
決勝記録一覧表
男  子 【競技場】204130  上田市営陸上競技場

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
10/06 男子  -1.2池田 仁(1) 11.8 中山 翔梧(2) 11.8 市川 尭明(2) 11.9 藤牧 佑希(1) 11.9 小林 将大(3) 11.9 駒村 牧(3) 12.0

１００ｍ 高校･岩村田高 高校･岩村田高 高校･野沢南高 高校･岩村田高 高校･丸子修学館高 高校･野沢南高
10/06 池田 仁(1) 51.8 中山 翔梧(2) 53.5 塚田 健太(2) 53.9 木内 笙太(2) 54.5 小林 颯(1) 55.1 中畑 宏斗(2) 55.5

４００ｍ 高校･岩村田高 高校･岩村田高 高校･上田高 高校･岩村田高 高校･小諸高 高校･上田西高
10/06 柳澤 佑丞(2) 4,17.6 細田 敦也(1) 4,27.2 三輪 祐也(1) 4,30.1 花里 礼央真(2) 4,31.4 松下 治正(2) 4,32.8 長谷川 裕真(1) 4,36.9 西澤 弦也(1) 4,37.5 金井 渓(2) 4,38.0

１５００ｍ 高校･岩村田高 高校･上田高 高校･上田高 高校･岩村田高 高校･小諸高 高校･野沢北高 高校･小諸高 高校･上田西高
10/06 依田 航太郎(1) 16,15.7 柳澤 佑丞(2) 16,19.0 土屋 望(2) 16,34.3 臼田  悠(2) 17,20.9 松下 治正(2) 17,59.6 田島 史都(1) 18,14.7

５０００ｍ 高校･上田高 高校･岩村田高 高校･上田高 高校･野沢北高 高校･小諸高 高校･上田高
10/06   0.0甘利 建文(2) 18.3 桜井 滉治(1) 18.4 土屋 春樹(1) 20.2

１１０ｍＨ 高校･野沢南高 高校･岩村田高 高校･小諸商業高
10/06 内藤 健生 1.85 本多 俊平 1.70

走高跳 一般･安曇野陸協 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
10/06 工藤 大樹(1) 3.90 畑山 亮太(1) 3.40 田中 米人 2.40

棒高跳 高校･長野工高 高校･長野工高 一般･茅野市陸協
10/06 本多 俊平 5.74(0.0) 今井 晃規(2) 5.68(+0.5) 安藤 弥(1) 5.47(0.0) 尾本 和弘(2) 5.17(+1.4) 上野 綾貴(2) 5.13(+0.5) 森角 亮介 5.07(0.0) 小林 和磨(2) 4.85(+0.8)

走幅跳 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･長大 高校･坂城高 高校･小諸高 高校･野沢南高 一般･佐久陸協 高校･東御清翔高
10/06 日馬 正貴 12.76(+2.2) 藤牧 佑希(1)12.72(+1.2) 富永 智(1) 11.77(+1.4) 本多 俊平 11.58(+1.3)

三段跳 一般･安曇野陸協 高校･岩村田高 高校･小諸商業高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
10/06 中島 公徳 10.30 本多 俊平 9.42 松野 翔悟(1) 8.99 橋詰 幸孝(2) 8.84 鈴木 翔太(1) 7.72 小美野 暁(2) 7.48

砲丸投 一般･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校･小諸高 高校･丸子修学館高 高校･岩村田高 高校･上田西高
10/06 土屋 春生 28.10 中島 公徳 25.77 佐藤 塁(2) 24.65 今井 宣浩(2) 24.39 寺澤 亮祐(1) 20.76 松野 翔悟(1) 20.56 土田 宜典(2) 18.85

円盤投 一般･北佐久陸協 一般･ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ 高校･小諸高 高校･丸子修学館高 高校･上田染谷丘高 高校･小諸高 高校･岩村田高
10/06 橋詰 幸孝(2) 43.67 佐藤 塁(2) 42.23 甘利 建文(2) 38.75 西澤 弦也(1) 36.26 安藤 弥(1) 34.70 白川 大智(1) 32.66 大井 友尋(1) 32.56 武重 俊樹(2) 29.85

やり投 高校･丸子修学館高 高校･小諸高 高校･野沢南高 高校･小諸高 高校･坂城高 高校･丸子修学館高 高校･北佐久農業高 高校･上田染谷丘高
10/06 小諸高     3,43.1 上田高     3,44.7 岩村田高(B)     3,44.8 野沢南高     3,49.5 岩村田高(A)     3,53.4 上田西高     3,54.7 上田染谷丘高    4,03.4 坂城高     4,14.0 

４×４００ｍＲ 西澤 弦也(1) 塚田 博希(1) 鈴木 翔太(1) 上野 蒼(2) 土田 宜典(2) 中畑 宏斗(2) 武重 俊樹(2) 澤﨑 拓己(1)
石森 健太(2) 塚田 健太(2) 桜井 滉治(1) 上野 綾貴(2) 柳澤 佑丞(2) 原 大和(1) 牧村 直樹(1) 池田 亮太(1)
佐藤 塁(2) 平林 公一(2) 藤牧 佑希(1) 市川 尭明(2) 池田 仁(1) 油井 奨士(1) 松本 昌之(1) 近藤 駿介(1)
小林 颯(1) 依田 航太郎(1) 竹内 祥太郎(1) 利根川 大貴(1) 花里 礼央真(2) 小美野 暁(2) 竹内 凱斗(1) 安藤 弥(1)

10/06 中学男子  -0.5花里 翼(2) 12.0 清水 泰地(3) 12.3 五十里 槙哉(2) 12.8 土屋 侃汰(2) 12.8 神田 優人(2) 13.1 丹羽 南樹(2) 13.3
１００ｍ 中学･芦原中 中学･望月AC 中学･上田第四中 中学･芦原中 中学･望月AC 中学･茅野北部中

10/06 高木　航志 9,36.7 柳沢 充保(3) 9,40.6 藤原 大地(2) 9,47.8 永井 慎也(3) 9,56.8 掛川 萌也(2) 10,11.2 笹沢 健司(1) 10,20.1 小林 優矢(3) 10,20.8 長原 治玄(1) 10,25.3
３０００ｍ 中学･上田第５中 中学･上田第一中 中学･丸子中 中学･小諸東中 中学･芦原中 中学･丸子中 中学･丸子中 中学･篠ﾉ井西中

10/06 松澤 和也(3) 1.75 吉岡 翔司(2) 1.50 金井 大成(2) 1.40 宮入 海翔(2) 1.35 鈴木 聡太(1) 1.35
走高跳 中学･茅野東部中 中学･篠ﾉ井西中 中学･軽井沢中 中学･篠ﾉ井西中 中学･篠ﾉ井西中

10/06 大塚 優(3) 3.60
棒高跳 中学･丸子北中 大会タイ

10/06 清水 泰地(3) 6.34(+0.7) 神田 優人(2) 5.56(+0.5) 依田 和馬(2) 5.29(+0.9) 丹羽 南樹(2) 5.29(+0.8) 土屋 巧(2) 4.81(+0.7) 須崎 修二(1) 4.73(+1.6) 大澤 達(2) 4.67(+1.1) 伊藤 司能(1) 4.62(+1.0)
走幅跳 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･丸子中 中学･茅野北部中 中学･望月AC 中学･上田第四中 中学･望月AC 中学･望月AC

10/06 田中 逸樹(2) 9.21 土屋 隼人(2) 8.36 吉澤 翼(2) 7.36 土屋 侃汰(2) 6.80 清水　拓斗 6.35 神津 悠輔(1) 6.11 山田 竜平(2) 5.10 井出 篤志(1) 3.96
砲丸投 中学･丸子中 中学･軽井沢中 中学･佐久東中 中学･芦原中 中学･上田第５中 中学･佐久東中 中学･篠ﾉ井西中 中学･佐久東中

10/06 裾花中       48.4 芦原中       51.0 望月AC(A)       51.2 篠ﾉ井西中(A)      51.7 丸子中       52.9 望月AC(B)       54.2 篠ﾉ井西中((B)      54.5 
４×１００ｍＲ 西田 拓道(3) 中田 凌平(2) 伊藤 司能(1) 吉岡 翔司(2) 西澤 昴樹(2) 常田 紀幸(1) 鈴木 聡太(1)

曽根原豪士(3) 土屋 侃汰(2) 清水 泰地(3) 下田 振全(1) 坂田 涼輔(2) 大澤 達(2) 内堀 岳宏(1)
寺澤 克弥(3) 武藤 雅哉(2) 土屋 巧(2) 南澤 海斗(1) 依田 和馬(2) 中村 郁弥(1) 長原 治玄(1)
荒井 雅也(3) 花里 翼(2) 神田 優人(2) 西村  健吾(2) 田中 逸樹(2) 上野 樹(2) 内田 裕二(1)

丸子北中       54.5 
下村 太一(1)
野原 尚貴(2)
山岸 雅弥(2)
工藤 誉(2)

上田第五中       54.5 
倉島 峻(2)
赤尾 理玖(1)
坂口 直弥(1)
山下 岳(2)



予選 10月6日 10:10
決勝 10月6日 12:15

県新                10.19
大会新              11.0

[ 1組] 風速 -0.2 [ 2組] 風速  0.0

 1 池田 仁(1) 高校      11.5 q  1 市川 尭明(2) 高校      11.9 q
ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ 岩村田高 ｲﾁｶﾜ ﾀｶｱｷ 野沢南高

 2 小林 颯(1) 高校      12.3  2 中山 翔梧(2) 高校      11.9 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 小諸高 ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 岩村田高

 3 竹内 祥太郎(1) 高校      12.6  3 中畑 宏斗(2) 高校      12.0 
ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 岩村田高 ﾅｶﾊﾀ  ﾋﾛﾄ 上田西高

 4 原 大和(1) 高校      12.8  4 松本 昌之(1) 高校      13.0 
ﾊﾗ  ﾔﾏﾄ 上田西高 ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾕｷ 上田染谷丘高

 5 近藤 駿介(1) 高校      14.8  5 高橋 拓未(2) 高校      13.3 
ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 坂城高 ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ 東御清翔高
小柳 博雅(2) 高校  6 澤﨑 拓己(1) 高校      13.6 
ｵﾔﾅｷﾞ  ﾋﾛﾏｻ 上田高 ｻﾜｻﾞｷ ﾀｸﾐ 坂城高

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速 -0.1

 1 藤牧 佑希(1) 高校      11.8 q  1 駒村 牧(3) 高校      11.8 q
ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ 岩村田高 ｺﾏﾑﾗ ﾏｷ 野沢南高

 2 本多 俊平 一般      12.2  2 安藤 弥(1) 高校      12.4 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 坂城高

 3 尾本 和弘(2) 高校      12.5  3 細田 昌宏(1) 高校      12.4 
ｵﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 小諸高 ﾎｿﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 上田染谷丘高

 4 武重 俊樹(2) 高校      13.1  4 白川 大智(1) 高校      12.6 
ﾀｹｼｹﾞ ﾄｼｷ 上田染谷丘高 ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 丸子修学館高
高橋 正行(1) 高校  5 関本 慶太(2) 高校      12.7 
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 岩村田高 ｾｷﾓﾄ ｹｲﾀ 岩村田高
甘利 優太(1) 高校 伊澤 裕樹(1) 高校
ｱﾏﾘ ﾕｳﾀ 野沢南高 ｲｻﾞﾜ  ﾕｳｷ 上田高

[ 5組] 風速 -0.1 [ 6組] 風速 -0.2

 1 今井 晃規(2) 一般      12.2  1 小林 将大(3) 高校      11.8 q
ｲﾏｲ ｱｷﾉﾘ 長大 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 丸子修学館高

 2 石森 健太(2) 高校      12.4  2 小林 和磨(2) 高校      12.4 
ｲｼﾓﾘ ｹﾝﾀ 小諸高 ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 東御清翔高

 3 竹内 凱斗(1) 高校      12.6  3 池田 亮太(1) 高校      12.5 
ﾀｹｳﾁ ｶｲﾄ 上田染谷丘高 ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 坂城高

 4 市川 拓巳(1) 高校      12.8  4 木内 笙太(2) 高校      12.5 
ｲﾁｶﾜ  ﾀｸﾐ 上田高 ｷｳﾁ ｼｮｳﾀ 岩村田高

 5 鈴木 翔太(1) 高校      13.2  5 牧村 直樹(1) 高校      12.7 
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 岩村田高 ﾏｷﾑﾗ ﾅｵｷ 上田染谷丘高
柳澤 圭太(1) 高校  6 油井 奨士(1) 高校      13.8 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ 岩村田高 ﾕｲ  ｼｮｳｼﾞ 上田西高

風速 -1.2

 1 池田 仁(1) 高校      11.8 
ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ 岩村田高

 2 中山 翔梧(2) 高校      11.8 
ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 岩村田高

 3 市川 尭明(2) 高校      11.9 
ｲﾁｶﾜ ﾀｶｱｷ 野沢南高

 4 藤牧 佑希(1) 高校      11.9 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ 岩村田高

 5 小林 将大(3) 高校      11.9 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 丸子修学館高

 6 駒村 牧(3) 高校      12.0 
ｺﾏﾑﾗ ﾏｷ 野沢南高
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予選 通過基準  6組  0着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ



予選 10月6日  9:00
決勝 10月6日 11:15

県高                46.54
大会新              49.9 

[ 1組] [ 2組]

 1 中山 翔梧(2) 高校      54.3 q  1 小林 颯(1) 高校      54.4 q
ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 岩村田高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 小諸高

 2 油井 奨士(1) 高校      63.3  2 中畑 宏斗(2) 高校      55.0 q
ﾕｲ  ｼｮｳｼﾞ 上田西高 ﾅｶﾊﾀ  ﾋﾛﾄ 上田西高

 3 土田 宜典(2) 高校      64.0  3 塚田 博希(1) 高校      55.2 
ﾂﾁﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 岩村田高 ﾂｶﾀﾞ  ﾋﾛｷ 上田高

 4 油井 宏喜(1) 中学      73.0  4 関本 慶太(2) 高校      59.3 
ﾕｲ ｺｳｷ 佐久東中 ｾｷﾓﾄ ｹｲﾀ 岩村田高
甘利 優太(1) 高校  5 竹内 凱斗(1) 高校      59.8 
ｱﾏﾘ ﾕｳﾀ 野沢南高 ﾀｹｳﾁ ｶｲﾄ 上田染谷丘高
佐藤 匠(1) 高校  6 内田 裕二(1) 中学      64.3 
ｻﾄｳ  ﾀｸﾐ 上田高 ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｼﾞ 篠ﾉ井西中

[ 3組] [ 4組]

 1 池田 仁(1) 高校      53.6 q  1 塚田 健太(2) 高校      54.0 q
ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ 岩村田高 ﾂｶﾀﾞ  ｹﾝﾀ 上田高

 2 石森 健太(2) 高校      55.8  2 柳澤 圭太(1) 高校      56.7 
ｲｼﾓﾘ ｹﾝﾀ 小諸高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ 岩村田高

 3 竹内 祥太郎(1) 高校      55.9  3 上野 綾貴(2) 高校      58.1 
ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 岩村田高 ｳｴﾉ ﾘｮｳﾀ 野沢南高

 4 牧村 直樹(1) 高校      59.1  4 小美野 暁(2) 高校      58.7 
ﾏｷﾑﾗ ﾅｵｷ 上田染谷丘高 ｺﾐﾉ  ｱｷﾗ 上田西高

 5 利根川 大貴(1) 高校      62.4  5 渡邉 嘉哉(2) 高校      59.7 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 野沢南高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾔ 小諸高
市川 拓巳(1) 高校
ｲﾁｶﾜ  ﾀｸﾐ 上田高

[ 5組] [ 6組]

 1 木内 笙太(2) 高校      54.2 q  1 小林 将大(3) 高校      55.1 
ｷｳﾁ ｼｮｳﾀ 岩村田高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 丸子修学館高

 2 原 大和(1) 高校      57.3  2 桜井 滉治(1) 高校      56.4 
ﾊﾗ  ﾔﾏﾄ 上田西高 ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 岩村田高

 3 平林 公一(2) 高校      58.0  3 上野 蒼(2) 高校      58.8 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ  ｺｳｲﾁ 上田高 ｳｴﾉ ｱｵｲ 野沢南高

 4 笠原 渓介(2) 中学      63.0  4 西村  健吾(2) 中学    1,01.0 
ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ 篠ﾉ井西中 ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ 篠ﾉ井西中
高橋 正行(1) 高校 細川 大輝(1) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 岩村田高 ﾎｿｶﾜ ﾀﾞｲｷ 野沢北高

 1 池田 仁(1) 高校      51.8 
ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ 岩村田高

 2 中山 翔梧(2) 高校      53.5 
ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 岩村田高

 3 塚田 健太(2) 高校      53.9 
ﾂｶﾀﾞ  ｹﾝﾀ 上田高

 4 木内 笙太(2) 高校      54.5 
ｷｳﾁ ｼｮｳﾀ 岩村田高

 5 小林 颯(1) 高校      55.1 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 小諸高

 6 中畑 宏斗(2) 高校      55.5 
ﾅｶﾊﾀ  ﾋﾛﾄ 上田西高
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決勝 10月6日 10:35

県新              3,38.49
大会新            4,02.8

 1 柳澤 佑丞(2) 高校    4,17.6 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｽｹ 岩村田高

 2 細田 敦也(1) 高校    4,27.2 
ﾎｿﾀﾞ  ｱﾂﾔ 上田高

 3 三輪 祐也(1) 高校    4,30.1 
ﾐﾜ  ﾕｳﾔ 上田高

 4 花里 礼央真(2) 高校    4,31.4 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾚｵﾏ 岩村田高

 5 松下 治正(2) 高校    4,32.8 
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾏｻ 小諸高

 6 長谷川 裕真(1) 高校    4,36.9 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾋﾛﾏｻ 野沢北高

 7 西澤 弦也(1) 高校    4,37.5 
ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾔ 小諸高

 8 金井 渓(2) 高校    4,38.0 
ｶﾅｲ  ｹｲ 上田西高

 9 山口 紘佑(1) 高校    4,44.2 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 上田染谷丘高

10 井出 龍岳(2) 高校    5,09.5 
ｲﾃﾞ ﾀﾂﾀｶ 北佐久農業高

11 上原 光太(1) 高校    5,16.4 
ｳｴﾊﾗ ｺｳﾀ 北佐久農業高

12 藤本 僚太(1) 中学    5,21.5 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 佐久東中

13 油井 麻純(1) 中学    5,22.4 
ﾕｲ ﾏｽﾐ 佐久東中
渡邉 嘉哉(2) 高校
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾖｼﾔ 小諸高
中嶋 利輝(2) 中学
ﾅｶｼﾞﾏ ﾄｼｷ 佐久東中
小林 雅史(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｼ 小諸高

決勝 10月6日 13:05

県高             13,21.49
大会新           14,53.4

 1 依田 航太郎(1) 高校   16,15.7 
ﾖﾀﾞ  ｺｳﾀﾛｳ 上田高

 2 柳澤 佑丞(2) 高校   16,19.0 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｽｹ 岩村田高

 3 土屋 望(2) 高校   16,34.3 
ﾂﾁﾔ  ﾉｿﾞﾑ 上田高

 4 臼田  悠(2) 高校   17,20.9 
ｳｽﾀﾞ ﾕｳ 野沢北高

 5 松下 治正(2) 高校   17,59.6 
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾏｻ 小諸高

 6 田島 史都(1) 高校   18,14.7 
ﾀｼﾞﾏ  ﾌﾐﾄ 上田高
小林 雅史(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｼ 小諸高

決勝 10月6日 11:05

県新                14.09
大会新              15.2

風速  0.0

 1 甘利 建文(2) 高校      18.3 
ｱﾏﾘ ﾀｹﾌﾐ 野沢南高

 2 桜井 滉治(1) 高校      18.4 
ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 岩村田高

 3 土屋 春樹(1) 高校      20.2 
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ 小諸商業高
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決勝 10月6日 13:00

県新                 2.18
大会新               2.10

内藤 健生 一般
ﾅｲﾄｳ ｹﾝｾｲ 安曇野陸協
本多 俊平 一般
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

決勝 10月6日 11:00

県新                 5.20
大会新               4.70

3m90 4m00
工藤 大樹(1) 高校 - - - - - - - XO XXO O
ｸﾄﾞｳ ﾀﾞｲｷ 長野工高 O XXX
畑山 亮太(1) 高校 - - - O XXO XO XXX
ﾊﾀﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 長野工高
田中 米人 一般 O O XXX
ﾀﾅｶ ﾖﾈﾄ 茅野市陸協
須田 智裕(2) 高校 欠場
ｽﾀﾞ ﾄﾓﾋﾛ 長野工高
渡邉 優樹(1) 高校 欠場
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｷ 長野工高
竹折 優太(1) 高校 欠場
ﾀｹｵﾘ ﾕｳﾀ 飯田風越高
池田 圭吾 一般 欠場
ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ 信大AC

 1.70O XXX
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決勝 10月6日  9:00

県新                 7.89
大会新               7.21

本多 俊平 一般   5.49   5.42   5.56   5.70   5.71   5.74    5.74 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +0.4    0.0   +0.6   +1.6   +0.2    0.0     0.0
今井 晃規(2) 一般   5.68    X    X   5.57   5.58    X    5.68 
ｲﾏｲ ｱｷﾉﾘ 長大   +0.5   +0.5   +0.1    +0.5
安藤 弥(1) 高校    X   5.22   5.47    X    X    X    5.47 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 坂城高    0.0    0.0     0.0
尾本 和弘(2) 高校   5.17   5.00   5.13   5.00    X   4.96    5.17 
ｵﾓﾄ ｶｽﾞﾋﾛ 小諸高   +1.4    0.0   +0.3   +0.7   +0.2    +1.4
上野 綾貴(2) 高校   5.09    -   4.29   4.78   5.13   4.82    5.13 
ｳｴﾉ ﾘｮｳﾀ 野沢南高    0.0   -0.2   +0.7   +0.5   +0.1    +0.5
森角 亮介 一般    X   5.07    X    X    X    X    5.07 
ﾓﾘｶｸ ﾘｮｳｽｹ 佐久陸協    0.0     0.0
小林 和磨(2) 高校   4.85    X    X   3.79    X   2.81    4.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾏ 東御清翔高   +0.8   +0.5    0.0    +0.8

決勝 10月6日 13:50

県新                16.98
大会新              15.06

日馬 正貴 一般  12.59  12.58    -  12.69  12.62  12.76   12.76 
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野陸協   +1.1   +1.2   +0.9   +1.7   +2.2    +2.2
藤牧 佑希(1) 高校  12.72    X  12.32    -    -    -   12.72 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ 岩村田高   +1.2   +0.8    +1.2
富永 智(1) 高校  11.34    X    X  11.39  11.77  11.46   11.77 
ﾄﾐﾅｶﾞ ｻﾄｼ 小諸商業高   +0.9    0.0   +1.4   +0.8    +1.4
本多 俊平 一般  11.16  10.41  11.31    X  11.00  11.58   11.58 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +1.1   +1.6   +0.8   +1.0   +1.3    +1.3
池田 圭吾 一般 欠場
ｲｹﾀﾞ ｹｲｺﾞ 信大AC
高橋 拓未(2) 高校 欠場
ﾀｶﾊｼ ﾀｸﾐ 東御清翔高
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決勝 10月6日 10:00

県新                16.11
大会新              13.54

中島 公徳 一般
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
本多 俊平 一般
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
松野 翔悟(1) 高校
ﾏﾂﾉ ｼｮｳｺﾞ 小諸高
橋詰 幸孝(2) 高校
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｷﾀｶ 丸子修学館高
鈴木 翔太(1) 高校
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 岩村田高
小美野 暁(2) 高校
ｺﾐﾉ  ｱｷﾗ 上田西高
佐藤 勇樹(2) 高校 欠場
ｻﾄｳ ﾕｳｷ 東御清翔高

決勝 10月6日  9:00

県新                50.52
大会新              45.38

土屋 春生 一般
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｵ 北佐久陸協
中島 公徳 一般
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ
佐藤 塁(2) 高校
ｻﾄｳ ﾙｲ 小諸高
今井 宣浩(2) 高校
ｲﾏｲ ﾉﾘﾋﾛ 丸子修学館高
寺澤 亮祐(1) 高校
ﾃﾗｻﾜ ﾘｮｳｽｹ 上田染谷丘高
松野 翔悟(1) 高校
ﾏﾂﾉ ｼｮｳｺﾞ 小諸高
土田 宜典(2) 高校
ﾂﾁﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ 岩村田高
熊井 大地(4) 一般 欠場
ｸﾏｲ ﾀﾞｲﾁ 松本大
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決勝 10月6日 12:30

県新                67.34
大会新              62.98

橋詰 幸孝(2) 高校
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｷﾀｶ 丸子修学館高
佐藤 塁(2) 高校
ｻﾄｳ ﾙｲ 小諸高
甘利 建文(2) 高校
ｱﾏﾘ ﾀｹﾌﾐ 野沢南高
西澤 弦也(1) 高校
ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾔ 小諸高
安藤 弥(1) 高校
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 坂城高
白川 大智(1) 高校
ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 丸子修学館高
大井 友尋(1) 高校
ｵｵｲ ﾄﾓﾋﾛ 北佐久農業高
武重 俊樹(2) 高校
ﾀｹｼｹﾞ ﾄｼｷ 上田染谷丘高
市川 尭明(2) 高校
ｲﾁｶﾜ ﾀｶｱｷ 野沢南高
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決勝 10月6日 14:15

県新              3,13.96
大会新            3,29.0

[ 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   6 小諸高  1703 西澤 弦也(1)    3,43.1  1   4 上田高  1788 塚田 博希(1)    3,44.7 

ｺﾓﾛ ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾔ ｳｴﾀﾞｺｳ ﾂｶﾀﾞ  ﾋﾛｷ
 1708 石森 健太(2)  1781 塚田 健太(2)

ｲｼﾓﾘ ｹﾝﾀ ﾂｶﾀﾞ  ｹﾝﾀ
 1714 佐藤 塁(2)  1779 平林 公一(2)

ｻﾄｳ ﾙｲ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ  ｺｳｲﾁ
 1706 小林 颯(1)  1782 依田 航太郎(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ ﾖﾀﾞ  ｺｳﾀﾛｳ
 2   2 岩村田高(B)  1605 鈴木 翔太(1)    3,44.8  2   5 岩村田高(A)  1608 土田 宜典(2)    3,53.4 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳB ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳA ﾂﾁﾀﾞ ﾖｼﾉﾘ
 1620 桜井 滉治(1)  1613 柳澤 佑丞(2)

ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｽｹ
 1616 藤牧 佑希(1)  1618 池田 仁(1)

ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ
 1619 竹内 祥太郎(1)  1607 花里 礼央真(2)

ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ ﾊﾅｻﾞﾄ ﾚｵﾏ
 3   5 野沢南高  1554 上野 蒼(2)    3,49.5  3   2 坂城高  2733 澤﨑 拓己(1)    4,14.0 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ｳｴﾉ ｱｵｲ ｻｶｷｺｳ ｻﾜｻﾞｷ ﾀｸﾐ
 1553 上野 綾貴(2)  2732 池田 亮太(1)

ｳｴﾉ ﾘｮｳﾀ ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ
 1552 市川 尭明(2)  2734 近藤 駿介(1)

ｲﾁｶﾜ ﾀｶｱｷ ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ
 1555 利根川 大貴(1)  2731 安藤 弥(1)

ﾄﾈｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ
 4   3 上田西高  2787 中畑 宏斗(2)    3,54.7   3 岩村田高(C)  1612 関本 慶太(2)

ｳｴﾀﾞﾆｼ ﾅｶﾊﾀ  ﾋﾛﾄ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳC ｾｷﾓﾄ ｹｲﾀ 途中棄権
 1911 原 大和(1)  1610 中山 翔梧(2)

ﾊﾗ  ﾔﾏﾄ ﾅｶﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ
 1910 油井 奨士(1)  1609 木内 笙太(2)

ﾕｲ  ｼｮｳｼﾞ ｷｳﾁ ｼｮｳﾀ
 1908 小美野 暁(2)  1617 柳澤 圭太(1)

ｺﾐﾉ  ｱｷﾗ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲﾀ
 5   4 上田染谷丘高  1844 武重 俊樹(2)    4,03.4 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾀｹｼｹﾞ ﾄｼｷ
 1855 牧村 直樹(1)

ﾏｷﾑﾗ ﾅｵｷ
 1853 松本 昌之(1)

ﾏﾂﾓﾄ ﾏｻﾕｷ
 1849 竹内 凱斗(1)

ﾀｹｳﾁ ｶｲﾄ

   1 小諸高    3,43.1 西澤 弦也(1) 石森 健太(2) 佐藤 塁(2) 小林 颯(1)   1   1
   2 上田高    3,44.7 塚田 博希(1) 塚田 健太(2) 平林 公一(2) 依田 航太郎(1)   2   1
   3 岩村田高(B)    3,44.8 鈴木 翔太(1) 桜井 滉治(1) 藤牧 佑希(1) 竹内 祥太郎(1)   1   2
   4 野沢南高    3,49.5 上野 蒼(2) 上野 綾貴(2) 市川 尭明(2) 利根川 大貴(1)   1   3
   5 岩村田高(A)    3,53.4 土田 宜典(2) 柳澤 佑丞(2) 池田 仁(1) 花里 礼央真(2)   2   2
   6 上田西高    3,54.7 中畑 宏斗(2) 原 大和(1) 油井 奨士(1) 小美野 暁(2)   1   4
   7 上田染谷丘高    4,03.4 武重 俊樹(2) 牧村 直樹(1) 松本 昌之(1) 竹内 凱斗(1)   1   5
   8 坂城高    4,14.0 澤﨑 拓己(1) 池田 亮太(1) 近藤 駿介(1) 安藤 弥(1)   2   3

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

男子

４×４００ｍＲ
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順位 所属名 都道府県

男子

４×４００ｍＲ
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予選 10月6日  9:30
決勝 10月6日 12:10

県中新              10.85
大会新              11.3

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速  0.0

 1 神田 優人(2) 中学      13.1 q  1 土屋 侃汰(2) 中学      13.1 q
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 望月AC ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 芦原中

 2 丹羽 南樹(2) 中学      13.1 q  2 西澤 昴樹(2) 中学      13.4 
ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野北部中 ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｷ 丸子中

 3 工藤 誉(2) 中学      13.8  3 大澤 達(2) 中学      13.8 
ｸﾄﾞｳ ﾎﾏﾚ 丸子北中 ｵｵｻﾜ ﾄｵﾙ 望月AC

 4 神津 悠輔(1) 中学      15.1  4 石井 博之(1) 中学      14.2 
ｺｳﾂﾞ ﾕｳｽｹ 佐久東中 ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ 小諸東中

 5 藤井 大治(1) 中学      16.5  5 高山 聖人(2) 中学      14.5 
ﾌｼﾞｲ ﾀﾞｲﾁ 塩尻広陵中 ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾄ 塩尻広陵中
金森 蓮(2) 中学  6 井出 篤志(1) 中学      16.0 
ｶﾅﾓﾘ ﾚﾝ 上田第五中 ｲﾃﾞ ｱﾂｼ 佐久東中

[ 3組] 風速  0.0 [ 4組] 風速  0.0

 1 土屋 巧(2) 中学      13.2  1 清水 泰地(3) 中学      12.5 q
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 望月AC ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 望月AC

 2 野原 尚貴(2) 中学      13.5  2 赤尾 理玖(1) 中学      13.3 
ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 丸子北中 ｱｶｵ ﾘｸ 上田第五中

 3 藤本 僚太(1) 中学      14.4  3 坂田 涼輔(2) 中学      13.5 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 佐久東中 ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 丸子中

 4 坂口 直弥(1) 中学      14.6  4 中田 凌平(2) 中学      14.3 
ｻｶｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 上田第五中 ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾍｲ 芦原中

 5 長尾 飛呂(1) 中学      14.7  5 下村 太一(1) 中学      15.4 
ﾅｶﾞｵ ﾋﾛ 塩尻広陵中 ｼﾓﾑﾗ ﾀｲﾁ 丸子北中

 6 柏木 康熙(1) 中学      14.7  6 片桐 歩稀(1) 中学      16.4 
ｶｼﾜｷﾞ ｺｳｷ 小諸東中 ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ 望月AC

[ 5組] 風速  0.0 [ 6組] 風速  0.0

 1 伊藤 司能(1) 中学      13.6  1 花里 翼(2) 中学      12.1 q
ｲﾄｳ ｼﾉ 望月AC ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 芦原中

 2 倉島 峻(2) 中学      13.8  2 新津 輝(2) 中学      13.5 
ｸﾗｼﾏ ﾘｮｳ 上田第五中 ﾆｲﾂ ﾋｶﾙ 小諸東中

 3 小幡 建登(1) 中学      14.5  3 南澤 海斗(1) 中学      14.0 
ｵﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ 小諸東中 ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｲﾄ 篠ﾉ井西中

 4 渡邊 琢磨(1) 中学      14.8  4 上野 樹(2) 中学      14.4 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 塩尻広陵中 ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 望月AC

 5 大塚 仁貴(1) 中学      16.0  5 吉澤 翼(2) 中学      15.2 
ｵｵﾂｶ ﾋﾄｷ 佐久東中 ﾖｼｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 佐久東中
プラナ ヤサシロウ(2)中学  6 山岸 雅弥(2) 中学      15.6 
ﾌﾟﾗﾅ ﾔｻｼﾛｳ 上田第四中 ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾔ 丸子北中

[ 7組] 風速  0.0 [ 8組] 風速 +1.0

 1 山田 航(1) 中学      13.7  1 五十里 槙哉(2) 中学      13.0 q
ﾔﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ 小諸東中 ｲｿﾘ ｼﾝﾔ 上田第四中

 2 山下 岳(2) 中学      14.0  2 下田 振全(1) 中学      13.2 
ﾔﾏｼﾀ ｶﾞｸ 上田第五中 ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ 篠ﾉ井西中

 3 中村 郁弥(1) 中学      14.6  3 常田 紀幸(1) 中学      13.8 
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 望月AC ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 望月AC

 4 小林 隼(1) 中学      15.1  4 熊谷 悟(1) 中学      14.5 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 塩尻広陵中 ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ 塩尻広陵中
松下 優太(3) 中学  5 丸橋 佑二(1) 中学      15.8 
ﾏﾂｼﾀ ﾕｳﾀ 高森中 ﾏﾙﾊｼ ﾕｳｼﾞ 佐久東中
須崎 修二(1) 中学
ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 上田第四中

風速 -0.5

 1 花里 翼(2) 中学      12.0 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 芦原中

 2 清水 泰地(3) 中学      12.3 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 望月AC

 3 五十里 槙哉(2) 中学      12.8 
ｲｿﾘ ｼﾝﾔ 上田第四中

 4 土屋 侃汰(2) 中学      12.8 
ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 芦原中

 5 神田 優人(2) 中学      13.1 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 望月AC

 6 丹羽 南樹(2) 中学      13.3 
ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野北部中
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決勝 10月6日 11:25

県中新            8,31.86
大会新            9,24.5

[ 1組] [ 2組]

 1 掛川 萌也(2) 中学   10,11.2  1 高木　航志 中学    9,36.7 
ｶｹｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 芦原中 ﾀｶｷﾞ ｺｳｼ 上田第５中

 2 相場 泰彦(2) 中学   10,31.1  2 柳沢 充保(3) 中学    9,40.6 
ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ 小諸東中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾂﾔｽ 上田第一中

 3 荻原 慧(1) 中学   10,35.4  3 藤原 大地(2) 中学    9,47.8 
ｵｷﾞﾜﾗ ｹｲ 芦原中 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 丸子中

 4 小俣 龍星(2) 中学   10,52.8  4 永井 慎也(3) 中学    9,56.8 
ｵﾏﾀ ﾘｭｳｾｲ 芦原中 ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾔ 小諸東中

 5 中村 怜輝(1) 中学   11,03.7  5 笹沢 健司(1) 中学   10,20.1 
ﾅｶﾑﾗ ﾚｷ 丸子中 ｻｻｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 丸子中

 6 諸山 光(1) 中学   11,05.9  6 小林 優矢(3) 中学   10,20.8 
ﾓﾛﾔﾏ ﾋｶﾙ 小諸東中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 丸子中

 7 宇都宮 翔(1) 中学   11,13.9  7 長原 治玄(1) 中学   10,25.3 
ｳﾂﾉﾐﾔ ｼｮｳ 小諸東中 ﾅｶﾞﾊﾗ ｼﾞｹﾞﾝ 篠ﾉ井西中

 8 櫻井 一希(3) 中学   11,23.7  8 山上 淳(2) 中学   10,38.2 
ｻｸﾗｲ ｶｽﾞｷ 丸子北中 ﾔﾏｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 上田第二中

 9 田中 太玖斗(1) 中学   11,37.5  9 宮下 稜平(3) 中学   10,50.2 
ﾀﾅｶ ﾀｸﾄ 小諸東中 ﾐﾔｼﾀ ﾘｮｳﾍｲ 丸子北中

10 小野 勝汰(1) 中学   11,39.8 10 久保田 拓海(3) 中学   11,12.4 
ｵﾉ ｼｮｳﾀ 小諸東中 ｸﾎﾞﾀ ﾀｸﾐ 丸子北中

11 茨木 湧大(3) 中学   11,44.7 11 工藤 誉(2) 中学   11,12.8 
ｲﾊﾞﾗｷ ﾕｳﾀﾞｲ 丸子北中 ｸﾄﾞｳ ﾎﾏﾚ 丸子北中

12 山岸 雅弥(2) 中学   11,54.2 12 野原 尚貴(2) 中学   11,24.2 
ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾔ 丸子北中 ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 丸子北中

13 下村 太一(1) 中学   12,34.2 13 青山 夏樹(2) 中学   11,26.5 
ｼﾓﾑﾗ ﾀｲﾁ 丸子北中 ｱｵﾔﾏ ﾅﾂｷ 軽井沢中
大嵩崎 黎(1) 中学 14 柳澤 里槻(1) 中学   12,12.3 
ｵｵﾂｷ ﾚｲ 上田第五中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾂｷ 上田第五中
横矢 宇博(2) 中学 15 宮坂 広大(3) 中学   12,14.4 
ﾖｺﾔ ﾀｶﾋﾛ 塩尻広陵中 ﾐﾔｻｶ ｺｳﾀﾞｲ 丸子北中
和田 明斗(2) 中学 伊藤 祐朔(3) 中学
ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾄ 芦原中 ｲﾄｳ ﾕｳｻｸ 丸子中

前島 陸哉(1) 中学
ﾏｴｼﾏ ﾘｸﾔ 永明中

   1 高木　航志 中学 上田第５中     9,36.7   2   1
   2 柳沢 充保(3) 中学 上田第一中     9,40.6   2   2
   3 藤原 大地(2) 中学 丸子中     9,47.8   2   3
   4 永井 慎也(3) 中学 小諸東中     9,56.8   2   4
   5 掛川 萌也(2) 中学 芦原中    10,11.2   1   1
   6 笹沢 健司(1) 中学 丸子中    10,20.1   2   5
   7 小林 優矢(3) 中学 丸子中    10,20.8   2   6
   8 長原 治玄(1) 中学 篠ﾉ井西中    10,25.3   2   7
   9 相場 泰彦(2) 中学 小諸東中    10,31.1   1   2
  10 荻原 慧(1) 中学 芦原中    10,35.4   1   3
  11 山上 淳(2) 中学 上田第二中    10,38.2   2   8
  12 宮下 稜平(3) 中学 丸子北中    10,50.2   2   9
  13 小俣 龍星(2) 中学 芦原中    10,52.8   1   4
  14 中村 怜輝(1) 中学 丸子中    11,03.7   1   5
  15 諸山 光(1) 中学 小諸東中    11,05.9   1   6
  16 久保田 拓海(3) 中学 丸子北中    11,12.4   2  10
  17 工藤 誉(2) 中学 丸子北中    11,12.8   2  11
  18 宇都宮 翔(1) 中学 小諸東中    11,13.9   1   7
  19 櫻井 一希(3) 中学 丸子北中    11,23.7   1   8
  20 野原 尚貴(2) 中学 丸子北中    11,24.2   2  12
  21 青山 夏樹(2) 中学 軽井沢中    11,26.5   2  13
  22 田中 太玖斗(1) 中学 小諸東中    11,37.5   1   9
  23 小野 勝汰(1) 中学 小諸東中    11,39.8   1  10
  24 茨木 湧大(3) 中学 丸子北中    11,44.7   1  11
  25 山岸 雅弥(2) 中学 丸子北中    11,54.2   1  12
  26 柳澤 里槻(1) 中学 上田第五中    12,12.3   2  14
  27 宮坂 広大(3) 中学 丸子北中    12,14.4   2  15
  28 下村 太一(1) 中学 丸子北中    12,34.2   1  13  700
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中学男子

３０００ｍ
タイムレース

15  7009
欠場

7   661
欠場

10   702

8   982

1   318

12   696

4   699

6   701

2   694

5   874

16  5334

11   668

13   672

9   365

3   667

14   842

17   979
氏  名 所属名 記録／備考

6   404
欠場

3  3233
欠場

  971
欠場

10   700

4   697

1

8   704

15   369

13   371

14   703

9   373

11   372

7   673

2   405

12   413

5   366

16   412
氏  名 所属名 記録／備考順 No.

中学男子

３０００ｍ

決勝

順 No.



決勝 10月6日 13:50

県中新              43.85
大会新              47.2

[ 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   2 望月AC(B)   489 常田 紀幸(1)      54.2  1   4 丸子中   665 西澤 昴樹(2)      52.9 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰB ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ ﾏﾙｺﾁｭｳ ﾆｼｻﾞﾜ ｺｳｷ
  485 大澤 達(2)   669 坂田 涼輔(2)

ｵｵｻﾜ ﾄｵﾙ ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ
  487 中村 郁弥(1)   664 依田 和馬(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ ﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾏ
  483 上野 樹(2)   662 田中 逸樹(2)

ｳｴﾉ ﾀﾂｷ ﾀﾅｶ ｲﾂｷ
 2   5 小諸東中(B)   368 柏木 康熙(1)      57.0  2   6 篠ﾉ井西中((B)  5318 鈴木 聡太(1)      54.5 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼB ｶｼﾜｷﾞ ｺｳｷ ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳB ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ
  374 小幡 建登(1)  5316 内堀 岳宏(1)

ｵﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ
  369 小野 勝汰(1)  5334 長原 治玄(1)

ｵﾉ ｼｮｳﾀ ﾅｶﾞﾊﾗ ｼﾞｹﾞﾝ
  371 田中 太玖斗(1)  5324 内田 裕二(1)

ﾀﾅｶ ﾀｸﾄ ｳﾁﾀﾞ ﾕｳｼﾞ
 3   6 塩尻広陵中  3236 高山 聖人(2)      57.4  3   5 丸子北中   700 下村 太一(1)      54.5 

ｼｵｼﾞﾘｺｳﾘｮｳﾁｭｳ ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾄ ﾏﾙｺｷﾀﾁｭｳ ｼﾓﾑﾗ ﾀｲﾁ
 3223 長尾 飛呂(1)   696 野原 尚貴(2)

ﾅｶﾞｵ ﾋﾛ ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ
 3216 小林 隼(1)   697 山岸 雅弥(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ ﾔﾏｷﾞｼ ﾏｻﾔ
 3217 熊谷 悟(1)   699 工藤 誉(2)

ｸﾏｶﾞｲ ｻﾄﾙ ｸﾄﾞｳ ﾎﾏﾚ
 4   4 佐久東中(B)   289 大塚 仁貴(1)      59.9  4   2 上田第五中   968 倉島 峻(2)      54.5 

ｻｸﾋｶﾞｼﾁｭｳB ｵｵﾂｶ ﾋﾄｷ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ｸﾗｼﾏ ﾘｮｳ
  288 藤本 僚太(1)   980 赤尾 理玖(1)

ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀ ｱｶｵ ﾘｸ
  284 井出 篤志(1)   976 坂口 直弥(1)

ｲﾃﾞ ｱﾂｼ ｻｶｸﾞﾁ ﾅｵﾔ
  290 油井 麻純(1)   967 山下 岳(2)

ﾕｲ ﾏｽﾐ ﾔﾏｼﾀ ｶﾞｸ
  3 小諸東中(A)   375 山田 航(1)  5   3 佐久東中(A)   287 神津 悠輔(1)      58.9 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼA ﾔﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ 失格 ｻｸﾋｶﾞｼﾁｭｳA ｺｳﾂﾞ ﾕｳｽｹ
  367 新津 輝(2)   286 油井 宏喜(1)

ﾆｲﾂ ﾋｶﾙ ﾕｲ ｺｳｷ
  370 石井 博之(1)   282 吉澤 翼(2)

ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ ﾖｼｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ
  366 相場 泰彦(2)   285 丸橋 佑二(1)

ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ ﾏﾙﾊｼ ﾕｳｼﾞ
[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 裾花中  5235 西田 拓道(3)      48.4 

ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ ﾆｼﾀﾞ ﾀｸﾐ
 5245 曽根原豪士(3)

ｿﾈﾊﾗ ﾂﾖｼ
 4752 寺澤 克弥(3)

ﾃﾗｻﾜ ｶﾂﾔ
 5241 荒井 雅也(3)

ｱﾗｲ ﾏｻﾔ
 2   4 芦原中   411 中田 凌平(2)      51.0 

ｱｼﾊﾗﾁｭｳ ﾀﾅｶ ﾘｮｳﾍｲ
  410 土屋 侃汰(2)

ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ
  409 武藤 雅哉(2)

ﾑﾄｳ ﾏｻﾔ
  408 花里 翼(2)

ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ
 3   3 望月AC(A)   488 伊藤 司能(1)      51.2 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰA ｲﾄｳ ｼﾉ
  482 清水 泰地(3)

ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ
  486 土屋 巧(2)

ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ
  484 神田 優人(2)

ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ
 4   5 篠ﾉ井西中(A)  5345 吉岡 翔司(2)      51.7 

ｼﾉﾉｲﾆｼﾁｭｳA ﾖｼｵｶ ｼｮｳｼﾞ
 5322 下田 振全(1)

ｼﾓﾀﾞ ｼﾝｾﾞﾝ
 5328 南澤 海斗(1)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｶｲﾄ
 5341 西村  健吾(2)

ﾆｼﾑﾗ ｹﾝｺﾞ

中学男子

４×１００ｍＲ

決勝



   1 裾花中      48.4 西田 拓道(3) 曽根原豪士(3) 寺澤 克弥(3) 荒井 雅也(3)   3   1
   2 芦原中      51.0 中田 凌平(2) 土屋 侃汰(2) 武藤 雅哉(2) 花里 翼(2)   3   2
   3 望月AC(A)      51.2 伊藤 司能(1) 清水 泰地(3) 土屋 巧(2) 神田 優人(2)   3   3
   4 篠ﾉ井西中(A)      51.7 吉岡 翔司(2) 下田 振全(1) 南澤 海斗(1) 西村  健吾(2)   3   4
   5 丸子中      52.9 西澤 昴樹(2) 坂田 涼輔(2) 依田 和馬(2) 田中 逸樹(2)   2   1
   6 望月AC(B)      54.2 常田 紀幸(1) 大澤 達(2) 中村 郁弥(1) 上野 樹(2)   1   1
   7 篠ﾉ井西中((B)      54.5 鈴木 聡太(1) 内堀 岳宏(1) 長原 治玄(1) 内田 裕二(1)   2   2
   7 丸子北中      54.5 下村 太一(1) 野原 尚貴(2) 山岸 雅弥(2) 工藤 誉(2)   2   3
   7 上田第五中      54.5 倉島 峻(2) 赤尾 理玖(1) 坂口 直弥(1) 山下 岳(2)   2   4
  10 小諸東中(B)      57.0 柏木 康熙(1) 小幡 建登(1) 小野 勝汰(1) 田中 太玖斗(1)   1   2
  11 塩尻広陵中      57.4 高山 聖人(2) 長尾 飛呂(1) 小林 隼(1) 熊谷 悟(1)   1   3
  12 佐久東中(A)      58.9 神津 悠輔(1) 油井 宏喜(1) 吉澤 翼(2) 丸橋 佑二(1)   2   5
  13 佐久東中(B)      59.9 大塚 仁貴(1) 藤本 僚太(1) 井出 篤志(1) 油井 麻純(1)   1   4

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

４×１００ｍＲ
タイムレース

順位 所属名

中学男子



決勝 10月6日 11:00

県中新               1.97
大会新               1.95

1m80
松澤 和也(3) 中学 - - - - - - O O O O
ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 茅野東部中 XXX
吉岡 翔司(2) 中学 - O O O O XXX
ﾖｼｵｶ ｼｮｳｼﾞ 篠ﾉ井西中
金井 大成(2) 中学 O XO XXO XXX
ｶﾅｲ ﾀｲｾｲ 軽井沢中
宮入 海翔(2) 中学 - O XXX
ﾐﾔｲﾘ ｶｲﾄ 篠ﾉ井西中
鈴木 聡太(1) 中学 O XO XXX
ｽｽﾞｷ ｿｳﾀ 篠ﾉ井西中

決勝 10月6日 11:00

県中新               4.60
大会新               3.60

大塚 優(3) 中学 大会タイ
ｵｵﾂｶ ｽｸﾞﾙ 丸子北中
伊藤 大起(2) 中学
ｲﾄｳ ﾀｲｷ 永明中

3

 4140

 1.35
5 2  5318

 1.40

4 1  5320
 1.35

1m55

3   311

 1.75

2 4  5345
 1.50

1 5

備考
1m30 1m35 1m40

所属名 記録
1m70 1m751m60 1m65

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位 試技

中学男子

走高跳

決勝

1m45 1m50

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位 試技

中学男子

棒高跳

決勝

備考3m60 3m70所属名 記録
1 1   691

XO XXX

XXX

 3.60

2  4806



決勝 10月6日 10:15

県中新               6.86
大会新               6.52

清水 泰地(3) 中学   5.69   6.34    X    X    X    X    6.34 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 望月AC    0.0   +0.7    +0.7
神田 優人(2) 中学    X   5.38    X   5.11    X   5.56    5.56 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 望月AC   -0.2   -0.4   +0.5    +0.5
依田 和馬(2) 中学    X   5.28   5.29   5.21   5.10   5.28    5.29 
ﾖﾀﾞ ｶｽﾞﾏ 丸子中    0.0   +0.9   +0.2   -0.3   +0.4    +0.9
丹羽 南樹(2) 中学    X    X   5.29    X    X   5.27    5.29 
ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野北部中   +0.8   +0.3    +0.8
土屋 巧(2) 中学   4.58   4.81   4.67   4.64   4.57    X    4.81 
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 望月AC    0.0   +0.7    0.0   -0.3   +0.2    +0.7
須崎 修二(1) 中学   4.63   4.53   4.36   4.57   4.65   4.73    4.73 
ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 上田第四中    0.0   +0.1   +0.1   -0.2   +0.5   +1.6    +1.6
大澤 達(2) 中学   4.45   4.57   4.63   4.66   4.67   4.56    4.67 
ｵｵｻﾜ ﾄｵﾙ 望月AC   +0.3   +0.6   +0.1   -0.2   +1.1   +0.4    +1.1
伊藤 司能(1) 中学   4.62   4.46   4.02   4.34   4.22   4.32    4.62 
ｲﾄｳ ｼﾉ 望月AC   +1.0   +0.9   +0.3    0.0   +0.8   +0.5    +1.0
内堀 岳宏(1) 中学   4.57   4.44   4.43    4.57 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｹﾋﾛ 篠ﾉ井西中   -0.3   +0.5   +0.8    -0.3
上原 諄平(2) 中学   4.44    X    X    4.44 
ｳｴﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 軽井沢中    0.0     0.0
渡邊 琢磨(1) 中学   4.10   4.20   4.31    4.31 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｸﾏ 塩尻広陵中   +0.4   +0.6    0.0     0.0
渡利 雄太(1) 中学   4.04   4.15   3.96    4.15 
ﾜﾀﾘ ﾕｳﾀ 篠ﾉ井西中   +0.8   +0.3   -0.4    +0.3
中村 郁弥(1) 中学   4.12   3.86   3.76    4.12 
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 望月AC    0.0    0.0   +0.1     0.0
高山 聖人(2) 中学   3.98   4.11   3.50    4.11 
ﾀｶﾔﾏ ﾏｻﾄ 塩尻広陵中   +0.3   +0.3   -0.1    +0.3
上野 樹(2) 中学   4.05   3.89    X    4.05 
ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 望月AC    0.0   +0.6     0.0
小林 隼(1) 中学   3.84   4.02   3.82    4.02 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 塩尻広陵中    0.0    0.0    0.0     0.0
佐藤 剛大(2) 中学    X   3.77    X    3.77 
ｻﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 芦原中    0.0     0.0
常田 紀幸(1) 中学   3.75    X   3.72    3.75 
ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 望月AC   +0.7    0.0    +0.7
片桐 歩稀(1) 中学   2.38   3.10   3.14    3.14 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ 望月AC   +0.7   +0.3   +0.1    +0.1
武居 昂輝(1) 中学   3.14   3.07   3.07    3.14 
ﾀｹｲ ｺｳｷ 塩尻広陵中   +0.2   +0.5    0.0    +0.2
栁沼 祐希(1) 中学    X   2.76   2.50    2.76 
ﾔｷﾞﾇﾏ ﾕｳｷ 塩尻広陵中   +0.5    0.0    +0.5
金森 蓮(2) 中学 欠場
ｶﾅﾓﾘ ﾚﾝ 上田第五中

18   966

21 9  3224

20 7  3220

19 3   516

18 4   489

17 10   407

16 17  3216

15 2   483

14 11  3236

13 1   487

12 8  5331

11 5  3225

10 13   316

9 16  5316

8 6   488

7 14   485

6 15   931

5 12   486

-6- 記録

4 22  1375

3 20   664

所属名 -1-

2 21   484

備考
1 19   482

-5-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

中学男子

走幅跳

決勝

-2- -3- -4-氏  名



決勝 10月6日  9:00

県中新              12.96
大会新              11.99

田中 逸樹(2) 中学
ﾀﾅｶ ｲﾂｷ 丸子中
土屋 隼人(2) 中学
ﾂﾁﾔ ﾊﾔﾄ 軽井沢中
吉澤 翼(2) 中学
ﾖｼｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 佐久東中
土屋 侃汰(2) 中学
ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 芦原中
清水　拓斗 中学
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ 上田第５中
神津 悠輔(1) 中学
ｺｳﾂﾞ ﾕｳｽｹ 佐久東中
山田 竜平(2) 中学
ﾔﾏﾀﾞ ﾘｭｳﾍｲ 篠ﾉ井西中
井出 篤志(1) 中学
ｲﾃﾞ ｱﾂｼ 佐久東中
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