
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
09/15 男子  +1.8 藤牧 佑希(1) 11.4 中山 翔梧(2) 11.7 市川 尭明(2) 11.7 柳澤 圭太(1) 11.8 相米 健太(1) 12.0 小柳 博雅(2) 12.2 塚田 博希(1) 細田 昌宏(1)

１００ｍ 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･野沢南 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･上田 高校･上田 高校･上田染谷丘
09/16  +2.8 池田 仁(1) 23.0 藤牧 佑希(1) 23.7 茂木 康平(1) 23.8 市川 尭明(2) 23.9 塚田 健太(2) 24.1 中畑 宏斗(2) 24.2 相米 健太(1) 小林 颯(1)

２００ｍ 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･野沢南 高校･上田 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･小諸
09/15 池田 仁(1) 51.1 茂木 康平(1) 52.5 市川 尭明(2) 53.1 木内 笙太(2) 53.1 塚田 健太(2) 53.4 石森 健太(2) 56.3 田村 裕(2) 小林 颯(1)

４００ｍ 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･野沢南 高校･岩村田 高校･上田 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･小諸
09/16 宮坂 響(1) 2,06.8 脇坂 拓馬(1) 2,07.8 花里 礼央真(2) 2,08.7 甘利 優太(1) 2,10.5 平林 公一(2) 2,11.3 柳澤  慶(1) 2,11.6 田村 裕(2) 2,16.7 渡邉 嘉哉(2) 2,22.8

８００ｍ 高校･上田染谷丘 高校･丸子修学館 高校･岩村田 高校･野沢南 高校･上田 高校･野沢北 高校･佐久長聖 高校･小諸
09/15 小林 祐太(2) 4,14.4 酒井 雅喜(2) 4,18.8 依田 航太郎(1) 4,19.7 細田 達也(1) 4,20.1 宮坂 響(1) 4,20.3 柳澤 佑丞(2) 4,20.9 細田 敦也(1) 4,22.3 柄澤 拓也(2) 4,23.1

１５００ｍ 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･上田 高校･上田西 高校･上田染谷丘 高校･岩村田 高校･上田 高校･佐久長聖
09/16 川口 賢人(2) 15,31.9 小林 祐太(2) 15,40.5 竹鼻 大貴(1) 15,44.2 今滝 春彦(1) 16,07.5 柳澤 佑丞(2) 16,11.9 大嵩崎 慧(1) 16,12.3 武井 湧平(1) 16,15.6 細田 達也(1) 16,26.7

５０００ｍ 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･岩村田 高校･上田染谷丘 高校･丸子修学館 高校･上田西
09/15  +1.4 桜井 滉治(1) 18.0 甘利 建文(2) 18.9 土屋 春樹(1) 19.4 白川 大智(1) 21.4

１１０ｍＨ 高校･岩村田 高校･野沢南 高校･小諸商業 高校･丸子修学館
09/16 木内 笙太(2) 61.6 櫻井 慎之介(2) 62.6 桜井 滉治(1) 高校･岩村田 62.9 渡邉 嘉哉(2) 63.1 伊藤 巧馬(2) 64.1 三田 隼太郎(2) 65.2 上野 蒼(2) 68.4

４００ｍＨ 高校･岩村田 高校･上田千曲 西澤 弦也(1) 高校･小諸 高校･小諸 高校･野沢北 高校･野沢北 高校･野沢南
09/15 川口 賢人(2) 9,38.4 酒井 雅喜(2) 9,49.1 藤木 悠太(2) 9,54.5 今滝 春彦(1) 10,05.0 大嵩崎 慧(1) 10,10.7 島田 陸(1) 10,18.3 櫻井 翔平(2) 10,18.6 笹澤 大地(2) 10,22.3

３０００ｍＳＣ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･上田染谷丘 高校･丸子修学館 高校･上田西 高校･丸子修学館
09/16 阪田 健斗(2) 25,00.6 柳澤 優斗(2) 26,39.2 井出 龍岳(2) 33,22.1

５０００ｍＷ 高校･丸子修学館 高校･上田東 高校･北佐久農業
09/16 花岡 智将(2) 1.75 飯島 勇矢(1) 1.55

走高跳 高校･上田千曲 高校･上田千曲
09/15 竹内 祥太郎(1)6.13(+1.5) 渡辺 大地(2) 5.87(+1.7) 富永 智(1) 5.54(+2.4) 柳澤 圭太(1) 5.39(+1.7) 白川 大智(1) 5.37(+2.6) 小林 和磨(2) 5.22(+2.2) 尾本  和弘(2) 4.85(+2.1)

走幅跳 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･小諸商業 高校･岩村田 高校･丸子修学館 高校･東御清翔 高校･小諸
09/16 藤牧 佑希(1) 12.88(+1.3) 渡辺 大地(2) 12.09(+1.4) 竹内 祥太郎(1)11.80(+0.8) 甘利 建文(2) 11.65(+0.2) 富永 智(1) 11.33(+1.7) 石井 雄大(1) 10.18(+0.9)

三段跳 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･野沢南 高校･小諸商業 高校･野沢北
09/15 橋詰 幸孝(2) 10.68 矢ヶ崎 奨(2) 10.53 松野 翔悟(1) 9.25 今井 宣浩(2) 9.07 小山 隼人(1) 9.05 鈴木 翔太(1) 8.58 小美野 暁(2) 7.56 寺澤 亮祐(1) 7.30

砲丸投 高校･丸子修学館 高校･上田東 高校･小諸 高校･丸子修学館 高校･上田東 高校･岩村田 高校･上田西 高校･上田染谷丘
09/16 矢ヶ崎 奨(2) 31.50 佐藤  塁(2) 28.45 唐澤 航介(2) 27.24 小山 隼人(1) 25.77 柴芝 健介(1) 25.58 今井 宣浩(2) 25.08 高橋 正行(1) 23.55 寺澤 亮祐(1) 22.90

円盤投 高校･上田東 高校･小諸 高校･上田千曲 高校･上田東 高校･上田染谷丘 高校･丸子修学館 高校･岩村田 高校･上田染谷丘
09/15 今井 宣浩(2) 37.28 橋詰 幸孝(2) 37.24 鈴木 翔太(1) 29.25 佐藤 勇樹(2) 21.31 土田 宜典(2) 20.31 柴芝 健介(1) 18.78 寺澤 亮祐(1) 18.49

ﾊﾝﾏｰ投 高校･丸子修学館 高校･丸子修学館 高校･岩村田 高校･東御清翔 高校･岩村田 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘
09/16 矢ヶ崎 奨(2) 49.95 橋詰 幸孝(2) 43.79 小山 隼人(1) 43.57 佐藤  塁(2) 42.31 富永 智(1) 40.06 油井 良樹(2) 39.06 大井 友尋(1) 36.13 北島 拓(1) 30.75

やり投 高校･上田東 高校･丸子修学館 高校･上田東 高校･小諸 高校･小諸商業 高校･佐久長聖 高校･北佐久農業 高校･佐久長聖
09/15 岩村田       44.0 佐久長聖       46.1 上田       46.4 野沢南       47.2 上田千曲       47.3 野沢北       47.5 小諸       47.7 上田西       47.8 

４×１００ｍＲ 中山 翔梧(2) 茂木 康平(1) 佐藤 匠(1) 利根川 大貴(1) 花岡 智将(2)   尾本  和弘(2) 原 大和(1)
池田 仁(1) 相米 健太(1) 小柳 博雅(2) 市川 尭明(2) 箱山 幸人(1) 石森 健太(2) 中畑 宏斗(2)
柳澤 圭太(1) 油井 良樹(2) 塚田 博希(1) 上野 蒼(2) 唐澤 航介(2) 佐藤  塁(2) 油井 奨士(1)
藤牧 佑希(1) 渡辺 大地(2) 塚田 健太(2) 甘利 建文(2) 櫻井 慎之介(2) 小林 颯(1) 小美野 暁(2)

09/16 岩村田     3,34.4 佐久長聖     3,38.6 上田     3,41.0 小諸     3,41.7 野沢北     3,44.9 野沢南     3,45.8 上田千曲     3,47.8 丸子修学館     3,48.5 
４×４００ｍＲ 中山 翔梧(2) 渡辺 大地(2) 佐藤 匠(1) 石森 健太(2) 石井 雄大(1) 上野 蒼(2) 花岡 智将(2) 宮下 和也(1)

木内 笙太(2) 相米 健太(1) 塚田 健太(2) 渡邉 嘉哉(2) 三田 隼太郎(2) 甘利 優太(1) 佐藤 克成(1) 脇坂 拓馬(1)
藤牧 佑希(1) 田村 裕(2) 小柳 博雅(2) 西澤 弦也(1) 柳澤  慶(1) 上野 綾貴(2) 唐澤 航介(2) 橋詰 幸孝(2)
池田 仁(1) 茂木 康平(1) 塚田 博希(1) 小林 颯(1) 伊藤 巧馬(2) 市川 尭明(2) 櫻井 慎之介(2) 白川 大智(1)

09/16 桜井 滉治(1) 3675 佐藤  塁(2) 3373 白川 大智(1) 3240 西澤 弦也(1) 3153   尾本  和弘(2) 3005 飯島 勇矢(1) 2857
八種競技 高校･岩村田 高校･小諸 高校･丸子修学館 高校･小諸 高校･小諸 高校･上田千曲

09/16 学校対抗 岩村田 149 佐久長聖 98 丸子修学館 75 小諸 58.5 上田東 45 野沢南 42.5 上田西 39 上田千曲 37.5

09/15 ｵｰﾌﾟﾝ男子  +1.5 池田 仁(1) 11.4 木内 笙太(2) 高校･岩村田 12.2 高橋 正行(1) 12.3 武重 俊樹(2) 12.7 松本 昌之(1) 13.1 北島 拓(1) 13.6
１００ｍ 高校･岩村田 竹内 祥太郎(1) 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘 高校･佐久長聖

09/16  +1.0 中山 翔梧(2) 24.4 柳澤 圭太(1) 24.6 花里 礼央真(2) 25.4 武重 俊樹(2) 26.6 松本 昌之(1) 27.0 市川 拓巳(1) 27.2 北島 拓(1) 28.6
２００ｍ 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘 高校･上田 高校･佐久長聖

09/15 長沼 大智(1) 4,11.5 鈴木 広親(1) 4,12.8 川口 賢人(2) 4,21.5 藤木 悠太(2) 4,24.5 土屋 望(2) 4,30.0 竹鼻 大貴(1) 4,31.0 野崎 智希(1) 4,35.9 三輪 祐也(1) 4,40.6
１５００ｍ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･上田

09/16 酒井 雅喜(2) 15,38.4 柄澤 拓也(2) 16,06.8 長沼 大智(1) 16,07.7 鈴木 広親(1) 16,45.5 黒川 岳(1) 16,46.8 野田 俊輔(2) 17,55.8 小澤 慎也(1) 18,08.1 熊谷 皐(2) 18,23.7
５０００ｍ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･上田染谷丘 高校･佐久長聖



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 第152回　東信高校新人体育大会　陸上競技会                                       ｺｰﾄﾞ  [2202009]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204130]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 09/15 +1.8  1 藤牧 佑希(1) 高校     11.4  2 中山 翔梧(2) 高校     11.7  3 市川 尭明(2) 高校     11.7  4 柳澤 圭太(1) 高校     11.8

岩村田 岩村田 野沢南 岩村田
 5 相米 健太(1) 高校     12.0  6 小柳 博雅(2) 高校     12.2

佐久長聖 上田
男子 09/16 +2.8  1 池田 仁(1) 高校     23.0  2 藤牧 佑希(1) 高校     23.7  3 茂木 康平(1) 高校     23.8  4 市川 尭明(2) 高校     23.9

岩村田 岩村田 佐久長聖 野沢南
 5 塚田 健太(2) 高校     24.1  6 中畑 宏斗(2) 高校     24.2

上田 上田西
男子 09/15  1 池田 仁(1) 高校     51.1  2 茂木 康平(1) 高校     52.5  3 市川 尭明(2) 高校     53.1  4 木内 笙太(2) 高校     53.1

岩村田 佐久長聖 野沢南 岩村田
 5 塚田 健太(2) 高校     53.4  6 石森 健太(2) 高校     56.3

上田 小諸
男子 09/16  1 宮坂 響(1) 高校   2,06.8  2 脇坂 拓馬(1) 高校   2,07.8  3 花里 礼央真(2) 高校   2,08.7  4 甘利 優太(1) 高校   2,10.5

上田染谷丘 丸子修学館 岩村田 野沢南
 5 平林 公一(2) 高校   2,11.3  6 柳澤  慶(1) 高校   2,11.6  7 田村 裕(2) 高校   2,16.7  8 渡邉 嘉哉(2) 高校   2,22.8

上田 野沢北 佐久長聖 小諸
男子 09/15  1 小林 祐太(2) 高校   4,14.4  2 酒井 雅喜(2) 高校   4,18.8  3 依田 航太郎(1) 高校   4,19.7  4 細田 達也(1) 高校   4,20.1

上田西 佐久長聖 上田 上田西
 5 宮坂 響(1) 高校   4,20.3  6 柳澤 佑丞(2) 高校   4,20.9  7 細田 敦也(1) 高校   4,22.3  8 柄澤 拓也(2) 高校   4,23.1

上田染谷丘 岩村田 上田 佐久長聖
 9 黒川 岳(1) 高校   4,25.1 10 臼田  悠(2) 高校   4,30.3 11 武井 湧平(1) 高校   4,36.5 12 碓氷 将司(1) 高校   4,38.7

佐久長聖 野沢北 丸子修学館 野沢北
13 竹重 柊作(2) 高校   4,40.9 14 脇坂 拓馬(1) 高校   4,42.5 15 阪田 健斗(2) 高校   4,42.8

上田染谷丘 丸子修学館 丸子修学館
男子 09/16  1 川口 賢人(2) 高校  15,31.9  2 小林 祐太(2) 高校  15,40.5  3 竹鼻 大貴(1) 高校  15,44.2  4 今滝 春彦(1) 高校  16,07.5

佐久長聖 上田西 佐久長聖 上田西
 5 柳澤 佑丞(2) 高校  16,11.9  6 大嵩崎 慧(1) 高校  16,12.3  7 武井 湧平(1) 高校  16,15.6  8 細田 達也(1) 高校  16,26.7

岩村田 上田染谷丘 丸子修学館 上田西
 9 島田 陸(1) 高校  16,29.6 10 土屋 望(2) 高校  16,36.2 11 秋山 祥汰(1) 高校  16,56.3 12 細田 敦也(1) 高校  17,05.2

丸子修学館 上田 上田染谷丘 上田
13 松下 治正(2) 高校  17,10.7 14 臼田  悠(2) 高校  17,11.1 15 野崎 智希(1) 高校  17,12.6 16 碓氷 将司(1) 高校  18,33.5

小諸 野沢北 上田染谷丘 野沢北
17 笹澤 大地(2) 高校  18,35.2 18 長谷川 裕真(1) 高校  18,43.7 藤木 悠太(2) 高校 欠場    櫻山 祥貴(1) 高校 欠場    

丸子修学館 野沢北 佐久長聖 臼田
依田 航太郎(1) 高校 欠場    小林 雅史(1) 高校 欠場    

上田 小諸
男子 09/15 +1.4  1 桜井 滉治(1) 高校     18.0  2 甘利 建文(2) 高校     18.9  3 土屋 春樹(1) 高校     19.4  4 白川 大智(1) 高校     21.4

岩村田 野沢南 小諸商業 丸子修学館
三田 隼太郎(2) 高校 欠場    箱山 幸人(1) 高校 欠場    

野沢北 上田千曲
男子 09/16  1組  1 伊藤 巧馬(2) 高校     64.1  2 上野 蒼(2) 高校     68.4  3 利根川 大貴(1) 高校     71.0  4 松本 昌之(1) 高校     75.6

野沢北 野沢南 野沢南 上田染谷丘
 2組  1 木内 笙太(2) 高校     61.6  2 桜井 滉治(1) 高校     62.9  3 土屋 春樹(1) 高校     70.9 橋本 穂琢佳(1) 高校 欠場    

岩村田 岩村田 小諸商業 野沢北
 3組  1 櫻井 慎之介(2) 高校     62.6  2 西澤 弦也(1) 高校     62.9  3 渡邉 嘉哉(2) 高校     63.1  4 三田 隼太郎(2) 高校     65.2

上田千曲 小諸 小諸 野沢北
関 優樹(2) 高校 欠場    

上田千曲
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トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 第152回　東信高校新人体育大会　陸上競技会                                       ｺｰﾄﾞ  [2202009]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204130]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

男子 09/15  1 川口 賢人(2) 高校   9,38.4  2 酒井 雅喜(2) 高校   9,49.1  3 藤木 悠太(2) 高校   9,54.5  4 今滝 春彦(1) 高校  10,05.0
佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖 上田西

 5 大嵩崎 慧(1) 高校  10,10.7  6 島田 陸(1) 高校  10,18.3  7 櫻井 翔平(2) 高校  10,18.6  8 笹澤 大地(2) 高校  10,22.3
上田染谷丘 丸子修学館 上田西 丸子修学館

 9 松下 治正(2) 高校  10,30.8 10 秋山 祥汰(1) 高校  10,40.9 11 宮坂 響(1) 高校  10,46.2 12 野田 俊輔(2) 高校  11,15.0
小諸 上田染谷丘 上田染谷丘 上田西

13 長谷川 裕真(1) 高校  11,24.5 14 田島 史都(1) 高校  11,44.6 小林 雅史(1) 高校 欠場    
野沢北 上田 小諸

男子 09/16  1 阪田 健斗(2) 高校  25,00.6  2 柳澤 優斗(2) 高校  26,39.2  3 井出 龍岳(2) 高校  33,22.1
丸子修学館 上田東 北佐久農業

ｵｰﾌﾟﾝ男子 09/15  1組 +1.5  1 木内 笙太(2) 高校     12.2  2 高橋 正行(1) 高校     12.3  3 武重 俊樹(2) 高校     12.7  4 北島 拓(1) 高校     13.6
岩村田 岩村田 上田染谷丘 佐久長聖

関本 慶太(2) 高校 欠場    
岩村田

 2組 +1.0  1 池田 仁(1) 高校     11.4  2 竹内 祥太郎(1) 高校     12.2  3 松本 昌之(1) 高校     13.1 茂木 康平(1) 高校 欠場    
岩村田 岩村田 上田染谷丘 佐久長聖

ｵｰﾌﾟﾝ男子 09/16  1組 +1.0  1 柳澤 圭太(1) 高校     24.6  2 花里 礼央真(2) 高校     25.4  3 松本 昌之(1) 高校     27.0  4 市川 拓巳(1) 高校     27.2
岩村田 岩村田 上田染谷丘 上田

 2組 +0.1  1 中山 翔梧(2) 高校     24.4  2 武重 俊樹(2) 高校     26.6  3 北島 拓(1) 高校     28.6 高橋 正行(1) 高校 欠場    
岩村田 上田染谷丘 佐久長聖 岩村田

ｵｰﾌﾟﾝ男子 09/15 佐藤 匠(1) 高校 欠場    関本 慶太(2) 高校 欠場    中山 翔梧(2) 高校 欠場    
上田 岩村田 岩村田

ｵｰﾌﾟﾝ男子 09/15  1 長沼 大智(1) 高校   4,11.5  2 鈴木 広親(1) 高校   4,12.8  3 川口 賢人(2) 高校   4,21.5  4 藤木 悠太(2) 高校   4,24.5
佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖

 5 土屋 望(2) 高校   4,30.0  6 竹鼻 大貴(1) 高校   4,31.0  7 野崎 智希(1) 高校   4,35.9  8 三輪 祐也(1) 高校   4,40.6
上田 佐久長聖 上田染谷丘 上田

 9 田島 史都(1) 高校   4,53.9 10 熊谷 皐(2) 高校   4,54.8 山口 紘佑(1) 高校 欠場    
上田 佐久長聖 上田染谷丘

ｵｰﾌﾟﾝ男子 09/16  1 酒井 雅喜(2) 高校  15,38.4  2 柄澤 拓也(2) 高校  16,06.8  3 長沼 大智(1) 高校  16,07.7  4 鈴木 広親(1) 高校  16,45.5
佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖

 5 黒川 岳(1) 高校  16,46.8  6 野田 俊輔(2) 高校  17,55.8  7 小澤 慎也(1) 高校  18,08.1  8 熊谷 皐(2) 高校  18,23.7
佐久長聖 上田西 上田染谷丘 佐久長聖

竹重 柊作(2) 高校 欠場    櫻井 翔平(2) 高校 欠場    
上田染谷丘 上田西

ｵｰﾌﾟﾝ男子 09/15 丸山 未来(1) 高校 欠場    
上田西

混成男子 09/15 0.0  1 桜井 滉治(1) 高校     12.5  2 佐藤  塁(2) 高校     12.6  2   尾本  和弘(2)高校     12.6  4 白川 大智(1) 高校     12.7
岩村田 小諸 小諸 丸子修学館

 5 西澤 弦也(1) 高校     12.9  6 飯島 勇矢(1) 高校     13.5
小諸 上田千曲

混成男子 09/15  1 桜井 滉治(1) 高校     55.4  2 西澤 弦也(1) 高校     56.0  3 佐藤  塁(2) 高校     56.9  3 白川 大智(1) 高校     56.9
岩村田 小諸 小諸 丸子修学館

 5   尾本  和弘(2)高校     57.4  6 飯島 勇矢(1) 高校     59.4
小諸 上田千曲

混成男子 09/16  1 桜井 滉治(1) 高校   4,48.9  2 西澤 弦也(1) 高校   4,52.2  3 白川 大智(1) 高校   5,03.1  4 飯島 勇矢(1) 高校   5,10.5
岩村田 小諸 丸子修学館 上田千曲

 5   尾本  和弘(2)高校   5,21.9  6 佐藤  塁(2) 高校   5,31.2
小諸 小諸
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トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 第152回　東信高校新人体育大会　陸上競技会                                       ｺｰﾄﾞ  [2202009]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204130]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
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混成男子 09/16 +0.5  1 桜井 滉治(1) 高校     17.6  2 西澤 弦也(1) 高校     20.2  3 白川 大智(1) 高校     21.0  4 飯島 勇矢(1) 高校     21.4
岩村田 小諸 丸子修学館 上田千曲

 5 佐藤  塁(2) 高校     21.6  6   尾本  和弘(2)高校     22.7
小諸 小諸

八種１１０ｍH



トラック種目・予  選・[準決勝]・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 第152回　東信高校新人体育大会　陸上競技会                                       ｺｰﾄﾞ  [2202009]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204130]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 09/15  1組 +2.0  1 藤牧 佑希(1) 高校     11.4  2 柳澤 圭太(1) 高校     11.8  3 塚田 博希(1) 高校     11.9  4 中畑 宏斗(2) 高校     11.9

岩村田 岩村田 上田 上田西
 5 石井 雄大(1) 高校     12.2  6 小林 颯(1) 高校     12.4

野沢北 小諸
 2組 +3.5  1 相米 健太(1) 高校     11.6  2 市川 尭明(2) 高校     11.7  3 小柳 博雅(2) 高校     11.8  4 中山 翔梧(2) 高校     11.8

佐久長聖 野沢南 上田 岩村田
 5 細田 昌宏(1) 高校     11.9  6 石森 健太(2) 高校     12.1

上田染谷丘 小諸
男子 09/16  1組 +1.0  1 藤牧 佑希(1) 高校     23.9  2 中畑 宏斗(2) 高校     24.3  3 塚田 健太(2) 高校     24.4  4 茂木 康平(1) 高校     24.5

岩村田 上田西 上田 佐久長聖
 5 小林 颯(1) 高校     24.7  6 甘利 建文(2) 高校     25.2

小諸 野沢南
 2組 +1.2  1 池田 仁(1) 高校     23.6  2 市川 尭明(2) 高校     24.2  3 相米 健太(1) 高校     24.5  4 関本 慶太(2) 高校     25.0

岩村田 野沢南 佐久長聖 岩村田
 5 塚田 博希(1) 高校     25.0  6 細川 大輝(1) 高校     25.1

上田 野沢北
男子 09/15  1組  1 池田 仁(1) 高校     52.9  2 市川 尭明(2) 高校     54.7  3 田村 裕(2) 高校     55.1  4 花里 礼央真(2) 高校     55.3

岩村田 野沢南 佐久長聖 岩村田
 5 櫻井 慎之介(2) 高校     56.3  6 渡邉 嘉哉(2) 高校     58.4

上田千曲 小諸
 2組  1 茂木 康平(1) 高校     53.9  2 塚田 健太(2) 高校     54.2  3 木内 笙太(2) 高校     54.2  4 石森 健太(2) 高校     54.9

佐久長聖 上田 岩村田 小諸
 5 小林 颯(1) 高校     55.2  6 中畑 宏斗(2) 高校     55.4

小諸 上田西
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トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 第152回　東信高校新人体育大会　陸上競技会                                       ｺｰﾄﾞ  [2202009]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204130]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 09/15  1組 +3.0  1 相米 健太(1) 高校     11.7  2 市川 尭明(2) 高校     11.8  3 石森 健太(2) 高校     12.0  4 牧村 直樹(1) 高校     12.4

佐久長聖 野沢南 小諸 上田染谷丘
 5 伊澤 裕樹(1) 高校     13.1  6 油井 奨士(1) 高校     13.4

上田 上田西
 2組 -0.5  1 細田 昌宏(1) 高校     12.1  2 小柳 博雅(2) 高校     12.2  3 原 大和(1) 高校     12.7  4 高橋 拓未(2) 高校     12.8

上田染谷丘 上田 上田西 東御清翔
丸山 佳太(1) 高校 欠場    

佐久長聖
 3組 +1.9  1 中山 翔梧(2) 高校     11.7  2 中畑 宏斗(2) 高校     11.7  3 石井 雄大(1) 高校     12.0  4 花岡 智将(2) 高校     12.1

岩村田 上田西 野沢北 上田千曲
 5 利根川 大貴(1) 高校     12.8

野沢南
 4組 +1.3  1 柳澤 圭太(1) 高校     11.8  2 小林 颯(1) 高校     12.0  3 小林 和磨(2) 高校     12.1  4 油井 良樹(2) 高校     12.3

岩村田 小諸 東御清翔 佐久長聖
 5 大井 友尋(1) 高校     12.5

北佐久農業
 5組 +2.6  1 藤牧 佑希(1) 高校     11.6  2 塚田 博希(1) 高校     12.1  3 竹内 凱斗(1) 高校     12.4  4   尾本  和弘(2)高校     12.5

岩村田 上田 上田染谷丘 小諸
 5 田中 佑輝(1) 高校     13.0

上田千曲
男子 09/16  1組 +2.2  1 細川 大輝(1) 高校     24.5  2 塚田 博希(1) 高校     24.8  3 甘利 建文(2) 高校     25.0  4 田中 佑輝(1) 高校     26.0

野沢北 上田 野沢南 上田千曲
丸山 佳太(1) 高校 欠場    宮下 和也(1) 高校 欠場    

佐久長聖 丸子修学館
 2組 +0.1  1 相米 健太(1) 高校     24.8  2 市川 尭明(2) 高校     25.1  3 石森 健太(2) 高校     25.3  4 小柳 博雅(2) 高校     25.5

佐久長聖 野沢南 小諸 上田
 5 牧村 直樹(1) 高校     26.0 唐澤 航介(2) 高校 欠場    

上田染谷丘 上田千曲
 3組 +1.3  1 塚田 健太(2) 高校     24.6  2 小林 颯(1) 高校     24.8  3 関本 慶太(2) 高校     25.2  4 竹内 凱斗(1) 高校     25.7

上田 小諸 岩村田 上田染谷丘
 5 原 大和(1) 高校     25.9  6 佐藤 元紀(1) 高校     27.9

上田西 野沢北
 4組 +0.3  1 池田 仁(1) 高校     23.7  2 中畑 宏斗(2) 高校     24.9  3 土屋 春樹(1) 高校     25.3  4 小林 和磨(2) 高校     25.3

岩村田 上田西 小諸商業 東御清翔
 5 箱山 幸人(1) 高校     25.8

上田千曲
 5組 +0.4  1 藤牧 佑希(1) 高校     24.1  2 茂木 康平(1) 高校     24.7  3 細田 昌宏(1) 高校     25.6  4 上野 蒼(2) 高校     26.3

岩村田 佐久長聖 上田染谷丘 野沢南
 5 油井 奨士(1) 高校     28.3

上田西
男子 09/15  1組  1 花里 礼央真(2) 高校     55.6  2 櫻井 慎之介(2) 高校     55.9  3 原 大和(1) 高校     57.8  4 市川 拓巳(1) 高校     59.7

岩村田 上田千曲 上田西 上田
 5 佐藤 元紀(1) 高校     61.4 相米 健太(1) 高校 欠場    

野沢北 佐久長聖
 2組  1 茂木 康平(1) 高校     53.8  2 木内 笙太(2) 高校     54.2  3 石森 健太(2) 高校     55.4  4 宮下 和也(1) 高校     57.1

佐久長聖 岩村田 小諸 丸子修学館
 5 上野 綾貴(2) 高校     58.1  6 油井 奨士(1) 高校     63.1

野沢南 上田西

４００ｍ

２００ｍ
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位
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位
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トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 第152回　東信高校新人体育大会　陸上競技会                                       ｺｰﾄﾞ  [2202009]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204130]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 3組  1 小林 颯(1) 高校     53.7  2 市川 尭明(2) 高校     53.9  3 塚田 健太(2) 高校     54.1  4 伊藤 巧馬(2) 高校     57.3
小諸 野沢南 上田 野沢北

 5 細田 昌宏(1) 高校     60.6
上田染谷丘

 4組  1 池田 仁(1) 高校     52.5  2 中畑 宏斗(2) 高校     54.7  3 田村 裕(2) 高校     55.1  4 渡邉 嘉哉(2) 高校     57.0
岩村田 上田西 佐久長聖 小諸

関 優樹(2) 高校 欠場    
上田千曲

男子 09/16  1組  1 甘利 優太(1) 高校   2,09.5  2 田村 裕(2) 高校   2,10.5  3 花里 礼央真(2) 高校   2,11.2  4 宮下 和也(1) 高校   2,11.6
野沢南 佐久長聖 岩村田 丸子修学館

 5 西澤 弦也(1) 高校   2,12.0  6 竹重 柊作(2) 高校   2,12.5  7 三輪 祐也(1) 高校   2,12.8  8 碓氷 隼也(2) 高校   2,19.4
小諸 上田染谷丘 上田 野沢北

 9 小林 泰之(2) 高校   2,23.1 丸山 未来(1) 高校 欠場    
野沢北 上田西

 2組  1 宮坂 響(1) 高校   2,07.0  2 柳澤  慶(1) 高校   2,07.5  3 脇坂 拓馬(1) 高校   2,07.7  4 平林 公一(2) 高校   2,07.9
上田染谷丘 野沢北 丸子修学館 上田

 5 渡邉 嘉哉(2) 高校   2,08.3  6 上野 綾貴(2) 高校   2,13.2  7 金井 渓(2) 高校   2,20.1 山口 紘佑(1) 高校 欠場    
小諸 野沢南 上田西 上田染谷丘

佐藤 克成(1) 高校 欠場    
上田千曲

男子 09/15  1組  1 酒井 雅喜(2) 高校   4,17.5  2 宮坂 響(1) 高校   4,18.1  3 柳澤 佑丞(2) 高校   4,25.0  4 細田 達也(1) 高校   4,25.2
佐久長聖 上田染谷丘 岩村田 上田西

 5 柄澤 拓也(2) 高校   4,25.4  6 細田 敦也(1) 高校   4,26.0  7 碓氷 将司(1) 高校   4,32.1  8 阪田 健斗(2) 高校   4,32.5
佐久長聖 上田 野沢北 丸子修学館

 9 小澤 慎也(1) 高校   4,32.8 10 松下 治正(2) 高校   4,36.0 11 平林 公一(2) 高校   4,42.9 12 佐藤 克成(1) 高校   4,48.7
上田染谷丘 小諸 上田 上田千曲

13 井出 龍岳(2) 高校   5,18.2
北佐久農業

 2組  1 小林 祐太(2) 高校   4,17.8  2 武井 湧平(1) 高校   4,25.6  3 依田 航太郎(1) 高校   4,26.3  4 黒川 岳(1) 高校   4,27.4
上田西 丸子修学館 上田 佐久長聖

 5 脇坂 拓馬(1) 高校   4,28.5  6 臼田  悠(2) 高校   4,28.7  7 竹重 柊作(2) 高校   4,28.9  8 甘利 優太(1) 高校   4,39.6
丸子修学館 野沢北 上田染谷丘 野沢南

 9 金井 渓(2) 高校   4,45.4 10 白鳥 雄太郎(1) 高校   5,16.1 11 上原 光太(1) 高校   5,28.1 小林 雅史(1) 高校 欠場    
上田西 上田千曲 北佐久農業 小諸

櫻山 祥貴(1) 高校 欠場    
臼田

１５００ｍ

８００ｍ



混成競技記録表   得点表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 第152回　東信高校新人体育大会　陸上競技会                                       ｺｰﾄﾞ  [2202009]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204130]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 09/16  1 桜井 滉治(1) 高校    3675  2 佐藤  塁(2) 高校    3373  3 白川 大智(1) 高校    3240  4 西澤 弦也(1) 高校    3153

岩村田 小諸 丸子修学館 小諸
 5   尾本  和弘(2) 高校    3005  6 飯島 勇矢(1) 高校    2857

小諸 上田千曲

八種競技

順
位

順
位

順
位

順
位



リレー種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 第152回　東信高校新人体育大会　陸上競技会                                       ｺｰﾄﾞ  [2202009]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204130]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
男子 09/15  1組     1 佐久長聖 茂木 康平(1) 相米 健太(1) 油井 良樹(2) 渡辺 大地(2)       46.1 

    2 上田千曲 花岡 智将(2) 箱山 幸人(1) 唐澤 航介(2) 櫻井 慎之介(2)       47.3 
    3 小諸   尾本  和弘(2) 石森 健太(2) 佐藤  塁(2) 小林 颯(1)       47.7 
    4 上田西 原 大和(1) 中畑 宏斗(2) 油井 奨士(1) 小美野 暁(2)       47.8 

丸子修学館 橋詰 幸孝(2) 白川 大智(1) 今井 宣浩(2) 宮下 和也(1) 失格      
 2組     1 岩村田 中山 翔梧(2) 池田 仁(1) 柳澤 圭太(1) 藤牧 佑希(1)       44.0 

    2 上田 佐藤 匠(1) 小柳 博雅(2) 塚田 博希(1) 塚田 健太(2)       46.4 
    3 野沢南 利根川 大貴(1) 市川 尭明(2) 上野 蒼(2) 甘利 建文(2)       47.2 
    4 野沢北       47.5 

上田染谷丘 竹内 凱斗(1) 細田 昌宏(1) 武重 俊樹(2) 松本 昌之(1) 失格      
男子 09/16  1組     1 上田 佐藤 匠(1) 塚田 健太(2) 小柳 博雅(2) 塚田 博希(1)     3,41.0 

    2 小諸 石森 健太(2) 渡邉 嘉哉(2) 西澤 弦也(1) 小林 颯(1)     3,41.7 
    3 上田千曲 花岡 智将(2) 佐藤 克成(1) 唐澤 航介(2) 櫻井 慎之介(2)     3,47.8 
    4 上田西 中畑 宏斗(2) 金井 渓(2) 小美野 暁(2) 原 大和(1)     3,50.8 
    5 上田染谷丘 牧村 直樹(1) 宮坂 響(1) 竹重 柊作(2) 竹内 凱斗(1)     3,50.9 

 2組     1 岩村田 中山 翔梧(2) 木内 笙太(2) 藤牧 佑希(1) 池田 仁(1)     3,34.4 
    2 佐久長聖 渡辺 大地(2) 相米 健太(1) 田村 裕(2) 茂木 康平(1)     3,38.6 
    3 野沢北 石井 雄大(1) 三田 隼太郎(2) 柳澤  慶(1) 伊藤 巧馬(2)     3,44.9 
    4 野沢南 上野 蒼(2) 甘利 優太(1) 上野 綾貴(2) 市川 尭明(2)     3,45.8 
    5 丸子修学館 宮下 和也(1) 脇坂 拓馬(1) 橋詰 幸孝(2) 白川 大智(1)     3,48.5 

４×４００ｍＲ

チーム名 選手名１

４×１００ｍＲ





フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 第152回　東信高校新人体育大会　陸上競技会                                       ｺｰﾄﾞ  [2202009]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204130]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 09/16  1 花岡 智将(2) 高校    1.75  2 飯島 勇矢(1) 高校    1.55 櫻山 祥貴(1) 高校 欠場    

上田千曲 上田千曲 臼田
男子 09/15  1 竹内 祥太郎(1) 高校    6.13  2 渡辺 大地(2) 高校    5.87  3 富永 智(1) 高校    5.54  4 柳澤 圭太(1) 高校    5.39

岩村田    +1.5 佐久長聖    +1.7 小諸商業    +2.4 岩村田    +1.7
 5 白川 大智(1) 高校    5.37  6 小林 和磨(2) 高校    5.22  7   尾本  和弘(2) 高校    4.85

丸子修学館    +2.6 東御清翔    +2.2 小諸    +2.1
男子 09/16  1 藤牧 佑希(1) 高校   12.88  2 渡辺 大地(2) 高校   12.09  3 竹内 祥太郎(1) 高校   11.80  4 甘利 建文(2) 高校   11.65

岩村田    +1.3 佐久長聖    +1.4 岩村田    +0.8 野沢南    +0.2
 5 富永 智(1) 高校   11.33  6 石井 雄大(1) 高校   10.18 高橋 拓未(2) 高校 欠場    

小諸商業    +1.7 野沢北    +0.9 東御清翔
男子 09/15  1 橋詰 幸孝(2) 高校   10.68  2 矢ヶ崎 奨(2) 高校   10.53  3 松野 翔悟(1) 高校    9.25  4 今井 宣浩(2) 高校    9.07

丸子修学館 上田東 小諸 丸子修学館
 5 小山 隼人(1) 高校    9.05  6 鈴木 翔太(1) 高校    8.58  7 小美野 暁(2) 高校    7.56  8 寺澤 亮祐(1) 高校    7.30

上田東 岩村田 上田西 上田染谷丘
 9 柴芝 健介(1) 高校    7.20 10 大井 友尋(1) 高校    6.99 佐藤 勇樹(2) 高校 欠場    

上田染谷丘 北佐久農業 東御清翔
男子 09/16  1 矢ヶ崎 奨(2) 高校   31.50  2 佐藤  塁(2) 高校   28.45  3 唐澤 航介(2) 高校   27.24  4 小山 隼人(1) 高校   25.77

上田東 小諸 上田千曲 上田東
 5 柴芝 健介(1) 高校   25.58  6 今井 宣浩(2) 高校   25.08  7 高橋 正行(1) 高校   23.55  8 寺澤 亮祐(1) 高校   22.90

上田染谷丘 丸子修学館 岩村田 上田染谷丘
 9 土田 宜典(2) 高校   21.80 10 鈴木 翔太(1) 高校   21.78 11 松野 翔悟(1) 高校   20.18 12 小美野 暁(2) 高校   19.26

岩村田 岩村田 小諸 上田西
佐藤 勇樹(2) 高校 欠場    

東御清翔
男子 09/15  1 今井 宣浩(2) 高校   37.28  2 橋詰 幸孝(2) 高校   37.24  3 鈴木 翔太(1) 高校   29.25  4 佐藤 勇樹(2) 高校   21.31

丸子修学館 丸子修学館 岩村田 東御清翔
 5 土田 宜典(2) 高校   20.31  6 柴芝 健介(1) 高校   18.78  7 寺澤 亮祐(1) 高校   18.49

岩村田 上田染谷丘 上田染谷丘
男子 09/16  1 矢ヶ崎 奨(2) 高校   49.95  2 橋詰 幸孝(2) 高校   43.79  3 小山 隼人(1) 高校   43.57  4 佐藤  塁(2) 高校   42.31

上田東 丸子修学館 上田東 小諸
 5 富永 智(1) 高校   40.06  6 油井 良樹(2) 高校   39.06  7 大井 友尋(1) 高校   36.13  8 北島 拓(1) 高校   30.75

小諸商業 佐久長聖 北佐久農業 佐久長聖
 9 武重 俊樹(2) 高校   28.32 10 土田 宜典(2) 高校   24.61 11 櫻井 慎之介(2) 高校   22.45 関 優樹(2) 高校 欠場    

上田染谷丘 岩村田 上田千曲 上田千曲
松野 翔悟(1) 高校 欠場    

小諸
混成男子 09/16  1 飯島 勇矢(1) 高校    1.55  1 桜井 滉治(1) 高校    1.55  3 佐藤  塁(2) 高校    1.45  3   尾本  和弘(2) 高校    1.45

上田千曲 岩村田 小諸 小諸
 5 白川 大智(1) 高校    1.40  6 西澤 弦也(1) 高校    1.30

丸子修学館 小諸
混成男子 09/15  1 佐藤  塁(2) 高校    5.56  2 白川 大智(1) 高校    5.42  3 桜井 滉治(1) 高校    5.40  4 飯島 勇矢(1) 高校    5.00

小諸    +2.0 丸子修学館    +2.9 岩村田    +1.7 上田千曲    +3.1
 5   尾本  和弘(2) 高校    4.95  6 西澤 弦也(1) 高校    4.31

小諸    +2.0 小諸    +2.3
混成男子 09/15 佐藤  塁(2) 高校 白川 大智(1) 高校   尾本  和弘(2) 高校 飯島 勇矢(1) 高校

小諸 丸子修学館 小諸 上田千曲
西澤 弦也(1) 高校 桜井 滉治(1) 高校

小諸 岩村田

八種走幅跳

八種砲丸投

円盤投

ハンマー投

やり投

八種走高跳

順
位

順
位

走高跳

走幅跳

三段跳

砲丸投

順
位

順
位



フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [-1] 競技会名 第152回　東信高校新人体育大会　陸上競技会                                       ｺｰﾄﾞ  [2202009]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [204130]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

混成男子 09/16  1 佐藤  塁(2) 高校   43.33  2 西澤 弦也(1) 高校   37.54  3   尾本  和弘(2) 高校   32.84  4 白川 大智(1) 高校   31.00
小諸 小諸 小諸 丸子修学館

 5 桜井 滉治(1) 高校   27.72  6 飯島 勇矢(1) 高校   27.65
岩村田 上田千曲

八種やり投
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