
第42回　東信地区陸上競技選手権大会                                              

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】202060  佐久総合運動公園陸上競技場

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
08/17 男子  -3.8 内堀 直也(3) 11.20 松崎 文弥(1) 11.64 花里 翼(1) 11.69 荻原 京介(2) 11.74 藤澤 玄(2) 11.94 須藤 稜太(2) 12.06 柳澤  匠(2) 12.08 増田 凌(1) 12.43

１００ｍ 一般･上武大 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田西高 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･上田西高
08/17  -4.8 山浦 貫人(2) 23.03 松崎 文弥(1) 23.27 荻原 京介(2) 23.87 花里 翼(1) 24.22 須藤 稜太(2) 24.31 龍野　淮(1) 24.38 相場 泰彦(1) 25.21 増田 凌(1) 25.53

２００ｍ 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･上田千曲高 高校･佐久長聖 高校･上田西高
08/17 内堀　連(2) 51.72 町田 一生(2) 52.29 荻原 京介(2) 52.67 花里 翼(1) 53.73 木内　寛人(2) 54.68 相場 泰彦(1) 55.27 平田 宗一郎(1) 56.42 小林 侃矢(2) 56.86

４００ｍ 高校･北佐久農高 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･北佐久農高 高校･佐久長聖 高校･上田高 高校･野沢北高
08/17 脇坂 拓馬(3) 2,00.09 小林 将大(2) 2,05.77 小林　達哉(2) 2,06.95 安藤 活樹(2) 2,08.13 笠原 渓介(1) 2,08.45 木内　寛人(2) 2,08.80 林 智哉(1) 2,09.52 中山 智顕(1) 2,09.61

８００ｍ 高校･丸子修学館高 高校･野沢南高 高校･北佐久農高 高校･上田染谷丘高 高校･上田高 高校･北佐久農高 高校･野沢北高 高校･佐久長聖
08/17 児玉 天晴(1) 4,09.72 依田 航太郎(3) 4,09.75 武井 湧平(3) 4,16.25 内川 大樹(2) 4,18.25 小林 勝太 4,21.74 菅原 憲二(2) 4,23.10 中山 峻弥(2) 4,23.47 栁澤 航希(2) 4,25.98

１５００ｍ 高校･上田西高 高校･上田高 高校･丸子修学館高 高校･小諸 一般･北佐久郡陸協 高校･野沢北高 高校･上田高 高校･上田高
08/17 細田 達也(3) 16,28.31 永井 慎也(2) 16,30.61 小林 勝太 16,54.77 菅原 憲二(2) 16,59.99 菊池 風希(2) 17,23.44 川中 浩平(2) 17,34.63 北島 翔吾(1) 17,40.48 小平 悟志(1) 18,03.07

５０００ｍ 高校･上田西高 高校･丸子修学館高 一般･北佐久郡陸協 高校･野沢北高 高校･岩村田 高校･上田高 高校･上田西高 高校･上田高
08/17  -2.0 桜井 滉治(3) 16.37 坂田 涼輔(1) 17.03 中沢 悟(2) 17.10 内堀　連(2) 18.09 野原 尚貴(1) 19.45 小林 拓真(1) 19.85 菊原 崇矢(1) 19.87 栁澤 陸(1) 20.25

１１０ｍＨ 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･北佐久農高 高校･上田高 高校･上田東高 高校･野沢南高 高校･小諸
08/17 宮原 清司 1.65 寺島 僚(1) 1.60 箕輪 朋晃(2) 1.55 野原 尚貴(1) 1.40

走高跳 一般･佐久市陸協 高校･上田高 高校･上田高 高校･上田高
08/17 小山 範晃(3) 5.00

棒高跳 一般･中京大 GR
08/17 清水 泰地(2) 6.81(+0.8) 藤澤 玄(2) 6.25(+0.9) 神田 優人(1) 6.07(+2.2) 山浦 貫人(2) 6.05(+2.2) 土屋 巧(1) 5.79(+1.9) 小林 舜(1) 5.69(-1.2) 清水 陽(1) 5.09(+2.1)

走幅跳 高校･丸子修学館高 高校･上田西高 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･野沢北高 高校･野沢南高 高校･上田高
08/17 丸山 佑太(2) 9.05 坂田 涼輔(1) 8.51 髙橋　俊満(1) 7.98 長崎 大悟(2) 7.58 宮崎　未奈三(1) 7.58 北村 悠和(1) 7.41 内海 常規(1) 6.76 中山 智顕(1) 6.40

砲丸投(6.000kg) 高校･上田西高 高校･佐久長聖 高校･北佐久農高 高校･丸子修学館高 高校･北佐久農高 高校･上田千曲高 高校･上田西高 高校･佐久長聖
08/17 笹野 弘充 42.16 土屋 春生 24.80

円盤投(2.000kg) 一般･NTF club GR 一般･北佐久郡陸協
08/17 海野 龍一(1) 28.55 宮崎　未奈三(1) 22.36 髙橋　俊満(1) 21.53

円盤投(1.750kg) 高校･丸子修学館高 高校･北佐久農高 高校･北佐久農高
08/17 斎藤 元気 54.80 長崎 大悟(2) 46.76 若林 隆大(2) 46.38 佐藤 玲緒(2) 41.58 海野 龍一(1) 38.19 丸山 佑太(2) 38.16 荻原 悠輔(1) 36.52 須崎 大地(2) 35.19

やり投(0.800kg) 一般･NTF club 高校･丸子修学館高 高校･上田染谷丘高 高校･岩村田 高校･丸子修学館高 高校･上田西高 高校･小諸 高校･上田千曲高
08/17 岩村田       44.07 佐久長聖       44.12 丸子修学館高       46.26 小諸       46.40 上田西高       47.02 北佐久農高       47.15 上田千曲高       47.79 上田高       48.68

４×１００ｍＲ 須藤 稜太(2) 坂田 涼輔(1) 長崎 大悟(2) 原田 健太(2) 松本 光平(1) 髙橋　俊満(1) 北村 悠和(1) 野原 尚貴(1)
山浦 貫人(2) 花里 翼(1) 清水 泰地(2) 中沢 悟(2) 藤澤 玄(2) 宮崎　未奈三(1) 龍野　淮(1) 平田 宗一郎(1)
町田 一生(2) 松崎 文弥(1) 海野 龍一(1) 土屋 侃汰(1) 丸山 佑太(2) 木内　寛人(2) 須崎 大地(2) 寺島 僚(1)
柳澤  匠(2) 荻原 京介(2) 脇坂 拓馬(3) 荻原 悠輔(1) 増田 凌(1) 内堀　連(2) 坂口 友輝人(1) 箕輪 朋晃(2)

08/17 佐久長聖     3,30.14 岩村田     3,30.75 北佐久農高     3,38.04 小諸     3,38.24 野沢北高     3,47.25 上田高A     3,50.71 丸子修学館高     3,52.61 北佐久郡陸協     3,53.07
４×４００ｍＲ 松崎 文弥(1) 須藤 稜太(2) 宮崎　未奈三(1) 荻原 悠輔(1) 林 智哉(1) 箕輪 朋晃(2) 長崎 大悟(2) 柳澤 仁弥

相場 泰彦(1) 柳澤  匠(2) 内堀　連(2) 内川 大樹(2) 武藤 雅哉(1) 清水 陽(1) 脇坂 拓馬(3) 小林 祐也
花里 翼(1) 山浦 貫人(2) 小林　達哉(2) 土屋 侃汰(1) 佐藤 和紀(1) 吉永 雄大(1) 清水 泰地(2) 小林 勝太
荻原 京介(2) 町田 一生(2) 木内　寛人(2) 中沢 悟(2) 小林 侃矢(2) 箕輪 朋晃(2) 海野 龍一(1) 小林 裕太

08/17 中学男子  -1.7 伊藤 司能(3) 11.75 山田 航(3) 11.84 藤村 知季(1) 12.31 山下 幹生(2) 12.45 常田 紀幸(3) 12.52 神田 来夢(2) 12.69 柳澤 祐希(1) 12.71 森村 一真(3) 12.77
１００ｍ 中学･望月AC 中学･小諸東 中学･芦原中 上田第四中 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･小諸東 中学･塩田中

08/17 荻原 慎二(2) 56.15 井出 洲大(2) 57.92 伊藤 一稀(2) 1,00.49 工藤 利季(1) 1,00.49 磯部 吉延(2) 1,01.09 中島 理久(2) 1,01.34 岩井 遼太郎(2) 1,02.19
４００ｍ 中学･御代田中 中学･芦原中 中学･上田第五中 中学･野沢中 中学･野沢中 中学･野沢中 中学･軽井沢中

08/17 清水 拓斗(3) 4,33.02 宇津野 篤(1) 4,41.41 佐藤 諒真(3) 4,51.25 江元 龍之介(1) 4,55.06 村上 聖眞(1) 4,55.09 岸田 駿輔(2) 4,55.33 荻原 拓海(1) 5,03.83 藤巻 昌也(1) 5,05.46
１５００ｍ 中学･上田第五中 中学･上田第五中 中学･軽井沢中 中学･中込中 中学･浅間 中学･小諸東 中学･野沢中 中学･野沢中

08/17 眞田 稜生(1) 10,05.20 若林 亮冶(2) 10,06.34 片桐 陽和(1) 10,17.32 矢野 大和(2) 10,27.07 小澤 智哉(3) 10,34.70 笹澤 健司(3) 10,53.80 小金沢 勇貴(2) 11,11.18
３０００ｍ 上田第四中 上田第四中 中学･立科中 上田第四中 中学･東御東部中 中学･丸子中 中学･浅間

08/17  -2.3 上原 一輝(1) 16.22 一場 稜(1) 17.65 金井 源一郎(1) 21.68
１００ｍＨ 中学･中込中 中学･軽井沢中 中学･上田第五中

08/17  -2.9 井出 直哉(2) 17.08 新海 悠貴(2) 18.78 増沢 将弥(2) 20.04 大平 健斗(2) 21.58 大塚 海仁(2) 21.70
１１０ｍＨ 中学･軽井沢中 中学･野沢中 中学･丸子北中 中学･上田第五中 中学･上田第五中

08/17 井出 直哉(2) 1.55 横井 駿太(3) 1.55 大塚 海仁(2) 中学･上田第五中 1.55 遠山　瞬也 1.55 森村 一真(3) 1.40
走高跳 中学･軽井沢中 中学･軽井沢中 大平 健斗(2) 中学･上田第五中 中学･軽井沢中 中学･塩田中



第42回　東信地区陸上競技選手権大会                                              

決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】202060  佐久総合運動公園陸上競技場

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
08/17 神田 来夢(2) 5.55(+3.4) 山浦 渓斗(2) 5.34(+0.9) 中村 郁弥(3) 5.16(+3.2) 常田 翔矢(2) 5.00(+3.7) 松田 拓巳(2) 4.74(+3.4) 岡村 州紘(2) 4.72(+2.4) 小泉 陸人(1) 4.63(+1.6) 柏木 佑太(2) 4.52(+3.5)

走幅跳 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･東御東部中 中学･上田第五中 中学･小諸東 中学･小諸東 中学･小諸東
08/17 土屋 瑞希(2) 8.54 田村 匠(2) 7.07 西澤 雅志(2) 5.74 三井 瑠毅哉(2) 5.10

砲丸投(5.000kg) 中学･上田第五中 中学･野沢中 中学･野沢中 中学･芦原中
08/17 赤尾 聡良(1) 12.78 塚田 陽樹(1) 9.16 中島 孝介(1) 7.33 松﨑 悠弥(1) 7.28 山本 拳心(1) 7.12 北澤 拓巳(1) 6.88 早坂 晃太(1) 5.90

砲丸投(2.721kg) 中学･上田第五中 中学･浅間 中学･佐久東 中学･浅間 中学･佐久東 上田第四中 中学･佐久東
08/17 小諸東A       46.76 野沢中A       49.17 望月ACA       49.50 東御東部中       50.23 上田第四中       50.24 小諸東C       50.77 望月ACB       50.85 芦原中       51.38

４×１００ｍＲ 茂木 達哉(2) 工藤 利季(1) 竹内 滉一(2) 佐藤 了(1) 上野 太暉(1) 高見澤 杏太(2)
小幡 建登(3) 磯部 吉延(2) 高木 涼(2) 山下 幹生(2) 中村 郁弥(3) 井出 洲大(2)
田中 太玖斗(3) 堀込 碧(1) 中島 優太朗(1) 若林 亮冶(2) 山浦 渓斗(2) 渡邉 大飛(2)
山田 航(3) 中島 理久(2) 大崎 敦哉(2) 藤島 大翔(1) 片桐 歩稀(3) 藤村 知季(1)



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       [20] 競技会名 第42回　東信地区陸上競技選手権大会                                              ｺｰﾄﾞ  [14200521]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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 08/17  1組 -1.1  1 内堀 直也(3) 一般    11.11  2 柳澤  匠(2) 高校    11.85  3 土屋 巧(1) 高校    12.22  4 高見沢 草太(1) 高校    12.71

上武大 岩村田 野沢北高 岩村田
 5 吉永 雄大(1) 高校    12.90  6 中田 凌平(1) 高校    12.98  7 内海 常規(1) 高校    13.67 上野 樹(1) 高校 欠場    

上田高 小諸 上田西高 野沢南高
 2組 -0.5  1 花里 翼(1) 高校    11.54  2 増田 凌(1) 高校    12.11  3 原田 健太(2) 高校    12.12  4 神田 優人(1) 高校    12.36

佐久長聖 上田西高 小諸 岩村田
 5 佐塚 一馬(1) 高校    12.38  6 髙橋　俊満(1) 高校    12.46  7 小林 拓真(1) 高校    12.88 須崎 大地(2) 高校 欠場    

岩村田 北佐久農高 上田東高 上田千曲高
 3組 -0.5  1 松崎 文弥(1) 高校    11.65  2 藤澤 玄(2) 高校    11.78  3 荻原 悠輔(1) 高校    12.33  4 平田 宗一郎(1) 高校    12.47

佐久長聖 上田西高 小諸 上田高
 5 池田 航平(1) 高校    13.03  6 山浦　翔(1) 高校    13.43 山口 智也(1) 高校 欠場    滝沢 裕生(1) 高校 欠場    

野沢北高 北佐久農高 岩村田 上田千曲高
 4組 -2.0  1 荻原 京介(2) 高校    11.65  2 須藤 稜太(2) 高校    11.88  3 長谷川 直樹(1) 高校    12.80  4 北村 悠和(1) 高校    12.92

佐久長聖 岩村田 上田染谷丘高 上田千曲高
小池 優周(2) 高校 欠場    松本 光平(1) 高校 欠場    佐藤 玲緒(2) 高校 欠場    

上田高 上田西高 岩村田
男子 08/17  1組 -2.4  1 山浦 貫人(2) 高校    22.91  2 荻原 京介(2) 高校    22.97  3 龍野　淮(1) 高校    24.21  4 相場 泰彦(1) 高校    24.64

岩村田 佐久長聖 上田千曲高 佐久長聖
 5 土屋 侃汰(1) 高校    25.24  6 箕輪 朋晃(2) 高校    25.63  7 田中 淳 一般    25.84 小池 優周(2) 高校 欠場    

小諸 上田高 小諸市陸協 上田高
 2組 -2.9  1 松崎 文弥(1) 高校    23.00  2 花里 翼(1) 高校    23.55  3 須藤 稜太(2) 高校    23.89  4 増田 凌(1) 高校    24.48

佐久長聖 佐久長聖 岩村田 上田西高
 5 吉永 雄大(1) 高校    25.96  6 清水 陽(1) 高校    25.99 佐野 浩二 一般 欠場    池田 仁(3) 高校 欠場    

上田高 上田高 北佐久郡陸協 岩村田
中学男子 08/17  1組 -0.6  1 柳澤 祐希(1) 中学    12.46  2 上原 一輝(1) 中学    12.73  3 岩井 遼太郎(2) 中学    12.78  4 大井 拓人(2) 中学    13.40

小諸東 中込中 軽井沢中 浅間
 5 上野 太暉(1) 中学    13.46  6 深井 成志朗(1) 中学    14.17  7 鷹野 光佑(2) 中学    14.58  8 滝沢 歩夢(2) 中学    15.50

望月AC 東御東部中 野沢中 丸子中
 9 宇治野 優斗(1) 中学    17.38

丸子北中
 2組 -0.7  1 伊藤 司能(3) 中学    11.84  2 茂木 達哉(2) 中学    12.88  3 堀込 碧(1) 中学    13.16  4 佐藤 了(1)    13.50

望月AC 小諸東 野沢中 上田第四中
 5 松﨑 悠弥(1) 中学    14.58  6 山本 尚(2) 中学    14.66  7 坂口 洋輔(1) 中学    14.88  8 小松 風雅(1) 中学    15.38

浅間 御代田中 東御東部中 望月AC
 9 下村 迅人(2) 中学    17.58

丸子中
 3組 -0.6  1 山田 航(3) 中学    11.63  2 中村 郁弥(3) 中学    12.95  3 松田 拓巳(2) 中学    13.38  3 竹内 勇人(2) 中学    13.38

小諸東 望月AC 上田第五中 中込中
 5 西澤 雅志(2) 中学    13.42  6 太田 祐彰(2) 中学    15.37  7 古平 優生(1)    15.56  8 大井 滉介(1) 中学    16.12

野沢中 東御東部中 上田第四中 御代田中
小金沢 勇貴(2) 中学 欠場    

浅間
 4組 +0.1  1 藤村 知季(1) 中学    12.09  2 大崎 敦哉(2) 中学    12.77  3 市ヶ谷 将英(1) 中学    13.34  4 村上 聖眞(1) 中学    13.60

芦原中 東御東部中 中込中 浅間
 5 春原 冴紀(2) 中学    13.85  6 赤尾 聡良(1) 中学    14.08  7 高瀬 慎之介(2) 中学    14.44  8 小松 大和(1) 中学    15.25

丸子中 上田第五中 小諸東 望月AC
 9 古越 一輝(1) 中学    16.90

御代田中
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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       [20] 競技会名 第42回　東信地区陸上競技選手権大会                                              ｺｰﾄﾞ  [14200521]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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

 5組 -0.5  1 森村 一真(3) 中学    12.43  2 井出 洲大(2) 中学    13.06  3 藤島 大翔(1)    13.19  4 片桐 歩稀(3) 中学    14.20
塩田中 芦原中 上田第四中 望月AC

 5 山口 侑也(2) 中学    14.73  6 清水 強生(1) 中学    16.80 鶴田 国光(2) 中学 欠場    新海 悠貴(2) 中学 欠場    
小諸東 御代田中 上田第五中 野沢中

飯塚 亮介(1) 中学 欠場    
浅間

 6組 -1.1  1 山下 幹生(2)    12.16  2 神田 来夢(2) 中学    12.47  3 磯部 吉延(2) 中学    12.86  4 岩崎 凌大(1) 中学    13.56
上田第四中 望月AC 野沢中 小諸東

 5 田口 玲児(2) 中学    13.78  6 中島 優太朗(1) 中学    13.84  7 篠原 泰成(1) 中学    14.30  8 村田 創羽(1) 中学    15.27
浅間 東御東部中 軽井沢中 御代田中

 7組 -1.2  1 高木 涼(2) 中学    12.52  2 工藤 利季(1) 中学    12.84  3 増沢 将弥(2) 中学    13.11  4 小泉 陸人(1) 中学    14.01
東御東部中 野沢中 丸子北中 小諸東

 5 黒岩 大和(1) 中学    14.95  6 山本 拳心(1) 中学    15.09 塚田 陽樹(1) 中学 欠場    菅沢 晴樹(2) 中学 欠場    
御代田中 佐久東 浅間 望月AC

 8組 -1.0  1 常田 紀幸(3) 中学    12.42  2 中島 理久(2) 中学    12.76  3 土屋 瑞希(2) 中学    13.16  4 高橋 翔(1) 中学    13.43
望月AC 野沢中 上田第五中 中込中

 5 金子 翔太(2) 中学    13.61  6 神津 宏尚(1) 中学    13.89  7 小宮山飛美希(2)中学    14.79  8 早坂 晃太(1) 中学    15.19
真田中 浅間 東御東部中 佐久東

 9組 -1.0  1 小林 涼真(1) 中学    12.86  2 伊藤 一稀(2) 中学    13.12  3 山浦 渓斗(2) 中学    13.31  4 柏木 優(1) 中学    13.47
芦原中 上田第五中 望月AC 小諸東

 5 土屋 立輝(2) 中学    14.24  6 中島 孝介(1) 中学    14.46  7 田澤 友希(1) 中学    14.52  8 宮下 駿介(1) 中学    14.56
中込中 佐久東 浅間 東御東部中

中学男子 08/17  1組  1 磯部 吉延(2) 中学  1,01.09  2 一場 稜(1) 中学  1,06.48  3 田口 玲児(2) 中学  1,06.50  4 市ヶ谷 将孝(1) 中学  1,07.01
野沢中 軽井沢中 浅間 中込中

 5 赤尾 瞭磨(1) 中学  1,21.78 菅沢 晴樹(2) 中学 欠場    竹内 滉一(2) 中学 欠場    藤村 知季(1) 中学 欠場    
芦原中 望月AC 東御東部中 芦原中

 2組  1 井出 洲大(2) 中学    58.14  2 竹内 勇人(2) 中学    59.96  3 伊藤 一稀(2) 中学  1,00.99  3 岩井 遼太郎(2) 中学  1,00.99
芦原中 中込中 上田第五中 軽井沢中

 5 築山 祐太(2) 中学  1,03.37  6 大井 拓人(2) 中学  1,05.68  7 三井 瑠毅哉(2) 中学  1,09.17 伊藤 司能(3) 中学 欠場    
野沢中 浅間 芦原中 望月AC

 3組  1 中島 理久(2) 中学  1,01.66  2 小林 涼真(1) 中学  1,01.89  3 江元 龍之介(1) 中学  1,06.33  4 片桐 歩稀(3) 中学  1,09.90
野沢中 芦原中 中込中 望月AC

 5 中山 京彌(1) 中学  1,10.50  6 篠原 泰成(1) 中学  1,15.80 鶴田 国光(2) 中学 欠場    井田 幸稀(2) 中学 欠場    
野沢中 軽井沢中 上田第五中 丸子中

 4組  1 荻原 慎二(2) 中学    56.33  2 工藤 利季(1) 中学  1,00.41  3 横井 駿太(3) 中学  1,02.37  4 宇津野 篤(1) 中学  1,03.72
御代田中 野沢中 軽井沢中 上田第五中

 5 常田 紀幸(3) 中学  1,04.94  6 高見澤 杏太(2) 中学  1,05.20  7 土屋 立輝(2) 中学  1,06.24
望月AC 芦原中 中込中

４００ｍ４００ｍ４００ｍ



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       [20] 競技会名 第42回　東信地区陸上競技選手権大会                                              ｺｰﾄﾞ  [14200521]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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 08/17 -3.8  1 内堀 直也(3) 一般    11.20  2 松崎 文弥(1) 高校    11.64  3 花里 翼(1) 高校    11.69  4 荻原 京介(2) 高校    11.74

上武大 佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖
 5 藤澤 玄(2) 高校    11.94  6 須藤 稜太(2) 高校    12.06  7 柳澤  匠(2) 高校    12.08  8 増田 凌(1) 高校    12.43

上田西高 岩村田 岩村田 上田西高
男子 08/17 -4.8  1 山浦 貫人(2) 高校    23.03  2 松崎 文弥(1) 高校    23.27  3 荻原 京介(2) 高校    23.87  4 花里 翼(1) 高校    24.22

岩村田 佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖
 5 須藤 稜太(2) 高校    24.31  6 龍野　淮(1) 高校    24.38  7 相場 泰彦(1) 高校    25.21  8 増田 凌(1) 高校    25.53

岩村田 上田千曲高 佐久長聖 上田西高
男子 08/17  1組  1 内堀　連(2) 高校    51.72  2 木内　寛人(2) 高校    54.68  3 平田 宗一郎(1) 高校    56.42  4 小林 侃矢(2) 高校    56.86

北佐久農高 北佐久農高 上田高 野沢北高
 5 山﨑 創二(2) 高校    58.75

上田高
 2組  1 町田 一生(2) 高校    52.29  2 荻原 京介(2) 高校    52.67  3 花里 翼(1) 高校    53.73  4 相場 泰彦(1) 高校    55.27

岩村田 佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖
白川 大智(3) 高校 欠場    池田 仁(3) 高校 欠場    

丸子修学館高 岩村田
男子 08/17  1組  1 木内　寛人(2) 高校  2,08.80  2 林 智哉(1) 高校  2,09.52  3 富岡 平(2) 高校  2,11.61  4 児玉 翔(2) 一般  2,11.97

北佐久農高 野沢北高 岩村田 大分大
 5 笹沢 広夢(1) 高校  2,13.30  6 小林 大峰(2) 高校  2,13.47  7 小林 侃矢(2) 高校  2,17.45  8 糀 真哉(2) 高校  2,22.02

小諸 岩村田 野沢北高 野沢北高
 9 原 大晴(1) 高校  2,26.42 大西 宏樹(1) 高校 欠場    

佐久長聖 上田千曲高
 2組  1 脇坂 拓馬(3) 高校  2,00.09  2 小林 将大(2) 高校  2,05.77  3 小林　達哉(2) 高校  2,06.95  4 安藤 活樹(2) 高校  2,08.13

丸子修学館高 野沢南高 北佐久農高 上田染谷丘高
 5 笠原 渓介(1) 高校  2,08.45  6 中山 智顕(1) 高校  2,09.61  7 荻原 宏崇(2) 高校  2,10.12  8 小林 諒也(1) 高校  2,13.97

上田高 佐久長聖 上田東高 佐久長聖
 9 栁澤 航希(2) 高校  2,21.19

上田高
男子 08/17  1組  1 小林　達哉(2) 高校  4,27.43  2 竹鼻 将生(1) 高校  4,30.62  3 柳沢 充保(2) 高校  4,35.62  4 武藤 雅哉(1) 高校  4,38.81

北佐久農高 上田高 上田西高 野沢北高
 5 小林 裕太 一般  4,39.48  6 小山 達之(1) 高校  4,40.30  7 佐藤 和紀(1) 高校  4,40.84  8 有賀 聡一朗(1) 高校  4,48.47

北佐久郡陸協 野沢北高 野沢北高 上田染谷丘高
 9 柳澤 仁弥 一般  4,52.09 10 岩野 純人(1) 高校  4,53.35 11 宮島 侑希(1) 高校  4,54.10 12 青山 夏樹(1) 高校  4,57.30

北佐久郡陸協 岩村田 上田高 岩村田
13 藤森 太一(2) 高校  5,09.25 和田 明斗(1) 高校 欠場    西島 花道(1) 高校 欠場    山上 淳(1) 高校 欠場    

丸子修学館高 蓼科 丸子修学館高 上田西高
 2組  1 児玉 天晴(1) 高校  4,09.72  2 依田 航太郎(3) 高校  4,09.75  3 武井 湧平(3) 高校  4,16.25  4 内川 大樹(2) 高校  4,18.25

上田西高 上田高 丸子修学館高 小諸
 5 小林 勝太 一般  4,21.74  6 菅原 憲二(2) 高校  4,23.10  7 中山 峻弥(2) 高校  4,23.47  8 栁澤 航希(2) 高校  4,25.98

北佐久郡陸協 野沢北高 上田高 上田高
 9 西村 涼太(1) 高校  4,27.36 10 内田 知樹(1) 高校  4,27.85 11 掛川 萌也(1) 高校  4,35.21 12 岩松 敬賀(2) 高校  4,38.37

上田西高 上田高 上田西高 佐久長聖
13 小林 優矢(2) 高校  5,01.59 高木 孝亮 一般 欠場    小林 祐也 一般 欠場    

上田西高 ｺﾄﾋﾗ 北佐久郡陸協
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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       [20] 競技会名 第42回　東信地区陸上競技選手権大会                                              ｺｰﾄﾞ  [14200521]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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 08/17  1 細田 達也(3) 高校 16,28.31  2 永井 慎也(2) 高校 16,30.61  3 小林 勝太 一般 16,54.77  4 菅原 憲二(2) 高校 16,59.99
上田西高 丸子修学館高 北佐久郡陸協 野沢北高

 5 菊池 風希(2) 高校 17,23.44  6 川中 浩平(2) 高校 17,34.63  7 北島 翔吾(1) 高校 17,40.48  8 小平 悟志(1) 高校 18,03.07
岩村田 上田高 上田西高 上田高

 9 小林 裕太 一般 18,26.46 10 小林 諒汰(2) 高校 18,27.78 11 清水 葉(2) 高校 18,30.26 12 柳澤 仁弥 一般 19,18.23
北佐久郡陸協 上田西高 小諸 北佐久郡陸協

高木 孝亮 一般 欠場    小林 祐也 一般 欠場    
ｺﾄﾋﾗ 北佐久郡陸協

男子 08/17 -2.0  1 桜井 滉治(3) 高校    16.37  2 坂田 涼輔(1) 高校    17.03  3 中沢 悟(2) 高校    17.10  4 内堀　連(2) 高校    18.09
岩村田 佐久長聖 小諸 北佐久農高

 5 野原 尚貴(1) 高校    19.45  6 小林 拓真(1) 高校    19.85  7 菊原 崇矢(1) 高校    19.87  8 栁澤 陸(1) 高校    20.25
上田高 上田東高 野沢南高 小諸

 9 寺島 僚(1) 高校    22.78
上田高

中学男子 08/17 -1.7  1 伊藤 司能(3) 中学    11.75  2 山田 航(3) 中学    11.84  3 藤村 知季(1) 中学    12.31  4 山下 幹生(2)    12.45
望月AC 小諸東 芦原中 上田第四中

 5 常田 紀幸(3) 中学    12.52  6 神田 来夢(2) 中学    12.69  7 柳澤 祐希(1) 中学    12.71  8 森村 一真(3) 中学    12.77
望月AC 望月AC 小諸東 塩田中

中学男子 08/17  1 荻原 慎二(2) 中学    56.15  2 井出 洲大(2) 中学    57.92  3 伊藤 一稀(2) 中学  1,00.49  4 工藤 利季(1) 中学  1,00.49
御代田中 芦原中 上田第五中 野沢中

 5 磯部 吉延(2) 中学  1,01.09  6 中島 理久(2) 中学  1,01.34  7 岩井 遼太郎(2) 中学  1,02.19 竹内 勇人(2) 中学 失格    
野沢中 野沢中 軽井沢中 中込中

中学男子 08/17  1組  1 常田 翔矢(2) 中学  5,11.50  2 鷹野 光佑(2) 中学  5,15.78  3 磯貝 拓哉(1) 中学  5,16.07  4 正村 圭一郎(1) 中学  5,16.46
東御東部中 野沢中 佐久東 東御東部中

 5 小平 涼雅(1) 中学  5,17.96  6 箕輪 晴哉(1) 中学  5,25.00  7 飯塚 亮介(1) 中学  5,26.24  8 原田 隼輔(1) 中学  5,26.29
佐久東 佐久東 浅間 御代田中

 9 一之瀬 凱(1) 中学  5,29.46 10 市ヶ谷 将孝(1) 中学  5,30.99 11 中山 京彌(1) 中学  5,32.28 12 與川 夢翔(1) 中学  5,40.93
真田中 中込中 野沢中 東御東部中

13 内田 玲穏(1)  5,44.61 14 小山 琉弥(1) 中学  5,49.09 15 赤尾 瞭磨(1) 中学  6,08.46 16 宇治野 優斗(1) 中学  6,17.15
上田第四中 東御東部中 芦原中 丸子北中

17 工藤 駿輔(1) 中学  7,00.11
丸子中

 2組  1 清水 拓斗(3) 中学  4,33.02  2 宇津野 篤(1) 中学  4,41.41  3 佐藤 諒真(3) 中学  4,51.25  4 江元 龍之介(1) 中学  4,55.06
上田第五中 上田第五中 軽井沢中 中込中

 5 村上 聖眞(1) 中学  4,55.09  6 岸田 駿輔(2) 中学  4,55.33  7 荻原 拓海(1) 中学  5,03.83  8 藤巻 昌也(1) 中学  5,05.46
浅間 小諸東 野沢中 野沢中

 9 高見澤 杏太(2) 中学  5,07.18 10 金井 源一郎(1) 中学  5,07.75 11 竹内 滉一(2) 中学  5,11.33 12 佐藤 海里(2) 中学  5,14.65
芦原中 上田第五中 東御東部中 御代田中

12 下谷 承太郎(3) 中学  5,14.65 14 木次 航太(2) 中学  5,16.23 15 渡邉 大飛(2) 中学  5,19.87 16 清水 強生(1) 中学  5,51.17
軽井沢中 野沢中 芦原中 御代田中

17 井出 知宏(2) 中学  5,57.72
軽井沢中

中学男子 08/17  1 眞田 稜生(1) 10,05.20  2 若林 亮冶(2) 10,06.34  3 片桐 陽和(1) 中学 10,17.32  4 矢野 大和(2) 10,27.07
上田第四中 上田第四中 立科中 上田第四中

 5 小澤 智哉(3) 中学 10,34.70  6 笹澤 健司(3) 中学 10,53.80  7 小金沢 勇貴(2) 中学 11,11.18 油井 宏喜(3) 中学 欠場    
東御東部中 丸子中 浅間 佐久東

中学男子 08/17 -2.3  1 上原 一輝(1) 中学    16.22  2 一場 稜(1) 中学    17.65  3 金井 源一郎(1) 中学    21.68
中込中 軽井沢中 上田第五中
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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       [20] 競技会名 第42回　東信地区陸上競技選手権大会                                              ｺｰﾄﾞ  [14200521]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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

中学男子 08/17 -2.9  1 井出 直哉(2) 中学    17.08  2 新海 悠貴(2) 中学    18.78  3 増沢 将弥(2) 中学    20.04  4 大平 健斗(2) 中学    21.58
軽井沢中 野沢中 丸子北中 上田第五中

 5 大塚 海仁(2) 中学    21.70 一場 稜(1) 中学 欠場    
上田第五中 軽井沢中

１１０ｍＨ１１０ｍＨ１１０ｍＨ



リレー種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第42回　東信地区陸上競技選手権大会               ｺｰﾄﾞ  [14200521]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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 08/17     1 岩村田 須藤 稜太(2) 山浦 貫人(2) 町田 一生(2) 柳澤  匠(2)       44.07

    2 佐久長聖 坂田 涼輔(1) 花里 翼(1) 松崎 文弥(1) 荻原 京介(2)       44.12
    3 丸子修学館高 長崎 大悟(2) 清水 泰地(2) 海野 龍一(1) 脇坂 拓馬(3)       46.26
    4 小諸 原田 健太(2) 中沢 悟(2) 土屋 侃汰(1) 荻原 悠輔(1)       46.40
    5 上田西高 松本 光平(1) 藤澤 玄(2) 丸山 佑太(2) 増田 凌(1)       47.02
    6 北佐久農高 髙橋　俊満(1) 宮崎　未奈三(1) 木内　寛人(2) 内堀　連(2)       47.15
    7 上田千曲高 北村 悠和(1) 龍野　淮(1) 須崎 大地(2) 坂口 友輝人(1)       47.79
    8 上田高 野原 尚貴(1) 平田 宗一郎(1) 寺島 僚(1) 箕輪 朋晃(2)       48.68

野沢南高 欠場      
男子 08/17  1組     1 北佐久農高 宮崎　未奈三(1) 内堀　連(2) 小林　達哉(2) 木内　寛人(2)     3,38.04

    2 小諸 荻原 悠輔(1) 内川 大樹(2) 土屋 侃汰(1) 中沢 悟(2)     3,38.24
    3 野沢北高 林 智哉(1) 武藤 雅哉(1) 佐藤 和紀(1) 小林 侃矢(2)     3,47.25
    4 上田高A 箕輪 朋晃(2) 清水 陽(1) 吉永 雄大(1) 箕輪 朋晃(2)     3,50.71
    5 上田高B     3,53.94
    6 上田千曲高 須崎 大地(2) 龍野　淮(1) 北村 悠和(1) 坂口 友輝人(1)     3,55.69

 2組     1 佐久長聖 松崎 文弥(1) 相場 泰彦(1) 花里 翼(1) 荻原 京介(2)     3,30.14
    2 岩村田 須藤 稜太(2) 柳澤  匠(2) 山浦 貫人(2) 町田 一生(2)     3,30.75
    3 丸子修学館高 長崎 大悟(2) 脇坂 拓馬(3) 清水 泰地(2) 海野 龍一(1)     3,52.61
    4 北佐久郡陸協 柳澤 仁弥 小林 祐也 小林 勝太 小林 裕太     3,53.07
    5 上田染谷丘高 長谷川 直樹(1) 安藤 克樹(2) 若林 隆大(2) 有賀 聡一朗(1)     3,58.07

中学男子 08/17  1組     1 軽井沢中 一場 稜(1) 井出 直哉(2) 篠原 泰成(1) 岩井 遼太郎(2)       51.88
    2 中込中 市ヶ谷 将孝(1) 上原 一輝(1) 市ヶ谷 将英(1) 高橋 翔(1)       51.97
    3 御代田中 原田 隼輔(1) 荻原 慎二(2) 黒岩 大和(1) 山本 尚(2)       55.32
    4 野沢中C 鷹野 光佑(2) 木次 航太(2) 藤巻 昌也(1) 荻原 拓海(1)       56.96
    5 佐久東 早坂 晃太(1) 中島 孝介(1) 山本 拳心(1) 磯貝 拓哉(1)       58.87
    6 丸子中 滝沢 歩夢(2) 下村 迅人(2) 戸松 悠斗(2) 春原 冴紀(2)     1,00.36

浅間B 松﨑 悠弥(1) 村上 聖眞(1) 田澤 友希(1) 神津 宏尚(1) 失格      
 2組     1 東御東部中 竹内 滉一(2) 高木 涼(2) 中島 優太朗(1) 大崎 敦哉(2)       50.23

    2 小諸東C       50.77
    3 望月ACB 上野 太暉(1) 中村 郁弥(3) 山浦 渓斗(2) 片桐 歩稀(3)       50.85
    4 上田第五中A 土屋 瑞希(2) 宇津野 篤(1) 大平 健斗(2) 伊藤 一稀(2)       51.63
    5 上田第五中B 大塚 海仁(2) 赤尾 聡良(1) 松田 拓巳(2) 赤尾 聡良(1)       52.31
    6 小諸東B       54.11

野沢中B 中山 京彌(1) 西澤 雅志(2) 新海 悠貴(2) 築山 祐太(2) 失格      
 3組     1 小諸東A 茂木 達哉(2) 小幡 建登(3) 田中 太玖斗(3) 山田 航(3)       46.76

    2 野沢中A 工藤 利季(1) 磯部 吉延(2) 堀込 碧(1) 中島 理久(2)       49.17
    3 望月ACA       49.50
    4 上田第四中 佐藤 了(1) 山下 幹生(2) 若林 亮冶(2) 藤島 大翔(1)       50.24
    5 芦原中 高見澤 杏太(2) 井出 洲大(2) 渡邉 大飛(2) 藤村 知季(1)       51.38
    6 浅間A 大井 拓人(2) 飯塚 亮介(1) 田口 玲児(2) 塚田 陽樹(1)       52.44

チーム名 選手名１
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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       [20] 競技会名 第42回　東信地区陸上競技選手権大会                                              ｺｰﾄﾞ  [14200521]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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 08/17  1 宮原 清司 一般    1.65  2 寺島 僚(1) 高校    1.60  3 箕輪 朋晃(2) 高校    1.55  4 野原 尚貴(1) 高校    1.40

佐久市陸協 上田高 上田高 上田高
坂口 友輝人(1) 高校

上田千曲高
男子 08/17  1 小山 範晃(3) 一般    5.00

中京大
男子 08/17  1 清水 泰地(2) 高校    6.81  2 藤澤 玄(2) 高校    6.25  3 神田 優人(1) 高校    6.07  4 山浦 貫人(2) 高校    6.05

丸子修学館高    +0.8 上田西高    +0.9 岩村田    +2.2 岩村田    +2.2
 5 土屋 巧(1) 高校    5.79  6 小林 舜(1) 高校    5.69  7 清水 陽(1) 高校    5.09 小林 諒也(1) 高校 欠場    

野沢北高    +1.9 野沢南高    -1.2 上田高    +2.1 佐久長聖
山口 智也(1) 高校 欠場    松本 光平(1) 高校 欠場    

岩村田 上田西高
男子 08/17  1 丸山 佑太(2) 高校    9.05  2 坂田 涼輔(1) 高校    8.51  3 髙橋　俊満(1) 高校    7.98  4 長崎 大悟(2) 高校    7.58

上田西高 佐久長聖 北佐久農高 丸子修学館高
 5 宮崎　未奈三(1)高校    7.58  6 北村 悠和(1) 高校    7.41  7 内海 常規(1) 高校    6.76  8 中山 智顕(1) 高校    6.40

北佐久農高 上田千曲高 上田西高 佐久長聖
 9 山浦　翔(1) 高校    5.95

北佐久農高
男子 08/17  1 笹野 弘充 一般   42.16  2 土屋 春生 一般   24.80

NTF club 北佐久郡陸協
男子 08/17  1 海野 龍一(1) 高校   28.55  2 宮崎　未奈三(1)高校   22.36  3 髙橋　俊満(1) 高校   21.53

丸子修学館高 北佐久農高 北佐久農高
男子 08/17  1 斎藤 元気 一般   54.80  2 長崎 大悟(2) 高校   46.76  3 若林 隆大(2) 高校   46.38  4 佐藤 玲緒(2) 高校   41.58

NTF club 丸子修学館高 上田染谷丘高 岩村田
 5 海野 龍一(1) 高校   38.19  6 丸山 佑太(2) 高校   38.16  7 荻原 悠輔(1) 高校   36.52  8 須崎 大地(2) 高校   35.19

丸子修学館高 上田西高 小諸 上田千曲高
 9 佐塚 一馬(1) 高校   32.14 坂田 涼輔(1) 高校 欠場    須崎 一弘 一般 欠場    

岩村田 佐久長聖 上田陸協
中学男子 08/17  1 井出 直哉(2) 中学    1.55  2 横井 駿太(3) 中学    1.55  3 大塚 海仁(2) 中学    1.55  3 大平 健斗(2) 中学    1.55

軽井沢中 軽井沢中 上田第五中 上田第五中
 5 遠山　瞬也 中学    1.55  6 森村 一真(3) 中学    1.40 入口 真尋(2) 中学 欠場    大崎 敦哉(2) 中学 欠場    

軽井沢中 塩田中 東御東部中 東御東部中
中学男子 08/17  1 神田 来夢(2) 中学    5.55  2 山浦 渓斗(2) 中学    5.34  3 中村 郁弥(3) 中学    5.16  4 常田 翔矢(2) 中学    5.00

望月AC    +3.4 望月AC    +0.9 望月AC    +3.2 東御東部中    +3.7
 5 松田 拓巳(2) 中学    4.74  6 岡村 州紘(2) 中学    4.72  7 小泉 陸人(1) 中学    4.63  8 柏木 佑太(2) 中学    4.52

上田第五中    +3.4 小諸東    +2.4 小諸東    +1.6 小諸東    +3.5
 9 小松 大和(1) 中学    4.20 10 高橋 翔(1) 中学    4.20 11 戸松 悠斗(2) 中学    4.08 12 正村 圭一郎(1) 中学    4.00

望月AC    +2.4 中込中    +2.7 丸子中    +0.3 東御東部中    +2.7
13 山本 拳心(1) 中学    4.00 14 宮下 駿介(1) 中学    3.94 15 與川 夢翔(1) 中学    3.94 16 小山 琉弥(1) 中学    3.89

佐久東    +2.5 東御東部中    +1.8 東御東部中    +0.2 東御東部中    +1.9
17 入口 真尋(2) 中学    3.89 18 小松 風雅(1) 中学    3.84 19 藤巻 昌也(1) 中学    3.77 20 木次 航太(2) 中学    3.69

東御東部中    +2.8 望月AC    +2.5 野沢中    +0.1 野沢中    +2.1
21 早坂 晃太(1) 中学    3.61 22 中島 優太朗(1) 中学    3.45 23 深井 成志朗(1) 中学    3.32 24 築山 祐太(2) 中学

佐久東    +1.0 東御東部中    +1.1 東御東部中    +3.0 野沢中
24 上野 太暉(1) 中学 24 市ヶ谷 将英(1) 中学 田澤 友希(1) 中学 欠場    堀込 碧(1) 中学 欠場    

望月AC 中込中 浅間 野沢中
須崎 修二(3) 欠場    

上田第四中

順
位

順
位

順
位

順
位
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円盤投円盤投円盤投

やり投やり投やり投
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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       [20] 競技会名 第42回　東信地区陸上競技選手権大会                                              ｺｰﾄﾞ  [14200521]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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

中学男子 08/17  1 土屋 瑞希(2) 中学    8.54  2 田村 匠(2) 中学    7.07  3 西澤 雅志(2) 中学    5.74  4 三井 瑠毅哉(2) 中学    5.10
上田第五中 野沢中 野沢中 芦原中

中学男子 08/17  1 赤尾 聡良(1) 中学   12.78  2 塚田 陽樹(1) 中学    9.16  3 中島 孝介(1) 中学    7.33  4 松﨑 悠弥(1) 中学    7.28
上田第五中 浅間 佐久東 浅間

 5 山本 拳心(1) 中学    7.12  6 北澤 拓巳(1)    6.88  7 早坂 晃太(1) 中学    5.90 荻原 拓海(1) 中学 欠場    
佐久東 上田第四中 佐久東 野沢中

神津 宏尚(1) 中学 欠場    
浅間

砲丸投砲丸投砲丸投

砲丸投砲丸投砲丸投



決勝 8月17日 11:30

県新(KR)             2.18
大会新(GR)           2.10

宮原 清司 一般
ﾐﾔﾊﾗ ｷﾖｼ 佐久市陸協
寺島 僚(1) 高校
ﾃﾗｼﾏ ﾘｮｳ 上田高
箕輪 朋晃(2) 高校
ﾐﾉﾜ ﾄﾓｱｷ 上田高
野原 尚貴(1) 高校
ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 上田高
坂口 友輝人(1) 高校
ｻｶｸﾞﾁ  ﾕｷﾄ 上田千曲高

男子

走高跳走高跳

決勝決勝決勝

順位順位順位 試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 記録記録記録1m501m50 1m551m55 備考備考備考1m401m401m40 1m451m451m45 1m50 1m55 1m601m601m60 1m651m651m65 1m701m701m70
11 55  7003 7003

-- -- -- -- OO XOXO XXXXXX  1.65 1.65

22 11  1770 1770
OO OO OO XOXO XOXO XXXXXX  1.60 1.60

33 44  1773 1773
OO OO OO OO XXXXXX  1.55 1.55

44 22  1774 1774
XOXO XXXXXX  1.40 1.40

33  1876 1876
XXXXXX



決勝 8月17日  9:30

県新(KR)             5.11
大会新(GR)           4.21

小山 範晃(3) 一般 大会新
ｺﾔﾏ ﾉﾘｱｷ 中京大

男子

棒高跳棒高跳

決勝決勝決勝

順位順位順位 試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 記録記録記録5m005m00 5m105m10 備考備考備考4m804m804m80 4m904m904m90 5m00 5m10
11 11  7008 7008

OO -- OO XXXXXX  5.00 5.00



決勝 8月17日  9:00

県新(KR)             7.89
大会新(GR)           7.09

清水 泰地(2) 高校    X   6.44   6.81   6.61   6.68   6.58    6.81 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 丸子修学館高   -0.4   +0.8   +0.5   +2.2   +3.0    +0.8
藤澤 玄(2) 高校   5.94   6.25   5.93   5.74    X   5.51    6.25 
ﾌｼﾞｻﾜ  ｹﾞﾝ 上田西高   +2.0   +0.9   -1.6   +1.5   +2.4    +0.9
神田 優人(1) 高校   5.37    X   6.07   6.00    X   5.91    6.07 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩村田   -0.9   +2.2   +2.0   +2.3    +2.2
山浦 貫人(2) 高校   5.94   5.69   5.78   5.91   6.02   6.05    6.05 
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田   +1.4   +1.8    0.0   +2.5   +2.4   +2.2    +2.2
土屋 巧(1) 高校   5.77    X   5.50   5.78   5.70   5.79    5.79 
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 野沢北高   +0.7   +0.8   +1.9   +2.4   +1.9    +1.9
小林 舜(1) 高校    X   5.69   4.77   4.80    X    X    5.69 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 野沢南高   -1.2   -0.9   +3.7    -1.2
清水 陽(1) 高校   5.02   4.20   4.86   4.95   4.25   5.09    5.09 
ｼﾐｽﾞ ﾖｳ 上田高   +1.8   -0.5   +0.3   +2.2   +1.5   +2.1    +2.1
小林 諒也(1) 高校 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 佐久長聖
山口 智也(1) 高校 欠場
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 岩村田
松本 光平(1) 高校 欠場
ﾏﾂﾓﾄ   ｺｳﾍｲ 上田西高

男子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 1010  1757 1757

-5--5-

22 77  2784 2784

33 99  1589 1589

44 66  1581 1581

55 88  1539 1539

66 11  1560 1560

77 33  1768 1768

22  2812 2812

44  1590 1590

55  1908 1908



決勝 8月17日 12:30

県新(KR)            14.59
大会新(GR)          10.58

丸山 佑太(2) 高校
ﾏﾙﾔﾏ   ﾕｳﾀ 上田西高
坂田 涼輔(1) 高校
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 佐久長聖
髙橋　俊満(1) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ 北佐久農高
長崎 大悟(2) 高校
ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 丸子修学館高
宮崎　未奈三(1) 高校
ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾅﾐ 北佐久農高
北村 悠和(1) 高校
ｷﾀﾑﾗ  ﾋﾛｶｽﾞ 上田千曲高
内海 常規(1) 高校
ｳﾂﾐ  ﾂﾈﾉﾘ 上田西高
中山 智顕(1) 高校
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 佐久長聖
山浦　翔(1) 高校
ﾔﾏｳﾗ ｼｮｳ 北佐久農高

男子

砲丸投(6.000kg)砲丸投(6.000kg)

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 55  2782 2782

 9.05 9.05  6.34 6.34  8.74 8.74   X  X  8.45 8.45  7.45 7.45   9.05   9.05 

22 44  2813 2813
 8.35 8.35   -  -  8.51 8.51   -  -   -  -   -  -   8.51   8.51 

33 77  1628 1628
 7.71 7.71  7.37 7.37  7.12 7.12   X  X  7.98 7.98  7.58 7.58   7.98   7.98 

44 99  1758 1758
  X  X  7.58 7.58   X  X  7.48 7.48  7.33 7.33   X  X   7.58   7.58 

55 66  1627 1627
 7.58 7.58  7.36 7.36  6.86 6.86   X  X  7.20 7.20  6.67 6.67   7.58   7.58 

66 33  1875 1875
 7.09 7.09  6.97 6.97  7.05 7.05  6.85 6.85  7.18 7.18  7.41 7.41   7.41   7.41 

77 11  1915 1915
 5.98 5.98  6.35 6.35  6.44 6.44  6.76 6.76  6.51 6.51  6.31 6.31   6.76   6.76 

88 22  2809 2809
 5.80 5.80  5.97 5.97  5.55 5.55  6.03 6.03  6.40 6.40  5.92 5.92   6.40   6.40 

99 88  1629 1629
  X  X  5.43 5.43  5.71 5.71  5.95 5.95  5.88 5.88  5.65 5.65   5.95   5.95 



決勝 8月17日  9:00

県新(KR)            50.52
大会新(GR)          39.24

笹野 弘充 一般 大会新
ｻｻﾉ ﾋﾛﾐﾂ NTF club
土屋 春生 一般
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｵ 北佐久郡陸協

男子

円盤投(2.000kg)円盤投(2.000kg)

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 22  7001 7001

  X  X   O  O 39.8339.83   X  X 42.1642.16   X  X  42.16  42.16 

22 11  7013 7013
  X  X 23.4623.46   X  X  24.80  24.80 24.8024.80   X  X   X  X



決勝 8月17日  9:00

県高新(KHR)         45.21
大会新(GR)          31.29

海野 龍一(1) 高校
ｳﾝﾉ ﾘｭｳｲﾁ 丸子修学館高
宮崎　未奈三(1) 高校
ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾅﾐ 北佐久農高
髙橋　俊満(1) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ 北佐久農高

男子

円盤投(1.750kg)円盤投(1.750kg)

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 11  1748 1748

  O  O 27.9427.94   X  X   O  O 28.5528.55   O  O  28.55  28.55 

22 22  1627 1627
  X  X   O  O 19.6219.62   O  O   O  O 22.3622.36  22.36  22.36 

33 33  1628 1628
  O  O   O  O 21.5321.53   O  O   O  O   O  O  21.53  21.53 



決勝 8月17日 11:00

県新(KR)            67.34
大会新(GR)          63.18

斎藤 元気 一般
ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝｷ NTF club
長崎 大悟(2) 高校
ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 丸子修学館高
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
佐藤 玲緒(2) 高校
ｻﾄｳ ﾚｵ 岩村田
海野 龍一(1) 高校
ｳﾝﾉ ﾘｭｳｲﾁ 丸子修学館高
丸山 佑太(2) 高校
ﾏﾙﾔﾏ   ﾕｳﾀ 上田西高
荻原 悠輔(1) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸
須崎 大地(2) 高校
ｽｻﾞｷ  ﾀﾞｲﾁ 上田千曲高
佐塚 一馬(1) 高校
ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ 岩村田
坂田 涼輔(1) 高校 欠場
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 佐久長聖
須崎 一弘 一般 欠場
ｽｻﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 上田陸協

男子

やり投(0.800kg)やり投(0.800kg)

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 1111  7000 7000

53.9453.94   X  X   O  O   O  O   O  O 54.8054.80  54.80  54.80 

22 88  1758 1758
46.7646.76   O  O   O  O   X  X   O  O   O  O  46.76  46.76 

33 99  1858 1858
  O  O   O  O 46.3846.38   X  X   O  O   O  O  46.38  46.38 

44 55  1586 1586
  O  O   O  O 41.5841.58   O  O   O  O   O  O  41.58  41.58 

55 66  1748 1748
  X  X 34.0034.00   O  O   O  O   O  O 38.1938.19  38.19  38.19 

66 77  2782 2782
34.8234.82   O  O   X  X 38.1638.16   O  O   O  O  38.16  38.16 

77 33  2826 2826
  O  O 36.5236.52   X  X   X  X   X  X   O  O  36.52  36.52 

88 44  1872 1872
35.1935.19   O  O   O  O   O  O   X  X   O  O  35.19  35.19 

99 22  1592 1592
  X  X 32.1432.14   -  -   -  -   -  -   -  -  32.14  32.14 

11  2813 2813

1010  7005 7005



決勝 8月17日 11:30

県中新(KJR)          1.97
大会新(GR)           1.80

井出 直哉(2) 中学
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 軽井沢中
横井 駿太(3) 中学
ﾖｺｲ ｼｭﾝﾀ 軽井沢中
大塚 海仁(2) 中学
ｵｵﾂｶ ﾐﾅﾄ 上田第五中
大平 健斗(2) 中学
ｵｵﾋﾗ ｹﾝﾄ 上田第五中
遠山　瞬也 中学
ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 軽井沢中
森村 一真(3) 中学
ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 塩田中
入口 真尋(2) 中学 欠場
ｲﾘｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 東御東部中
大崎 敦哉(2) 中学 欠場
ｵｵｻｷ ｱﾂﾔ 東御東部中

中学男子

走高跳走高跳

決勝決勝決勝

順位順位順位 試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 記録記録記録1m501m50 1m551m55 備考備考備考1m401m401m40 1m451m451m45 1m50 1m55 1m601m601m60
11 55  4219 4219

OO OO OO OO XXXXXX  1.55 1.55

22 77  4210 4210
OO -- XOXO OO XXXXXX  1.55 1.55

33 22  4681 4681
OO OO OO XOXO XXXXXX  1.55 1.55

33 44  4682 4682
OO OO OO XOXO XXXXXX  1.55 1.55

55 88  4221 4221
XOXO OO OO XOXO XXXXXX  1.55 1.55

66 66  4570 4570
XOXO XXXXXX  1.40 1.40

11  4404 4404

33  4399 4399



決勝 8月17日 10:30

県中新(KJR)          6.90
大会新(GR)           6.40

神田 来夢(2) 中学   5.09    X    X    X   5.55   5.46    5.55 
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 望月AC   +0.5   +3.4   +1.7    +3.4
山浦 渓斗(2) 中学   5.34   5.05   4.97   5.15   5.30   5.32    5.34 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 望月AC   +0.9   +1.9   +2.1   +3.4   +2.1   +1.2    +0.9
中村 郁弥(3) 中学    X   4.46   4.60   5.01   5.08   5.16    5.16 
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 望月AC   +1.5   +2.5   +5.3   +4.6   +3.2    +3.2
常田 翔矢(2) 中学   4.85    X    X   4.94   4.77   5.00    5.00 
ﾄｷﾀﾞ ｼｮｳﾔ 東御東部中   +1.1   +2.3   +3.1   +3.7    +3.7
松田 拓巳(2) 中学    X    X   4.48    X   4.74   4.63    4.74 
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 上田第五中   +1.9   +3.4   +5.1    +3.4
岡村 州紘(2) 中学   4.67   4.50   4.54   4.72    X   4.64    4.72 
ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 小諸東   +1.2   -0.3   +2.0   +2.4   +0.7    +2.4
小泉 陸人(1) 中学   4.51   4.43   4.15    X   4.39   4.63    4.63 
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 小諸東   +1.4   +1.9   +3.0   +4.0   +1.6    +1.6
柏木 佑太(2) 中学   3.79   3.97   4.23    X   4.52   4.49    4.52 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ 小諸東   +0.5   +2.9   +2.7   +3.5   +3.7    +3.5
小松 大和(1) 中学    X   3.99   4.20    4.20 
ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ 望月AC   +2.0   +2.4    +2.4
高橋 翔(1) 中学   4.20    X    X    4.20 
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ 中込中   +2.7    +2.7
戸松 悠斗(2) 中学   4.08   4.07    X    4.08 
ﾄﾏﾂ ﾕｳﾄ 丸子中   +0.3   +1.6    +0.3
正村 圭一郎(1) 中学   3.64   4.00   3.93    4.00 
ｼｮｳﾑﾗ ｹｲｲﾁﾛｳ 東御東部中   +0.3   +2.7   +2.4    +2.7
山本 拳心(1) 中学    X   3.83   4.00    4.00 
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 佐久東   +3.3   +2.5    +2.5
宮下 駿介(1) 中学   2.98   3.91   3.94    3.94 
ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 東御東部中   +0.7   +1.0   +1.8    +1.8
與川 夢翔(1) 中学   3.59   3.94    X    3.94 
ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ 東御東部中   +0.6   +0.2    +0.2
小山 琉弥(1) 中学   3.79   3.69   3.89    3.89 
ｺﾔﾏ ﾘｭｳﾔ 東御東部中   -0.9   +0.6   +1.9    +1.9
入口 真尋(2) 中学   3.20   3.07   3.89    3.89 
ｲﾘｸﾞﾁ ﾏﾋﾛ 東御東部中   +0.7   +1.4   +2.8    +2.8
小松 風雅(1) 中学    X    X   3.84    3.84 
ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 望月AC   +2.5    +2.5
藤巻 昌也(1) 中学   3.77    X   3.38    3.77 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾏｻﾔ 野沢中   +0.1   +2.2    +0.1
木次 航太(2) 中学   3.69   3.49   3.34    3.69 
ｷﾂｷﾞ ｺｳﾀ 野沢中   +2.1   +1.3   +2.6    +2.1
早坂 晃太(1) 中学    X   3.61   3.57    3.61 
ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ 佐久東   +1.0   +2.5    +1.0
中島 優太朗(1) 中学   3.45    X   2.60    3.45 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 東御東部中   +1.1   +2.8    +1.1
深井 成志朗(1) 中学   3.31   2.99   3.32    3.32 
ﾌｶｲ ｾｲｼﾛｳ 東御東部中   +0.5   +2.8   +3.0    +3.0
築山 祐太(2) 中学    X    X    X
ﾂｷﾔﾏ ﾕｳﾀ 野沢中
上野 太暉(1) 中学    X    X    X
ｳｴﾉ ﾀｲｷ 望月AC
市ヶ谷 将英(1) 中学    X    X    X
ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ 中込中
田澤 友希(1) 中学 欠場
ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ 浅間
堀込 碧(1) 中学 欠場
ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 野沢中
須崎 修二(3) 欠場
ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 上田第四中

中学男子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 2121  4183 4183

-5--5-

22 2828  4185 4185

33 1717  4180 4180

44 2727  4398 4398

55 2424  4677 4677

66 2626  4289 4289

77 88  4302 4302

88 2222  4292 4292

99 1515  4186 4186

1010 1414  4116 4116

1111 1919  4466 4466

1212 1010  4409 4409

1313 1212  4172 4172

1414 22  4406 4406

1515 44  4407 4407

1616 33  4408 4408

1717 55  4404 4404

1818 1111  4187 4187

1919 77  4087 4087

2020 1616  4077 4077

2121 99  4167 4167

2222 66  4411 4411

2323 11  4405 4405

2424 1818  4083 4083

2424 2323  4188 4188

2424 2525  4118 4118

1313  4145 4145

2020  4088 4088

2929  4640 4640



決勝 8月17日  9:00

県中新(JTR)         12.69
大会新(GR)          11.25

土屋 瑞希(2) 中学
ﾂﾁﾔ ﾐｽﾞｷ 上田第五中
田村 匠(2) 中学
ﾀﾑﾗ ﾀｸﾐ 野沢中
西澤 雅志(2) 中学
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 野沢中
三井 瑠毅哉(2) 中学
ﾐﾂｲ ﾙｷﾔ 芦原中

中学男子

砲丸投(5.000kg)砲丸投(5.000kg)

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 44  4683 4683

  X  X  8.54 8.54  8.03 8.03  8.04 8.04  7.74 7.74  7.63 7.63   8.54   8.54 

22 33  4089 4089
 7.07 7.07  6.15 6.15  6.51 6.51  6.58 6.58  6.83 6.83  6.69 6.69   7.07   7.07 

33 11  4080 4080
 5.50 5.50  4.28 4.28  4.73 4.73  5.74 5.74  5.51 5.51  5.63 5.63   5.74   5.74 

44 22  4311 4311
 4.10 4.10  4.88 4.88  5.10 5.10   5.10   5.10  4.80 4.80  4.54 4.54  4.97 4.97



決勝 8月17日  9:00

赤尾 聡良(1) 中学
ｱｶｵ ｿﾗ 上田第五中
塚田 陽樹(1) 中学
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 浅間
中島 孝介(1) 中学
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 佐久東
松﨑 悠弥(1) 中学
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾔ 浅間
山本 拳心(1) 中学
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 佐久東
北澤 拓巳(1)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 上田第四中
早坂 晃太(1) 中学
ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ 佐久東
荻原 拓海(1) 中学 欠場
ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ 野沢中
神津 宏尚(1) 中学 欠場
ｺｳﾂﾞ ﾋﾛﾀｶ 浅間

中学男子

砲丸投(2.721kg)砲丸投(2.721kg)

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 99  4688 4688

12.2712.27 12.1112.11 12.7812.78 11.6611.66 11.9311.93 11.6111.61  12.78  12.78 

22 88  4146 4146
 7.79 7.79  9.10 9.10  9.16 9.16  8.76 8.76  8.96 8.96  8.53 8.53   9.16   9.16 

33 77  4170 4170
 7.10 7.10  6.40 6.40  6.83 6.83  7.33 7.33  6.67 6.67   X  X   7.33   7.33 

44 66  4148 4148
 6.71 6.71   X  X  6.70 6.70  6.62 6.62  6.97 6.97  7.28 7.28   7.28   7.28 

55 11  4172 4172
 6.41 6.41  7.12 7.12  6.93 6.93   X  X  6.91 6.91  6.63 6.63   7.12   7.12 

66 55  4652 4652
 6.22 6.22  6.88 6.88  6.60 6.60  6.39 6.39  5.38 5.38  6.06 6.06   6.88   6.88 

77 33  4167 4167
 4.95 4.95  5.39 5.39  5.90 5.90  5.73 5.73  5.31 5.31  5.35 5.35   5.90   5.90 

22  4085 4085

44  4141 4141
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