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性別 氏名 学校名 種目 記録 ラウンド・順位 入賞

川元　奨 北佐久農 800ｍ １’５１”５１ 決勝　１位 ＊

〃 〃 800ｍ １’５６”０９ 予選4組（１）

〃 〃 800ｍ １’５５”０６ 準決3組（１）

嶺村　鴻汰 大町 走幅跳 ７ｍ５７(+3.5) 決勝　３位 ＊

〃 〃 走幅跳 ７ｍ３２(+2.7) 予選1組（２）

岩下　遼介 上田 ハンマー投 記録なし 予選2組

坂田　健訓 阿南 やり投 ５６ｍ１５ 予選1組（１８）

兼子　知也 飯山北 1500m ４’０３”５６ 予選3組（１２）

深沢　宏之 松代 100m １１”１８(-2.3) 予選4組（３）

深沢　宏之 松代 走幅跳 ６ｍ８２(+1.9) 予選2組（２０）

深沢　宏之 松代 三段跳 １４ｍ２５(-2.1) 予選2組（８）

太田　和彰 松代 110mH １４”８３(-0.8) 予選4組（１）

〃 〃 110mH １４”５４(+2.0) 準決3組(4)

古川　栄貴 松代 4×100ｍR

深沢　宏之 松代 4×100ｍR

松下　悦久 松代 4×100ｍR

太田　和彰 松代 4×100ｍR

飯島　史也 松代 4×100ｍR 補

島津　海斗 松代 4×100ｍR 補

栁原　優也 松代 4×100ｍR 補

和田　侑也 松代 4×100ｍR 補

原　翔太 高遠 100m １１”０４(-3.0) 予選1組（２）

〃 〃 100m １１”１１(-2.5) 準決1組（４）

原　翔太 高遠 200m ２２”１５(-0.2) 予選5組（４）

今村　迅人 北部 100m １１”２８(-1.7) 予選2組（６）

今村　迅人 北部 200m ２２”７０(-1.1) 予選6組（６）

浅見　剛志 長野工 棒高跳 記録なし 予選1組

竹村　昂浩 諏訪二葉 棒高跳 ４ｍ６０ 予選1組（１０）

今井　祐輔 田川 棒高跳 記録なし 予選1組

カラム　イムラン 東海大三 800ｍ １’５７”２３ 予選6組（４）

白鳥　敦 伊那北 800ｍ １’５６”２１ 予選8組（４）

〃 〃 800ｍ １’５９”９２ 準決2組（７）

原　広野 伊那北 3000mSC ９’３８”５８ 予選３組（１２）

上倉　利也 佐久長聖 3000mSC ９’４９”３８ 予選1組（１３）

上野　裕史 佐久長聖 1500m ３’５９”９６ 決勝　１３位

〃 〃 1500m ３’５３”２３ 予選3組（６）

小林　純平 佐久長聖 5000mW ２３’２９”９０ 決勝　１１位

〃 〃 5000mW ２３’１０”９４ 予選2組（５）

臼田　稔宏 佐久長聖 5000ｍ １４’５３”５６ 予選2組（８）

小林　貴大 長野日大 3000mSC ９’５９”５９ 予選2組（１５）

尾﨑　雄介 更級農 円盤投 ３４ｍ６２ 予選1組（３１）

久保　拓海 長野吉田 4×100ｍR

中野　直哉 長野吉田 4×100ｍR

齊藤　新 長野吉田 4×100ｍR

小島　正大 長野吉田 4×100ｍR

新井　晃 長野吉田 4×100ｍR 補

木藤　星 長野吉田 4×100ｍR 補
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東山　由輝 岩村田 400ｍＨ ５４”６４ 予選8組（４）

内堀　直也 岩村田 4×400ｍR

相場　智裕 岩村田 4×400ｍR

東山　由輝 岩村田 4×400ｍR

川上　真弥 岩村田 4×400ｍR

櫻井　裕也 岩村田 4×400ｍR 補

遠山　直希 岩村田 4×400ｍR 補

宮川　広夢 岩村田 4×400ｍR 補

宮坂　楓 東海大三 走幅跳 ６ｍ０２(-0.4) 決勝　２位 ＊

〃 〃 走幅跳 ６ｍ０５(+0.1) 予選1組（１）

桐山　明日香 伊那弥生ヶ丘 走幅跳 ５ｍ７５(-0.3) 決勝　６位 ＊

〃 〃 走幅跳 ５ｍ７９(+1.3) 予選2組（３）

瀧澤　彩 長野 400ｍＨ １’０３”９６ 予選8組（６）

吉村　知夏 長野吉田 400ｍＨ １’０３”６６ 予選3組（３）

田中　美沙 長野吉田 400ｍ ５７”６４ 予選7組（５）

宮澤　七夕子 長野吉田 七種競技 ４０９４点 決勝　２４位

山本　瑞 小諸 400ｍ ５８”７４ 予選6組（５）

安原　光 長野東 1500ｍ ４’４５”２３ 予選1組（１４）

安原　光 長野東 3000ｍ １０’２４”８０ 予選3組（２０）

佐々木　文華 長野東 1500ｍ ４’３９”５１ 予選2組（１３）

佐々木　文華 長野東 3000ｍ １０’１６”５２ 予選2組（１８）

武重　綾乃 丸子修学館 やり投 ４１ｍ１１ 予選2組（９）

武重　綾乃 丸子修学館 砲丸投 １０ｍ９５ 予選3組（１２）

中島　未歩 丸子修学館 やり投 ３６ｍ０１ 予選2組（２６）

中島　未歩 丸子修学館 円盤投 ３７ｍ８１ 予選1組（５）

中島　未歩 丸子修学館 砲丸投 １１ｍ３４ 予選4組（１３）

岸　莉穂 野沢南 やり投 ３７ｍ１７ 予選1組（２０）

竹内　希 松代 やり投 ３６ｍ７０ 予選2組（２３）

児島　里咲 大町 砲丸投 １０ｍ２２ 予選1組（１６）

上原　絵理香 須坂商 円盤投 ３０ｍ９５ 予選2組（３２）

小池　望 諏訪二葉 800ｍ ２’１８”８４ 予選9組（５）

瀧澤　祐未 松商学園 200ｍ ２６”４４(-2.0) 予選2組（7）

有賀　楓子 伊那北 走高跳 １ｍ６２ 予選2組（９）
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