技における記号の説明
成功・有効試技 (走高跳・棒高跳) 失敗・無効試技 パス 試合放棄

■失格の略号の説明
リレーでテイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった (R170-7)
()内は区間を表す　 (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走
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記録の種類

9m80女子

大会新 女子 100m 決勝 13.66(-0.7)

0.7

2.1
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天候

南

風向

17.0

東

広丘小大会新

所属種目

小口　寛人 塩尻広陵中 44m49

氏名 (学年)

増澤　美優

阪　　楓子

両小野中 5m85

従来の記録

8m66

大会新 中学共通男子 ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 決勝

大会新

45m35

大会新 中学2・3年男子 走幅跳 決勝 6m44(+1.2） 堀内　來夢

中学2・3年男子 走幅跳 決勝 5m88(+0.1） 塩尻西部中 5m85

3.35.17

松本国際高

松本美須々丘高 13.71

田川高 13.71大会新 女子 100m 決勝 13.70(-0.7) 小田　彩音

古谷　柚季



第63回塩尻市民体育祭夏季大会（陸上競技） ﾄﾗｯｸ審判長 百瀬　貴

主催： 塩尻市 塩尻市教育委員会 ＮＰＯ法人塩尻市体育協会 塩尻陸上競技協会 跳躍審判長 田澤　稔
主管：塩尻陸上競技協会（ＮＰＯ法人塩尻市体育協会陸上競技部） 投てき審判長 田澤　稔
【開催日】 2022年10月8日(土) 記録主任 増田　喜代志

【主催団体】 塩尻市 塩尻市教育委員会 ＮＰＯ法人塩尻市体育協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】松本平広域公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

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

10/ 8 男子 原 颯駕 11.78 宮下 裕也 11.87 村上 康生 松本深志高 12.11 高山 拓夢 12.14 髙橋 颯 12.26 矢花 彰吾 12.37 土方 悠希 12.42
100m 松本蟻ヶ崎高 塩尻志学館高 馬場 友希 塩尻志学館高 松本大 松商学園高 松本国際高 松本蟻ヶ崎高

10/ 8  +0.6 岩田 晃 22.59 萩原 諒 25.85 青木 湊史 26.96
200m ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 塩尻志学館高 塩尻志学館高

10/ 8 田中 珀樹 4:26.48 三村 祐輝 4:27.79 山﨑 凌汰 4:40.27
1500m 塩尻志学館高 松本国際高 松本蟻ヶ崎高

10/ 8 青木 陽 17:00.61 小松 晃人 17:33.03 馬場 龍希 18:31.76
5000m 癒しの森AC OB.OKA 塩尻志学館高

10/ 8 阪 圭央 5.89(-0.8) 林 瑞己 5.81(-0.2)
走幅跳 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 松本国際高

10/ 8 小林 和夫 8.50 清水 蒼太 6.81

砲丸投(7.260kg) 上伊那郡陸協 松本美須々ヶ丘
10/ 8 中学男子  +1.1 小松 珀 25.02 山崎 温人 25.81 寺澤 閃 30.63

200m 丘中 塩尻広陵中 塩尻広陵中
10/ 8 前村 陽太郎 5:15.25 高橋 陽斗 5:20.47 林 衣岬 5:31.88 田中 元翔 5:36.56 武居 将大 5:45.50 土田 樹 5:48.65

1500m 塩尻広陵中 丘中 丘中 丘中 塩尻広陵中 塩尻広陵中
10/ 8 御子柴 彰人 11:41.62

3000m 丘中
10/ 8 古谷 優 1.10

走高跳 塩尻広陵中
10/ 8 中川 春陽 8.45

砲丸投(5.000kg) 塩尻広陵中
10/ 8 小口 寛人 45.35

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 塩尻広陵中 GR
10/ 8 中学1年男子  +1.6 竹田 ｻﾑｴﾙ 11.99 佐藤 遼空 13.07 玉井 大翔 13.98 三村 颯 15.58 原 碧都 15.81

100m 丘中 丘中 塩尻広陵中 丘中 丘中
10/ 8 酒井 春真 4.01(+0.4) 中村 心栄 3.61(-0.5)

走幅跳 塩尻広陵中 丘中
10/ 8 丘中(B)       53.76 塩尻広陵中       57.23

4×100m 林 衣岬 寺澤 閃
佐藤 遼空 古谷 優
田中 元翔 土田 樹
高橋 陽斗 玉井 大翔

10/ 8 中学2･3年男  -0.2 竹内 孝太朗 12.27 原 彪駕 12.34 中野 大輝 12.50 村上 憲伸 12.84 奥平 椋太 13.30 川澄 鴻 13.40
100m 丘中 塩尻広陵中 塩尻中 塩尻中 塩尻中 丘中

10/ 8 堀内 來夢 6.44(+1.2) 川口 祐太朗 5.88(+0.1) 中野 晴士郎 4.40(+0.4)
走幅跳 両小野中 GR 塩尻中 GR 塩尻西部中

10/ 8 塩尻中(A)       47.51 塩尻広陵中       48.76
4×100m 村上 憲伸 小口 寛人

川口 祐太朗 山崎 温人
奥平 椋太 中川 春陽
中野 大輝 原 彪駕

10/ 8 小学4年男子  -1.0 伊藤 一翔 15.47 神谷 輔 16.03 八津川 啓翔 17.08 野沢 俊太 17.32 五味 真悠 17.35 上條 竜輝 17.64 西村 吏与叶 17.85
100m 塩尻吉田小 桔梗小 塩尻吉田小 桔梗小 広丘小 塩尻吉田小 広丘小

10/ 8 北原 来瑠 3:55.66 遠藤 利温 4:06.32 細野 匠真 4:11.30 脇谷 穂高 4:11.44 西澤 蒼真 4:14.65 駒井 照正 4:29.28
1000m 広丘小 桔梗小 塩尻吉田小 桔梗小 広丘小 広丘小

10/ 8 土岐 勇人 2.78(+1.6)
走幅跳 桔梗小

10/ 8 小学5年男子  +0.7 奥原 煌太 17.29 上本 滉介 18.54
100m 塩尻陸上教室 桔梗小

10/ 8 鈴木 友悠 3:54.29 大塩 泰輝 3:56.67 塩原 冬真 3:59.80 宮島 充輝 4:11.48
1000m 塩尻西小 桔梗小 桔梗小 桔梗小



第63回塩尻市民体育祭夏季大会（陸上競技） ﾄﾗｯｸ審判長 百瀬　貴

主催： 塩尻市 塩尻市教育委員会 ＮＰＯ法人塩尻市体育協会 塩尻陸上競技協会 跳躍審判長 田澤　稔
主管：塩尻陸上競技協会（ＮＰＯ法人塩尻市体育協会陸上競技部） 投てき審判長 田澤　稔
【開催日】 2022年10月8日(土) 記録主任 増田　喜代志

【主催団体】 塩尻市 塩尻市教育委員会 ＮＰＯ法人塩尻市体育協会 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】松本平広域公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

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

10/ 8 中川 琉風 3.19(+0.1) 種山 奏汰 3.14(+0.6) 榑沼 大希 2.99(-0.1) 塩原 颯太 2.78(-0.7) 佐藤 祥真 2.67(+0.1) 宮澤 樹 2.63(+1.3)
走幅跳 桔梗小 桔梗小 桔梗小 桔梗小 桔梗小 広丘小

10/ 8 岡庭 桜次郎 38.53 末木 耀太 27.45 横谷 壮太 16.60
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 塩尻吉田小 広丘小 広丘小

10/ 8 桔梗小(A)     1:07.45 桔梗小(B)     1:08.04
4×100m 中川 琉風 榑沼 大希

宮島 充輝 塩原 颯太
種山 奏汰 佐藤 祥真
塩原 冬真 大塩 泰輝

10/ 8 小学6年男子  -2.2 中村 維吹 15.18 太田 和寿 15.72 滝澤 翔太 15.73
100m 塩尻吉田小 塩尻西小 桔梗小

10/ 8 塩原 吏駈 3:29.66 本田 大樹 3:37.83 村口 二優 3:42.39
1000m 塩尻西小 塩尻西小 広丘小

10/ 8 佐伯 桃太郎 3.25(+0.6) 木内 煌稀 3.16(-0.8) 井出 脩登 2.79(+1.1)
走幅跳 桔梗小 桔梗小 桔梗小

10/ 8 中村 圭佑 37.85
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 塩尻吉田小

10/ 8 桔梗小     1:07.67
4×100m 佐伯 桃太郎

滝澤 翔太
井出 脩登
木内 煌稀

10/ 8 中学男子ｵｰﾌﾟ 丘中(A)       47.95
4×100m 竹内 孝太朗

小松 珀
川澄 鴻
竹田 ｻﾑｴﾙ



決勝 10月8日 12:05

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)                    10.76 

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 -1.4

 1 原 颯駕 松本蟻ヶ崎高     11.78  1 宮下 裕也 塩尻志学館高     11.87 
ﾊﾗ ﾌｳｶﾞ ﾐﾔｼﾀ ﾕｳﾔ

 2 村上 康生 松本深志高     12.11  2 高山 拓夢 松本大     12.14 
ﾑﾗｶﾐ ｺｳｾｲ ﾀｶﾔﾏ ﾀｸﾑ

 2 馬場 友希 塩尻志学館高     12.11  3 矢花 彰吾 松本国際高     12.37 
ﾊﾞﾊﾞ ﾄﾓｷ ﾔﾊﾞﾅ ｼｮｳｺﾞ

 4 髙橋 颯 松商学園高     12.26  4 土方 悠希 松本蟻ヶ崎高     12.42 
ﾀｶﾊｼ ﾊﾔﾄ ﾋｼﾞｶﾀ ﾕｳｷ

 5 柴田 隼 田川高     12.47  5 小松 奏空 塩尻志学館高     12.57 
ｼﾊﾞﾀ ﾊﾔﾄ ｺﾏﾂ ｿｳｱ

 6 佐倉 晴 松本蟻ヶ崎高     12.49  6 小口 祐人 塩尻陸協     12.63 
ｻｸﾗ ﾊﾙ ｵｸﾞﾁ  ﾕｳﾄ

 7 品澤 玖宣 塩尻志学館高     12.77  7 一本木 雅秀 田川高     12.77 
ｼﾅｻﾞﾜ ﾋｻﾉﾌﾞ ｲｯﾎﾟﾝｷﾞ ﾏｻﾋﾃﾞ

  安田 有志 田川高      
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｼﾞ

男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 所属名 記録／備考
8  2395 6  2001

ﾚｰﾝ No. 氏  名

5  2259 8    85

9  2000 7  2530

3  2498 5  2400

4  2177 4  1990

 2935

6  2399 2    75

7  1989 3

2  2938
DNS



   1 原 颯駕 松本蟻ヶ     11.78 (-0.6)   1   1
   2 宮下 裕也 塩尻志学     11.87 (-1.4)   2   1
   3 村上 康生 松本深志     12.11 (-0.6)   1   2
   3 馬場 友希 塩尻志学     12.11 (-0.6)   1   2
   5 高山 拓夢 松本大     12.14 (-1.4)   2   2
   6 髙橋 颯 松商学園     12.26 (-0.6)   1   4
   7 矢花 彰吾 松本国際     12.37 (-1.4)   2   3
   8 土方 悠希 松本蟻ヶ     12.42 (-1.4)   2   4
   9 柴田 隼 田川高     12.47 (-0.6)   1   5
  10 佐倉 晴 松本蟻ヶ     12.49 (-0.6)   1   6
  11 小松 奏空 塩尻志学     12.57 (-1.4)   2   5
  12 小口 祐人 塩尻陸協     12.63 (-1.4)   2   6
  13 品澤 玖宣 塩尻志学     12.77 (-0.6)   1   7
  13 一本木 雅秀 田川高     12.77 (-1.4)   2   7
    安田 有志 田川高          (-0.6)DNS   1    

順位
 2395
 2001
 2259

男子

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 組都道府県 所属名 記録（風） 備考

 2000
   85
 2498
 2530
 2400

 2935
 2938

 2177
 2399
 1990
   75
 1989



決勝 10月8日 10:25

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)                    22.26 

風速 +0.6

 1 岩田 晃 ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC     22.59 
ｲﾜﾀ ｱｷﾗ

 2 萩原 諒 塩尻志学館高     25.85 
ﾊｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳ

 3 青木 湊史 塩尻志学館高     26.96 
ｱｵｷ ｿｳｼ

男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  1998

3    80

2  1999



決勝 10月8日 12:30

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)                    49.92 

  赤瀬 崇 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ      
ｱｶｾ ﾀｶｼ

  保科 太一 松本大      
ﾎｼﾅ ﾀｲﾁ

男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

DNS

2    71
DNS

3    86



決勝 10月8日 10:40

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)                  4:12.41 

 1 田中 珀樹 塩尻志学館高   4:26.48 
ﾀﾅｶ ﾊｸﾐ

 2 三村 祐輝 松本国際高   4:27.79 
ﾐﾑﾗ ﾕｳｷ

 3 山﨑 凌汰 松本蟻ヶ崎高   4:40.27 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾘｮｳﾀ

  糟谷 優蒼 塩尻志学館高      
ｶｽﾔ ﾕｳｱ

  百瀬 歩夢 松本国際高      
ﾓﾓｾ ｱﾕﾑ

スプリットタイム
   400m   1:05.59  1986 田中 珀樹
   800m   2:16.85   〃     〃 
  1100m   3:12.72   〃     〃 
  1200m   3:30.21   〃     〃 

DNS
5  2529

DNS

3  2397

2  1988

1  2518

男子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1986



決勝 10月8日  9:00

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)                 15:32.40 

 1 青木 陽 癒しの森AC  17:00.61 
ｱｵｷ ｱｷﾗ

 2 小松 晃人 OB.OKA  17:33.03 
ｺﾏﾂ ｱｷﾄ

 3 馬場 龍希 塩尻志学館高  18:31.76 
ﾊﾞﾊﾞ ﾘｭｳｷ

  清沢 創一 癒しの森AC      
ｷﾖｻﾜ ｿｳｲﾁ

スプリットタイム
   400m   1:20.30    96 青木 陽
   800m   2:43.36   〃     〃 
  1000m   3:23.22   〃     〃 
  1200m   4:03.41   〃     〃 
  1600m   5:23.16   〃     〃 
  2000m   6:42.56   〃     〃 
  2400m   8:01.81   〃     〃 
  2800m   9:21.95   〃     〃 
  3000m  10:02.36   〃     〃 
  3200m  10:43.35   〃     〃 
  3600m  12:07.05   〃     〃 
  4000m  13:32.31   〃     〃 
  4400m  14:57.04   〃     〃 
  4600m  15:39.19   〃     〃 
  4800m  16:20.01   〃     〃 

DNS

2  1987

3    95

1    96

4    82

男子

5000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月8日 10:20

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)                     7.18 

 ３回の
 最高記録

阪 圭央 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ    x   4.71  5.89   5.89             5.89 
ｻｶ ﾖｼﾋｻ         -0.4  -0.8   -0.8                      -0.8
林 瑞己 松本国際高   5.81  5.58   x    5.81             5.81 
ﾊﾔｼ ﾐｽﾞｷ   -0.2  +0.3         -0.2                      -0.2

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 1    72

2 2  2505



決勝 10月8日  9:30

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(GR)                    10.33 

 ３回の
 最高記録

小林 和夫 上伊那郡陸協
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｵ
清水 蒼太 松本美須々ヶ丘
ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ
中島 公徳 ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ DNS
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ

-5- -6- 記録 備考-4-

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-

  8.50 
1 1    90

  8.50   x    x    8.50          

  6.81   6.81         6.81    
2 2  2345

  6.77

                    
3    70

      

  6.71



決勝 10月8日 10:20

長野県中学記録(CR)              21.73 落合 華七斗                  堀金             2019/08/21  
大会記録(GR)                    23.28 

風速 +1.1

 1 小松 珀 丘中     25.02 
ｺﾏﾂ ﾊｸ

 2 山崎 温人 塩尻広陵中     25.81 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾄ

 3 寺澤 閃 塩尻広陵中     30.63 
ﾃﾗｻﾜ ｾﾝ

中学男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  6482

3  6443

4  6476



決勝 10月8日 10:30

長野県中学記録(CR)            3:56.2  和田 仁志                    赤穂             1983/09/18  
大会記録(GR)                  4:31.13 

 1 前村 陽太郎 塩尻広陵中   5:15.25 
ﾏｴﾑﾗ ﾖｳﾀﾛｳ

 2 高橋 陽斗 丘中   5:20.47 
ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ

 3 林 衣岬 丘中   5:31.88 
ﾊﾔｼ ｲｻｷ

 4 田中 元翔 丘中   5:36.56 
ﾀﾅｶ ｹﾞﾝﾄ

 5 武居 将大 塩尻広陵中   5:45.50 
ﾀｹｲ ﾏｻﾋﾛ

 6 土田 樹 塩尻広陵中   5:48.65 
ﾂﾁﾀﾞ ｲﾂｷ

  大村 春樹 塩尻中      
ｵｵﾑﾗ ﾊﾙｷ

スプリットタイム
   400m   1:21.77  6471 前村 陽太郎
   800m   2:49.46   〃     〃 
  1100m   3:57.39   〃     〃 
  1200m   4:17.73   〃     〃 

2  6400
DNS

6  6495

4  6483

3  6447

5  6446

7  6454

中学男子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  6471



決勝 10月8日  9:30

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)                  9:42.24 

 1 御子柴 彰人 丘中  11:41.62 
ﾐｺｼﾊﾞ ｱｷﾄ

スプリットタイム
   400m   1:32.88  6456 御子柴 彰人
   800m   3:08.16   〃     〃 
  1000m   3:54.66   〃     〃 
  1200m   4:43.34   〃     〃 
  1600m   6:19.49   〃     〃 
  2000m   7:54.40   〃     〃 
  2400m   9:28.50   〃     〃 
  2600m  10:14.37   〃     〃 
  2800m  10:57.92   〃     〃 

1  6456

中学男子

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月8日 11:30

長野県中学記録(CR)               1.97 中野 昌幸                    波田             1981/09/23  
大会記録(GR)                     1.85 

古谷 優 塩尻広陵中
ﾌﾙﾔ ﾕｳ

 1.10

記録 備考
1 1  6487

o o xxo xxx

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 1m15ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m00 1m05 1m10



決勝 10月8日  9:30

長野県中学記録(CR)              14.25 髙橋 勇翔                    開成             2019/10/05  

 ３回の
 最高記録

中川 春陽 塩尻広陵中
ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙﾋ

-5- -6- 記録 備考-4-

中学男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

1 1  6490
   x   8.22   8.45   8.45   8.45          



決勝 10月8日 10:30

長野県中学記録(CR)              72.60 小林 竜也                    高社             2013/10/25  
大会記録(GR)                    44.49 

 ３回の
 最高記録

小口 寛人 塩尻広陵中 大会新
ｵｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ

-5- -6- 記録 備考-4-

中学男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

1 1  6505
 36.70 44.43  45.35  45.35  45.35          



決勝 10月8日 11:45

長野県中学記録(CR)              10.84 丸山 竜平                    相森             2022/08/21  
大会記録(GR)                    11.96 

風速 +1.6

 1 竹田 ｻﾑｴﾙ 丘中     11.99 
ﾀｹﾀﾞ ｻﾑｴﾙ

 2 佐藤 遼空 丘中     13.07 
ｻﾄｳ ﾊﾙｸ

 3 玉井 大翔 塩尻広陵中     13.98 
ﾀﾏｲ ﾊﾙﾄ

 4 三村 颯 丘中     15.58 
ﾐﾑﾗ ﾊﾔﾃ

 5 原 碧都 丘中     15.81 
ﾊﾗ ｱｵﾄ

4  6453

3  6486

2  6448

6  6450

中学1年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  6451



決勝 10月8日 10:20

長野県中学記録(CR)               7.04 内川 佳祐                    白馬             2010/09/04  
大会記録(GR)                     5.66 

 ３回の
 最高記録

酒井 春真 塩尻広陵中   3.73   x   4.01   4.01             4.01 
ｻｶｲ ﾊﾙﾏ   +0.9        +0.4   +0.4                      +0.4
中村 心栄 丘中   3.07  3.45  3.61   3.61             3.61 
ﾅｶﾑﾗ ｷﾖﾀｶ   +1.2  -0.7  -0.5   -0.5                      -0.5
栗本 栄太 丘中                            DNS
ｸﾘﾓﾄ ｴｲﾀ                                                   

備考

中学1年男子

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-

3  6457

1 2  6484

2 1  6452



決勝 10月8日 13:10

長野県中学記録(CR)              43.32                              小諸東           2020/10/18  
                                      （榊原 歩・伊藤 壮一郎・佐々木 隆之介・山本 赳瑠）
大会記録(GR)                    52.50 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 丘中(B)  6447 林 衣岬     53.76 

ﾊﾔｼ ｲｻｷ
 6450 佐藤 遼空

ｻﾄｳ ﾊﾙｸ
 6446 田中 元翔

ﾀﾅｶ ｹﾞﾝﾄ
 6454 高橋 陽斗

ﾀｶﾊｼ ﾊﾙﾄ
 2   3 塩尻広陵中  6482 寺澤 閃     57.23 

ﾃﾗｻﾜ ｾﾝ
 6487 古谷 優

ﾌﾙﾔ ﾕｳ
 6483 土田 樹

ﾂﾁﾀﾞ ｲﾂｷ
 6486 玉井 大翔

ﾀﾏｲ ﾊﾙﾄ

中学1年男子

4×100m

決勝



決勝 10月8日 11:55

長野県中学記録(CR)              10.84 丸山 竜平                    相森             2022/08/21  
大会記録(GR)                    11.44 

風速 -0.2

 1 竹内 孝太朗 丘中     12.27 
ﾀｹｳﾁ ｺｳﾀﾛｳ

 2 原 彪駕 塩尻広陵中     12.34 
ﾊﾗ ﾋｭｳｶﾞ

 3 中野 大輝 塩尻中     12.50 
ﾅｶﾉ ﾀﾞｲｷ

 4 村上 憲伸 塩尻中     12.84 
ﾑﾗｶﾐ ｹﾝｼﾝ

 5 奥平 椋太 塩尻中     13.30 
ｵｸﾋﾗ ﾘｮｳﾀ

 6 川澄 鴻 丘中     13.40 
ｶﾜｽﾐ ｺｳ

7  6381

6  6445

3  6383

5  6387

4  6492

中学2･3年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  6442



決勝 10月8日 10:20

長野県中学記録(CR)               7.04 内川 佳祐                    白馬             2010/09/04  
大会記録(GR)                     5.85 

 ３回の
 最高記録

堀内 來夢 両小野中   6.27  6.31  6.44   6.44             6.44 大会新
ﾎﾘｳﾁ ﾗｲﾑ   -0.6  +0.6  +1.2   +1.2                      +1.2
川口 祐太朗 塩尻中   5.88   x   5.88   5.88             5.88 大会新
ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾛｳ   +1.3        +0.1   +0.1                      +0.1
中野 晴士郎 塩尻西部中   4.13  4.40  3.81   4.40             4.40 
ﾅｶﾉ ｾｲｼﾛｳ   -0.4  +0.4  -0.4   +0.4                      +0.4

備考

中学2･3年男子

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-

3 1  6434

1 3  6378

2 2  6382



決勝 10月8日 13:10

長野県中学記録(CR)              43.32                              小諸東           2020/10/18  
                                      （榊原 歩・伊藤 壮一郎・佐々木 隆之介・山本 赳瑠）
大会記録(GR)                    46.26 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 塩尻中(A)  6387 村上 憲伸     47.51 

ﾑﾗｶﾐ ｹﾝｼﾝ
 6382 川口 祐太朗

ｶﾜｸﾞﾁ ﾕｳﾀﾛｳ
 6381 奥平 椋太

ｵｸﾋﾗ ﾘｮｳﾀ
 6383 中野 大輝

ﾅｶﾉ ﾀﾞｲｷ
 2   4 塩尻広陵中  6505 小口 寛人     48.76 

ｵｸﾞﾁ ﾋﾛﾄ
 6476 山崎 温人

ﾔﾏｻﾞｷ ﾊﾙﾄ
 6490 中川 春陽

ﾅｶｶﾞﾜ ﾊﾙﾋ
 6492 原 彪駕

ﾊﾗ ﾋｭｳｶﾞ

中学2･3年男子

4×100m

決勝



決勝 10月8日 11:10

長野県小学生記録(ER)            12.27 近藤 裕哉                    松川陸上ｸﾗﾌﾞ     2010/08/22  
大会記録(GR)                    14.87 

風速 -1.0

 1 伊藤 一翔 塩尻吉田小     15.47 
ｲﾄｳ ｶｽﾞﾄ

 2 神谷 輔 桔梗小     16.03 
ｶﾐﾔ ﾀｽｸ

 3 八津川 啓翔 塩尻吉田小     17.08 
ﾔﾂｶﾜ ｹｲﾄ

 4 野沢 俊太 桔梗小     17.32 
ﾉｻﾞﾜ ｼｭﾝﾀ

 5 五味 真悠 広丘小     17.35 
ｺﾞﾐ ﾏﾋﾛ

 6 上條 竜輝 塩尻吉田小     17.64 
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾘｭｳｷ

 7 西村 吏与叶 広丘小     17.85 
ﾆｼﾑﾗ ﾘﾖﾄ

2    55

小学4年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7    27

3    26

8    58

6     2

4     1

5    28



決勝 10月8日 10:00

長野県小学生記録(ER)          2:46.86 永田 航大                    波田             2021/12/11  
大会記録(GR)                  3:23.49 

 1 北原 来瑠 広丘小   3:55.66 
ｷﾀﾊﾗ ﾗｲﾙ

 2 遠藤 利温 桔梗小   4:06.32 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾘｵﾝ

 3 細野 匠真 塩尻吉田小   4:11.30 
ﾎｿﾉ ｼｮｳﾏ

 4 脇谷 穂高 桔梗小   4:11.44 
ﾜｷﾔ ﾎﾀｶ

 5 西澤 蒼真 広丘小   4:14.65 
ﾆｼｻﾞﾜ ｿｳﾏ

 7 駒井 照正 広丘小   4:29.28 
ｺﾏｲ ﾃﾙﾏｻ

  塩谷 和 桔梗小      
ｼｵﾔ ﾔﾜﾗ

7    56
DQ T1

6     5

4     4

5    31

3    59

1    54

小学4年男子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
2     3



決勝 10月8日  9:30

長野県小学生記録(ER)             5.47 内川 佳祐                    白馬北           2007/10/06  
大会記録(GR)                     3.95 

 ３回の
 最高記録

土岐 勇人 桔梗小   2.66  2.68  2.78   2.78             2.78 
ﾄｷ ﾊﾔﾄ   -0.1  -0.8  +1.6   +1.6                      +1.6

1 1    57

-4- -5--1- -2- -3- 記録 備考

小学4年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -6-



決勝 10月8日 11:20

長野県小学生記録(ER)            12.27 近藤 裕哉                    松川陸上ｸﾗﾌﾞ     2010/08/22  
大会記録(GR)                    14.43 

風速 +0.7

 1 奥原 煌太 塩尻陸上教室     17.29 
ｵｸﾊﾗ ｺｳﾀ

 2 上本 滉介 桔梗小     18.54 
ｶﾐﾓﾄ ｺｳｽｹ

  横沢 陽奏 塩尻吉田小      
ﾖｺｻﾜ ﾋﾅﾀ

4    29
DNS

2    65

3    46

小学5年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月8日 10:00

長野県小学生記録(ER)          2:46.86 永田 航大                    波田             2021/12/11  
大会記録(GR)                  3:24.85 

 1 鈴木 友悠 塩尻西小   3:54.29 
ｽｽﾞｷ ﾄﾓﾋｻ

 2 大塩 泰輝 桔梗小   3:56.67 
ｵｵｼｵ ﾀｲｷ

 3 塩原 冬真 桔梗小   3:59.80 
ｼｵﾊﾗ ﾄｳﾏ

 4 宮島 充輝 桔梗小   4:11.48 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾐﾂｷ

  手塚 斗良 塩尻吉田小      
ﾃﾂﾞｶ ﾄﾗ

11    32
DNS

12    50

8    53

10    45

小学5年男子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
9    20



決勝 10月8日  9:30

長野県小学生記録(ER)             5.47 内川 佳祐                    白馬北           2007/10/06  
大会記録(GR)                     4.19 

 ３回の
 最高記録

中川 琉風 桔梗小   3.19  3.03   x    3.19             3.19 
ﾅｶｶﾞﾜﾙｶ   +0.1  -0.5         +0.1                      +0.1
種山 奏汰 桔梗小   3.09  3.14  3.09   3.14             3.14 
ﾀﾈﾔﾏｶﾅﾀ   +0.7  +0.6  +0.7   +0.6                      +0.6
榑沼 大希 桔梗小    x    x   2.99   2.99             2.99 
ｸﾚﾇﾏﾀｲｷ               -0.1   -0.1                      -0.1
塩原 颯太 桔梗小   2.78  2.78   x    2.78             2.78 
ｼｵﾊﾗｿｳﾀ   -0.7  -0.5         -0.7                      -0.7
佐藤 祥真 桔梗小   2.28  2.49  2.67   2.67             2.67 
ｻﾄｳｼｮｳﾏ   -0.6  -0.6  +0.1   +0.1                      +0.1
宮澤 樹 広丘小   2.63   x   2.51   2.63             2.63 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀﾂｷ   +1.3        -0.9   +1.3                      +1.3

5 6    48

6 5     6

3 3    47

4 1    49

1 2    52

2 4    51

備考

小学5年男子

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 10月8日 10:30

長野県小学生記録(ER)            60.18 田島 勇輝                    日義             2017/08/19  
大会記録(GR)                    40.68 

 ３回の
 最高記録

岡庭 桜次郎 塩尻吉田小
ｵｶﾆﾜ ｵｳｼﾞﾛｳ
末木 耀太 広丘小
ｽｴｷ ﾖｳﾀ
横谷 壮太 広丘小
ﾖｺﾔ ｿｳﾀ

-5- -6- 記録 備考-4-

小学5年男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

 38.53 
1 2    33

 36.73 38.53 37.36  38.53          

   x   27.45        27.45    
2 3     7

 27.45

 16.60  15.44  16.60          
3 1     8

 16.60 14.19

 23.24



決勝 10月8日 12:50

長野県小学生記録(ER)            50.67                              小諸AP           2018/03/11  
                                      （永井 龍斗・伊藤 壮一郎・山本 赳瑠・佐々木 隆之介）
大会記録(GR)                    58.64 

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 桔梗小(A)    52 中川 琉風   1:07.45 

ﾅｶｶﾞﾜﾙｶ
   53 宮島 充輝

ﾐﾔｼﾞﾏ ﾐﾂｷ
   51 種山 奏汰

ﾀﾈﾔﾏｶﾅﾀ
   50 塩原 冬真

ｼｵﾊﾗ ﾄｳﾏ
 2   2 桔梗小(B)    47 榑沼 大希   1:08.04 

ｸﾚﾇﾏﾀｲｷ
   49 塩原 颯太

ｼｵﾊﾗｿｳﾀ
   48 佐藤 祥真

ｻﾄｳｼｮｳﾏ
   45 大塩 泰輝

ｵｵｼｵ ﾀｲｷ

小学5年男子

4×100m

決勝



決勝 10月8日 11:35

長野県小学生記録(ER)            12.27 近藤 裕哉                    松川陸上ｸﾗﾌﾞ     2010/08/22  
大会記録(GR)                    13.33 

風速 -2.2

 1 中村 維吹 塩尻吉田小     15.18 
ﾅｶﾑﾗ ｲﾌﾞｷ

 2 太田 和寿 塩尻西小     15.72 
ｵｵﾀ ｶｽﾞﾄｼ

 3 滝澤 翔太 桔梗小     15.73 
ﾀｷｻﾞﾜ ｼｮｳﾀ

  大村 秋志 塩尻西小      
ｵｵﾑﾗ ｼｭｳｼﾞ

  今岡 愛翔 桔梗小      
ｲﾏｵｶ ｱｷﾄ

5    19

小学6年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    30

DNS
6    40

DNS

2    44

3    18



決勝 10月8日 10:00

長野県小学生記録(ER)          2:46.86 永田 航大                    波田             2021/12/11  
大会記録(GR)                  3:03.05 

 1 塩原 吏駈 塩尻西小   3:29.66 
ｼｵﾊﾗ ﾘｸ

 2 本田 大樹 塩尻西小   3:37.83 
ﾎﾝﾀﾞ ﾀﾞｲｷ

 3 村口 二優 広丘小   3:42.39 
ﾑﾗｸﾞﾁ ﾆﾕｳ

スプリットタイム
   200m     38.75    16 塩原 吏駈
   400m   1:19.05   〃     〃 
   600m   2:01.77   〃     〃 
   800m   2:46.41   〃     〃 

小学6年男子

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

14    10

13    16

15    17



決勝 10月8日  9:30

長野県小学生記録(ER)             5.47 内川 佳祐                    白馬北           2007/10/06  
大会記録(GR)                     5.12 

 ３回の
 最高記録

佐伯 桃太郎 桔梗小    x   3.25  3.22   3.25             3.25 
ｻｴｷﾓﾓﾀﾛｳ         +0.6  +1.2   +0.6                      +0.6
木内 煌稀 桔梗小   2.96  3.16  3.09   3.16             3.16 
ｷｳﾁｺｳｷ   +0.4  -0.8  +0.3   -0.8                      -0.8
井出 脩登 桔梗小   2.67  2.70  2.79   2.79             2.79 
ｲﾃﾞｼｭｳﾄ   -0.4  -0.2  +1.1   +1.1                      +1.1
三沢 太陽 広丘小                            DNS
ﾐｻﾜ ﾀｲﾖｳ                                                   

3 2    41

3     9

1 4    43

2 1    42

備考

小学6年男子

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 10月8日 10:30

長野県小学生記録(ER)            60.18 田島 勇輝                    日義             2017/08/19  
大会記録(GR)                    43.06 

 ３回の
 最高記録

中村 圭佑 塩尻吉田小
ﾅｶﾑﾗ ｹｲｽｹ

-5- -6- 記録 備考-4-

小学6年男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

1 1    34
 34.26 37.85  37.85  37.13  37.85          



決勝 10月8日 13:10

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 丘中(A)  6442 竹内 孝太朗     47.95 

ﾀｹｳﾁ ｺｳﾀﾛｳ
 6443 小松 珀

ｺﾏﾂ ﾊｸ
 6445 川澄 鴻

ｶﾜｽﾐ ｺｳ
 6451 竹田 ｻﾑｴﾙ

ﾀｹﾀﾞ ｻﾑｴﾙ

中学男子ｵｰﾌﾟﾝ

4×100m

決勝
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