
第61回中信中学校総合体育大会　陸上競技大会 ﾄﾗｯｸ審判長 百瀬　貴

主催：中信地区中学校体育連盟・中信地区陸上競技協会 跳躍審判長 田澤　稔
投てき審判長 田澤　稔

【開催日】 2022年6月4日(土) 記録主任 中塚　渓滋

【主催団体】 中信地区中学校体育連盟・中信地区陸上競技協会 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

 6/ 4 男子共通  -2.2 塩原 樹 24.86 中嶋 俊樹 25.10 柏原 康成 25.21 大和田 優一 25.40 寺澤 諒 25.54 呉 想 25.72 奥山 翔月 25.84 寺島 泰志 26.24
200m 高瀬 堀金 白馬 豊科北 信大附属松本 穂高西 三郷 豊科北

 6/ 4 片寄 晴之亮 51.36 東 歩武 53.26 山田 颯太 54.92 中尾 ｸﾞｽﾀﾎﾞ 55.03 日笠 大地 55.41 山岸 丈一郎 56.45 水谷 俊介 58.17 栗岩 蓮 58.24
400m 山辺 日義 菅野 白馬 鉢盛 三郷 信大附属松本 信大附属松本

 6/ 4 百瀬 柾宏 2:00.02 原田 匠海 2:07.67 足立 喜一郎 2:09.76 松永 泰誠 2:12.09 奥原 星 2:13.37 小川 陽士 2:13.64 大谷 優真 2:13.86 福田 晃大 2:15.79
800m 堀金 山辺 信大附属松本 三郷 仁科台 豊科北 豊科北 堀金

 6/ 4 木下 陽真人 9:23.29 須永 脩人 9:27.99 藤間 治樹 9:29.87 矢花 海空 9:30.73 上條 稜太 9:45.36 和久井 大夢 9:52.89 城越 瑛太 9:58.15 野口 輝 10:12.66
3000m 堀金 女鳥羽 鉢盛 堀金 鉢盛 女鳥羽 筑摩野 信大附属松本

 6/ 4 川口 祐太朗 16.09 二木 佑成叶 17.12 小林 湊 17.70 井幡 想太郎 18.74 井口 航 19.92 髙橋 昇馬 20.42 矢口 悠斗 20.90 新井 諒雅 21.33
110mH(0.914m) 塩尻 三郷 丸ﾉ内 菅野 木曽町 鎌田 信大附属松本 高瀬

 6/ 4 兒野 幹 1.73 西尾 誓 1.70 阿部 颯人 1.65 中原 峻吾 1.55 加藤 知優 1.55 倉田 琉偉 1.55 堀田 凌駈 1.55 太田 伊織 1.55
走高跳 豊科南 穂高東 菅野 清水 山辺 清水 開成 信大附属松本

 6/ 4 務台 悠真 2.70 市川 冬弥 2.20
棒高跳 三郷 三郷

 6/ 4 村上 憲伸 10.55 折井 亜星 10.51 栖村 匠 9.91 山田 蒼天 9.19 井口 白瑛 9.18 三浦 拓斗 8.78 吉本 斗羽 8.71 唐澤 琉伊 8.35

砲丸投(5.000kg) 塩尻 女鳥羽 木曽町 波田 開成 女鳥羽 塩尻 木祖
 6/ 4 菅野       45.40 豊科北       46.04 三郷       46.75 波田       46.81 山辺       47.22 塩尻       47.30 堀金       47.41 高瀬       47.49

4×100m 古幡寿一郎 望月 颯太 二木 佑成叶 古野 頑人 古畑 祐斗 牛丸 玲央 百瀬 柾宏 袖山 育己
森村悠希也 寺島 泰志 稲田 夢生 大島 統也 原田 匠海 川口 祐太朗 藤原 朋己 浅原 亜夢呂
中川 智覚 大和田 優一 奥山 翔月 浅賀 弘光 大久保 悠文 奥平 椋太 曽山 凜太郎 腰原 陸也
阿部 颯人 松澤 悠 青栁 音旺 萩原 雄夢 片寄 晴之亮 中野 大輝 中嶋 俊樹 塩原 樹

 6/ 4 野阪 朋希 1586 上條 恵佑 1471 村山 陽 1264 松澤 和壱 1097 片桐 尚吾 1028 藤崎 陽士 782
四種競技 塩尻広陵 塩尻広陵 梓川 小谷 菅野 小谷

 6/ 4 男子1年  +0.6 竹田 ｻﾑｴﾙ 12.15 赤穗 一晟 12.68 竹内 暖 12.71 松坂 奏汰 13.06 橋戸 克実 13.23 西山 紘平 13.31 佐藤 遼空 13.39 堀内 拓真 13.51
100m 丘 鎌田 大町第一 仁科台 菅野 堀金 丘 波田

 6/ 4 永田 航大 4:25.81 中澤 侑己 4:38.86 松澤 晃佑 4:59.18 上條 悠太 5:11.82 栗林 恒至 5:19.16 熊井 伸太朗 5:19.93 山口 隼 5:21.49 西村 孝太郎 5:27.47
1500m 波田 GR 堀金 白馬 鉢盛 高瀬 三郷 菅野 信大附属松本

 6/ 4 花村 武琉 5.07(+1.9) 田川 遥太 4.89(-0.4) 川口 粋孝 4.58(+2.3) 林 陽輝 4.55(-0.3) 原 昊椰 4.49(+1.5) 北澤 魁人 4.37(0.0) 山田 純汰 4.20(+1.9) 寺沢 颯 4.18(+0.3)
走幅跳 豊科北 木曽町 信明 高綱 木祖 大町第一 菅野 信明

 6/ 4 男子2年  -0.5 稲田 夢生 11.96 藤原 朋己 12.10 小松 珀 12.37 中川 智覚 12.39 浅賀 弘光 12.55 今溝 陸斗 12.56 原 彪駕 12.64 鬼頭 由豪 12.73
100m 三郷 堀金 丘 菅野 波田 仁科台 塩尻広陵 穂高西

 6/ 4 男子3年  +0.9 森村悠希也 11.60 萩原 雄夢 11.88 三原 貴成 11.99 大橋 佑生 12.06 古幡寿一郎 12.15 坂中 悠惺 12.16 中野 大輝 12.30 中村 優斗 12.44
100m 菅野 波田 筑摩野 明善 菅野 仁科台 塩尻 梓川

 6/ 4 男子1･2年 菅野       50.53 仁科台       51.06 鎌田       52.48 大町第一       52.62 信明       52.86 堀金       53.34 波田       53.50 丘       53.79
4×100m 吉崎 音緒 松本 幸輝 小岩井 龍斗 海川 瑛大 相澤 佑之介 丸山 悠成 髙野 啓矢 林 衣岬

橋戸 克実 今溝 陸斗 赤穗 一晟 北澤 魁人 辻 椰士浪 西山 紘平 堀内 拓真 佐藤 遼空
井幡 想太郎 高橋 朱里 髙橋 昇馬 竹内 暖 吉田 旭 竹内 開生 若林 優 高橋 陽斗
丸谷 琉聖 松坂 奏汰 栗林 充 遠藤 挙吾 中野 紘人 黒岩 虹太 梅本 大也 川澄 鴻

 6/ 4 男子2･3年 猿田 創汰 4:12.00 野島 将夫 4:27.27 中嶋 啓介 4:32.92 山本 浩輝 4:34.89 手島 優誠 4:35.92 柴垣 陽己 4:36.00 田口 獅音 4:36.48 原田 龍 4:36.52
1500m 堀金 三郷 山辺 菅野 信大附属松本 信大附属松本 木曽町 塩尻広陵

 6/ 4 堀内 來夢 6.42(-0.3) 下戸 柊人 6.41(+0.8) 近藤 孝太 6.24(+2.0) 小林 連馬 5.68(-1.4) 下村 岳輝 5.59(+1.4) 𠮷澤 枇吹 5.37(+2.4) 松本 清暉 5.34(-0.7) 武居 勇人 5.27(+0.6)
走幅跳 両小野 木曽町 鉢盛 清水 仁科台 菅野 筑摩野 木曽町


