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9032 デーデーブルーノ ﾃﾞｰﾃﾞｰﾌﾞﾙｰﾉ ｾｲｺｰ 1019 9032 デーデーブルーノ ﾃﾞｰﾃﾞｰﾌﾞﾙｰﾉ ｾｲｺｰ 2063

9123 越山 遥斗 ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 信州大 1045 9003 樋口 一馬 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ MINT TOKYO 2080

1653 福澤 耀明 ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ 佐久長聖高 1048 9123 越山 遥斗 ｺｼﾔﾏ ﾊﾙﾄ 信州大 2106

9119 今西 康太 ｲﾏﾆｼ ｺｳﾀ 城西大 1062 9161 酒井 幹汰 ｻｶｲ ｶﾝﾀ 大東大 2140

9153 小根山 慶汰 ｵﾈﾔﾏ ｹｲﾀ 新潟医福大 1069 9174 髙橋 和真 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 長野高専 2147

2809 落合 華七斗 ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 佐久長聖高 1069 1653 福澤 耀明 ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ 佐久長聖高 2148

9189 西村 陽杜 ﾆｼﾑﾗ ﾊﾙﾄ 東洋大 1073 9048 中村 颯人 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 2153

41 鈴木 慎吾 ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 東海大諏訪高 1075 9153 小根山 慶汰 ｵﾈﾔﾏ ｹｲﾀ 新潟医福大 2164

9085 永井 颯太 ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 松本大 1077 41 鈴木 慎吾 ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 東海大諏訪高 2165

9183 河野 統徳 ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 東海大北海道 1082 58 名取 勇人 ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 東海大諏訪高 2171

9161 酒井 幹汰 ｻｶｲ ｶﾝﾀ 大東大 1083 2809 落合 華七斗 ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 佐久長聖高 2172

9003 樋口 一馬 ﾋｸﾞﾁ ｶｽﾞﾏ MINT TOKYO 1084 9121 倉田 歩夢 ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 城西大 2195

9082 三宮 我夢 ｻﾝｸﾞｳ ｶﾞﾑ 松本市陸協 1089 9043 岩田 晃 ｲﾜﾀ ｱｷﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 2198

9106 内山 友貴 ｳﾁﾔﾏ ﾄﾓｷ 松本大 1090 9183 河野 統徳 ｺｳﾉ ﾑﾈﾉﾘ 東海大北海道 2202

9004 伊藤 司能 ｲﾄｳ ｼﾉ Mt.Rex TC 1091 1169 宮本 昇舞 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ 長野工高 2212

1264 宮越 雄勢 ﾐﾔｺｼ ﾕｳｾｲ 長野日大高 1092 1264 宮越 雄勢 ﾐﾔｺｼ ﾕｳｾｲ 長野日大高 2220

830 増田 達哉 ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ 飯山高 1098 9079 與川 夢翔 ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ 駿河台大 2228

2517 中谷 息吹 ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ 松本国際高 1099 2538 輪湖 颯 ﾜｺ ﾊﾔﾄ 豊科高 2228

9002 深沢 宏之 ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ MINT TOKYO 1100 2618 漆戸 柊哉 ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪二葉高 2241

2511 梶川 新 ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ 松本国際高 1100 1002 丸山 昴 ﾏﾙﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ 須坂高 2245

1002 丸山 昴 ﾏﾙﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ 須坂高 1100 830 増田 達哉 ﾏｽﾀﾞ ﾀﾂﾔ 飯山高 2250

954 小林 魁 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 須坂創成高 1100 2501 中村 駿汰 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 松本国際高 2253

2618 漆戸 柊哉 ｳﾙｼﾄﾞ ｼｭｳﾔ 諏訪二葉高 1101 9097 上平 祥徳 ｳｴﾀｲﾗ ﾖｼﾉﾘ 松本大 2267

9072 伊藤 陸 ｲﾄｳ ﾘｸ 山梨学院大 1102 954 小林 魁 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲ 須坂創成高 2269

1654 木村 伊吹 ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 佐久長聖高 1102 956 大峡 亮太 ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 須坂創成高 2270

9064 宮下 駿介 ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 国武大 1103 9070 篠原  翔 ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 桜美林大 2271

9190 井出 純一朗 ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 東理大 1104 2805 山本 赳瑠 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 佐久長聖高 2275

9187 柏木 優 ｶｼﾜｷﾞﾕｳ 東経大 1106 9088 荻原 凌我 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 松本大 2278

9071 伊藤 司騎 ｲﾄｳ ｼｷ 山梨学院大 1113 9175 小林 嶺 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 長野高専AC 2283

1169 宮本 昇舞 ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ 長野工高 1113 9076 伊東 拓海 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 駿河台大 2290

804 髙木 柚希 ﾀｶｷﾞ ﾕｽﾞｷ 飯山高 1114 804 髙木 柚希 ﾀｶｷﾞ ﾕｽﾞｷ 飯山高 2291

9006 水島 優 ﾐｽﾞｼﾏ ﾕｳ Mt.Rex TC 1114 57 久保田 凱士 ｸﾎﾞﾀ ｶｲﾄ 東海大諏訪高 2298

9074 西澤 雅志 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 山梨学院大 1114 1119 船本 力生 ﾌﾅﾓﾄ ﾘｷ 長野高 2300

9088 荻原 凌我 ｵｷﾞﾊﾗ ﾘｮｳｶﾞ 松本大 1114 9108 木戸 亮太 ｷﾄﾞ ﾘｮｳﾀ 松本大 2303

956 大峡 亮太 ｵｵﾊﾞ ﾘｮｳﾀ 須坂創成高 1117 1446 高津 明和 ﾀｶﾂ ﾄｵﾜ 屋代高 2306

9076 伊東 拓海 ｲﾄｳ ﾀｸﾐ 駿河台大 1119 1913 成澤 優希 ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ 上田西高 2309

2805 山本 赳瑠 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 佐久長聖高 1121 2388 吉澤 虎伯 ﾖｼｻﾞﾜ ｺﾊｸ 松本蟻ヶ崎高 2313

9160 白澤稜馬 ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ 仙台大 1121 1715 伊藤 壮一郎 ｲﾄｳｿｳ ｲﾁﾛｳ 小諸高 2314

9095 今井 夏希 ｲﾏｲ ﾅﾂｷ 松本大 1124 640 伊藤 新 ｲﾄｳｱﾗﾀ OIDE長姫高 2314

9194 村上椋一 ﾑﾗｶﾐﾘｮｳｲﾁ 日体大 1126 9095 今井 夏希 ｲﾏｲ ﾅﾂｷ 松本大 2320

9151 松本 蒼太郎 ﾏﾂﾓﾄ ｿｳﾀﾛｳ 信大医陸 1128 355 塩川 大樹 ｼｵｶﾜ ﾀﾞｲｷ 上伊那農高 2322

859 昌山 俊也 ｼｮｳﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 市立長野高 1128 2843 前嶋 大希 ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｲｷ 佐久長聖高 2325

9139 中山 悠馬 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳﾏ 信州大 1131 770 松下 昇龍 ﾏﾂｼﾀ ｼｮｳﾘｭｳ 阿南高 2328

1560 由井 晴陽 ﾕｲ ﾊﾙﾔ 野沢南高 1133 9156 矢澤 悠哉 ﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾔ 諏訪市陸協 2328

1119 船本 力生 ﾌﾅﾓﾄ ﾘｷ 長野高 1133 963 田中 豪 ﾀﾅｶ ｺﾞｳ 須坂創成高 2329

771 松下 穂路 ﾏﾂｼﾀ ﾎﾛ 阿南高 1133 9072 伊藤 陸 ｲﾄｳ ﾘｸ 山梨学院大 2329

※足切り11秒35 ※足きり23秒31
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9205 児玉 悠作 ｺﾀﾞﾏ ﾕｳｻｸ 法大 4719 9173 髙橋 一輝 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 長野高専 15273

9196 宮崎 日向 ﾐﾀｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 日大 4772 61 小坂 悠太 ｺｻｶ ﾕｳﾀ 東海大諏訪高 15322

9174 髙橋 和真 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞﾏ 長野高専 4834 3141 岡田 遥人 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 松本国際高 15370

9173 髙橋 一輝 ﾀｶﾊｼ ｶｽﾞｷ 長野高専 4877 9197 北村 隆之介 ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 日大 15454

58 名取 勇人 ﾅﾄﾘ ﾕｳﾄ 東海大諏訪高 4878 2491 濱野 大輝 ﾊﾏﾉ ﾀﾞｲｷ 松商学園高 15475

2538 輪湖 颯 ﾜｺ ﾊﾔﾄ 豊科高 4890 9147 牧田 蒼斗 ﾏｷﾀ ｱｵﾄ 信州大 15553

9180 小坂 晃大 ｺｻｶ ｱｷﾋﾛ 東海大 4931 1906 梅原 悠良 ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 上田西高 15563

9110 和田 響一 ﾜﾀﾞ ｷｮｳｲﾁ 松本大 4955 9170 吉澤 涼 ﾖｼｻﾞﾜ ﾘｮｳ 長野高専 15583

2808 安坂 丈瑠 ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 佐久長聖高 4956 9188 酒井 龍一 ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 東洋大 15623

2465 山田 瑛太 ﾔﾏﾀﾞ ｴｲﾀ 松商学園高 4970 9140 中村 駿吾 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 信州大 15645

9187 柏木 優 ｶｼﾜｷﾞﾕｳ 東経大 4998 997 浦野 太平 ｳﾗﾉ ﾀｲﾍｲ 須坂高 15646

877 德嵩 力也 ﾄｸﾀｹ ﾘｷﾔ 市立長野高 5007 9146 福与 真生琉 ﾌｸﾖ ﾏｷﾙ 信州大 15716

9070 篠原  翔 ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 桜美林大 5007 1908 市川 和英 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 上田西高 15771

2842 降幡 諒成 ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖高 5009 1289 池田 惺哉 ｲｹﾀﾞ ｾｲﾔ 長野日大高 15827

59 窪田 翔真 ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳﾏ 東海大諏訪高 5037 2535 上条 勇貴 ｶﾐｼﾞｮｳ ﾕｳｷ 豊科高 15852

9053 藤原 想也 ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳﾔ 安曇野AC 5060 9059 山岸 成 ﾔﾏｷﾞｼ ﾅﾙ 慶大 15879

764 西尾  洸希 ﾆｼｵ ｺｳｷ 阿南高 5084 2044 高根 夏雪 ﾀｶﾈ ﾅﾂｷ 大町岳陽高 15897

358 唐澤 悠斗 ｶﾗｻﾜ ﾕｳﾄ 上伊那農高 5096 2829 福島 大志郎 ﾌｸｼﾏ ﾀｲｼﾛｳ 小諸高 15905

2774 大木 咲翔 ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西高 5105 806 川久保 力生 ｶﾜｸﾎﾞ ﾘｷ 飯山高 15933

806 川久保 力生 ｶﾜｸﾎﾞ ﾘｷ 飯山高 5111 52 中澤 京聖 ﾅｶｻﾞﾜ ｷｮｳｾｲ 東海大諏訪高 15936

1114 竹前 克哉 ﾀｹﾏｴ ｶﾂﾔ 長野高 5113 9084 山本 昌希 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本市陸協 15985

9037 松本 直大 ﾏﾂﾓﾄ ﾅｵﾋﾛ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 5125 3524 鈴木 啓真 ｽｽﾞｷ ﾖｼﾏｻ 長野高専 15993

1137 水野 大地 ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ 長野商高 5138 2789 田下 輝稀 ﾀｼﾀ ｺｳｷ 上田西高 20032

56 矢島 壮野 ﾔｼﾞﾏ ｿｳﾔ 東海大諏訪高 5150 1280 倉嶋 颯太 ｸﾗｼﾏ ｿｳﾀ 長野日大高 20039

1112 渡邉 創太 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｿｳﾀ 長野高 5167 2040 平出 純大 ﾋﾗｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝﾀ 大町岳陽高 20057

9109 鈴木 颯 ｽｽﾞｷ ｿﾗ 松本大 5172 9075 稲生 元希 ｲﾉｳ ｹﾞﾝｷ 秀明大 20077

9122 伊藤 蒼眞 ｲﾄｳ ｿｳﾏ 信州大 5200 9125 関 翔馬 ｾｷ ｼｮｳﾏ 信州大 20098

2337 青木 大河 ｱｵｷ ﾀｲｶﾞ 松本美須々ヶ丘 5203 ※足きり2分01秒47

1561 塚田 要 ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ 野沢南高 5205

2803 今関 隼也 ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ 佐久長聖高 5213

2843 前嶋 大希 ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｲｷ 佐久長聖高 5224

160 小松 裕昭 ｺﾏﾂ ﾋﾛｱｷ 下諏訪向陽高 5226

9203 丸山 玲央 ﾏﾙﾔﾏ ﾚｵ 飯田ｱｽﾘｰﾄ 5246

9081 織茂 大地 ｵﾘﾓ ﾀﾞｲﾁ 松本国際AC 5254

2522 竹岡 尚輝 ﾀｹｵｶ ﾅｵｷ 松本国際高 5258

9100 太田 夏暉 ｵｵﾀ ﾅﾂｷ 松本大 5286

※足きり52秒88



男子 1500m 男子 110mH(1.067m)

Bib 氏名 ｼﾒｲｶﾅ 所属 資格記録 Bib 氏名 ｼﾒｲｶﾅ 所属 資格記録

9179 白川 友一 ｼﾗｶﾜ ﾕｳｲﾁ 長野市陸協 35414 9054 吉村 健吾 ﾖｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 1458

1906 梅原 悠良 ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 上田西高 35474 9207 飯島 大陽 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 明大 1464

61 小坂 悠太 ｺｻｶ ﾕｳﾀ 東海大諏訪高 35653 9159 漆原奏哉 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ 仙台大 1472

1908 市川 和英 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 上田西高 35801 9190 井出 純一朗 ｲﾃﾞ ｼﾞｭﾝｲﾁﾛｳ 東理大 1478

9013 日野 志朗 ﾋﾉ ｼﾛｳ RUN JOY 35856 2807 内海 亮平 ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ 佐久長聖高 1504

1910 武田 寧登 ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ 上田西高 35890 9121 倉田 歩夢 ｸﾗﾀ ｱﾕﾑ 城西大 1513

9059 山岸 成 ﾔﾏｷﾞｼ ﾅﾙ 慶大 35910 55 小口 蒼葉 ｵｸﾞﾁ ｱｵﾊﾞ 東海大諏訪高 1517

9188 酒井 龍一 ｻｶｲ ﾘｭｳｲﾁ 東洋大 40264 9120 森 遼己 ﾓﾘ ﾊﾙｷ 城西大 1533

879 勝山 大珠 ｶﾂﾔﾏ ﾀﾞｲｼﾞｭ 市立長野高 40318 2501 中村 駿汰 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝﾀ 松本国際高 1540

9178 中村 孝樹 ﾅｶﾑﾗ ｺｳｷ 長野市陸協 40356 1253 小池 集万 ｺｲｹ ｼｭｳﾏ 長野日大高 1543

9140 中村 駿吾 ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｺﾞ 信州大 40437 1593 菊池 優介 ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 岩村田高 1544

3141 岡田 遥人 ｵｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 松本国際高 40529 9185 穂苅 康人 ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 東学大 1558

9176 小森 勇志 ｺﾓﾘ ﾕｳｼ 長野市陸協 40631 9114 中島 瑞樹 ﾅｶｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 上伊那陸協 1570

9143 飯山 翔 ｲｲﾔﾏ ｶｹﾙ 信州大 40685 1650 木内 心大 ｷｳﾁ ｺｺﾛ 佐久長聖高 1573

831 鷲野 彪雅 ﾜｼﾉ ﾋｮｳｶﾞ 飯山高 40688 9058 木下 耀仁 ｷﾉｼﾀ ｱｷﾋﾄ 玉川大 1593

9084 山本 昌希 ﾔﾏﾓﾄ ﾏｻｷ 松本市陸協 40717 2774 大木 咲翔 ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西高 1599

9128 佐藤 匠 ｻﾄｳ ﾀｸﾐ 信州大 40771 46 坂口 和音 ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ 東海大諏訪高 1602

9083 山川 幸祐 ﾔﾏｶﾜ ｺｳｽｹ 松本市陸協 40806 9154 中澤 颯太 ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 新潟医福大 1610

9001 中村 優希 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｷ INAFRS 40823 1056 傳田 優 ﾃﾞﾝﾀﾞ ﾕﾀｶ 長野吉田高 1614

9113 河西 希隆 ｶｻｲ ｷﾘｭｳ 上伊那陸協 40863 366 小林 歩睦 ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾕﾑ 上伊那農高 1632

9135 森田 克馬 ﾓﾘﾀ ｶﾂﾏ 信州大 40934 1065 本多 平良 ﾎﾝﾀﾞ ﾀｲﾗ 長野吉田高 1635

1295 齋藤 黎 ｻｲﾄｳ ﾚｲ 長野日大高 40958 2801 星野 緑風 ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 佐久長聖高 1646

1786 楢原 累斗 ﾅﾗﾊﾗ ﾙｲﾄ 上田高 40979 2509 松澤 尚弥 ﾏﾂｻﾞﾜ ｼｮｳﾔ 松本国際高 1678

62 鈴木 創太 ｽｽﾞｷ ｱﾗﾀ 東海大諏訪高 41003 2804 村本 琢実 ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ 佐久長聖高 1679

1285 髙橋 光稀 ﾀｶﾊｼ ｺｳｷ 長野日大高 41090 1889 加藤 颯人 ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 上田千曲高 1708

2789 田下 輝稀 ﾀｼﾀ ｺｳｷ 上田西高 41165 9210 五十嵐 大樹 ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｷ 野沢北ｸﾗﾌﾞ 1712

2781 安藤 結星 ｱﾝﾄﾞ ｳﾕｳｾｲ 上田西高 41189 1174 松澤 虎太郎 ﾏﾂｻﾞﾜ ｺﾀﾛｳ 長野工高 1719

9142 鶴見 航大 ﾂﾙﾐ ｺｳﾀﾞｲ 信州大 41194 ※足きり17秒20

9052 鳥羽 大地 ﾄﾊﾞ ﾀﾞｲﾁ 安曇野AC 41265

1284 大澤 汰暉 ｵｵｻﾜ ﾀｲｷ 長野日大高 41270

64 伊藤 紅羽 ｲﾄｳ ｸﾚﾊ 東海大諏訪高 41394

1290 髙野 耕太郎 ﾀｶﾉ ｺｳﾀﾛｳ 長野日大高 41514

9016 永田 航大 ﾅｶﾞﾀ ｺｳﾀﾞｲ TEAM Rugos 41514

※足きり4分15秒86

男子 3000mSC(0.914m) 男子 走幅跳

Bib 氏名 ｼﾒｲｶﾅ 所属 資格記録 Bib 氏名 ｼﾒｲｶﾅ 所属 資格記録

1909 小林 隼人 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 上田西高 92119 9065 山浦 渓斗 ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 国武大 786

9135 森田 克馬 ﾓﾘﾀ ｶﾂﾏ 信州大 93052 9134 松本 陸 ﾏﾂﾓﾄ ﾘｸ 信州大 769

9131 出澤 周大 ﾃﾞｻﾞﾜ ｼｭｳﾀ 信州大 93377 9164 竹入聡一郎 ﾀｹｲﾘｿｳｲﾁﾛｳ 筑波大 731

1912 成澤 爽 ﾅﾙｻﾜ ｱｷﾗ 上田西高 93549 9002 深沢 宏之 ﾌｶｻﾜ ﾋﾛﾕｷ MINT TOKYO 728

9061 大井 飛翔 ｵｵｲ ﾂﾊﾞｻ 皇大 93722 9064 宮下 駿介 ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 国武大 705

2772 竹内 朝輝 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 上田西高 95463 2468 栁澤 秀哉 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｭｳﾔ 松商学園高 705

1288 山田 翔 ﾔﾏﾀﾞ ｶｹﾙ 長野日大高 95791 9138 池ヶ谷 賢吾 ｲｹｶﾞﾔ ｹﾝｺﾞ 信州大 699

9177 小長谷 祥治 ｺﾅｶﾞﾔ ﾖｼﾊﾙ 長野市陸協 95919 9033 上條 将吾 ｶﾐｼﾞｮｳ ｼｮｳｺﾞ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 695

9142 鶴見 航大 ﾂﾙﾐ ｺｳﾀﾞｲ 信州大 95959 9185 穂苅 康人 ﾎｶﾘ ﾔｽﾄ 東学大 693

431 小川 聖司 ｵｶﾞﾜ ｾｲｼﾞ 伊那弥生ヶ丘高 100000 9078 中村 洋平 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 駿河台大 687

3510 北原 浩太 ｷﾀﾊﾗ ｺｳﾀ 長野高専 100210 801 荒井 陽呂実 ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 飯山高 686

1626 金森 柊弥 ｶﾅﾓﾘ ｼｭｳﾔ 佐久平総合高 100628 9192 菅 貫太 ｽｶﾞｶﾝﾀ 南山大 685

9111 瀨戸 優孝 ｾﾄ ﾕﾀｶ 松本大 100924 2830 寺島 恒輔 ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 小諸高 684

63 林 幸史郎 ﾊﾔｼ ｺｳｼﾛｳ 東海大諏訪高 101539 9062 小林 蓮 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 国士大 683

9127 荒尾 福之助 ｱﾗｵ ﾌｸﾉｽｹ 信州大 101576 486 鈴木 瑛翔 ｽｽﾞｷ ｴｲﾄ 赤穂高 682

9150 髙橋 巧 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ 信州大 101582 9157 佐藤 智哉 ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 諏訪理科大 674

64 伊藤 紅羽 ｲﾄｳ ｸﾚﾊ 東海大諏訪高 102271 802 佐藤 駿也 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ 飯山高 673

9031 小林 季生 ｺﾊﾞﾔｼ ﾄｼｷ ｼﾃｨﾗﾝﾅｰ 102537 9071 伊藤 司騎 ｲﾄｳ ｼｷ 山梨学院大 673

1287 髙橋 孝樹 ﾀｶﾊｼ ｺｳｼﾞｭ 長野日大高 103917 1591 南澤 爽太 ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 岩村田高 672

9141 長谷川 勇矢 ﾊｾｶﾞﾜ ｲｻﾔ 信州大 103995 1654 木村 伊吹 ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 佐久長聖高 666

※足きり10分56秒55 ※足きり6m60



男子 三段跳 男子 やり投(800g)

Bib 氏名 ｼﾒｲｶﾅ 所属 資格記録 Bib 氏名 ｼﾒｲｶﾅ 所属 資格記録

9017 石川 和義 ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ いｰやま 1553 9046 新垣 暁登 ｱﾗｶﾞｷ ｱｷﾄ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 7029

9181 小池 哲平 ｺｲｹ ﾃｯﾍﾟｲ 東海大 1502 9167 小平 将斗 ｺﾀﾞｲﾗ ﾏｻﾄ 中京大 6341

9060 櫻井 大幹 ｻｸﾗｲ ﾋﾛﾓﾄ 軽井沢A&AC 1469 9000 塩川 拓 ｼｵｶﾜ ﾀｸ HOKTO 6274

1591 南澤 爽太 ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 岩村田高 1431 9066 小泉 陸人 ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 国武大 6180

9078 中村 洋平 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 駿河台大 1408 9117 矢ヶ崎 奨 ﾔｶﾞｻｷ ｼｮｳ 上田市陸協 6072

9184 塚田 奏 ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾀ 東学大 1403 2753 垣内 司 ｶｷｳﾁ ﾂｶｻ 更級農高 5963

9077 小山 敦司 ｺﾔﾏ ｱﾂｼ 駿河台大 1393 2479 浅村 汰壱 ｱｻﾑﾗ ﾀｲﾁ 松商学園高 5731

9101 大郷  佳己斗 ﾀﾞｲｺﾞｳ ｶｲﾄ 松本大 1383 360 日達 匠海 ﾋﾀﾁ ﾀｸﾐ 上伊那農高 5529

9163 西澤和輝 ﾆｼｻﾞﾜｶｽﾞｷ 筑波大 1370 9034 宮澤 優斗 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾕｳﾄ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 5465

9035 金子 司 ｶﾈｺ ﾂｶｻ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 1368 9040 平野 雄大 ﾋﾗﾉ ﾕｳﾀﾞｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 5393

9138 池ヶ谷 賢吾 ｲｹｶﾞﾔ ｹﾝｺﾞ 信州大 1364 2511 梶川 新 ｶｼﾞｶﾜ ｱﾗﾀ 松本国際高 5361

9130 若林 圭汰 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 信州大 1364 9155 梨子田 峻 ﾅｼﾀﾞ ｼｭﾝ 新潟医福大 5344

2810 松村 喜道 ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ 佐久長聖高 1360 1060 小松 敬斗 ｺﾏﾂ ｹｲﾄ 長野吉田高 5217

802 佐藤 駿也 ｻﾄｳ ｼｭﾝﾔ 飯山高 1346 9027 友田 利男 ﾄﾓﾀﾞ ﾄｼｵ かもしか倶楽部 5161

2305 髙田 真平 ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 松本県ヶ丘高 1346 9116 斉藤 元気 ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝｷ 上田市陸協 5142

1168 鈴木 慶次 ｽｽﾞｷ ｹｲｼﾞ 長野工高 1341 2303 林 智輝 ﾊﾔｼ ﾄﾓｷ 松本県ヶ丘高 5075

2523 筒木 順 ﾂﾂｷ ｼﾞｭﾝ 松本国際高 1333 1140 西本 悠人 ﾆｼﾓﾄ ﾕｳﾄ 長野商高 4969

805 大日向 翼 ｵﾋﾞﾅﾀ ﾂﾊﾞｻ 飯山高 1304 9186 松永 春樹 ﾏﾂﾅｶﾞ ﾊﾙｷ 東京陸協 4919

856 田村 斡也 ﾀﾑﾗ ｱﾂﾔ 市立長野高 1296 428 倉田 晃輔 ｸﾗﾀ ｺｳｽｹ 伊那北高 4864

1596 佐々木 隆之介 ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 岩村田高 1285 9091 宮澤 克幸 ﾐﾔｻﾞﾜ ｶﾂﾕｷ 松本大 4855

※足きり12秒73 ※足きり48m37

男子 4×400mR

Bib 氏名 ｼﾒｲｶﾅ 所属 資格記録

長野高専 31608

ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 31628

佐久長聖高 31709

東海大諏訪高 31777

松本大 31780

松本国際高 32323

松商学園高 32324

飯山高 32345

信州大 32472

豊科高 32576

長野日大高 32593

長野高 32627

岩村田高 32779

小諸高 32858

上田西高 32889

長野工高 32980

市立長野高 32984

大町岳陽高 33065

辰野高 33071

長野商高 33079

野沢南高 33101

諏訪清陵高 33200

木曽青峰高 33220

須坂創成高 33298

上田千曲高 33583

松本深志高 33683

かもしか倶楽部 33735

※足きり3分38秒85



女子 走高跳 女子 棒高跳

Bib 氏名 ｼﾒｲｶﾅ 所属 資格記録 Bib 氏名 ｼﾒｲｶﾅ 所属 資格記録

1937 太田 さくら ｵｵﾀ ｻｸﾗ 松商学園高 165 1298 岡田 莉歩 ｵｶﾀﾞ ﾘﾎ 佐久長聖高 390

9052 小林 弓珠 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｽﾞ 大阪国際大 161 9066 佐藤里桜 ｻﾄｳ ﾘｵ 日女体大 340

1309 村山 羽乃 ﾑﾗﾔﾏ ｳﾉ 佐久長聖高 160 9036 田中 愛 ﾀﾅｶ ﾏﾅﾐ 松本大 330

118 小平 奏重 ｺﾀﾞｲﾗ ｶﾅｴ 下諏訪向陽高 155 2263 鈴木 天音 ｽｽﾞｷ ｱﾏﾈ 佐久長聖高 320

832 青木 沙絵 ｱｵｷ ｻｴ 長野商高 155 9031 小林 由依 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｲ 松本大 320

108 上村 文寧 ｶﾐﾑﾗ ｱﾔﾈ 諏訪二葉高 155 9042 岩下 栞 ｲﾜｼﾀ ｼｵﾘ 城西大 320

1770 岩下 季実佳 ｲﾜｼﾀ ｷﾐｶ 松本深志高 155 862 深尾 美希 ﾌｶｵ ﾐｷ 長野工高 310

4241 星野 紗菜 ﾎｼﾉ ｻﾅ 軽井沢中 155 1777 谷川 慧佳 ﾀﾆｶﾜ ｻﾄｶ 松本深志高 290

597 小森 玲那 ｺﾓﾘ ﾚﾅ 飯山高 154 1299 小林 ひより ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾖﾘ 佐久長聖高 290

1985 岩間 穂乃香 ｲﾜﾏ ﾎﾉｶ 松本国際高 154 7168 谷川 慶奈 ﾀﾆｶﾜ ｹｲﾅ 山辺中 290

1986 降旗 菜央 ﾌﾘﾊﾀ ﾅｵ 松本国際高 153 7840 赤羽 柚香 ｱｶﾊﾈ ﾕｽﾞｶ 長峰中 280

1769 塩川 翔子 ｼｵｶﾜ ｼｮｳｺ 松本深志高 151 1975 児島 里奈 ｺｼﾞﾏ ﾘﾅ 松商学園高 270

9000 片平 真理子 ｶﾀﾋﾗ ﾏﾘｺ NAGANO APPELS 150 8006 向山 優菜 ﾑｶｲﾔﾏ ﾕｳﾅ 箕輪中 270

1829 二木 瑠心 ﾌﾀﾂｷﾞ ﾙｺ 松本県ヶ丘高 149 2251 高見澤 茉那 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾏﾅ 佐久長聖高 260

2056 田村 優衣 ﾀﾑﾗ ﾕｲ 諏訪清陵高 149 8680 小林 莉緖 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｵ 原中 260

111 山下 心花 ﾔﾏｼﾀ ﾐﾊﾅ 諏訪二葉高 146 1297 飯高 愛莉 ｲｲﾀｶ ｱｲﾘ 佐久長聖高 260

1850 国本 凜 ｸﾆﾓﾄ ﾘﾝ 松本美須々ヶ丘 146 ※足きり2m50

※足きり1m45

女子 三段跳 女子 やり投(600g)

Bib 氏名 ｼﾒｲｶﾅ 所属 資格記録 Bib 氏名 ｼﾒｲｶﾅ 所属 資格記録

9009 宮澤 歩 ﾐﾔｻﾞﾜ ｱﾕﾐ 横国大 1258 281 倉田 紗優加 ｸﾗﾀ ｻﾕｶ 伊那北高 5425

914 牧内 愛実 ﾏｷｳﾁ ｱﾐ 市立長野高 1186 2499 増澤 美優 ﾏｽｻﾞﾜ ﾐﾕｳ 松本国際高 4304

1901 加島 小浦 ｶｼﾏ ｺｳﾗ 松本工高 1168 9005 濵 麗 ﾊﾏ ｳﾗﾗ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 4242

2267 古越 茉帆 ﾌﾙｺｼ ﾏﾎ 佐久長聖高 1134 9030 小林 弥希 ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｷ 松本大 4230

9019 宮﨑 優季 ﾐﾔｻﾞｷ ﾕｳｷ 県競対本部 1132 917 山田 柚葵 ﾔﾏﾀﾞ ﾕｽﾞｷ 市立長野高 4104

107 箱田 真奈美 ﾊｺﾀﾞ ﾏﾅﾐ 諏訪二葉高 1129 9067 清水思 ｼﾐｽﾞｺﾄ 日体大 3813

9028 宮下 優希菜 ﾐﾔｼﾀ ﾕｷﾅ 松本大 1119 9024 小林 万莉 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏﾘ 駿河台大 3811

9014 大森 玲花 ｵｵﾓﾘ ﾚｲｶ 軽井沢A&AC 1116 9046 深津 和華 ﾌｶﾂ ﾜｶ 信州大 3772

175 小倉 歩華 ｵｸﾞﾗ ｱﾕｶ 岡谷南高 1100 650 山田 捺葵 ﾔﾏﾀﾞ ﾅﾂｷ 中野立志館高 3619

28 大﨑 にこ ｵｵｻｷ ﾆｺ 東海大諏訪高 1095 9032 松林 萌 ﾏﾂﾊﾞﾔｼ ﾓｴ 松本大 3435

9027 吉村 葵 ﾖｼﾑﾗ ｱｵｲ 松本大 1090 315 城倉 涼花 ｼﾞｮｳｸﾗ ﾘｮｳｶ 伊那弥生ヶ丘高 3380

9064 山岸 萌香 ﾔﾏｷﾞｼ ﾓｴｶ 東女体大 1089 9047 大塚 悠歌 ｵｵﾂｶ ﾊﾙｶ 信州大 3217

9053 竹村菜々美 ﾀｹﾑﾗﾅﾅﾐ 筑波大 1072 1563 古畑 姫乃 ﾌﾙﾊﾀ ﾋﾒﾉ 木曽青峰高 3207

38 小口 葉奈 ｵｸﾞﾁ ﾊﾅ 東海大諏訪高 1070 9045 佐藤 涼華 ｻﾄｳ ﾘｮｳｶ 信州大 2973

752 櫻井 菜央 ｻｸﾗｲ ﾅｵ 長野吉田高 1068 1983 福浦 涼音 ﾌｸｳﾗ ｽｽﾞﾈ 松本国際高 2805

1979 征矢 珠々 ｿﾔ ｽｽﾞ 松本国際高 1065 1274 山下 唯華 ﾔﾏｼﾀ ﾕｲｶ 岩村田高 2574

9002 藤岡 まそら ﾌｼﾞｵｶ ﾏｿﾗ いｰやま 1037 1259 土屋 凜奈 ﾂﾁﾔ ﾘﾝﾅ 野沢南高 2570

1923 大井 日陽 ｵｵｲ ﾋﾅﾀ 松商学園高 1021 9033 清水 愛奈 ｼﾐｽﾞ ﾏﾕﾅ 松本大 2538

9044 関口 陽菜 ｾｷｸﾞﾁ ﾋﾅ 信州大 1015 1850 国本 凜 ｸﾆﾓﾄ ﾘﾝ 松本美須々ヶ丘 2119

9059 西澤 香 ﾆｼｻﾞﾜ ｶｵﾘ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ 1001 1443 村上 沙那 ﾑﾗｶﾐ ｻﾅ 上田東高 1983
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