
第６６回全信州陸上競技大会
　　主催　上田市　長野県教育委員会　上田市教育委員会
　　　　　長野陸上競技協会　上田市体育協会
　　　　　上田陸上競技協会

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
10/04 男子  -2.3原田 健太(2) 12.3 池田 亮太(3) 12.5 箕輪 朋晃(2) 12.8 安藤 弥(3) 13.0 土屋 侃汰(1) 13.0 江部 稜希(1) 13.0 長谷川 直樹(1) 13.1

100m 高校･小諸 高校･坂城高 高校･上田高 高校･坂城高 高校･小諸 高校･箕輪進修高 高校･上田染谷丘高
10/04 町田 一生(2) 53.5 龍野 准(1) 55.1 安藤 活樹(2) 55.9 井出 洲大(2) 57.1 笠原 渓介(1) 57.2 菅沢 晴樹(2) 57.7 小林 大峰(2) 57.9 富岡 平(2) 58.6

400m 高校･岩村田高 高校･上田千曲高 高校･上田染谷丘高 中学･芦原中 高校･上田高 中学･望月AC 高校･岩村田高 高校･岩村田高
10/04 内川 大樹(2) 4,24.8 栁澤 航希(2) 4,28.2 笠原 渓介(1) 4,28.5 竹鼻 将生(1) 4,34.2 川中 浩平(2) 4,39.2 小平 悟志(1) 4,41.1 田中 大夢(2) 4,43.3 有賀 聡一朗(1) 4,49.2

1500m 高校･小諸 高校･上田高 高校･上田高 高校･上田高 高校･上田高 高校･上田高 高校･岡谷南 高校･上田染谷丘高
10/04 菊池 風希(2) 17,30.0 松井 研 17,34.2 宮森 蒼太(2) 17,56.7 宮島 侑希(1) 18,32.2 宮尾 淳矢 18,39.0 佐藤 開都(1) 18,42.2

5000m 高校･岩村田高 一般･長野市陸協 高校･岡谷南 高校･上田高 一般･箕輪町陸協 高校･箕輪進修高
10/04  -1.4野原 尚貴(1) 19.6 本多 俊平 19.6 山﨑 創二(2) 21.0

110mH 高校･上田高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校･上田高
10/04 本多 俊平 1.72 小林 颯(3) 1.60 箕輪 朋晃(2) 1.60 須崎 大地(2) 1.55 高見沢 草太(1) 1.45 坂口 友輝人(1) 1.45

走高跳 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校･小諸 高校･上田高 高校･上田千曲高 高校･岩村田高 高校･上田千曲高
10/04 神田 優人(1) 6.14(+4.1) 山浦 貫人(2) 6.08(+3.7) 本多 俊平 6.02(+4.1) 安藤 弥(3) 5.93(+1.8) 山口 智也(1) 5.91(+3.1) 原田 健太(2) 5.51(+2.3) 平田 宗一郎(1)5.44(+2.5) 野原 尚貴(1) 5.44(+2.8)

走幅跳 高校･岩村田高 高校･岩村田高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校･坂城高 高校･岩村田高 高校･小諸 高校･上田高 高校･上田高
10/04 日馬 正貴 11.74(+5.0) 本多 俊平 11.47(+1.6) 安藤 弥(3) 11.33(+4.5) 上野 樹(1) 11.20(+2.4) 原田 健太(2)11.01(+4.7)

三段跳 一般･安曇野陸協 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校･坂城高 高校･野沢南高 高校･小諸
10/04 本多 俊平 9.17 安藤 弥(3) 8.48 柳澤  匠(2) 7.61

砲丸投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校･坂城高 高校･岩村田高
10/04 本多 俊平 28.09 若林 隆大(2) 26.00 土屋 春生 25.69

円盤投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校･上田染谷丘高 一般･北佐久郡陸協
10/04 長崎 大悟(2) 47.19 安藤 弥(3) 44.91 海野 龍一(1) 42.60 本多 俊平 42.10 佐藤 玲緒(2) 39.00 佐塚 一馬(1) 36.33 荻原 悠輔(1) 32.64 菊原 崇矢(1) 29.20

やり投 高校･丸子修学館 高校･坂城高 高校･丸子修学館 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校･岩村田高 高校･岩村田高 高校･小諸 高校･野沢南高
10/04 小諸(A)     3,44.5 岩村田高(A)     3,45.0 上田高(A)     3,49.0 小諸(B)     3,49.8 岩村田高(B)     3,55.4 坂城高     4,09.6

4x400mR 原田 健太(2) 富岡 平(2) 笠原 渓介(1) 中田 凌平(1) 神田 優人(1) 池田 亮太(3)
内川 大樹(2) 小林 大峰(2) 箕輪 朋晃(2) 荻原 悠輔(1) 高見沢 草太(1) 飯田 大輝(2)
小林 颯(3) 岩野 純人(1) 平田 宗一郎(1) 土屋 侃汰(1) 佐塚 一馬(1) 服部 幸一(2)
中沢 悟(2) 佐藤 玲緒(2) 栁澤 航希(2) 笹沢 広夢(1) 柳澤  匠(2) 安藤 弥(3)

10/04 中学男子  -0.6伊藤 司能(3) 11.9 菅沢 晴樹(2) 12.3 森村 一真(3) 12.5 山下 幹生(2) 12.6 柳澤 祐希(1) 12.6 藤村 知季(1) 12.7 常田 紀幸(3) 12.7
100m 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･塩田中 中学･上田第四中 中学･小諸東中 中学･芦原中 中学･望月AC

10/04 清水 拓斗(3) 9,50.3 笹澤 健司(3) 10,11.7 矢野 大和(2) 10,41.7 高見澤 杏太(2) 11,10.7 金井 源一郎(1) 11,40.2 鶴田 国光(2) 11,48.4 渡邉 大飛(2) 11,59.0 増沢 将弥(2) 12,04.3
3000m 中学･上田第五中 中学･丸子中 中学･上田第四中 中学･芦原中 中学･上田第五中 中学･上田第五中 中学･芦原中 中学･丸子北中

10/04 大塚 海仁(2) 1.54 都筑 悠佑(2) 1.52 高田 幸之介(1) 1.50 大平 健斗(2) 1.50 千葉 俊紀(2) 1.45 野中 優海(2) 1.35
走高跳 中学･上田第五中 中学･旭町中 中学･旭町中 中学･上田第五中 中学･常盤中 中学･波田中

10/04 山際 創平(2) 3.00 鎌倉 慎太郎(2) 2.80 石坂 巽海(1) 2.60 伊東 馨(2) 2.50 三村 光一朗(2) 2.10
棒高跳 中学･常盤中 中学･原中 中学･常盤中 中学･原中 中学･波田中

10/04 神田 来夢(2) 5.82(+2.7) 山浦 渓斗(2) 5.34(+1.8) 上野 太暉(1) 5.31(+3.9) 中村 郁弥(3) 5.28(+0.7) 松田 拓巳(2) 5.09(+3.0) 城山 達也(2) 5.01(+3.5) 伊藤 一稀(2) 4.89(+3.7) 小松 大和(1) 4.78(+2.9)
走幅跳 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･上田第五中 中学･波田中 中学･上田第五中 中学･望月AC

10/04 赤尾 聡良(1) 10.04 千葉 俊紀(2) 9.57 本山 岳志(2) 9.49 土屋 瑞希(2) 8.45 野中 優海(2) 7.57 三井 瑠毅哉(2) 5.71 北澤 拓巳(1) 5.45 滝沢 歩夢(2) 5.40
砲丸投 中学･上田第五中 中学･常盤中 中学･旭町中 中学･上田第五中 中学･波田中 中学･芦原中 中学･上田第四中 中学･丸子中

10/04 望月AC(A)       47.3 芦原中       49.6 上田第五中       51.1 上田第四中       51.4 望月AC(B)       51.8 小諸東中       52.2 丸子中       59.3
4x100mR 神田 来夢(2) 高見澤 杏太(2) 土屋 瑞希(2) 佐藤 了(1) 上野 太暉(1) 小泉 陸人(1) 下村 迅人(2)

伊藤 司能(3) 藤村 知季(1) 松田 拓巳(2) 山下 幹生(2) 中村 郁弥(3) 柏木 佑太(2) 滝沢 歩夢(2)
菅沢 晴樹(2) 井出 洲大(2) 大平 健斗(2) 若林 亮冶(2) 山浦 渓斗(2) 岩崎 凌大(1) 戸松 悠斗(2)
常田 紀幸(3) 小林 涼真(1) 伊藤 一稀(2) 藤島 大翔(1) 片桐 歩稀(3) 柳澤 祐希(1) 春原 冴紀(2)



予選 10月4日  9:55
決勝 10月4日 12:10

大会新              11.0 

[ 1組] 風速 -2.6 [ 2組] 風速 -2.5

 1 池田 亮太(3) 高校      12.6 q  1 原田 健太(2) 高校      12.5 q
ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 坂城高 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ 小諸

 2 土屋 侃汰(1) 高校      12.9 q  2 安藤 弥(3) 高校      12.7 q
ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 小諸 ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 坂城高

 3 箕輪 朋晃(2) 高校      13.0 q  3 長谷川 直樹(1) 高校      13.1 
ﾐﾉﾜ ﾄﾓｱｷ 上田高 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ 上田染谷丘高

 4 有賀 勇幾(2) 高校      14.4  3 江部 稜希(1) 高校      13.1 
ｱﾙｶﾞ ﾕｳｷ 箕輪進修高 ｴﾍﾞ ﾘｮｳｷ 箕輪進修高

 5 井出 亮(2) 高校      14.9  5 小池 優周(2) 高校      13.6 
ｲﾃﾞ ﾘｮｳ 坂城高 ｺｲｹ ﾏｻﾋﾛ 上田高
井口 将理(1) 高校  6 飯田 大輝(2) 高校      13.8 
ｲｸﾞﾁ  ﾏｻﾐﾁ 県ヶ丘高 ｲｲﾀﾞ ﾋﾛｷ 坂城高

風速 -2.3

 1 原田 健太(2) 高校      12.3 
ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ 小諸

 2 池田 亮太(3) 高校      12.5 
ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 坂城高

 3 箕輪 朋晃(2) 高校      12.8 
ﾐﾉﾜ ﾄﾓｱｷ 上田高

 4 安藤 弥(3) 高校      13.0 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 坂城高

 5 土屋 侃汰(1) 高校      13.0 
ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 小諸

 6 江部 稜希(1) 高校      13.0 
ｴﾍﾞ ﾘｮｳｷ 箕輪進修高

 7 長谷川 直樹(1) 高校      13.1 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ 上田染谷丘高

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

男子

100m                

予選 通過基準  2組  0着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順
3  2732 1  2822

2  2824 2  2731

1  1773 3  1834

4   303 6   306

5  2738 5  1786

6  2287 4  2739
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  2822

2  2732

6  1773

4  2731

1  1834

3  2824

7   306



決勝 10月4日 11:00

大会新              49.9 

[ 1組] [ 2組]

 1 笠原 渓介(1) 高校      57.2  1 井出 洲大(2) 中学      57.1 
ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ 上田高 ｲﾃﾞ ｸﾆﾋﾛ 芦原中

 2 菅沢 晴樹(2) 中学      57.7  2 小林 大峰(2) 高校      57.9 
ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 望月AC ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾀｶ 岩村田高

 3 長谷川 直樹(1) 高校      59.0  3 富岡 平(2) 高校      58.6 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ 上田染谷丘高 ﾄﾐｵｶ ﾀｲﾗ 岩村田高

 4 伊藤 司能(3) 中学      63.5  4 栁澤 航希(2) 高校      59.4 
ｲﾄｳ ｼﾉ 望月AC ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 上田高

 5 常田 紀幸(3) 中学      64.1  5 大西 宏樹(1) 高校      60.6 
ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 望月AC ｵｵﾆｼ  ﾋﾛｷ 上田千曲高

 6 片桐 歩稀(3) 中学      67.0 池田 亮太(3) 高校
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ 望月AC ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 坂城高

[ 3組]

 1 町田 一生(2) 高校      53.5 
ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ 岩村田高

 2 龍野 准(1) 高校      55.1 
ﾀﾂﾉ  ｶｲ 上田千曲高

 3 安藤 活樹(2) 高校      55.9 
ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾂｷ 上田染谷丘高
藤森 優輝(2) 高校
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾕｳｷ 岡谷南
須藤 稜太(2) 高校
ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 岩村田高

   1 町田 一生(2) 高校 岩村田高       53.5   3   1
   2 龍野 准(1) 高校 上田千曲高       55.1   3   2
   3 安藤 活樹(2) 高校 上田染谷丘高       55.9   3   3
   4 井出 洲大(2) 中学 芦原中       57.1   2   1
   5 笠原 渓介(1) 高校 上田高       57.2   1   1
   6 菅沢 晴樹(2) 中学 望月AC       57.7   1   2
   7 小林 大峰(2) 高校 岩村田高       57.9   2   2
   8 富岡 平(2) 高校 岩村田高       58.6   2   3
   9 長谷川 直樹(1) 高校 上田染谷丘高       59.0   1   3
  10 栁澤 航希(2) 高校 上田高       59.4   2   4
  11 大西 宏樹(1) 高校 上田千曲高       60.6   2   5
  12 伊藤 司能(3) 中学 望月AC       63.5   1   4
  13 常田 紀幸(3) 中学 望月AC       64.1   1   5
  14 片桐 歩稀(3) 中学 望月AC       67.0   1   6

男子

400m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1778 4  4312

1  4184 3  1582

2  1834 1  1584

3  4182 6  1771

6  4181 5  1877

5  4336 2  2732
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1585

3  1874

5  1857

2   222
欠場

4  1583
欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録

 1834

備考 組 順位
 1585
 1874
 1857

 1771
 1877
 4182
 4181
 4336

 4312
 1778
 4184
 1582
 1584



決勝 10月4日 10:10

大会新            4,02.8 

 1 内川 大樹(2) 高校    4,24.8 
ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 小諸

 2 栁澤 航希(2) 高校    4,28.2 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 上田高

 3 笠原 渓介(1) 高校    4,28.5 
ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ 上田高

 4 竹鼻 将生(1) 高校    4,34.2 
ﾀｹﾊﾅ ﾏｻｷ 上田高

 5 川中 浩平(2) 高校    4,39.2 
ｶﾜﾅｶ ｺｳﾍｲ 上田高

 6 小平 悟志(1) 高校    4,41.1 
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄｼ 上田高

 7 田中 大夢(2) 高校    4,43.3 
ﾀﾅｶ ﾋﾛﾑ 岡谷南

 8 有賀 聡一朗(1) 高校    4,49.2 
ｱﾘｶﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 上田染谷丘高

 9 佐藤 玲緒(2) 高校    4,49.4 
ｻﾄｳ ﾚｵ 岩村田高

10 岩野 純人(1) 高校    4,51.0 
ｲﾜﾉ ｽﾐﾋﾄ 岩村田高

11 里見 心(2) 高校    4,53.3 
ｻﾄﾐ ｺｺﾛ 岡谷南

12 青山 夏樹(1) 高校    5,02.9 
ｱｵﾔﾏ ﾅﾂｷ 岩村田高

13 服部 幸一(2) 高校    5,24.7 
ﾊｯﾄﾘ ｺｳｲﾁ 坂城高

14 内山　英雄 一般    6,13.3 
ｻﾄﾐ ｺｺﾛ 上水内陸協
宮島 侑希(1) 高校
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 上田高

決勝 10月4日 13:15

大会新           14,53.4 

 1 菊池 風希(2) 高校   17,30.0 
ｷｸﾁ ﾌｳｷ 岩村田高

 2 松井 研 一般   17,34.2 
ﾏﾂｲ ｹﾝ 長野市陸協

 3 宮森 蒼太(2) 高校   17,56.7 
ﾐﾔﾓﾘ ｿｳﾀ 岡谷南

 4 宮島 侑希(1) 高校   18,32.2 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 上田高

 5 宮尾 淳矢 一般   18,39.0 
ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ 箕輪町陸協

 6 佐藤 開都(1) 高校   18,42.2 
ｻﾄｳ ｶｲﾄ 箕輪進修高

決勝 10月4日 10:45

大会新              15.2 

風速 -1.4

 1 野原 尚貴(1) 高校      19.6 
ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 上田高

 2 本多 俊平 一般      19.6 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ

 3 山﨑 創二(2) 高校      21.0 
ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳｼﾞ 上田高

4  1776

6  1774

5  9773

男子

110mH               

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子

5000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  1588

2  8756

5   220

3  1781

4     4

6   307

男子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  1701

3  1771

1  1778

13  1779

7  1769

15  1766

6   235

5  1831

14  1586

10  1594

8   221

12  1591

11  1781
欠場

4  2737

2     5



決勝 10月4日 14:30

大会新            3,29.0

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 小諸(A)  2822 原田 健太(2)    3,44.5 

ｺﾓﾛA ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ
 1701 内川 大樹(2)

ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ
 1706 小林 颯(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ
 2821 中沢 悟(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄﾙ
 2   1 岩村田高(A)  1584 富岡 平(2)    3,45.0 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳA ﾄﾐｵｶ ﾀｲﾗ
 1582 小林 大峰(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾀｶ
 1594 岩野 純人(1)

ｲﾜﾉ ｽﾐﾋﾄ
 1586 佐藤 玲緒(2)

ｻﾄｳ ﾚｵ
 3   2 上田高(A)  1778 笠原 渓介(1)    3,49.0 

ｳｴﾀﾞｺｳA ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ
 1773 箕輪 朋晃(2)

ﾐﾉﾜ ﾄﾓｱｷ
 1775 平田 宗一郎(1)

ﾋﾗﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ
 1771 栁澤 航希(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ
 4   5 小諸(B)  2827 中田 凌平(1)    3,49.8 

ｺﾓﾛB ﾅｶﾀ ﾘｮｳﾍｲ
 2826 荻原 悠輔(1)

ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ
 2824 土屋 侃汰(1)

ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ
 2828 笹沢 広夢(1)

ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ
 5   4 岩村田高(B)  1589 神田 優人(1)    3,55.4 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳB ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ
 1593 高見沢 草太(1)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ
 1592 佐塚 一馬(1)

ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ
 1587 柳澤  匠(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾐ
 6   3 坂城高  2732 池田 亮太(3)    4,09.6 

ｻｶｷｺｳ ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ
 2739 飯田 大輝(2)

ｲｲﾀﾞ ﾋﾛｷ
 2737 服部 幸一(2)

ﾊｯﾄﾘ ｺｳｲﾁ
 2731 安藤 弥(3)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ

男子

4x400mR

決勝



予選 10月4日  9:00
決勝 10月4日 12:05

大会新              11.3

[ 1組] 風速 -0.9 [ 2組] 風速 -1.7

 1 菅沢 晴樹(2) 中学      12.7 q  1 柳澤 祐希(1) 中学      12.9 
ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 望月AC ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｷ 小諸東中

 2 伊藤 一稀(2) 中学      13.3  2 山浦 渓斗(2) 中学      13.9 
ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 上田第五中 ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 望月AC

 3 岩崎 凌大(1) 中学      14.0  3 今井 侑志(2) 中学      14.7 
ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ 小諸東中 ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ 波田中

 4 若林 亮冶(2) 中学      14.8  4 熊井 進之佑(2) 中学      15.8 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 上田第四中 ｸﾏｲ ｼﾝﾉｽｹ 旭町中

 5 小松 風雅(1) 中学      15.8  5 工藤 駿輔(1) 中学      16.6 
ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 望月AC ｸﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 丸子中

 6 下村 迅人(2) 中学      17.4 小林 涼真(1) 中学
ｼﾓﾑﾗ ﾊﾔﾄ 丸子中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 芦原中

[ 3組] 風速 -3.8 [ 4組] 風速 -3.4

 1 森村 一真(3) 中学      12.7 q  1 伊藤 司能(3) 中学      12.3 q
ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 塩田中 ｲﾄｳ ｼﾉ 望月AC

 2 神田 来夢(2) 中学      13.0  2 高橋 空良(2) 中学      13.6 
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 望月AC ﾀｶﾊｼ ｿﾗ 望月AC

 3 鶴田 国光(2) 中学      14.1  3 藤島 大翔(1) 中学      13.6 
ﾂﾙﾀ ｸﾆﾐﾂ 上田第五中 ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ 上田第四中

 4 小泉 陸人(1) 中学      14.7  4 大平 健斗(2) 中学      14.1 
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 小諸東中 ｵｵﾋﾗ ｹﾝﾄ 上田第五中

 5 小松 大和(1) 中学      15.4  5 三井 瑠毅哉(2) 中学      14.7 
ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ 望月AC ﾐﾂｲ ﾙｷﾔ 芦原中

 6 古平 優生(1) 中学      15.8  6 柏木 喜貴(1) 中学      17.6 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 上田第四中 ｶｼﾜｷﾞ ﾖｼｷ 小諸東中

[ 5組] 風速 -2.5 [ 6組] 風速 -2.6

 1 藤村 知季(1) 中学      12.7 q  1 常田 紀幸(3) 中学      12.9 
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ 芦原中 ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 望月AC

 2 小池 孝憲(2) 中学      13.0  2 井出 洲大(2) 中学      13.2 
ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ 旭町中 ｲﾃﾞ ｸﾆﾋﾛ 芦原中

 3 佐藤 了(1) 中学      13.7  3 赤尾 聡良(1) 中学      13.7 
ｻﾄｳ ﾘｮｳ 上田第四中 ｱｶｵ ｿﾗ 上田第五中

 4 金井 源一郎(1) 中学      14.1  4 城山 達也(2) 中学      14.0 
ｶﾅｲ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 上田第五中 ｼﾛﾔﾏ ﾀﾂﾔ 波田中

 5 上野 太暉(1) 中学      14.4  5 片桐 歩稀(3) 中学      14.4 
ｳｴﾉ ﾀｲｷ 望月AC ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ 望月AC

 6 須藤 竜聖(1) 中学      16.9  6 岸田 駿輔(2) 中学      14.6 
ｽﾄﾞｳ ﾘｭｳｾｲ 小諸東中 ｷｼﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 小諸東中

[ 7組] 風速 -1.5

 1 山下 幹生(2) 中学      12.8 q
ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ 上田第四中

 2 土屋 瑞希(2) 中学      13.1 
ﾂﾁﾔ ﾐｽﾞｷ 上田第五中

 3 中村 郁弥(3) 中学      13.3 
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 望月AC

 4 山本 祐己(1) 中学      14.3 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 旭町中

 5 高瀬 慎之介(2) 中学      14.9 
ﾀｶｾ ｼﾝﾉｽｹ 小諸東中

風速 -0.6

 1 伊藤 司能(3) 中学      11.9 
ｲﾄｳ ｼﾉ 望月AC

 2 菅沢 晴樹(2) 中学      12.3 
ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 望月AC

 3 森村 一真(3) 中学      12.5 
ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 塩田中

 4 山下 幹生(2) 中学      12.6 
ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ 上田第四中

 5 柳澤 祐希(1) 中学      12.6 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｷ 小諸東中

 6 藤村 知季(1) 中学      12.7 
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ 芦原中

 7 常田 紀幸(3) 中学      12.7 
ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 望月AC

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

中学男子

100m

予選 通過基準  7組  0着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順
3  4184 3  4298

1  4680 2  4185

6  4299 6  7396

2  4642 4  7062

5  4187 1  4470

4  4463 5  4317
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  4570 4  4182

4  4183 2  4333

6  4684 1  4650

3  4302 5  4682

2  4186 6  4311

5  4653 3  4296

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4316 6  4181

6  7060 5  4312

2  4651 3  4688

5  4686 2  7393

1  4188 4  4336

3  4303 1  4290

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4643

3  4683

6  4180

2  7069

5  4291

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  4182

5  4184

4  4570

6  4643

7  4181

1  4298

2  4316



決勝 10月4日 11:25

大会新            9,24.5 

 1 清水 拓斗(3) 中学    9,50.3 
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ 上田第五中

 2 笹澤 健司(3) 中学   10,11.7 
ｻｻｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 丸子中

 3 矢野 大和(2) 中学   10,41.7 
ﾔﾉ ﾔﾏﾄ 上田第四中

 4 高見澤 杏太(2) 中学   11,10.7 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｷｮｳﾀ 芦原中

 5 金井 源一郎(1) 中学   11,40.2 
ｶﾅｲ ｹﾞﾝｲﾁﾛｳ 上田第五中

 6 鶴田 国光(2) 中学   11,48.4 
ﾂﾙﾀ ｸﾆﾐﾂ 上田第五中

 7 渡邉 大飛(2) 中学   11,59.0 
ﾜﾀﾅﾍ ﾞﾋﾛﾄ 芦原中

 8 増沢 将弥(2) 中学   12,04.3 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｷﾔ 丸子北中

 9 川崎 海斗(1) 中学   12,05.1 
ｶﾜｻｷ ﾋﾛﾄ 小諸東中

10 松田 拓巳(2) 中学   12,10.1 
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 上田第五中

11 赤尾 瞭磨(1) 中学   12,11.4 
ｱｶｵ ﾘｮｳﾏ 芦原中

12 大塚 海仁(2) 中学   12,53.1 
ｵｵﾂｶ ﾐﾅﾄ 上田第五中

13 宇治野 優斗(1) 中学   13,14.4 
ｳｼﾞﾉ ﾕｳﾄ 丸子北中

14 小川 真(1) 中学   15,25.2 
ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 上田第四中
油井 宏喜(3) 中学
ﾕｲ ｺｳｷ 佐久東中
眞田 稜生(1) 中学
ｻﾅﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 上田第四中
岸田 駿輔(2) 中学
ｷｼﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 小諸東中
中谷 雄飛(3) 中学
ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ 下諏訪中

中学男子

3000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
13  4672

18  4461

16  4644

2  4313

7  4686

9  4684

6  4314

4  4491

5  4297

11  4677

10  4318

3  4681

14  4492

8  4647

1  4164
欠場

12  4645
欠場

15  4290
欠場

17  7671
欠場



決勝 10月4日 14:00

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   6 望月AC(A)  4183 神田 来夢(2)      47.3  1   4 芦原中  4313 高見澤 杏太(2)      49.6 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰA ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ ｱｼﾊﾗﾁｭｳ ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｷｮｳﾀ
 4182 伊藤 司能(3)  4316 藤村 知季(1)

ｲﾄｳ ｼﾉ ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ
 4184 菅沢 晴樹(2)  4312 井出 洲大(2)

ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ ｲﾃﾞ ｸﾆﾋﾛ
 4181 常田 紀幸(3)  4317 小林 涼真(1)

ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ
 2   3 上田第四中  4651 佐藤 了(1)      51.4  2   3 上田第五中  4683 土屋 瑞希(2)      51.1 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳ ｻﾄｳ ﾘｮｳ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ ﾂﾁﾔ ﾐｽﾞｷ
 4643 山下 幹生(2)  4677 松田 拓巳(2)

ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ
 4642 若林 亮冶(2)  4682 大平 健斗(2)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ ｵｵﾋﾗ ｹﾝﾄ
 4650 藤島 大翔(1)  4680 伊藤 一稀(2)

ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ
 3   4 小諸東中  4302 小泉 陸人(1)      52.2  3   6 望月AC(B)  4188 上野 太暉(1)      51.8 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰB ｳｴﾉ ﾀｲｷ
 4292 柏木 佑太(2)  4180 中村 郁弥(3)

ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ
 4299 岩崎 凌大(1)  4185 山浦 渓斗(2)

ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ
 4298 柳澤 祐希(1)  4336 片桐 歩稀(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｷ ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ
 4   5 丸子中  4463 下村 迅人(2)      59.3   5 波田中(A)  7397 三村 光一朗(2)

ﾏﾙｺﾁｭｳ ｼﾓﾑﾗ ﾊﾔﾄ ﾊﾀﾁｭｳA ﾐﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 失格
 4465 滝沢 歩夢(2)  7393 城山 達也(2)

ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾕﾑ ｼﾛﾔﾏ ﾀﾂﾔ
 4466 戸松 悠斗(2)  7396 今井 侑志(2)

ﾄﾏﾂ ﾕｳﾄ ｲﾏｲ ﾕｳｼﾞ
 4469 春原 冴紀(2)  7394 野中 優海(2)

ｽﾉﾊﾗ ｻｴｷ ﾉﾅｶ ﾕｳ

   1 望月AC(A)      47.3 神田 来夢(2) 伊藤 司能(3) 菅沢 晴樹(2) 常田 紀幸(3)   1   1
   2 芦原中      49.6 高見澤 杏太(2) 藤村 知季(1) 井出 洲大(2) 小林 涼真(1)   2   1
   3 上田第五中      51.1 土屋 瑞希(2) 松田 拓巳(2) 大平 健斗(2) 伊藤 一稀(2)   2   2
   4 上田第四中      51.4 佐藤 了(1) 山下 幹生(2) 若林 亮冶(2) 藤島 大翔(1)   1   2
   5 望月AC(B)      51.8 上野 太暉(1) 中村 郁弥(3) 山浦 渓斗(2) 片桐 歩稀(3)   2   3
   6 小諸東中      52.2 小泉 陸人(1) 柏木 佑太(2) 岩崎 凌大(1) 柳澤 祐希(1)   1   3
   7 丸子中      59.3 下村 迅人(2) 滝沢 歩夢(2) 戸松 悠斗(2) 春原 冴紀(2)   1   4

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

中学男子

4x100mR             

決勝

タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ2



決勝 10月4日 10:15

大会新               6.52

神田 来夢(2) 中学   5.60   5.82    X   4.16   5.45   5.59    5.82 
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 望月AC   +3.0   +2.7   +2.0   +3.6   +2.0    +2.7
山浦 渓斗(2) 中学   4.84   5.20   5.34   5.13   5.12   5.33    5.34 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 望月AC   +2.8   +0.9   +1.8   +1.9   +2.6   +2.1    +1.8
上野 太暉(1) 中学   5.12   5.31   5.02    X    X    X    5.31 
ｳｴﾉ ﾀｲｷ 望月AC   +3.3   +3.9   +0.3    +3.9
中村 郁弥(3) 中学   5.09   5.18   5.21   4.96   5.17   5.28    5.28 
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 望月AC   +3.2   +2.8   +0.9   +0.6   +1.5   +0.7    +0.7
松田 拓巳(2) 中学   4.99   4.95   4.78   5.09    X   4.92    5.09 
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 上田第五中   +4.1   +0.5   +0.4   +3.0   +1.8    +3.0
城山 達也(2) 中学   5.01   4.95   4.81    X   4.88   4.92    5.01 
ｼﾛﾔﾏ ﾀﾂﾔ 波田中   +3.5   +2.7   +1.0   +1.4   +2.9    +3.5
伊藤 一稀(2) 中学   4.89   4.78   4.82   4.79   4.27   3.51    4.89 
ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 上田第五中   +3.7   +2.9   +1.5   +3.9   +3.6   +3.2    +3.7
小松 大和(1) 中学   4.78   4.41   4.67   4.57   4.57   4.59    4.78 
ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ 望月AC   +2.9   +0.9   +1.6   +2.7   +3.5   +2.1    +2.9
藤村 知季(1) 中学   4.14   4.74   3.43    4.74 
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ 芦原中   +2.4   +2.7   +1.3    +2.7
小池 孝憲(2) 中学   4.28   4.73   3.86    4.73 
ｺｲｹ ﾀｶﾉﾘ 旭町中   +2.0   +4.1   +1.2    +4.1
高橋 空良(2) 中学    X   4.71   4.68    4.71 
ﾀｶﾊｼ ｿﾗ 望月AC   +2.8   +3.0    +2.8
小泉 陸人(1) 中学    X   4.65   4.63    4.65 
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 小諸東中   +3.6   +3.3    +3.6
小松 風雅(1) 中学   4.46    X   4.60    4.60 
ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 望月AC   +1.7   +4.2    +4.2
山本 祐己(1) 中学    X   4.52   4.35    4.52 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ 旭町中   +3.8   +2.8    +3.8
戸松 悠斗(2) 中学   4.37   4.25    X    4.37 
ﾄﾏﾂ ﾕｳﾄ 丸子中   +2.1   +0.5    +2.1
柏木 佑太(2) 中学   3.69   4.21   3.18    4.21 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ 小諸東中   +1.2   +2.6   +3.5    +2.6
佐藤 吏玖(1) 中学    X   4.09   4.13    4.13 
ｻﾄｳ ﾘｸ 上田第四中   +3.0   +1.6    +1.6
黒田 昭太(2) 中学    X   3.96   4.10    4.10 
ｸﾛﾀﾞ ｼｮｳﾀ 旭町中   +1.5   +2.6    +2.6
山口 侑也(2) 中学   3.80   3.18   4.08    4.08 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 小諸東中   +3.6   +3.1   +1.9    +1.9
須藤 竜聖(1) 中学   2.47   3.02   3.12    3.12 
ｽﾄﾞｳ ﾘｭｳｾｲ 小諸東中   +2.9   +3.2   +1.5    +1.5
石坂 巽海(1) 中学 欠場
ｲｼｻﾞｶ ﾀﾂﾐ 常盤中
高見澤 杏太(2) 中学 欠場
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｷｮｳﾀ 芦原中
小林 涼真(1) 中学 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 芦原中

中学男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 18  4183

2 22  4185

3 20  4188

4 16  4180

5 23  4677

6 19  7393

7 17  4680

8 8  4186

9 21  4316

10 15  7060

11 6  4333

12 11  4302

13 10  4187

14 13  7069

15 9  4466

16 5  4292

17 2  4649

18 7  7063

19 3  4288

20 1  4303

14  4317

4  4877

12  4313



決勝 10月4日  9:00

大会新               3.60

2m60 2m70 2m80 2m90 3m00 3m10
山際 創平(2) 中学 - - - - - - - - - -
ﾔﾏﾊﾞﾜ ｿｳﾍｲ 常盤中 - O O O O XXX
鎌倉 慎太郎(2) 中学 - - - - - - - - O O
ｶﾏｸﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 原中 O O XXO XXX
石坂 巽海(1) 中学 - - - - - - - XO XO O
ｲｼｻﾞｶ ﾀﾂﾐ 常盤中 XXO XXX
伊東 馨(2) 中学 - - - - - - - O O XXO
ｲﾄｳ ｶｵﾙ 原中 XXX
三村 光一朗(2) 中学 O O O O O O XXX
ﾐﾑﾗ ｺｳｲﾁﾛｳ 波田中

決勝 10月4日 11:00

大会新               1.95

大塚 海仁(2) 中学
ｵｵﾂｶ ﾐﾅﾄ 上田第五中
都筑 悠佑(2) 中学
ﾂﾂﾞｸ ﾕｳｽｹ 旭町中
高田 幸之介(1) 中学
ﾀｶﾀﾞ ｺｳﾉｽｹ 旭町中
大平 健斗(2) 中学
ｵｵﾋﾗ ｹﾝﾄ 上田第五中
千葉 俊紀(2) 中学
ﾁﾊﾞ ﾄｼﾉﾘ 常盤中
野中 優海(2) 中学
ﾉﾅｶ ﾕｳ 波田中
辻 雄斗(1) 中学
ﾂｼﾞ ﾕｳﾄ 旭町中

1  7066
XXX

 1.35

 1.45

6 3  7394
O XXX

XXX
5 6  4871

O O O

XXX  1.50

 1.50

4 5  4682
- - - XXO -

XO XXX
3 2  7065

XO O O

- - XXX  1.52

 1.54

2 4  7059
- - O O XO

O - XO - - XXX
1 7  4681

- - -

1m56 1m58 1m60 記録 備考1m35 1m40 1m45 1m50 1m52 1m54

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

1m60 1m70 2m00 2m10

中学男子

走高跳              

2m20 2m30

中学男子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
2m40 2m50

記録 備考

1 5  4870
 3.00

1m80 1m90

2 4  7891
 2.80

3 3  4877
 2.60

4 2  7890
 2.50

5 1  7397
 2.10



決勝 10月4日  9:00

大会新              11.99

赤尾 聡良(1) 中学
ｱｶｵ ｿﾗ 上田第五中
千葉 俊紀(2) 中学
ﾁﾊﾞ ﾄｼﾉﾘ 常盤中
本山 岳志(2) 中学
ﾓﾄﾔﾏ ﾀｹｼ 旭町中
土屋 瑞希(2) 中学
ﾂﾁﾔ ﾐｽﾞｷ 上田第五中
野中 優海(2) 中学
ﾉﾅｶ ﾕｳ 波田中
三井 瑠毅哉(2) 中学
ﾐﾂｲ ﾙｷﾔ 芦原中
北澤 拓巳(1) 中学
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 上田第四中
滝沢 歩夢(2) 中学
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 丸子中
熊井 進之佑(2) 中学
ｸﾏｲ ｼﾝﾉｽｹ 旭町中
春原 冴紀(2) 中学
ｽﾉﾊﾗ ｻｴｷ 丸子中

中学男子

砲丸投              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 10  4688

 7.58  9.60  9.51  9.91  9.81 10.04  10.04 

2 7  4871
  X  9.38  9.32  9.42  9.57  9.46   9.57 

3 9  7061
 9.16  8.53  9.49  8.59  9.03  9.46   9.49 

4 8  4683
 7.08  7.84  8.45  7.23   X  7.80   8.45 

5 5  7394
 6.82  7.52  7.51  7.14   X  7.57   7.57 

6 4  4311
 5.53  5.50  5.41  5.71  5.65  5.55   5.71 

7 1  4652
 5.09  5.00  5.45  5.07  5.36  5.42   5.45 

8 3  4465
 5.32  4.86  5.40  5.14  5.18  5.19   5.40 

9 2  7062
 4.94  5.26  5.21

10 6  4469
 4.83   X  5.23   5.23 

  5.26 



決勝 10月4日 13:00

大会新               2.10

本多 俊平 一般
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
小林 颯(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 小諸
箕輪 朋晃(2) 高校
ﾐﾉﾜ ﾄﾓｱｷ 上田高
須崎 大地(2) 高校
ｽｻﾞｷ  ﾀﾞｲﾁ 上田千曲高
高見沢 草太(1) 高校
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田高
坂口 友輝人(1) 高校
ｻｶｸﾞﾁ  ﾕｷﾄ 上田千曲高

決勝 10月4日  9:00

大会新               7.21

神田 優人(1) 高校    X   5.83   5.93   6.14   5.90   6.00    6.14 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩村田高   +4.4   +3.1   +4.1   +0.6   +3.5    +4.1
山浦 貫人(2) 高校   5.15   6.08   5.92   6.07   6.02   6.03    6.08 
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田高   +5.0   +3.7   +2.8   +3.2   +3.3   +3.3    +3.7
本多 俊平 一般   5.96    X   6.02   5.86   5.77    X    6.02 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ   +4.2   +4.1   +1.7   +1.7    +4.1
安藤 弥(3) 高校   5.45   4.99   5.60   5.77   5.93   5.07    5.93 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 坂城高   +2.2   +0.5   +2.6   +1.9   +1.8   +2.7    +1.8
山口 智也(1) 高校   5.87    X   3.52   5.71    X   5.91    5.91 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 岩村田高   +3.0   +3.0   +1.8   +3.1    +3.1
原田 健太(2) 高校   5.51    X   5.21    X    -   4.46    5.51 
ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ 小諸   +2.3   +1.8   +2.9    +2.3
平田 宗一郎(1) 高校   5.21   5.44   5.30   4.95   5.15   5.02    5.44 
ﾋﾗﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 上田高   +3.0   +2.5   +2.8   +2.6   +2.0   +3.0    +2.5
野原 尚貴(1) 高校   4.93   5.44   4.78   4.29   4.86   5.15    5.44 
ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 上田高   +2.5   +2.8   +3.4   +3.5   +3.2   +3.1    +2.8
箕輪 朋晃(2) 高校   5.35   4.91   5.00    5.35 
ﾐﾉﾜ ﾄﾓｱｷ 上田高   +2.7   +3.8   +1.4    +2.7
小林 将大(2) 高校   5.18   5.12   4.90    5.18 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 野沢南高   +2.8   +2.5   +0.6    +2.8
小林 舜(1) 高校   4.95   4.54   5.14    5.14 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 野沢南高   +3.1   +3.3   +3.6    +3.6
上野 樹(1) 高校   4.99   4.82   4.99    4.99 
ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 野沢南高   +1.7   +3.0   +2.5    +1.7
菊原 崇矢(1) 高校   4.91   4.63   4.74    4.91 
ｷｸﾊﾗ ﾀｶﾔ 野沢南高   +2.9   +3.5   +3.1    +2.9
池田 亮太(3) 高校    X   4.41   4.85    4.85 
ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 坂城高   +2.5   +3.1    +3.1

13 1  1559

14 4  2732

11 11  1560

12 6  1561

9 2  1773

10 3  1557

7 5  1775

8 8  1774

5 10  1590

6 7  2822

3 9  9773

4 13  2731

1 14  1589
-5-

2 12  1581

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

 1.45

 1.45

6 1  1876
XO XXX

5 3  1593
O XXX

 1.55

 1.60

4 2  1872
O O XXX

XXX
3 4  1773

O O XO

 1.60

 1.72

2 5  1706
O O O XXX

O XO XXO XXX

記録 備考
1 6  9773

- - -

1m60 1m65 1m70 1m72 1m74

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m45 1m55



決勝 10月4日 13:30

大会新              15.06

日馬 正貴 一般    X    X  11.47  11.72  11.74    X   11.74 
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野陸協   +0.9   +2.0   +5.0    +5.0
本多 俊平 一般    -    -    -  11.11  11.42  11.47   11.47 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ   +1.5   +1.9   +1.6    +1.6
安藤 弥(3) 高校  11.33  11.10  11.31    X  10.28  11.23   11.33 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 坂城高   +4.5   +1.0   +2.5   +0.8   +2.6    +4.5
上野 樹(1) 高校  10.92    X  11.20  10.76  11.00  11.18   11.20 
ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 野沢南高   +3.7   +2.4   +1.1   +1.7   +2.1    +2.4
原田 健太(2) 高校  10.16  10.39  11.01    X  10.28    X   11.01 
ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ 小諸   +5.7   +0.7   +4.7   +2.8    +4.7
小林 舜(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 野沢南高

決勝 10月4日 10:00

大会新              13.54

本多 俊平 一般
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
安藤 弥(3) 高校
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 坂城高
柳澤  匠(2) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾐ 岩村田高

決勝 10月4日  9:00

大会新              45.38

本多 俊平 一般
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
若林 隆大(2) 高校
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀﾞｲ 上田染谷丘高
土屋 春生 一般
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｵ 北佐久郡陸協

男子

円盤投              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 1  9773

  O 28.07   O 28.09   X   X  28.09 

2 2  1858
25.26   X   O

3 3  9421
  O 25.42   O   X   X 25.69  25.69 

26.00   O   X  26.00 

男子

砲丸投              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 3  9773

 9.12  9.17  8.72  8.95   X   X   9.17 

2 1  2731
 8.48  8.35  8.06

3 2  1587
 6.55  7.08  7.61  7.50  7.27  6.81   7.61 

  X  8.39   X   8.48 

5 3  2822

1  1560

3 5  2731

4 2  1561

1 6     1

2 4  9773

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

三段跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 10月4日 12:30

大会新              62.98

長崎 大悟(2) 高校
ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 丸子修学館
安藤 弥(3) 高校
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 坂城高
海野 龍一(1) 高校
ｳﾝﾉ ﾘｭｳｲﾁ 丸子修学館
本多 俊平 一般
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
佐藤 玲緒(2) 高校
ｻﾄｳ ﾚｵ 岩村田高
佐塚 一馬(1) 高校
ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ 岩村田高
荻原 悠輔(1) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸
菊原 崇矢(1) 高校
ｷｸﾊﾗ ﾀｶﾔ 野沢南高
土屋 侃汰(1) 高校
ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 小諸
北村 悠和(1) 高校
ｷﾀﾑﾗ  ﾋﾛｶｽﾞ 上田千曲高
小林 将大(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 野沢南高

男子

やり投              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 11  1758

46.48   X   O   X   O 47.19  47.19 

2 10  2731
  O   O 44.91   O   O   O  44.91 

3 9  1748
  X 40.34   X 42.60   X   O  42.60 

4 8  9773
  O   O 40.33   O 42.10   O  42.10 

5 5  1586
  X   O 39.00   O   O   X  39.00 

6 7  1592
  O 36.33   O   O   O   O  36.33 

7 6  2826
  O 32.64   X   O   X   O  32.64 

8 2  1559
  O 29.20   O   X   O   X  29.20 

9 1  2824
  O 28.91   O  28.91 

10 3  1875
  O 27.47   O

11 4  1557
21.52   X   O  21.52 

 27.47 
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