
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
05/10 男子  +4.3 池田 仁(3) 10.79 藤牧 佑希(3) 11.01 丸山 佳太(3) 11.12 松崎 文弥(1) 11.23 須藤 稜太(2) 11.32 石井 雄大(3) 11.34 花里 翼(1) 11.35 箱山 幸人(3) 11.41

１００ｍ 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･野沢北 高校･佐久長聖 高校･上田千曲
05/11  +1.0 池田 仁(3) 22.17 荻原 京介(2) 22.38 松崎 文弥(1) 22.84 柳澤 圭太(3) 23.29 石井 雄大(3) 23.53 細川 大輝(3) 23.56 細田 昌宏(3) 23.93 竹内 凱斗(3) 24.02

２００ｍ 高校･岩村田 GR 高校･佐久長聖 GR 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･野沢北 高校･野沢北 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘
05/09 池田 仁(3) 49.65 荻原 京介(2) 50.86 茂木 康平(3) 52.07 相米 健太(3) 52.59 町田 一生(2) 53.41 塚田 博希(3) 53.98 小林 将大(2) 54.21 細川 大輝(3) 55.43

４００ｍ 高校･岩村田 GR 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 高校･野沢南 高校･野沢北
05/10 脇坂 拓馬(3) 2,10.01 柳澤  慶(3) 2,10.38 碓氷 将司(3) 2,10.97 岩松 敬賀(2) 2,12.27 荻原 宏崇(2) 2,12.34 栁澤 航希(2) 2,12.52 児玉 天晴(1) 2,13.00 甘利 優太(3) 2,13.89

８００ｍ 高校･丸子修学館 高校･野沢北 高校･野沢北 高校･佐久長聖 高校･上田東 高校･上田 高校･上田西 高校･野沢南
05/09 名取 燎太(1) 4,16.20 依田 航太郎(3) 4,16.84 澤 弘平(3) 4,16.85 宮坂 響(3) 4,18.99 細田 敦也(3) 4,21.47 大谷 広樹(3) 4,21.80 細田 達也(3) 4,22.13 脇坂 拓馬(3) 4,23.25

１５００ｍ 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 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･丸子修学館
05/11 關 颯人(2) 15,01.57 大嵩崎 慧(3) 15,10.44 長沼 大智(3) 15,27.37 井上 錬(2) 15,28.24 細田 達也(3) 15,39.19 依田 航太郎(3) 15,42.10 秋山 祥汰(3) 15,45.73 武井 湧平(3) 15,46.53

５０００ｍ 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･上田 高校･上田染谷丘 高校･丸子修学館
05/09 上原 大知(3) 15.20 山浦 貫人(2) 16.19 桜井 滉治(3) 16.25 坂田 涼輔(1) 17.24 中沢 悟(2) 17.47 土屋 春樹(3) 17.77 白川 大智(3) 19.36 小林 拓真(1) 20.75

１１０ｍＨ 高校･野沢北 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･小諸商業 高校･丸子修学館 高校･上田東
05/10 桜井 滉治(3) 57.48 相米 健太(3) 59.42 内堀 連(2) 1,00.53 西澤 弦也(3) 1,02.52 白川 大智(3) 1,02.60 中沢 悟(2) 1,03.15 上原 大知(3) 1,04.15 山﨑 創二(2) 1,07.30

４００ｍＨ 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･北佐久農業 高校･小諸 高校･丸子修学館 高校･小諸 高校･野沢北 高校･上田
05/10 大嵩崎 慧(3) 9,47.91 宮坂 響(3) 9,51.76 永井 慎也(2) 10,11.09 武井 湧平(3) 10,15.97 鈴木 広親(3) 10,19.32 柳沢 充保(2) 10,29.78 今滝 春彦(3) 10,31.80 長谷川 裕真(3) 10,33.61

３０００ｍＳＣ 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘 高校･丸子修学館 高校･丸子修学館 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･上田西 高校･野沢北
05/09 藤森 太一(2) 25,52.18 菊池 風希(2) 26,42.03

５０００ｍＷ 高校･丸子修学館 高校･岩村田
05/10 山浦 貫人(2) 1.75 小林 颯(3) 1.75 箕輪 朋晃(2) 1.65 飯島 勇矢(3) 1.55 須藤 稜太(2) 1.50 中沢 悟(2) 1.50 高見沢 草太(1) 1.45 宮本 幸治(2) 1.40

走高跳 高校･岩村田 高校･小諸 高校･上田 高校･上田千曲 高校･岩村田 高校･小諸 高校･岩村田 高校･上田西
05/09 清水 泰地(2) 6.77(+4.7) 藤牧 佑希(3) 6.37(+9.9) 神田 優人(1) 6.23(+7.3) 藤澤 玄(2) 6.21(+5.5) 松本 光平(1) 5.87(+8.3) 土屋  巧(1) 5.86(+6.2) 竹内 祥太郎(3)5.75(+7.9) 花里 翼(1) 5.41(+5.5)

走幅跳 高校･丸子修学館 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･上田西 高校･上田西 高校･野沢北 高校･岩村田 高校･佐久長聖
05/11 藤牧 佑希(3) 13.45(+2.3) 清水 泰地(2) 13.00(-0.4) 富永 智(3) 12.31(+2.2) 神田 優人(1) 12.06(+2.1) 土屋 春樹(3) 11.69(+2.2)

三段跳 高校･岩村田 高校･丸子修学館 高校･小諸商業 高校･岩村田 高校･小諸商業
05/10 松野 翔悟(3) 9.83 松崎 文弥(1) 9.48 鈴木 翔太(3) 9.31 髙橋 俊満(1) 8.72 丸山 佑太(2) 8.39 長崎 大悟(2) 8.12 宮崎 未奈三(1) 7.59 北村 悠和(1) 7.17

砲丸投(6.000kg) 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･北佐久農業 高校･上田西 高校･丸子修学館 高校･北佐久農業 高校･上田千曲
05/11 高橋 正行(3) 29.97 松野 翔悟(3) 28.71 若林 隆大(2) 27.05 鈴木 翔太(3) 25.50 長崎 大悟(2) 23.79 富永 智(3) 21.74 髙橋 俊満(1) 21.39 北島 拓(3) 18.62

円盤投(1.750kg) 高校･岩村田 高校･小諸 高校･上田染谷丘 高校･岩村田 高校･丸子修学館 高校･小諸商業 高校･北佐久農業 高校･佐久長聖
05/08 鈴木 翔太(3) 44.79 高橋 正行(3) 19.54 髙橋 俊満(1) 16.99 海野 龍一(1) 16.25 佐藤 玲緒(2) 12.16

ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･北佐久農業 高校･丸子修学館 高校･岩村田
05/09 富永 智(3) 51.21 若林 隆大(2) 49.79 長崎 大悟(2) 43.39 大井 友尋(3) 42.60 丸山 佑太(2) 41.14 小林 颯(3) 38.82 北島 拓(3) 37.11 木内 寛人(2) 34.52

やり投(0.800kg) 高校･小諸商業 高校･上田染谷丘 高校･丸子修学館 高校･北佐久農業 高校･上田西 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･北佐久農業
05/10 岩村田       43.35 佐久長聖       44.15 上田染谷丘       45.23 北佐久農業       46.48 小諸       46.61 上田千曲       47.25 上田西       47.41 丸子修学館       47.67

４×１００ｍＲ 山浦 貫人(2) 相米 健太(3) 安藤 活樹(2) 髙橋 俊満(1) 原田 健太(2) 飯島 勇矢(3) 藤澤 玄(2) 長崎 大悟(2)
池田 仁(3) 花里 翼(1) 細田 昌宏(3) 木内 寛人(2) 小林 颯(3) 箱山 幸人(3) 松本 光平(1) 清水 泰地(2)
柳澤 圭太(3) 松崎 文弥(1) 牧村 直樹(3) 大井 友尋(3) 中沢 悟(2) 龍野 准(1) 原 大和(3) 白川 大智(3)
藤牧 佑希(3) 荻原 京介(2) 竹内 凱斗(3) 内堀 連(2) 西澤 弦也(3) 須崎 大地(2) 増田 凌(1) 海野 龍一(1)

05/11 岩村田     3,21.26 佐久長聖     3,24.26 野沢北     3,27.61 上田     3,34.43 丸子修学館     3,34.61 北佐久農業     3,34.72 小諸     3,35.11 上田染谷丘     3,35.77
４×４００ｍＲ 桜井 滉治(3) GR 相場 泰彦(1) GR 細川 大輝(3) 塚田 博希(3) 白川 大智(3) 内堀 連(2) 西澤 弦也(3) 竹内 凱斗(3)

町田 一生(2) 相米 健太(3) 柳澤  慶(3) 三輪 祐也(3) 脇坂 拓馬(3) 木内 寛人(2) 原田 健太(2) 宮坂 響(3)
柳澤 圭太(3) 茂木 康平(3) 石井 雄大(3) 箕輪 朋晃(2) 清水 泰地(2) 小林 達哉(2) 中沢 悟(2) 安藤 活樹(2)
池田 仁(3) 荻原 京介(2) 上原 大知(3) 依田 航太郎(3) 長崎 大悟(2) 大井 友尋(3) 小林 颯(3) 牧村 直樹(3)

05/10 山浦 貫人(2) 4538 桜井 滉治(3) 4431 小林 颯(3) 4059 荻原 悠輔(1) 3375 飯島 勇矢(3) 3156 土屋 侃汰(1) 2785
八種競技 高校･岩村田 GR 高校･岩村田 GR 高校･小諸 高校･小諸 高校･上田千曲 高校･小諸

岩村田 183 佐久長聖 126 丸子修学館 73 小諸 60 上田染谷丘 52 野沢北 44 北佐久農業 35 上田西 33
学校対抗

05/09 ｵｰﾌﾟﾝ男子 柳澤 圭太(3) 11.57 高橋 正行(3) 11.87 柳澤  匠(2) 12.00 坂田 涼輔(1) 12.07 神田 優人(1) 12.14 寺島 僚(1) 12.38 佐塚 一馬(1) 12.44 山口 智也(1) 12.45
１００ｍ 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･上田 高校･岩村田 高校･岩村田

土屋  巧(1)
高校･野沢北

05/11  +2.4 須藤 稜太(2) 23.35 長谷川 直樹(1) 25.44 前田 憲幸(1) 26.17
２００ｍ 高校･岩村田 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘



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
05/09 柳澤  匠(2) 54.11 相場 泰彦(1) 54.47 林 智哉(1) 56.63 小林 大峰(2) 57.40 小林 諒也(1) 59.01 高見沢 草太(1) 1,01.54 小山 達之(1) 1,01.56

４００ｍ 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･野沢北 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･野沢北
05/10 林 智哉(1) 2,15.79 笠原 渓介(1) 2,16.98 武藤 雅哉(1) 2,20.98 岩野 純人(1) 2,23.23 原 大晴(1) 2,31.86

８００ｍ 高校･野沢北 高校･上田 高校･野沢北 高校･岩村田 高校･佐久長聖
05/09 長沼 大智(3) 4,13.60 宮島 幸太郎(3) 4,14.81 大迫 隼也(3) 4,21.21 菅原 憲二(2) 4,24.89 中山 峻弥(2) 4,26.11 岩松 敬賀(2) 4,27.39 鈴木 広親(3) 4,30.18 丸山 和輝(2) 4,32.12

１５００ｍ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･野沢北 高校･上田 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖
05/11 澤 弘平(3) 15,17.86 宮島 幸太郎(3) 15,26.50 茂山 蓮太(3) 15,40.46 丸山 和輝(2) 15,52.67 大谷 広樹(3) 15,53.51 黒川 岳(3) 15,56.43 大迫 隼也(3) 16,04.68 箱山 陸人(2) 16,14.90

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･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖
05/10 宮島 幸太郎(3) 10,04.83 水上 優斗(2) 11,09.42

３０００ｍＳＣ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖
05/09 山口 智也(1) 5.34(+7.3)

走幅跳 高校･岩村田



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155回　東信高校総体　陸上競技大会                                             ｺｰﾄﾞ  [14202003]

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 05/09  1組 +4.3  1 藤牧 佑希(3) 高校    11.44  2 竹内 凱斗(3) 高校    11.55  3 塚田 博希(3) 高校    11.73  4 大井 友尋(3) 高校    11.86

岩村田 上田染谷丘 上田 北佐久農業
 5 増田 凌(1) 高校    12.21  6 龍野 准(1) 高校    12.58  7 池田 航平(1) 高校    12.86  8 田中 光(1) 高校    14.61

上田西 上田千曲 野沢北 軽井沢
 2組 +4.5  1 花里 翼(1) 高校    11.47  2 箱山 幸人(3) 高校    11.68  3 細田 昌宏(3) 高校    11.76  4 原 大和(3) 高校    11.94

佐久長聖 上田千曲 上田染谷丘 上田西
 5 荻原 悠輔(1) 高校    12.30  6 利根川 大貴(3) 高校    12.35  7 小池 優周(2) 高校    12.80  8 山浦 翔(1) 高校    13.23

小諸 野沢南 上田 北佐久農業
 3組 +5.0  1 松崎 文弥(1) 高校    11.25  2 須藤 稜太(2) 高校    11.31  3 石井 雄大(3) 高校    11.35  4 小林 将大(2) 高校    11.91

佐久長聖 岩村田 野沢北 野沢南
 5 箕輪 朋晃(2) 高校    12.08  6 中田 凌平(1) 高校    12.97  7 坂口 友輝人(1) 高校    13.05 清水 泰地(2) 高校 欠場    

上田 小諸 上田千曲 丸子修学館
 4組 +3.8  1 池田 仁(3) 高校    10.97  2 丸山 佳太(3) 高校    11.40  3 藤澤 玄(2) 高校    11.74  4 牧村 直樹(3) 高校    11.81

岩村田 佐久長聖 上田西 上田染谷丘
 5 原田 健太(2) 高校    12.04  6 上野 樹(1) 高校    13.14  7 小山 達之(1) 高校    13.16  8 小林 拓真(1) 高校    13.26

小諸 野沢南 野沢北 上田東
男子 05/11  1組 +2.3  1 松崎 文弥(1) 高校    22.84  2 柳澤 圭太(3) 高校    23.05  3 石井 雄大(3) 高校    23.43  4 牧村 直樹(3) 高校    23.88

佐久長聖 岩村田 野沢北 上田染谷丘
 5 原田 健太(2) 高校    24.41  6 小池 優周(2) 高校    26.19  7 上野 樹(1) 高校    26.70  8 小林 拓真(1) 高校    27.34

小諸 上田 野沢南 上田東
箱山 幸人(3) 高校 欠場    

上田千曲
 2組 +2.5  1 荻原 京介(2) 高校    22.40  2 細川 大輝(3) 高校    23.44  3 竹内 凱斗(3) 高校    23.66  4 柳澤  匠(2) 高校    24.03

佐久長聖 野沢北 上田染谷丘 岩村田
 5 原 大和(3) 高校    24.06  6 利根川 大貴(3) 高校    24.70  7 中田 凌平(1) 高校    26.40 坂口 友輝人(1) 高校 欠場    

上田西 野沢南 小諸 上田千曲
 3組 +3.2  1 池田 仁(3) 高校    21.89  2 細田 昌宏(3) 高校    23.49  3 茂木 康平(3) 高校    23.75  4 小林 将大(2) 高校    23.87

岩村田 上田染谷丘 佐久長聖 野沢南
 5 増田 凌(1) 高校    24.31  6 佐藤 元紀(3) 高校    25.27  7 滝沢 裕生(1) 高校    27.21 塚田 博希(3) 高校 欠場    

上田西 野沢北 上田千曲 上田
男子 05/09  1組  1 荻原 京介(2) 高校    52.65  2 塚田 博希(3) 高校    53.20  3 柳澤 圭太(3) 高校    53.96  4 原 大和(3) 高校    54.47

佐久長聖 上田 岩村田 上田西
 5 甘利 優太(3) 高校    54.50  6 稲玉 翔太(1) 高校    56.99  7 佐藤 元紀(3) 高校    57.97  8 土屋 侃汰(1) 高校    58.53

野沢南 上田染谷丘 野沢北 小諸
須崎 大地(2) 高校 欠場    

上田千曲
 2組  1 池田 仁(3) 高校    49.17  2 相米 健太(3) 高校    51.70  3 細川 大輝(3) 高校    53.21  4 小林 将大(2) 高校    53.40

岩村田 佐久長聖 野沢北 野沢南
 5 牧村 直樹(3) 高校    54.61  6 荻原 悠輔(1) 高校    57.71  7 小須田 健(2) 高校  1,00.05 佐藤 克成(3) 高校 欠場    

上田染谷丘 小諸 東御清翔 上田千曲
 3組  1 茂木 康平(3) 高校    53.12  2 町田 一生(2) 高校    53.15  3 柳澤  慶(3) 高校    54.43  4 西澤 弦也(3) 高校    55.27

佐久長聖 岩村田 野沢北 小諸
 5 安藤 活樹(2) 高校    55.82  6 箱山 幸人(3) 高校    56.25  7 白川 大智(3) 高校    56.75  8 利根川 大貴(3) 高校    58.53

上田染谷丘 上田千曲 丸子修学館 野沢南
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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155回　東信高校総体　陸上競技大会                                             ｺｰﾄﾞ  [14202003]

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 05/10  1組  1 甘利 優太(3) 高校  2,08.17  2 碓氷 将司(3) 高校  2,08.53  3 安藤 活樹(2) 高校  2,09.05  4 中山 智顕(1) 高校  2,12.09
野沢南 野沢北 上田染谷丘 佐久長聖

 5 小林 大峰(2) 高校  2,14.79  6 内川 大樹(2) 高校  2,15.66  7 西村 涼太(1) 高校  2,19.08  8 山﨑 創二(2) 高校  2,19.87
岩村田 小諸 上田西 上田

 9 上原 光太(3) 高校  2,28.26 荻原 環(1) 高校 欠場    
北佐久農業 小諸商業

 2組  1 脇坂 拓馬(3) 高校  2,07.21  2 栁澤 航希(2) 高校  2,07.46  3 児玉 天晴(1) 高校  2,07.84  4 岩松 敬賀(2) 高校  2,08.36
丸子修学館 上田 上田西 佐久長聖

 5 木内 寛人(2) 高校  2,11.38  6 小林 侃矢(2) 高校  2,16.46  7 菊原 崇矢(1) 高校  2,25.41  8 有賀 聡一朗(1) 高校  2,26.60
北佐久農業 野沢北 野沢南 上田染谷丘

佐藤 克成(3) 高校 欠場    佐藤 玲緒(2) 高校 欠場    
上田千曲 岩村田

 3組  1 柳澤  慶(3) 高校  2,08.47  2 荻原 宏崇(2) 高校  2,08.57  3 小林 達哉(2) 高校  2,09.30  4 三輪 祐也(3) 高校  2,11.17
野沢北 上田東 北佐久農業 上田

 5 稲玉 翔太(1) 高校  2,11.35  6 小林 諒也(1) 高校  2,14.16  7 笹沢 広夢(1) 高校  2,19.73  8 大西 宏樹(1) 高校  2,20.22
上田染谷丘 佐久長聖 小諸 上田千曲

 9 山上 淳(1) 高校  2,24.18 富岡 平(2) 高校 失格    
上田西 岩村田

男子 05/09  1組  1 名取 燎太(1) 高校  4,21.05  2 依田 航太郎(3) 高校  4,21.75  3 児玉 天晴(1) 高校  4,21.79  4 脇坂 拓馬(3) 高校  4,21.91
佐久長聖 上田 上田西 丸子修学館

 5 大谷 広樹(3) 高校  4,21.95  6 細田 敦也(3) 高校  4,22.28  7 野崎 智希(3) 高校  4,23.17  8 長谷川 裕真(3) 高校  4,23.97
佐久長聖 上田 上田染谷丘 野沢北

 9 小林 達哉(2) 高校  4,33.07 10 内川 大樹(2) 高校  4,46.92 11 岩野 純人(1) 高校  4,54.44 12 大西 宏樹(1) 高校  5,06.11
北佐久農業 小諸 岩村田 上田千曲

13 菊原 崇矢(1) 高校  5,07.30 14 富岡 平(2) 高校  5,09.14 15 和田 明斗(1) 高校  5,21.61
野沢南 岩村田 蓼科

 2組  1 澤 弘平(3) 高校  4,16.91  2 宮坂 響(3) 高校  4,24.02  3 細田 達也(3) 高校  4,24.15  3 荻原 宏崇(2) 高校  4,24.15
佐久長聖 上田染谷丘 上田西 上田東

 5 碓氷 将司(3) 高校  4,24.16  6 秋山 祥汰(3) 高校  4,24.23  7 田島 史都(3) 高校  4,24.25  8 小林 優矢(2) 高校  4,30.06
野沢北 上田染谷丘 上田 上田西

 9 清水 葉(2) 高校  4,33.51 10 白鳥 雄太郎(3) 高校  4,44.26 11 上原 光太(3) 高校  4,50.26 12 笹沢 広夢(1) 高校  4,56.97
小諸 上田千曲 北佐久農業 小諸

13 西嶋 花道(1) 高校  5,01.96 14 糀 真哉(2) 高校  5,03.84 青山 夏樹(1) 高校 欠場    
丸子修学館 野沢北 岩村田
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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155回　東信高校総体　陸上競技大会                                             ｺｰﾄﾞ  [14202003]

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 05/10  1組 +5.4  1 池田 仁(3) 高校    10.80  2 丸山 佳太(3) 高校    11.28  3 須藤 稜太(2) 高校    11.32  4 石井 雄大(3) 高校    11.42

岩村田 佐久長聖 岩村田 野沢北
 5 箱山 幸人(3) 高校    11.42  6 細田 昌宏(3) 高校    11.62  7 牧村 直樹(3) 高校    11.67  8 原 大和(3) 高校    11.94

上田千曲 上田染谷丘 上田染谷丘 上田西
 2組 +5.7  1 藤牧 佑希(3) 高校    11.12  2 松崎 文弥(1) 高校    11.18  3 花里 翼(1) 高校    11.29  4 竹内 凱斗(3) 高校    11.45

岩村田 佐久長聖 佐久長聖 上田染谷丘
 5 塚田 博希(3) 高校    11.66  6 藤澤 玄(2) 高校    11.77  7 小林 将大(2) 高校    11.82  8 大井 友尋(3) 高校    11.87

上田 上田西 野沢南 北佐久農業

順
位

１００ｍ１００ｍ１００ｍ

順
位

順
位

順
位



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155回　東信高校総体　陸上競技大会                                             ｺｰﾄﾞ  [14202003]

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 05/10 +4.3  1 池田 仁(3) 高校    10.79  2 藤牧 佑希(3) 高校    11.01  3 丸山 佳太(3) 高校    11.12  4 松崎 文弥(1) 高校    11.23

岩村田 岩村田 佐久長聖 佐久長聖
 5 須藤 稜太(2) 高校    11.32  6 石井 雄大(3) 高校    11.34  7 花里 翼(1) 高校    11.35  8 箱山 幸人(3) 高校    11.41

岩村田 野沢北 佐久長聖 上田千曲
男子 05/11 +1.0  1 池田 仁(3) 高校    22.17  2 荻原 京介(2) 高校    22.38  3 松崎 文弥(1) 高校    22.84  4 柳澤 圭太(3) 高校    23.29

岩村田 佐久長聖 佐久長聖 岩村田
 5 石井 雄大(3) 高校    23.53  6 細川 大輝(3) 高校    23.56  7 細田 昌宏(3) 高校    23.93  8 竹内 凱斗(3) 高校    24.02

野沢北 野沢北 上田染谷丘 上田染谷丘
男子 05/09  1 池田 仁(3) 高校    49.65  2 荻原 京介(2) 高校    50.86  3 茂木 康平(3) 高校    52.07  4 相米 健太(3) 高校    52.59

岩村田 佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖
 5 町田 一生(2) 高校    53.41  6 塚田 博希(3) 高校    53.98  7 小林 将大(2) 高校    54.21  8 細川 大輝(3) 高校    55.43

岩村田 上田 野沢南 野沢北
男子 05/10  1 脇坂 拓馬(3) 高校  2,10.01  2 柳澤  慶(3) 高校  2,10.38  3 碓氷 将司(3) 高校  2,10.97  4 岩松 敬賀(2) 高校  2,12.27

丸子修学館 野沢北 野沢北 佐久長聖
 5 荻原 宏崇(2) 高校  2,12.34  6 栁澤 航希(2) 高校  2,12.52  7 児玉 天晴(1) 高校  2,13.00  8 甘利 優太(3) 高校  2,13.89

上田東 上田 上田西 野沢南
男子 05/09  1 名取 燎太(1) 高校  4,16.20  2 依田 航太郎(3) 高校  4,16.84  3 澤 弘平(3) 高校  4,16.85  4 宮坂 響(3) 高校  4,18.99

佐久長聖 上田 佐久長聖 上田染谷丘
 5 細田 敦也(3) 高校  4,21.47  6 大谷 広樹(3) 高校  4,21.80  7 細田 達也(3) 高校  4,22.13  8 脇坂 拓馬(3) 高校  4,23.25

上田 佐久長聖 上田西 丸子修学館
 9 児玉 天晴(1) 高校  4,23.28 10 秋山 祥汰(3) 高校  4,24.09 11 碓氷 将司(3) 高校  4,31.27 12 荻原 宏崇(2) 高校  4,33.22

上田西 上田染谷丘 野沢北 上田東
13 田島 史都(3) 高校  4,38.04 14 野崎 智希(3) 高校  4,38.21 15 長谷川 裕真(3) 高校  4,45.30

上田 上田染谷丘 野沢北
男子 05/11  1 關 颯人(2) 高校 15,01.57  2 大嵩崎 慧(3) 高校 15,10.44  3 長沼 大智(3) 高校 15,27.37  4 井上 錬(2) 高校 15,28.24

佐久長聖 上田染谷丘 佐久長聖 佐久長聖
 5 細田 達也(3) 高校 15,39.19  6 依田 航太郎(3) 高校 15,42.10  7 秋山 祥汰(3) 高校 15,45.73  8 武井 湧平(3) 高校 15,46.53

上田西 上田 上田染谷丘 丸子修学館
 9 永井 慎也(2) 高校 16,07.84 10 中山 峻弥(2) 高校 16,11.11 11 菅原 憲二(2) 高校 16,12.84 12 細田 敦也(3) 高校 16,15.23

丸子修学館 上田 野沢北 上田
13 碓氷 将司(3) 高校 16,20.43 14 今滝 春彦(3) 高校 16,22.63 15 野崎 智希(3) 高校 16,31.28 16 柳沢 充保(2) 高校 16,36.51

野沢北 上田西 上田染谷丘 上田西
17 内川 大樹(2) 高校 16,59.21 18 長谷川 裕真(3) 高校 17,33.70 19 清水 葉(2) 高校 17,47.42 20 白鳥 雄太郎(3) 高校 18,03.47

小諸 野沢北 小諸 上田千曲
21 笹沢 広夢(1) 高校 18,15.48 22 西嶋 花道(1) 高校 18,26.36

小諸 丸子修学館
男子 05/09  1組 +4.9  1 坂田 涼輔(1) 高校    17.24  2 白川 大智(3) 高校    19.36  3 小林 拓真(1) 高校    20.75  4 小須田 健(2) 高校    22.10

佐久長聖 丸子修学館 上田東 東御清翔
出浦 祐哉(1) 高校 欠場    

野沢南
 2組 +6.2  1 上原 大知(3) 高校    15.20  2 山浦 貫人(2) 高校    16.19  3 桜井 滉治(3) 高校    16.25  4 中沢 悟(2) 高校    17.47

野沢北 岩村田 岩村田 小諸
 5 土屋 春樹(3) 高校    17.77

小諸商業
男子 05/10  1組  1 西澤 弦也(3) 高校  1,02.52  2 山﨑 創二(2) 高校  1,07.30  3 武藤 雅哉(1) 高校  1,09.88  4 栁澤 陸(1) 高校  1,12.14

小諸 上田 野沢北 小諸
 5 小須田 健(2) 高校  1,13.72  6 田中 光(1) 高校  1,18.84  7 相場 泰彦(1) 高校  1,22.41 中山 智顕(1) 高校 失格    

東御清翔 軽井沢 佐久長聖 佐久長聖
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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155回　東信高校総体　陸上競技大会                                             ｺｰﾄﾞ  [14202003]

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

 2組  1 桜井 滉治(3) 高校    57.48  2 相米 健太(3) 高校    59.42  3 内堀 連(2) 高校  1,00.53  4 白川 大智(3) 高校  1,02.60
岩村田 佐久長聖 北佐久農業 丸子修学館

 5 中沢 悟(2) 高校  1,03.15  6 上原 大知(3) 高校  1,04.15 町田 一生(2) 高校 欠場    
小諸 野沢北 岩村田

男子 05/10  1 大嵩崎 慧(3) 高校  9,47.91  2 宮坂 響(3) 高校  9,51.76  3 永井 慎也(2) 高校 10,11.09  4 武井 湧平(3) 高校 10,15.97
上田染谷丘 上田染谷丘 丸子修学館 丸子修学館

 5 鈴木 広親(3) 高校 10,19.32  6 柳沢 充保(2) 高校 10,29.78  7 今滝 春彦(3) 高校 10,31.80  8 長谷川 裕真(3) 高校 10,33.61
佐久長聖 上田西 上田西 野沢北

 9 丸山 和輝(2) 高校 10,49.89 10 清水 葉(2) 高校 11,05.59 11 栁澤 航希(2) 高校 11,17.26 12 佐藤 和紀(1) 高校 12,13.31
佐久長聖 小諸 上田 野沢北

13 林 智哉(1) 高校 12,15.96 菊池 風希(2) 高校 欠場    川中 浩平(2) 高校 欠場    築舘 陽介(2) 高校 欠場    
野沢北 岩村田 上田 佐久長聖

男子 05/09  1 藤森 太一(2) 高校 25,52.18  2 菊池 風希(2) 高校 26,42.03
丸子修学館 岩村田

ｵｰﾌﾟﾝ男子 05/09  1組 +3.5  1 柳澤 圭太(3) 高校    11.57  2 神田 優人(1) 高校    12.14  3 山口 智也(1) 高校    12.45  4 平田 宗一郎(1) 高校    12.51
岩村田 岩村田 岩村田 上田

 5 清水 陽(1) 高校    12.66  6 吉永 雄大(1) 高校    12.77  7 内海 常規(2) 高校    13.59
上田 上田 上田西

 2組 +4.0  1 高橋 正行(3) 高校    11.87  2 柳澤  匠(2) 高校    12.00  3 佐塚 一馬(1) 高校    12.44  4 土屋  巧(1) 高校    12.45
岩村田 岩村田 岩村田 野沢北

 5 野原 尚貴(1) 高校    12.53  6 長谷川 直樹(1) 高校    12.62  7 丸山 佑太(2) 高校    12.84
上田 上田染谷丘 上田西

 3組 +5.4  1 坂田 涼輔(1) 高校    12.07  2 寺島 僚(1) 高校    12.38  3 松本 光平(1) 高校    12.61  4 高見沢 草太(1) 高校    12.88
佐久長聖 上田 上田西 岩村田

 5 前田 憲幸(1) 高校    13.15  6 宮本 幸治(2) 高校    13.28  7 滝沢 裕生(1) 高校    13.74 町田 一生(2) 高校 欠場    
上田染谷丘 上田西 上田千曲 岩村田

ｵｰﾌﾟﾝ男子 05/11 +2.4  1 須藤 稜太(2) 高校    23.35  2 長谷川 直樹(1) 高校    25.44  3 前田 憲幸(1) 高校    26.17
岩村田 上田染谷丘 上田染谷丘

ｵｰﾌﾟﾝ男子 05/09  1 柳澤  匠(2) 高校    54.11  2 相場 泰彦(1) 高校    54.47  3 林 智哉(1) 高校    56.63  4 小林 大峰(2) 高校    57.40
岩村田 佐久長聖 野沢北 岩村田

 5 小林 諒也(1) 高校    59.01  6 高見沢 草太(1) 高校  1,01.54  7 小山 達之(1) 高校  1,01.56 竹内 祥太郎(3) 高校 欠場    
佐久長聖 岩村田 野沢北 岩村田

ｵｰﾌﾟﾝ男子 05/10  1 林 智哉(1) 高校  2,15.79  2 笠原 渓介(1) 高校  2,16.98  3 武藤 雅哉(1) 高校  2,20.98  4 岩野 純人(1) 高校  2,23.23
野沢北 上田 野沢北 岩村田

 5 原 大晴(1) 高校  2,31.86 青山 夏樹(1) 高校 欠場    
佐久長聖 岩村田

ｵｰﾌﾟﾝ男子 05/09  1組  1 大迫 隼也(3) 高校  4,21.21  2 中山 峻弥(2) 高校  4,26.11  3 岩松 敬賀(2) 高校  4,27.39  4 小林 諒汰(2) 高校  4,34.29
佐久長聖 上田 佐久長聖 上田西

 5 西村 涼太(1) 高校  4,36.39  6 水上 優斗(2) 高校  4,38.65  7 北島 翔吾(1) 高校  4,42.24  8 内田 知樹(1) 高校  4,42.60
上田西 佐久長聖 上田西 上田

 9 竹鼻 将生(1) 高校  4,51.68 10 山上 淳(1) 高校  4,54.69 11 佐藤 和紀(1) 高校  5,04.51 箱山 陸人(2) 高校 欠場    
上田 上田西 野沢北 佐久長聖

茂山 蓮太(3) 高校 欠場    山口 航大(1) 高校 欠場    田中 孝之輔(3) 高校 欠場    林部 匠汰(1) 高校 欠場    
佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖 上田

内田 光(1) 高校 欠場    
佐久長聖
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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155回　東信高校総体　陸上競技大会                                             ｺｰﾄﾞ  [14202003]

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

 2組  1 長沼 大智(3) 高校  4,13.60  2 宮島 幸太郎(3) 高校  4,14.81  3 菅原 憲二(2) 高校  4,24.89  4 鈴木 広親(3) 高校  4,30.18
佐久長聖 佐久長聖 野沢北 佐久長聖

 5 丸山 和輝(2) 高校  4,32.12  6 相馬 崇史(1) 高校  4,35.14  7 掛川 萌也(1) 高校  4,49.21  8 小平 悟志(1) 高校  4,50.61
佐久長聖 佐久長聖 上田西 上田

 9 有賀 聡一朗(1) 高校  5,02.08 10 宮島 侑希(1) 高校  5,31.96 小林 海仁(1) 高校 築舘 陽介(2) 高校 欠場    
上田染谷丘 上田 佐久長聖 佐久長聖

日野 志朗(2) 高校 欠場    大澤 智樹(1) 高校 欠場    井上 錬(2) 高校 欠場    黒川 岳(3) 高校 欠場    
佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖

關 颯人(2) 高校 欠場    
佐久長聖

ｵｰﾌﾟﾝ男子 05/11  1 澤 弘平(3) 高校 15,17.86  2 宮島 幸太郎(3) 高校 15,26.50  3 茂山 蓮太(3) 高校 15,40.46  4 丸山 和輝(2) 高校 15,52.67
佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖

 5 大谷 広樹(3) 高校 15,53.51  6 黒川 岳(3) 高校 15,56.43  7 大迫 隼也(3) 高校 16,04.68  8 箱山 陸人(2) 高校 16,14.90
佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖

 9 相馬 崇史(1) 高校 16,18.84 10 鈴木 広親(3) 高校 16,35.88 11 水上 優斗(2) 高校 16,36.30 12 小林 優矢(2) 高校 16,57.46
佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖 上田西

13 掛川 萌也(1) 高校 17,05.68 14 田島 史都(3) 高校 17,11.02 15 北島 翔吾(1) 高校 17,14.86 16 小林 諒汰(2) 高校 17,29.15
上田西 上田 上田西 上田西

17 川中 浩平(2) 高校 17,47.04 大澤 智樹(1) 高校 欠場    日野 志朗(2) 高校 欠場    内田 光(1) 高校 欠場    
上田 佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖

田中 孝之輔(3) 高校 欠場    小林 海仁(1) 高校 欠場    名取 燎太(1) 高校 欠場    宮島 侑希(1) 高校 欠場    
佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖 上田

築舘 陽介(2) 高校 欠場    
佐久長聖

ｵｰﾌﾟﾝ男子 05/10  1 宮島 幸太郎(3) 高校 10,04.83  2 水上 優斗(2) 高校 11,09.42 黒川 岳(3) 高校 欠場    
佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖

混成男子 05/09 +3.2  1 山浦 貫人(2) 高校    11.34  2 小林 颯(3) 高校    11.65  3 桜井 滉治(3) 高校    11.73  4 荻原 悠輔(1) 高校    12.31
岩村田 小諸 岩村田 小諸

 5 土屋 侃汰(1) 高校    12.52  6 飯島 勇矢(3) 高校    12.88
小諸 上田千曲

混成男子 05/09  1 桜井 滉治(3) 高校    52.98  2 山浦 貫人(2) 高校    54.08  3 小林 颯(3) 高校    54.31  4 荻原 悠輔(1) 高校    57.78
岩村田 岩村田 小諸 小諸

 5 飯島 勇矢(3) 高校    58.19  6 土屋 侃汰(1) 高校    59.07
上田千曲 小諸

混成男子 05/10  1 桜井 滉治(3) 高校  4,42.12  2 荻原 悠輔(1) 高校  5,10.46  3 山浦 貫人(2) 高校  5,11.20  4 小林 颯(3) 高校  5,11.25
岩村田 小諸 岩村田 小諸

 5 土屋 侃汰(1) 高校  5,15.03  6 飯島 勇矢(3) 高校  5,21.99
小諸 上田千曲

混成男子 05/10 +2.9  1 桜井 滉治(3) 高校    16.02  2 山浦 貫人(2) 高校    16.56  3 小林 颯(3) 高校    18.93  4 荻原 悠輔(1) 高校    20.11
岩村田 岩村田 小諸 小諸

 5 飯島 勇矢(3) 高校    21.31  6 土屋 侃汰(1) 高校    22.19
上田千曲 小諸
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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155回　東信高校総体　陸上競技大会                                             ｺｰﾄﾞ  [14202003]

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 05/10  1組     1 北佐久農業 髙橋 俊満(1) 木内 寛人(2) 大井 友尋(3) 内堀 連(2)       46.48

    2 上田西 藤澤 玄(2) 松本 光平(1) 原 大和(3) 増田 凌(1)       47.41
    3 丸子修学館 長崎 大悟(2) 清水 泰地(2) 白川 大智(3) 海野 龍一(1)       47.67
    4 上田 小池 優周(2) 箕輪 朋晃(2) 塚田 博希(3) 野原 尚貴(1)       47.74

野沢南 甘利 優太(3) 小林 将大(2) 上野 樹(1) 利根川 大貴(3) 失格      
 2組     1 岩村田 山浦 貫人(2) 池田 仁(3) 柳澤 圭太(3) 藤牧 佑希(3)       43.35

    2 佐久長聖 相米 健太(3) 花里 翼(1) 松崎 文弥(1) 荻原 京介(2)       44.15
    3 上田染谷丘 安藤 活樹(2) 細田 昌宏(3) 牧村 直樹(3) 竹内 凱斗(3)       45.23
    4 小諸 原田 健太(2) 小林 颯(3) 中沢 悟(2) 西澤 弦也(3)       46.61
    5 上田千曲 飯島 勇矢(3) 箱山 幸人(3) 龍野 准(1) 須崎 大地(2)       47.25

野沢北 細川 大輝(3) 石井 雄大(3) 佐藤 元紀(3) 上原 大知(3) 失格      
男子 05/11  1組     1 上田 塚田 博希(3) 三輪 祐也(3) 箕輪 朋晃(2) 依田 航太郎(3)     3,34.43

    2 丸子修学館 白川 大智(3) 脇坂 拓馬(3) 清水 泰地(2) 長崎 大悟(2)     3,34.61
    3 小諸 西澤 弦也(3) 原田 健太(2) 中沢 悟(2) 小林 颯(3)     3,35.11
    4 上田西 原 大和(3) 児玉 天晴(1) 丸山 佑太(2) 藤澤 玄(2)     3,37.04
    5 上田千曲 箱山 幸人(3) 白鳥 雄太郎(3) 龍野 准(1) 飯島 勇矢(3)     3,39.15

 2組     1 岩村田 桜井 滉治(3) 町田 一生(2) 柳澤 圭太(3) 池田 仁(3)     3,21.26 大会新    
    2 佐久長聖 相場 泰彦(1) 相米 健太(3) 茂木 康平(3) 荻原 京介(2)     3,24.26 大会新    
    3 野沢北 細川 大輝(3) 柳澤  慶(3) 石井 雄大(3) 上原 大知(3)     3,27.61
    4 北佐久農業 内堀 連(2) 木内 寛人(2) 小林 達哉(2) 大井 友尋(3)     3,34.72
    5 上田染谷丘 竹内 凱斗(3) 宮坂 響(3) 安藤 活樹(2) 牧村 直樹(3)     3,35.77
    6 野沢南 小林 将大(2) 甘利 優太(3) 上野 樹(1) 利根川 大貴(3)     3,36.94

チーム名 選手名１

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ

４×４００ｍＲ４×４００ｍＲ４×４００ｍＲ



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155回　東信高校総体　陸上競技大会                                             ｺｰﾄﾞ  [14202003]

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 05/10  1 山浦 貫人(2) 高校    1.75  2 小林 颯(3) 高校    1.75  3 箕輪 朋晃(2) 高校    1.65  4 飯島 勇矢(3) 高校    1.55

岩村田 小諸 上田 上田千曲
 5 須藤 稜太(2) 高校    1.50  6 中沢 悟(2) 高校    1.50  7 高見沢 草太(1) 高校    1.45  8 宮本 幸治(2) 高校    1.40

岩村田 小諸 岩村田 上田西
男子 05/09  1 清水 泰地(2) 高校    6.77  2 藤牧 佑希(3) 高校    6.37  3 神田 優人(1) 高校    6.23  4 藤澤 玄(2) 高校    6.21

丸子修学館    +4.7 岩村田    +9.9 岩村田    +7.3 上田西    +5.5
 5 松本 光平(1) 高校    5.87  6 土屋  巧(1) 高校    5.86  7 竹内 祥太郎(3) 高校    5.75  8 花里 翼(1) 高校    5.41

上田西    +8.3 野沢北    +6.2 岩村田    +7.9 佐久長聖    +5.5
 9 出浦 祐哉(1) 高校    5.18 10 原田 健太(2) 高校    5.17 11 上野 樹(1) 高校    4.94 12 田中 光(1) 高校    4.29

野沢南    +6.1 小諸    +5.5 野沢南    +9.9 軽井沢    +4.6
小林 舜(1) 高校 土屋 春樹(3) 高校 欠場    

野沢南 小諸商業
男子 05/11  1 藤牧 佑希(3) 高校   13.45  2 清水 泰地(2) 高校   13.00  3 富永 智(3) 高校   12.31  4 神田 優人(1) 高校   12.06

岩村田    +2.3 丸子修学館    -0.4 小諸商業    +2.2 岩村田    +2.1
 5 土屋 春樹(3) 高校   11.69 竹内 祥太郎(3) 高校 武藤 雅哉(1) 高校 欠場    

小諸商業    +2.2 岩村田 野沢北
男子 05/10  1 松野 翔悟(3) 高校    9.83  2 松崎 文弥(1) 高校    9.48  3 鈴木 翔太(3) 高校    9.31  4 髙橋 俊満(1) 高校    8.72

小諸 佐久長聖 岩村田 北佐久農業
 5 丸山 佑太(2) 高校    8.39  6 長崎 大悟(2) 高校    8.12  7 宮崎 未奈三(1) 高校    7.59  8 北村 悠和(1) 高校    7.17

上田西 丸子修学館 北佐久農業 上田千曲
 9 中田 凌平(1) 高校    7.06 10 栁澤 陸(1) 高校    6.97 11 海野 龍一(1) 高校    6.51 12 内海 常規(2) 高校    6.44

小諸 小諸 丸子修学館 上田西
男子 05/11  1 高橋 正行(3) 高校   29.97  2 松野 翔悟(3) 高校   28.71  3 若林 隆大(2) 高校   27.05  4 鈴木 翔太(3) 高校   25.50

岩村田 小諸 上田染谷丘 岩村田
 5 長崎 大悟(2) 高校   23.79  6 富永 智(3) 高校   21.74  7 髙橋 俊満(1) 高校   21.39  8 北島 拓(3) 高校   18.62

丸子修学館 小諸商業 北佐久農業 佐久長聖
 9 宮崎 未奈三(1) 高校   16.28 10 土屋 侃汰(1) 高校   13.01

北佐久農業 小諸
男子 05/08  1 鈴木 翔太(3) 高校   44.79  2 高橋 正行(3) 高校   19.54  3 髙橋 俊満(1) 高校   16.99  4 海野 龍一(1) 高校   16.25

岩村田 岩村田 北佐久農業 丸子修学館
 5 佐藤 玲緒(2) 高校   12.16

岩村田
男子 05/09  1 富永 智(3) 高校   51.21  2 若林 隆大(2) 高校   49.79  3 長崎 大悟(2) 高校   43.39  4 大井 友尋(3) 高校   42.60

小諸商業 上田染谷丘 丸子修学館 北佐久農業
 5 丸山 佑太(2) 高校   41.14  6 小林 颯(3) 高校   38.82  7 北島 拓(3) 高校   37.11  8 木内 寛人(2) 高校   34.52

上田西 小諸 佐久長聖 北佐久農業
 9 須崎 大地(2) 高校   34.40 10 海野 龍一(1) 高校   32.07 11 北村 悠和(1) 高校   26.12 12 龍野 准(1) 高校   23.99

上田千曲 丸子修学館 上田千曲 上田千曲
13 原 大晴(1) 高校   22.31 14 栁澤 陸(1) 高校   19.30 佐塚 一馬(1) 高校 西澤 弦也(3) 高校

佐久長聖 小諸 岩村田 小諸
荻原 環(1) 高校 欠場    佐藤 玲緒(2) 高校 欠場    

小諸商業 岩村田
ｵｰﾌﾟﾝ男子 05/09  1 山口 智也(1) 高校    5.34 佐塚 一馬(1) 高校 欠場    

岩村田    +7.3 岩村田
ｵｰﾌﾟﾝ男子 05/11 山口 智也(1) 高校 欠場    

岩村田

順
位

順
位

順
位

順
位

走高跳走高跳走高跳

走幅跳走幅跳走幅跳

三段跳三段跳三段跳

砲丸投砲丸投砲丸投

円盤投円盤投円盤投

ハンマー投ハンマー投ハンマー投

やり投やり投やり投

走幅跳走幅跳走幅跳

三段跳三段跳三段跳



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155回　東信高校総体　陸上競技大会                                             ｺｰﾄﾞ  [14202003]

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

混成男子 05/10  1 山浦 貫人(2) 高校    1.80  2 小林 颯(3) 高校    1.65  3 桜井 滉治(3) 高校    1.60  4 飯島 勇矢(3) 高校    1.55
岩村田 小諸 岩村田 上田千曲

 5 荻原 悠輔(1) 高校    1.50  6 土屋 侃汰(1) 高校    1.40
小諸 小諸

混成男子 05/09  1 山浦 貫人(2) 高校    6.06  2 桜井 滉治(3) 高校    5.76  3 小林 颯(3) 高校    5.39  4 飯島 勇矢(3) 高校    5.28
岩村田     0.0 岩村田    -2.0 小諸    +0.2 上田千曲    -0.1

 5 荻原 悠輔(1) 高校    5.16  6 土屋 侃汰(1) 高校    4.35
小諸    -1.0 小諸    +0.7

混成男子 05/09  1 小林 颯(3) 高校    8.38  2 山浦 貫人(2) 高校    8.28  3 土屋 侃汰(1) 高校    7.67  4 荻原 悠輔(1) 高校    7.45
小諸 岩村田 小諸 小諸

 5 桜井 滉治(3) 高校    7.37  6 飯島 勇矢(3) 高校    7.15
岩村田 上田千曲

混成男子 05/10  1 小林 颯(3) 高校   38.70  2 山浦 貫人(2) 高校   32.74  3 飯島 勇矢(3) 高校   31.38  3 桜井 滉治(3) 高校   31.38
小諸 岩村田 上田千曲 岩村田

 5 荻原 悠輔(1) 高校   31.06  6 土屋 侃汰(1) 高校   21.92
小諸 小諸

八種走高跳八種走高跳八種走高跳

八種走幅跳八種走幅跳八種走幅跳

八種砲丸投八種砲丸投八種砲丸投

八種やり投八種やり投八種やり投



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155回　東信高校総体　陸上競技大会                                             ｺｰﾄﾞ  [14202003]

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 05/10  1 山浦 貫人(2) 高校    4538  2 桜井 滉治(3) 高校    4431  3 小林 颯(3) 高校    4059  4 荻原 悠輔(1) 高校    3375

岩村田 岩村田 小諸 小諸
 5 飯島 勇矢(3) 高校    3156  6 土屋 侃汰(1) 高校    2785

上田千曲 小諸

順
位

順
位

順
位

順
位

八種競技八種競技八種競技



決勝 5月10日 13:40

県高新               2.17
大会新  (GR )        2.01

山浦 貫人(2) 高校
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田
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
飯島 勇矢(3) 高校
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 上田千曲
須藤 稜太(2) 高校
ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 岩村田
中沢 悟(2) 高校
ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 小諸
高見沢 草太(1) 高校
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田
宮本 幸治(2) 高校
ﾐﾔﾓﾄ ｺｳｼﾞ 上田西

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 1m751m751m75 1m801m801m80
11 88  1581 1581

-- -- -- OO OO OO XOXO OO XXXXXX  1.75 1.75

22 44  1706 1706
OO -- OO OO XOXO XXOXXO XOXO XXOXXO XXXXXX  1.75 1.75

33 55  1773 1773
-- OO OO OO OO OO XXXXXX  1.65 1.65

44 77  1878 1878
-- -- -- OO XXXXXX  1.55 1.55

55 33  1583 1583
OO XOXO OO XXXXXX  1.50 1.50

66 66  2821 2821
OO -- XXOXXO XXXXXX  1.50 1.50

77 11  1593 1593
OO OO XXXXXX  1.45 1.45

88 22  2783 2783
XXOXXO XXXXXX  1.40 1.40



決勝 5月9日 13:45

県高新               7.61
大会新  (GR )        7.14

清水 泰地(2) 高校    X   6.24    X   6.77    X    X    6.77 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 丸子修学館   +5.4   +4.7    +4.7
藤牧 佑希(3) 高校   6.37    X    X    X    -    X    6.37 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ 岩村田   +9.9    +9.9
神田 優人(1) 高校   5.72   6.23   6.07    X    -    -    6.23 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩村田   +5.4   +7.3   +4.8    +7.3
藤澤 玄(2) 高校   5.74   6.21   6.10   5.93   5.90   6.01    6.21 
ﾌｼﾞｻﾜ ｹﾞﾝ 上田西   +7.6   +5.5   +4.8   +5.3   +5.4   +3.9    +5.5
松本 光平(1) 高校   5.47   5.87    X    X    -    -    5.87 
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 上田西   +9.9   +8.3    +8.3
土屋  巧(1) 高校   5.50   5.40   5.54   5.67    X   5.86    5.86 
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 野沢北   +6.7   +6.1   +4.0   +4.6   +6.2    +6.2
竹内 祥太郎(3) 高校   5.75   5.72   5.68    -    -    -    5.75 
ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 岩村田   +7.9   +6.4   +5.5    +7.9
花里 翼(1) 高校    X   4.68   5.41   4.90   3.51   3.64    5.41 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 佐久長聖   +7.1   +5.5   +5.8   +6.2   +3.2    +5.5
出浦 祐哉(1) 高校    X   5.09   5.18    5.18 
ﾃﾞｳﾗ ﾕｳﾔ 野沢南   +8.1   +6.1    +6.1
原田 健太(2) 高校   4.92    X   5.17    5.17 
ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ 小諸   +7.3   +5.5    +5.5
上野 樹(1) 高校   4.94    X    X    4.94 
ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 野沢南   +9.9    +9.9
田中 光(1) 高校   4.20   3.57   4.29    4.29 
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 軽井沢   +6.5   +6.9   +4.6    +4.6
小林 舜(1) 高校    X    X    X
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 野沢南
土屋 春樹(3) 高校 欠場
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ 小諸商業

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 1414  1757 1757

-5--5-

22 1313  1616 1616

33 1010  1589 1589

44 1111  2784 2784

55 99  1908 1908

66 44  1539 1539

77 1212  1619 1619

88 88  2801 2801

99 33  1558 1558

1010 55  2822 2822

1111 66  1561 1561

1212 22  1691 1691

11  1560 1560

77  1727 1727



決勝 5月11日 12:00

県高新              15.58
大会新  (GR )       14.63

藤牧 佑希(3) 高校  12.91  13.45    X    X    X    X   13.45 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾕｳｷ 岩村田   +1.9   +2.3    +2.3
清水 泰地(2) 高校  12.70    X    X    X  13.00  12.77   13.00 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 丸子修学館   +1.8   -0.4   -0.3    -0.4
富永 智(3) 高校  11.79  12.03  11.82  12.31  11.60  11.94   12.31 
ﾄﾐﾅｶﾞ ｻﾄｼ 小諸商業   -0.6    0.0   +1.8   +2.2   -0.1   +0.2    +2.2
神田 優人(1) 高校  11.91  11.54    X  12.06  11.76    X   12.06 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩村田   -1.1   +1.2   +2.1   -0.3    +2.1
土屋 春樹(3) 高校  11.16  11.69    X  11.47  11.15  11.44   11.69 
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ 小諸商業   -0.7   +2.2   -0.2   +0.4   -1.8    +2.2
竹内 祥太郎(3) 高校    X    -    -
ﾀｹｳﾁ ｼｮｳﾀﾛｳ 岩村田
武藤 雅哉(1) 高校 欠場
ﾑﾄｳ ﾏｻﾔ 野沢北

男子

三段跳              三段跳              

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 77  1616 1616

-5--5-

22 66  1757 1757

33 44  1726 1726

44 22  1589 1589

55 33  1727 1727

55  1619 1619

11  1535 1535



決勝 5月10日 10:00

県高新              14.59
大会新  (GR )       11.48

松野 翔悟(3) 高校
ﾏﾂﾉ ｼｮｳｺﾞ 小諸
松崎 文弥(1) 高校
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖
鈴木 翔太(3) 高校
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 岩村田
髙橋 俊満(1) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ 北佐久農業
丸山 佑太(2) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 上田西
長崎 大悟(2) 高校
ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 丸子修学館
宮崎 未奈三(1) 高校
ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾅﾐ 北佐久農業
北村 悠和(1) 高校
ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 上田千曲
中田 凌平(1) 高校
ﾅｶﾀ ﾘｮｳﾍｲ 小諸
栁澤 陸(1) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｸ 小諸
海野 龍一(1) 高校
ｳﾝﾉ ﾘｭｳｲﾁ 丸子修学館
内海 常規(2) 高校
ｳﾂﾐ ﾂﾈﾉﾘ 上田西

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 1212  1705 1705

 9.35 9.35  8.88 8.88  8.17 8.17  9.10 9.10  9.83 9.83  9.83 9.83   9.83   9.83 

22 88  2807 2807
 9.11 9.11  9.48 9.48   X  X  8.95 8.95   -  -   -  -   9.48   9.48 

33 1010  1605 1605
 9.31 9.31  9.11 9.11  7.92 7.92  8.67 8.67  9.08 9.08  8.85 8.85   9.31   9.31 

44 66  1628 1628
 8.14 8.14   X  X  8.58 8.58  8.33 8.33  8.72 8.72  7.22 7.22   8.72   8.72 

55 1111  2782 2782
 8.11 8.11  8.39 8.39  8.03 8.03  7.27 7.27  8.18 8.18  7.92 7.92   8.39   8.39 

66 99  1758 1758
 7.77 7.77  7.65 7.65  7.78 7.78  7.60 7.60  7.83 7.83  8.12 8.12   8.12   8.12 

77 33  1627 1627
 6.79 6.79  6.67 6.67  7.59 7.59   X  X  7.29 7.29   X  X   7.59   7.59 

88 11  1875 1875
 6.28 6.28  7.10 7.10  7.06 7.06  6.60 6.60  7.17 7.17  6.90 6.90   7.17   7.17 

99 55  2827 2827
 6.60 6.60  7.06 7.06  6.84 6.84   7.06   7.06 

1010 44  2825 2825
 6.86 6.86  6.97 6.97  6.97 6.97   6.97   6.97 

1111 77  1748 1748
 6.35 6.35  6.51 6.51  5.85 5.85   6.51   6.51 

1212 22  2790 2790
 6.44 6.44  6.27 6.27  6.18 6.18   6.44   6.44 



決勝 5月11日 10:00

県高新              45.21
大会新  (GR )       37.83

高橋 正行(3) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 岩村田
松野 翔悟(3) 高校
ﾏﾂﾉ ｼｮｳｺﾞ 小諸
若林 隆大(2) 高校
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀﾞｲ 上田染谷丘
鈴木 翔太(3) 高校
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 岩村田
長崎 大悟(2) 高校
ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 丸子修学館
富永 智(3) 高校
ﾄﾐﾅｶﾞ ｻﾄｼ 小諸商業
髙橋 俊満(1) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ 北佐久農業
北島 拓(3) 高校
ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｸ 佐久長聖
宮崎 未奈三(1) 高校
ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾅﾐ 北佐久農業
土屋 侃汰(1) 高校
ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 小諸

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 99  1606 1606

  X  X 29.9729.97   X  X   O  O   X  X   O  O  29.97  29.97 

22 1010  1705 1705
28.7128.71   O  O   O  O   O  O   O  O   X  X  28.71  28.71 

33 88  1858 1858
  O  O 27.0527.05   O  O   O  O   O  O   O  O  27.05  27.05 

44 77  1605 1605
  O  O 25.5025.50   O  O   O  O   O  O   O  O  25.50  25.50 

55 55  1758 1758
23.7923.79   X  X   O  O   O  O   O  O   O  O  23.79  23.79 

66 66  1726 1726
  O  O 19.6319.63   O  O   O  O 21.7421.74   O  O  21.74  21.74 

77 22  1628 1628
  O  O   O  O 20.4420.44   O  O 21.3921.39   O  O  21.39  21.39 

88 44  2802 2802
  O  O   O  O 18.1218.12   O  O   O  O 18.6218.62  18.62  18.62 

99 11  1627 1627
16.2816.28   O  O   X  X  16.28  16.28 

1010 33  2824 2824
  X  X   O  O 13.0113.01  13.01  13.01 



決勝 5月8日 16:00

県高新              57.29
大会新  (GR )       50.48

鈴木 翔太(3) 高校
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 岩村田
高橋 正行(3) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾕｷ 岩村田
髙橋 俊満(1) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ 北佐久農業
海野 龍一(1) 高校
ｳﾝﾉ ﾘｭｳｲﾁ 丸子修学館
佐藤 玲緒(2) 高校
ｻﾄｳ ﾚｵ 岩村田

男子

ハンマー投(6.000kg) ハンマー投(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  1605 1605

41.3041.30   O  O   X  X 44.7944.79   X  X   O  O  44.79  44.79 

22 44  1606 1606
  O  O   O  O 19.5419.54   O  O   O  O   O  O  19.54  19.54 

33 11  1628 1628
  O  O 16.9916.99   O  O   O  O   O  O   O  O  16.99  16.99 

44 22  1748 1748
16.0916.09   O  O   O  O   O  O 16.2516.25   O  O  16.25  16.25 

55 33  1586 1586
12.1612.16   -  -   -  -   -  -   -  -   -  -  12.16  12.16 



決勝 5月9日 11:00

県高新              62.58
大会新  (GR )       57.42

富永 智(3) 高校
ﾄﾐﾅｶﾞ ｻﾄｼ 小諸商業
若林 隆大(2) 高校
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀﾞｲ 上田染谷丘
長崎 大悟(2) 高校
ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 丸子修学館
大井 友尋(3) 高校
ｵｵｲ ﾄﾓﾋﾛ 北佐久農業
丸山 佑太(2) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 上田西
小林 颯(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 小諸
北島 拓(3) 高校
ｷﾀｼﾞﾏ ﾀｸ 佐久長聖
木内 寛人(2) 高校
ｷｳﾁ ﾋﾛﾄ 北佐久農業
須崎 大地(2) 高校
ｽｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 上田千曲
海野 龍一(1) 高校
ｳﾝﾉ ﾘｭｳｲﾁ 丸子修学館
北村 悠和(1) 高校
ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 上田千曲
龍野 准(1) 高校
ﾀﾂﾉ ｶｲ 上田千曲
原 大晴(1) 高校
ﾊﾗ ﾀｲｾｲ 佐久長聖
栁澤 陸(1) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｸ 小諸
佐塚 一馬(1) 高校
ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ 岩村田
西澤 弦也(3) 高校
ﾆｼｻﾞﾜ ｹﾞﾝﾔ 小諸
荻原 環(1) 高校 欠場
ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾝ 小諸商業
佐藤 玲緒(2) 高校 欠場
ｻﾄｳ ﾚｵ 岩村田

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 1818  1726 1726

  X  X   O  O 51.2151.21   O  O   O  O   O  O  51.21  51.21 

22 1616  1858 1858
  O  O 42.8142.81   O  O   O  O 49.7949.79   O  O  49.79  49.79 

33 1717  1758 1758
  O  O 43.3943.39   O  O   X  X   O  O   O  O  43.39  43.39 

44 1515  1622 1622
  O  O 41.2841.28   O  O   O  O   O  O 42.6042.60  42.60  42.60 

55 1313  2782 2782
  O  O 41.1441.14   X  X   X  X   -  -   -  -  41.14  41.14 

66 1414  1706 1706
  O  O 38.8238.82   O  O   O  O   O  O   -  -  38.82  38.82 

77 77  2802 2802
  X  X   O  O 37.1137.11   O  O   O  O   O  O  37.11  37.11 

88 99  1624 1624
  X  X   O  O 34.5234.52   O  O   O  O   X  X  34.52  34.52 

99 88  1872 1872
  X  X   O  O 34.4034.40  34.40  34.40 

1010 1212  1748 1748
  O  O 32.0732.07   O  O  32.07  32.07 

1111 44  1875 1875
  O  O 26.1226.12   O  O  26.12  26.12 

1212 55  1874 1874
  X  X   X  X 23.9923.99  23.99  23.99 

1313 11  2810 2810
  O  O   X  X 22.3122.31  22.31  22.31 

1414 66  2825 2825
  X  X   O  O 19.3019.30  19.30  19.30 

22  1592 1592
  X  X   X  X   X  X

1111  1703 1703
  X  X   X  X   X  X

33  1728 1728

1010  1586 1586



決勝 5月10日 13:25

県高新               5418
大会新  (GR )        4364

山浦 貫人(2) 高校 大会新
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田
桜井 滉治(3) 高校 大会新
ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 岩村田
小林 颯(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 小諸
荻原 悠輔(1) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸
飯島 勇矢(3) 高校
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 上田千曲
土屋 侃汰(1) 高校
ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 小諸

男子

八種競技            八種競技            

順位順位 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 記録記録 備考備考
11  1581 1581

  4538  4538

22  1620 1620
  4431  4431

33  1706 1706
  4059  4059

44  2826 2826
  3375  3375

55  1878 1878
  3156  3156

66  2824 2824
  2785  2785



決勝 5月10日 11:40

県高新               2.17
大会新               2.01

1m75 1m80 1m85
山浦 貫人(2) 高校 - - - - - - O O O O
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田 XO XO XXX (627)
小林 颯(3) 高校 - - - - - O O O XO XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 小諸 (504)
桜井 滉治(3) 高校 - - - - XO XO XXO XXO XXX
ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 岩村田 (464)
飯島 勇矢(3) 高校 - - - - - - O XXX
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 上田千曲 (426)
荻原 悠輔(1) 高校 O O O O XXO O XXX
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸 (389)
土屋 侃汰(1) 高校 O O O O XXX
ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 小諸 (317)

混成男子

八種走高跳八種走高跳

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
1m351m35 1m401m40

備考備考備考
1m251m251m25 1m301m301m30 1m35 1m40 1m451m451m45 1m501m501m50 1m551m551m55 1m601m601m60 1m651m651m65 1m701m701m70

11 66  1581 1581
 1.80 1.80

22 11  1706 1706
 1.65 1.65

33 44  1620 1620
 1.60 1.60

44 22  1878 1878
 1.55 1.55

55 33  2826 2826
 1.50 1.50

66 55  2824 2824
 1.40 1.40



決勝 5月9日 12:30

県高新               7.57
大会新               7.14

山浦 貫人(2) 高校   5.68   6.06   5.94    6.06 
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田   -1.8    0.0   +0.1     0.0 (600)
桜井 滉治(3) 高校   5.66   5.76   5.73    5.76 
ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 岩村田   -1.1   -2.0   -0.3    -2.0 (535)
小林 颯(3) 高校   5.20   4.92   5.39    5.39 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 小諸   -1.1   -0.6   +0.2    +0.2 (459)
飯島 勇矢(3) 高校   5.28   5.10   4.90    5.28 
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 上田千曲   -0.1   -0.6   -1.5    -0.1 (473)
荻原 悠輔(1) 高校   5.05    X   5.16    5.16 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸   -0.1   -1.0    -1.0 (413)
土屋 侃汰(1) 高校   4.02   4.35   3.97    4.35 
ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 小諸   -0.8   +0.7   -1.0    +0.7 (264)

混成男子

八種走幅跳八種走幅跳

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 66  1581 1581

-5--5-

22 22  1620 1620

33 55  1706 1706

44 44  1878 1878

55 33  2826 2826

66 11  2824 2824



決勝 5月9日 13:30

県高新              14.59
大会新              11.48

小林 颯(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 小諸
山浦 貫人(2) 高校
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田
土屋 侃汰(1) 高校
ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 小諸
荻原 悠輔(1) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸
桜井 滉治(3) 高校
ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 岩村田
飯島 勇矢(3) 高校
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 上田千曲

混成男子

八種砲丸投八種砲丸投

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  1706 1706

  X  X  8.38 8.38  8.09 8.09   8.38   8.38 

22 33  1581 1581
 8.27 8.27  8.07 8.07  8.28 8.28   8.28   8.28 

33 22  2824 2824
 6.89 6.89  7.67 7.67  6.56 6.56   7.67   7.67 

44 66  2826 2826
 7.45 7.45  7.21 7.21  6.96 6.96   7.45   7.45 

55 11  1620 1620
 7.33 7.33  7.37 7.37  7.21 7.21   7.37   7.37 

66 55  1878 1878
 7.15 7.15   X  X   X  X   7.15   7.15 



決勝 5月10日 10:50

県高新              62.58
大会新              57.42

小林 颯(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 小諸 (423)
山浦 貫人(2) 高校
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田 (338)
飯島 勇矢(3) 高校
ｲｲｼﾞﾏ ﾕｳﾔ 上田千曲 (319)
桜井 滉治(3) 高校
ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 岩村田 (319)
荻原 悠輔(1) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸 (314)
土屋 侃汰(1) 高校
ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 小諸 (187)

混成男子

八種やり投八種やり投

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  1706 1706

38.7038.70   O  O   O  O  38.70  38.70 

22 33  1581 1581
  O  O   O  O 32.7432.74  32.74  32.74 

33 11  1878 1878
  X  X   X  X 31.3831.38  31.38  31.38 

33 55  1620 1620
  O  O 31.3831.38   O  O  31.38  31.38 

55 66  2826 2826
  O  O 31.0631.06   O  O  31.06  31.06 

66 44  2824 2824
21.9221.92   O  O   O  O  21.92  21.92 
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