
 

気象状況 

  

2015/10/10 
  

 

時刻 天候 風 気温 湿度 

 

 9:00 くもり 南南東     0.5m/sec.  17.0 ℃  65.0 % 

 

10:00 くもり 南     0.3m/sec.  18.0 ℃  58.0 % 

 

11:00 くもり 南南西     0.2m/sec.  19.0 ℃  44.0 % 

 

12:00 くもり       0.0m/sec.  19.5 ℃  46.0 % 

 

13:00 くもり 北西     0.1m/sec.  20.0 ℃  52.0 % 

 

14:00 くもり 南東     0.3m/sec.  21.0 ℃  38.0 % 

 

15:00 くもり 南     0.1m/sec.  22.0 ℃  48.0 % 

 
今回大会で樹立した記録 

    
種目 選手名(学年) ﾌりｶﾞﾅ 所属 記録   

中学棒高跳 安部 公士郎(2) ｱﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ 原中  3ｍ90 大会新 

       

 

記録集 



第６７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
10/10 男子  +0.1 寺島 僚(2) 11.9 町田 郁惟(2) 12.0 清水 陽(2) 12.0 森村 一真(1) 12.3 矢澤 俊希(2) 12.5 後藤 開(1) 12.9 石井 博之(1) 13.1

100m 高校･上田高 高校･上田高 高校･上田高 高校･丸子修学館高 高校･箕輪進修高 高校･上田高 高校･佐久平総合技術
10/10 中澤 晴起(1) 54.2 笹沢 広夢(2) 54.9 須藤 謙太(1) 56.8 長谷川 直樹(2) 57.4 後藤 開(1) 59.2 北原 恵哉(1) 60.0 原 克彦(1) 61.5 竹鼻 将生(2) 61.9

400m 高校･小諸 高校･小諸 高校･上田高 高校･上田染谷丘高 高校･上田高 高校･箕輪進修高 高校･箕輪進修高 高校･上田高
10/10 笠原 渓介(2) 4,26.0 大西 宏樹(2) 4,28.7 宮下 輝一(1) 4,28.9 岩野 純人(2) 4,36.9 宮尾 淳矢 4,39.3 堀内 魁斗(1) 4,40.0 下谷 承太郎(1) 4,45.9 有賀 聡一朗(1) 4,49.7

1500m 高校･上田高 高校･上田千曲高 高校･上田染谷丘高 高校･佐久平総合技術 高校･箕輪町陸協 高校･佐久平総合技術 高校･佐久平総合技術 高校･上田染谷丘高
10/10 永井 慎也(3) 16,45.6 内田 知樹(2) 16,57.5 北村 翼(1) 16,58.7 小平 悟志(2) 17,10.7 佐藤 開都(2) 18,32.4 青木 優斗(1) 18,47.8

5000m 高校･丸子修学館高 高校･上田高 高校･上田染谷丘高 高校･上田高 高校･箕輪進修高 高校･上田千曲高
10/10  -0.1 野原 尚貴(2) 25.4

110mH 高校･上田高
10/10 横井 駿太(1) 1.76 成田 充(1) 1.60 中路 星耀(1) 1.55

走高跳 高校･丸子修学館高 高校･上田高 高校･箕輪進修高
10/10 増田 剛也(1) 6.04(+0.4) 梅田 隼人(1) 5.92(0.0) 上野 樹(2) 5.49(+0.5) 小林 舜(2) 5.48(-0.6) 奥田 祥希(1) 5.10(0.0) 富井 慶太 5.01(-0.5) 小須田 裕介(1)4.84(-0.3) 片桐 歩稀(1) 4.42(-0.2)

走幅跳 高校･佐久平総合技術 高校･佐久平総合技術 高校･野沢南高 高校･野沢南高 高校･佐久平総合技術 一般･松本陸協 高校･野沢南高 高校･望月AC
10/10 清水 泰地(3) 13.67(-0.3) 日馬 正貴 11.94(-0.5) 丸山 竜輝(2) 11.57(0.0) 小林 舜(2) 11.45(0.0) 富井 慶太 11.20(0.0) 菊原 崇矢(2) 11.08(-0.4)

三段跳 高校･丸子修学館高 一般･安曇野陸協 高校･上田千曲高 高校･野沢南高 一般･松本陸協 高校･野沢南高
10/10 上原 隆伸 11.17 石井 博之(1) 6.78

砲丸投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校･佐久平総合技術
10/10 上原 隆伸 32.87 荻原 翼(1) 27.67 中曽根 雷也(1) 26.82 土屋 春生 26.56 宮崎 未奈三(2) 23.93 髙橋 俊満(2) 22.13 冨岡 俊介(1) 21.82

円盤投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校･佐久平総合技術 高校･上田染谷丘高 一般･北佐久郡陸協 高校･佐久平総合技術 高校･佐久平総合技術 高校･上田染谷丘高
10/10 中村 郁弥(1) 48.08 須崎 一弘 47.98 中曽根 雷也(1) 43.84 須崎 修二(1) 39.61 荻原 悠輔(2) 38.82 土屋 侃汰(2) 37.29 森 望(1) 36.09 菊原 崇矢(2) 31.16

やり投 高校･丸子修学館高 一般･上田陸協 高校･上田染谷丘高 高校･上田高 高校･小諸 高校･小諸 高校･小諸 高校･野沢南高
10/10 小諸(B)     3,45.7 小諸(A)     3,48.7 上田染谷丘高     3,49.6     3,52.9 丸子修学館高     3,58.9 上田千曲高     4,00.7 佐久平総合技術(B    4,01.7 箕輪進修高     4,02.7 

4x400mR 森 望(1) 土屋 侃汰(2) 長谷川 直樹(2) 梅田 隼人(1) 森村 一真(1) 坂口 友輝人(2) 堀内 魁斗(1) 原 克彦(1)
清水 隆哉(1) 内川 大樹(3) 宮下 輝一(1) 岩野 純人(2) 清水 泰地(3) 大西 宏樹(2) 増田 剛也(1) 北原 恵哉(1)
伊藤 司能(1) 笹沢 広夢(2) 中曽根 雷也(1) 髙橋 俊満(2) 横井 駿太(1) 青木 優斗(1) 石井 博之(1) 中路 星耀(1)
中澤 晴起(1) 栁澤 陸(2) 有賀 聡一朗(1) 宮崎 未奈三(2) 中村 郁弥(1) 丸山 竜輝(2) 佐藤 諒真(1) 佐藤 開都(2)

10/10 中学男子   0.0 神田 来夢(3) 11.9 藤村 知季(2) 12.0 小林 涼真(2) 12.0 藤島 大翔(2) 12.1 岩井 遼太郎(3) 12.2 山浦 渓斗(3) 12.4
100m 中学･望月AC 中学･芦原中 中学･芦原中 中学･上田第四中 中学･軽井沢A&AC 中学･望月AC

10/10 片桐 陽和(2) 10,09.2 辻 雄哉(1) 11,38.5 赤尾 瞭磨(2) 11,38.9 関 隆彰(1) 12,44.2 宇治野優斗(2) 13,22.8
3000m 中学･立科中 中学･上田第五中 中学･芦原中 中学･丸子北中 中学･丸子北中

10/10 遠山 舜也(3) 1.65 井出 紋次郎(1) 1.55 小泉 陸人(2) 1.45 野澤 一揮(1) 1.40 瀬切 悠気(1) 1.20
走高跳 中学･軽井沢A&AC 中学･小諸東中 中学･小諸東中 中学･小諸東中 中学･丸子中

10/10 安部 公士郎(2) 3.90 菊池 樹輝(2) 2.90 宮下 晴海(1) 2.20 中村 勇海(1) 2.20 栁田 彩人(1) 中学･上田第五中 2.00
棒高跳 中学･原中 中学･原中 中学･常盤中 中学･常盤中 西 智也(1) 中学･上田第五中

10/10 神田 来夢(3) 6.30(-0.9) 山浦 渓斗(3) 5.99(-1.0) 五味 丈志(3) 5.57(-0.7) 井出 紋次郎(1)5.30(-0.9) 原 泰三(2) 5.23(0.0) 矢花 竜也(1) 5.21(+0.6) 小松 大和(2) 4.85(+0.2) 小泉 陸人(2) 4.69(0.0)
走幅跳 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･軽井沢A&AC 中学･小諸東中 中学･芦原中 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･小諸東中

10/10 北澤 拓巳(2) 7.74 久保川優士(1) 6.73 中澤 友希(1) 6.67 笹沢 竜叶(1) 4.32
砲丸投 中学･上田第四中 中学･丸子北中 中学･芦原中 中学･丸子中

10/10 望月AC       47.3 芦原中       49.0 上田第四中(A)      49.1 小諸東中(A)       49.8 小諸東中(B)       54.4 上田第四中(B)      58.2 上田第五中       59.7 
4x100mR 矢花 竜也(1) 中澤 友希(1) 佐藤 了(2) 小泉 陸人(2) 酒井 力(1) 手塚 慧介(1) 栁田 彩人(1)

神田 来夢(3) 小林 涼真(2) 小川 真(2) 岩崎 凌大(2) 井出 紋次郎(1) 細田 夏希(1) 西 智也(1)
山浦 渓斗(3) 原 泰三(2) 古平 優生(2) 柏木 優(2) 塚田 響(1) 宮下 大貴(1) 辻 雄哉(1)
菅沢 晴樹(3) 藤村 知季(2) 藤島 大翔(2) 永井 颯太(1) 野澤 一揮(1) 北澤 拓巳(2) 倉島 卓也(2)

10/10 小学1･2･3年 小林 美海(2) 23.03 山本 祐弥(3) 22.70 南澤  侑吾(1) 22.18 土屋 太木(3) 21.42 大草 芽生(3) 20.39 金井 楓空(2) 19.48 重田 天希(1) 17.12 西澤 紀仁(2) 8.47
ｽｶｯﾄﾎﾞｰｲ投 小学･望月AC 小学･T&F佐久平 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･望月AC 小学･上田JSC 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･真田ｸﾗﾌﾞ

10/10 小学4･5･6年 手塚 嵐太(5) 46.71 林  亮典(6) 46.14 土屋 由木(6) 41.38 黒澤 佑樹(4) 41.26 田崎 佑冴(6) 38.05 岡田 陸(5) 36.66 菊池 優介(4) 36.38 菊地 祐吾(5) 36.13
ｽｶｯﾄﾎﾞｰｲ投 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･T&F佐久平 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･御代田南 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･T&F佐久平 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

10/10 小学男子  +0.2 小池 海嘉(3) 10.3 塚田 陽音(3) 10.4 山本 祐弥(3) 10.5 橋本 瑛生(2) 10.6 土屋 太木(3) 10.6 大草 芽生(3) 10.6 新津 智也(3) 10.7
60m 小学･上田JSC 小学･東御市陸上教室 小学･T&F佐久平 小学･神科小 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･望月AC 小学･上田JSC

10/10  +0.1 伊藤 司騎(6) 13.2 中沢 一晴(6) 14.6 南澤 爽太(5) 15.0 木村 伊吹(5) 15.0 小林 碧空(4) 小学･望月AC 15.3
100m 小学･望月AC 小学･東御市陸上教室 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･T&F佐久平 土屋 由木(6)小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

10/10 山浦 健(6) 3,22.4 市川 和英(5) 3,35.9 酒井 瞬(5) 3,40.0 伊香賀 遥土(4) 3,40.0 芳川 賢祐(6) 3,43.0 福島 翔太(5) 3,46.9 齋藤 音吹(4) 3,50.0 山浦 信(4) 3,50.9
1000m 小学･川辺小 小学･T&F佐久平 小学･T&F佐久平 小学･真田ｸﾗﾌﾞ 小学･木島平小 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･川辺小

10/10 伊藤 司騎(6) 5.10(0.0) 中村 洋平(6) 4.39(+0.2) 田崎 佑冴(6) 4.25(+0.4) 林  亮典(6) 4.02(+0.2) 手塚 嵐太(5) 3.96(+0.1) 南澤 爽太(5) 3.87(+0.5) 木村 伊吹(5) 3.81(-0.1) 岡田 陸(5) 3.79(+0.3)
走幅跳 小学･望月AC 小学･望月AC 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･T&F佐久平 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･T&F佐久平 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

佐久平総合技術(A)



予選 10月10日 11:15
決勝 10月10日 13:35

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 -0.1

 1 橋本 瑛生(2) 小学      10.6 q  1 小池 海嘉(3) 小学      10.6 q
ﾊｼﾓﾄ ｴｲｷ 神科小 ｺｲｹ ｶｲｶﾞ 上田JSC

 2 大草 芽生(3) 小学      10.8 q  2 山本 祐弥(3) 小学      10.9 q
ｵｵｸｻ ｲﾌﾞｷ 望月AC ﾔﾏﾓﾄ  ﾕｳﾔ T&F佐久平

 3 新津 智也(3) 小学      11.0  3 小林 美海(2) 小学      11.4 
ﾆｲﾂ ﾄﾓﾔ 上田JSC ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月AC

 4 西澤 紀仁(2) 小学      11.7  4 重田 天希(1) 小学      11.6 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾋﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ ｼｹﾞﾀ ﾃﾝｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 南澤  侑吾(1) 小学      12.4  5 玉川 慶(1) 小学      11.8 
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾀﾏｶﾞﾜ ｹｲ 上田JSC

 6 金井 楓空(2) 小学      18.3 
ｶﾅｲ  ｶｴﾃﾞ 上田JSC

[ 3組] 風速 +0.1

 1 塚田 陽音(3) 小学      10.8 q
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 東御市陸上教室

 2 土屋 太木(3) 小学      11.0 
ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 遠藤 大志(2) 小学      11.2 
ｴﾝﾄﾞｳ  ﾀｲｼ T&F佐久平

 4 清水 大翔(2) 小学      12.0 
ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ 上田JSC
西川 大観(1) 小学
ﾆｼｶﾜ ﾀﾞｲｶﾝ 上田JSC

風速 +0.2

 1 小池 海嘉(3) 小学      10.3 
ｺｲｹ ｶｲｶﾞ 上田JSC

 2 塚田 陽音(3) 小学      10.4 
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 東御市陸上教室

 3 山本 祐弥(3) 小学      10.5 
ﾔﾏﾓﾄ  ﾕｳﾔ T&F佐久平

 4 橋本 瑛生(2) 小学      10.6 
ﾊｼﾓﾄ ｴｲｷ 神科小

 5 土屋 太木(3) 小学      10.6 
ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 6 大草 芽生(3) 小学      10.6 
ｵｵｸｻ ｲﾌﾞｷ 望月AC

 7 新津 智也(3) 小学      10.7 
ﾆｲﾂ ﾄﾓﾔ 上田JSC

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

小学男子

60m

予選 通過基準  3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
1    79 2    42

3    71 3     5

6    44 6    69

4    56 5    29

5    34 4    38

2    40

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    63

4    31

5     2

6    45

2    46
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    42

5    63

2     5

3    79

7    44

1    31

6    71



予選 10月10日 10:35
決勝 10月10日 13:20

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.2

 1 土屋 由木(6) 小学      15.1 q  1 木村 伊吹(5) 小学      15.2 q
ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｷﾑﾗ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久平

 2 小林 碧空(4) 小学      15.4 q  2 手塚 嵐太(5) 小学      16.0 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月AC ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 小宮山 登生(6) 小学      15.6  3 佐々木 隆之介(4)小学      16.7 
ｺﾐﾔﾏ  ﾄｳｲ T&F佐久平 ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 望月AC

 4 山部 陽(6) 小学      15.9  4 小林 一成(5) 小学      16.8 
ﾔﾏﾍﾞ ﾋﾅﾀ 上田JSC ｺﾊﾞﾔｼ  ｲｯｾｲ T&F佐久平

 5 小林 蒼空(6) 小学      16.2  5 半田 陽大(4) 小学      17.4 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 東御市陸上教室 ﾊﾝﾀ ﾞﾖｳﾀ 上田JSC

 6 小林 珀琢(4) 小学      17.3 大木 咲翔(4) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾊｸ T&F佐久平 ｵｵｷ ｻｸﾄ 御代田南

[ 3組] 風速 +0.2 [ 4組] 風速  0.0

 1 菊池 優介(4) 小学      15.6  1 南澤 爽太(5) 小学      14.9 q
ｷｸﾁ  ﾕｳｽｹ T&F佐久平 ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 芳川 賢祐(6) 小学      15.8  2 大工原 光成(5) 小学      15.8 
ﾖｼｶﾜ ｹﾝｽｹ 木島平小 ﾀﾞｲｸﾊﾗ  ｺｳｾｲ T&F佐久平

 3 矢嶋 虹太(5) 小学      16.1  3 大村 晃流(6) 小学      16.1 
ﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀ 望月AC ｵｵﾑﾗ ﾋｶﾙ 木島平小

 4 新井 翔太(5) 小学      16.2  4 寺島 恒輔(5) 小学      16.2 
ｱﾗｲ ｼｮｳﾀ 上田JSC ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 望月AC

 5 柳澤 透偉(4) 小学      17.5  5 坪井 泰生(5) 小学      17.5 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾄｳｲ T&F佐久平 ﾂﾎﾞｲ  ﾀｲｾｲ T&F佐久平

[ 5組] 風速 +0.9 [ 6組] 風速 +0.1

 1 中沢 一晴(6) 小学      14.5 q  1 伊藤 司騎(6) 小学      13.2 q
ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾊﾙ 東御市陸上教室 ｲﾄｳ ｼｷ 望月AC

 2 百瀬 裕吏(4) 小学      16.4  2 菊地 祐吾(5) 小学      15.9 
ﾓﾓｾ  ﾕｳﾘ T&F佐久平 ｷｸﾁ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 山浦 雅斗(4) 小学      16.5  3 足立 晃悠(5) 小学      16.1 
ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 望月AC ｱﾀﾞﾁ  ﾃﾙﾁｶ T&F佐久平

 4 齋藤 音吹(4) 小学      17.6  4 小山 翔平(4) 小学      16.7 
ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 望月AC
玉川 龍之介(5) 小学 大木 咲翔(4) 小学
ﾀﾏｶﾞ ﾜﾘｭｳﾉｽｹ 上田JSC ｵｵｷ ｻｸﾄ 御代田南

風速 +0.1

 1 伊藤 司騎(6) 小学      13.2 
ｲﾄｳ ｼｷ 望月AC

 2 中沢 一晴(6) 小学      14.6 
ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾊﾙ 東御市陸上教室

 3 南澤 爽太(5) 小学      15.0 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 木村 伊吹(5) 小学      15.0 
ｷﾑﾗ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久平

 5 小林 碧空(4) 小学      15.3 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月AC

 5 土屋 由木(6) 小学      15.3 
ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

1    70

6    32

5    33

2    15

記録／備考
3    64

4    62

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3    39 4    25
欠場 欠場

2    36 6    68

6    66 3    11

4    14 5    27

5    62 2    64
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    16 6    13

2    43 2    67

5    74 3    77

3    78 4    12

6     4 5    33
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

5    10 5    25
欠場

2    61 2    48

6    41 1     9

3     8 4    65

1    70 6    28

4    32 3    15

小学男子

100m                

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

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



決勝 10月10日 12:40

 1 山浦 健(6) 小学    3,22.4 
ﾔﾏｳﾗ ｹﾝ 川辺小

 2 市川 和英(5) 小学    3,35.9 
ｲﾁｶﾜ  ｶｽﾞﾋﾃﾞ T&F佐久平

 3 酒井 瞬(5) 小学    3,40.0 
ｻｶｲ  ｼｭﾝ T&F佐久平

 4 伊香賀 遥土(4) 小学    3,40.0 
ｲｶｶﾞ ﾊﾙﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ

 5 芳川 賢祐(6) 小学    3,43.0 
ﾖｼｶﾜ ｹﾝｽｹ 木島平小

 6 福島 翔太(5) 小学    3,46.9 
ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 7 齋藤 音吹(4) 小学    3,50.0 
ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 8 山浦 信(4) 小学    3,50.9 
ﾔﾏｳﾗ ｼﾝ 川辺小

 9 小林 康楠(5) 小学    3,57.2 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾅﾝ 真田ｸﾗﾌﾞ

10 大村 晃流(6) 小学    4,01.3 
ｵｵﾑﾗ ﾋｶﾙ 木島平小

11 村木 竜馬(6) 小学    4,03.7 
ﾑﾗｷ ﾘｮｳﾏ 上田JSC

12 櫻井 絢悠(4) 小学    4,04.6 
ｻｸﾗｲ  ｹﾝﾕｳ T&F佐久平

13 吉原 璃空(5) 小学    4,08.0 
ﾖｼﾊﾗ ﾘｸ 真田ｸﾗﾌﾞ

14 山部 陽(6) 小学    4,12.4 
ﾔﾏﾍﾞ ﾋﾅﾀ 上田JSC

15 熊倉 正之(4) 小学    4,16.4 
ｸﾏｸﾗ ﾏｻﾕｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

16 半田 陽大(4) 小学    4,18.2 
ﾊﾝﾀ ﾞﾖｳﾀ 上田JSC
大木 咲翔(4) 小学
ｵｵｷ ｻｸﾄ 御代田南
大木 咲翔(4) 小学
ｵｵｷ ｻｸﾄ 御代田南
坂本 智哉(6) 小学
ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾔ 真田ｸﾗﾌﾞ
伊香賀 太一(6) 小学
ｲｶｶﾞ ﾀｲﾁ 真田ｸﾗﾌﾞ

11    54
欠場

15    50
欠場

1    25
欠場

7    25
欠場

19    53

20    48

17    52

9    41

13    47

16    18

3    55

12    77

8    36

4    59

10    78

18    35

2     7

5    51

14    58

6     6

小学男子

1000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月10日 10:30

伊藤 司騎(6) 小学   5.10    X    X    5.10 
ｲﾄｳ ｼｷ 望月AC    0.0     0.0
中村 洋平(6) 小学    X   4.35   4.39    4.39 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 望月AC   +0.6   +0.2    +0.2
田崎 佑冴(6) 小学   4.05   4.25   4.00    4.25 
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   -0.7   +0.4   +0.5    +0.4
林  亮典(6) 小学    X    X   4.02    4.02 
ﾊﾔｼ  ﾘｮｳｽｹ T&F佐久平   +0.2    +0.2
手塚 嵐太(5) 小学   3.96   3.73   3.79    3.96 
ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +0.1   +0.1   +0.3    +0.1
南澤 爽太(5) 小学   3.87    X   3.85    3.87 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +0.5   +0.4    +0.5
木村 伊吹(5) 小学   3.81   3.73    X    3.81 
ｷﾑﾗ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久平   -0.1   +1.4    -0.1
岡田 陸(5) 小学   3.79   3.72    X    3.79 
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +0.3   +1.2    +0.3
小林 碧空(4) 小学    X   3.62    X    3.62 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月AC   +0.6    +0.6
大工原 光成(5) 小学   3.58   3.35   3.23    3.58 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ  ｺｳｾｲ T&F佐久平    0.0   +0.4   +0.5     0.0
山浦 雅斗(4) 小学   3.46   3.29   3.22    3.46 
ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 望月AC   +0.2    0.0   +0.3    +0.2
小宮山 登生(6) 小学    X   3.45   3.08    3.45 
ｺﾐﾔﾏ  ﾄｳｲ T&F佐久平   +0.9   +0.4    +0.9
足立 晃悠(5) 小学   3.40   3.33   3.24    3.40 
ｱﾀﾞﾁ  ﾃﾙﾁｶ T&F佐久平   +0.5   +0.4    0.0    +0.5
小山 翔平(4) 小学   3.37   3.15    X    3.37 
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 望月AC   -0.1   +0.8    -0.1
寺島 恒輔(5) 小学   3.20   3.27   3.09    3.27 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 望月AC   -0.1   +0.5    0.0    +0.5
井出 直杜(6) 小学   3.25   3.17   3.01    3.25 
ｲﾃﾞ  ﾅｵﾄ T&F佐久平   +0.7   +0.1   +0.3    +0.7
矢嶋 虹太(5) 小学   3.24   3.06   2.97    3.24 
ﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀ 望月AC    0.0    0.0   +0.1     0.0
新井 翔太(5) 小学   3.19   2.94   3.04    3.19 
ｱﾗｲ ｼｮｳﾀ 上田JSC    0.0   +1.4   -0.1     0.0
佐々木 隆之介(4) 小学   3.17    X    X    3.17 
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 望月AC   +1.0    +1.0
花岡 哲也(6) 小学   3.15   3.11   2.88    3.15 
ﾊﾅｵｶ  ﾃﾂﾔ T&F佐久平   -0.2   +0.3    0.0    -0.2
小林 一成(5) 小学    -   3.05   3.12    3.12 
ｺﾊﾞﾔｼ  ｲｯｾｲ T&F佐久平    0.0   +0.4    +0.4
酒井 瞬(5) 小学   3.12    X   2.86    3.12 
ｻｶｲ  ｼｭﾝ T&F佐久平   +0.4   +0.2    +0.4
百瀬 裕吏(4) 小学   2.57   2.98   2.95    2.98 
ﾓﾓｾ  ﾕｳﾘ T&F佐久平    0.0   +1.0    0.0    +1.0
坪井 泰生(5) 小学   2.73    X   2.67    2.73 
ﾂﾎﾞｲ  ﾀｲｾｲ T&F佐久平   +0.2   +0.1    +0.2

23 1    14

24 2    13

21 7     9

22 3     7

19 4    65

20 13     3

17 8    74

18 10    43

15 12    67

16 5     1

13 9    11

14 14    68

11 6    66

12 19     8

9 20    70

10 21    12

7 11    15

8 18    26

5 24    28

6 15    33

3 23    30

4 16    17

1 22    64

2 17    72

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

小学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 10月10日 13:00

小林 美海(2) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月AC
山本 祐弥(3) 小学
ﾔﾏﾓﾄ  ﾕｳﾔ T&F佐久平
南澤  侑吾(1) 小学
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
土屋 太木(3) 小学
ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
大草 芽生(3) 小学
ｵｵｸｻ ｲﾌﾞｷ 望月AC
金井 楓空(2) 小学
ｶﾅｲ  ｶｴﾃﾞ 上田JSC
重田 天希(1) 小学
ｼｹﾞﾀ ﾃﾝｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
西澤 紀仁(2) 小学
ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾋﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ

小学1･2･3年男

ｽｶｯﾄﾎﾞｰｲ投

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 4    69

  O 23.03   O  23.03 

2 8     5
  O   O 22.70  22.70 

3 1    34
  O   O 22.18  22.18 

4 6    31
21.42   O   O  21.42 

5 7    71
20.39   O   O  20.39 

6 3    40
  O 19.48   O  19.48 

7 2    29
17.12   O   X

8 5    56
  X   O  8.47   8.47 

 17.12 



決勝 10月10日 13:00

手塚 嵐太(5) 小学
ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
林  亮典(6) 小学
ﾊﾔｼ  ﾘｮｳｽｹ T&F佐久平
土屋 由木(6) 小学
ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
黒澤 佑樹(4) 小学
ｸﾛｻﾜ ﾕｳｷ 御代田南
田崎 佑冴(6) 小学
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
岡田 陸(5) 小学
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
菊池 優介(4) 小学
ｷｸﾁ  ﾕｳｽｹ T&F佐久平
菊地 祐吾(5) 小学
ｷｸﾁ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
中村 洋平(6) 小学
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 望月AC
伊香賀 遥土(4) 小学
ｲｶｶﾞ ﾊﾙﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ
市川 和英(5) 小学
ｲﾁｶﾜ  ｶｽﾞﾋﾃﾞ T&F佐久平
井出 直杜(6) 小学
ｲﾃﾞ  ﾅｵﾄ T&F佐久平
福島 翔太(5) 小学
ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
櫻井 絢悠(4) 小学
ｻｸﾗｲ  ｹﾝﾕｳ T&F佐久平
小林 珀琢(4) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾊｸ T&F佐久平
熊倉 正之(4) 小学
ｸﾏｸﾗ ﾏｻﾕｷ 真田ｸﾗﾌﾞ
花岡 哲也(6) 小学
ﾊﾅｵｶ  ﾃﾂﾔ T&F佐久平
柳澤 透偉(4) 小学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾄｳｲ T&F佐久平
吉原 璃空(5) 小学
ﾖｼﾊﾗ ﾘｸ 真田ｸﾗﾌﾞ

小学4･5･6年男

ｽｶｯﾄﾎﾞｰｲ投

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 12    28

  O   O 46.71  46.71 

2 20    17
  O   O 46.14  46.14 

3 15    32
41.38   O   O  41.38 

4 4    24
  O   O 41.26  41.26 

5 18    30
  O   O 38.05  38.05 

6 14    26
  O   O 36.66  36.66 

7 3     4
  O   O 36.38  36.38 

8 10    27
  O   O 36.13  36.13 

9 19    72
  O   O 34.71  34.71 

10 8    51
  O   O 34.28  34.28 

11 9     6
  O   O 31.12  31.12 

12 16     1
  O 29.65   O  29.65 

13 11    35
28.42   O   O  28.42 

14 1    18
  O   O 28.30  28.30 

15 2    10
  O   O 26.71  26.71 

16 7    53
  O 26.51   O  26.51 

17 17     3
  O 25.02   O  25.02 

18 5    16
21.63   X   O

19 13    52
  O 13.47   O  13.47 

 21.63 



予選 10月10日  9:25
決勝 10月10日 13:05

大会新              11.3

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +0.1

 1 小林 涼真(2) 中学      12.1 q  1 佐藤 了(2) 中学      12.3 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 芦原中 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 上田第四中

 2 藤島 大翔(2) 中学      12.5  2 山浦 渓斗(3) 中学      12.5 
ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ 上田第四中 ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 望月AC

 3 酒井 力(1) 中学      13.7  3 上原 朋也(1) 中学      14.4 
ｻｶｲ ﾁｶﾗ 小諸東中 ｳｴﾊﾗ ﾄﾓﾔ 小諸東中

 4 小松 大和(2) 中学      14.2  4 栁田 彩人(1) 中学      14.6 
ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ 望月AC ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱﾔﾄ 上田第五中

 5 堀内駿輔(1) 中学      14.9  5 田中雅也(1) 中学      15.0 
ﾎﾘｳﾁｼｭﾝｽｹ 丸子北中 ﾀﾅｶﾏｻﾔ 丸子北中

 6 関 舜太(1) 中学      15.4  6 手塚 慧介(1) 中学      15.1 
ｾｷ ｼｭﾝﾀ 丸子中 ﾃﾂﾞｶ ｹｲｽｹ 上田第四中

[ 3組] 風速 +0.2 [ 4組] 風速  0.0

 1 岩井 遼太郎(3) 中学      12.5  1 藤村 知季(2) 中学      12.1 q
ｲﾜｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 軽井沢A&AC ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ 芦原中

 2 茂木 達哉(3) 中学      12.7  2 岩崎 凌大(2) 中学      13.0 
ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ 小諸東中 ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ 小諸東中

 3 古平 優生(2) 中学      13.6  3 矢花 竜也(1) 中学      13.4 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 上田第四中 ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ 望月AC

 4 小松 風雅(2) 中学      14.6  4 野澤 一揮(1) 中学      14.8 
ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 望月AC ﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 小諸東中

 5 塚田 響(1) 中学      14.7  5 宮下 大貴(1) 中学      15.3 
ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 小諸東中 ﾐﾔｼﾀ ﾀｲｷ 上田第四中

 6 工藤未来翔(1) 中学      15.9  6 西 智也(1) 中学      16.1 
ｸﾄﾞｳﾐｸﾄ 丸子北中 ﾆｼ ﾄﾓﾔ 上田第五中

[ 5組] 風速 -0.2 [ 6組] 風速  0.0

 1 神田 来夢(3) 中学      12.3 q  1 永井 颯太(1) 中学      13.2 
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 望月AC ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 小諸東中

 2 原 泰三(2) 中学      12.9  2 倉島 卓也(2) 中学      15.1 
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 芦原中 ｸﾗｼﾏ ﾀｸﾔ 上田第五中

 3 柏木 優(2) 中学      13.0  3 宮嶋祐生(1) 中学      15.9 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 小諸東中 ﾐﾔｼﾞﾏﾕｳｷ 丸子北中

 4 辻 雄哉(1) 中学      15.6 小川 真(2) 中学
ﾂｼﾞ ﾕｳﾔ 上田第五中 ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 上田第四中
細田 夏希(1) 中学 菅沢 晴樹(3) 中学
ﾎｿﾀﾞ ﾅﾂｷ 上田第四中 ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 望月AC

風速  0.0

 1 神田 来夢(3) 中学      11.9 
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 望月AC

 2 藤村 知季(2) 中学      12.0 
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ 芦原中

 3 小林 涼真(2) 中学      12.0 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 芦原中

 4 藤島 大翔(2) 中学      12.1 
ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ 上田第四中

 5 岩井 遼太郎(3) 中学      12.2 
ｲﾜｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 軽井沢A&AC

 6 山浦 渓斗(3) 中学      12.4 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 望月AC
佐藤 了(2) 中学
ｻﾄｳ ﾘｮｳ 上田第四中

6  4651
欠場

7    22

2  4185

4  4317

1  4650

記録／備考
5  4183

3  4316

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  4658 5  4184
欠場 欠場

2  4671 3  4647
欠場

5  4304 2  4507

4  4321 6  4670

3  4183 4  4306
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

3  4502 5  4673

5  4281 3  4656

4  4187 4  4283

6  4653 1  4189

1  4293 2  4299

2    22 6  4316
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

2  4472 6  4659

1  4506 4  4501

5  4186 3  4672

6  4305 1  4280

3  4650 5  4185

4  4317 2  4651

中学男子

100m

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

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



決勝 10月10日 12:15

大会新            9,24.5

 1 片桐 陽和(2) 中学   10,09.2 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾖﾘ 立科中

 2 辻 雄哉(1) 中学   11,38.5 
ﾂｼﾞ ﾕｳﾔ 上田第五中

 3 赤尾 瞭磨(2) 中学   11,38.9 
ｱｶｵ ﾘｮｳﾏ 芦原中

 4 関 隆彰(1) 中学   12,44.2 
ｾｷﾀｶｱｷ 丸子北中

 5 宇治野優斗(2) 中学   13,22.8 
ｳｼﾞﾉﾕｳﾄ 丸子北中
宇津野 篤(2) 中学
ｳﾂﾉ ｱﾂｼ 上田第五中

3  4492

6  4687
欠場

4  4318

5  4500

1  4331

2  4671

中学男子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月10日 14:50

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   3 芦原中  4320 中澤 友希(1)      49.0  1   6 望月AC  4189 矢花 竜也(1)      47.3 

ｱｼﾊﾗﾁｭｳ ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ
 4317 小林 涼真(2)  4183 神田 来夢(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ
 4321 原 泰三(2)  4185 山浦 渓斗(3)

ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ
 4316 藤村 知季(2)  4184 菅沢 晴樹(3)

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ
 2   4 上田第四中(A)  4651 佐藤 了(2)      49.1  2   4 小諸東中(A)  4302 小泉 陸人(2)      49.8 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳA ｻﾄｳ ﾘｮｳ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼA ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ
 4647 小川 真(2)  4299 岩崎 凌大(2)

ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ
 4653 古平 優生(2)  4304 柏木 優(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ
 4650 藤島 大翔(2)  4306 永井 颯太(1)

ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ
 3   6 小諸東中(B)  4305 酒井 力(1)      54.4  3   5 上田第四中(B)  4659 手塚 慧介(1)      58.2 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼB ｻｶｲ ﾁｶﾗ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳB ﾃﾂﾞｶ ｹｲｽｹ
 4307 井出 紋次郎(1)  4658 細田 夏希(1)

ｲﾃﾞ ﾓﾝｼﾞﾛｳ ﾎｿﾀﾞ ﾅﾂｷ
 4281 塚田 響(1)  4656 宮下 大貴(1)

ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ ﾐﾔｼﾀ ﾀｲｷ
 4283 野澤 一揮(1)  4652 北澤 拓巳(2)

ﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｸﾐ
 4   5 上田第五中  4672 栁田 彩人(1)      59.7 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱﾔﾄ
 4673 西 智也(1)

ﾆｼ ﾄﾓﾔ
 4671 辻 雄哉(1)

ﾂｼﾞ ﾕｳﾔ
 4670 倉島 卓也(2)

ｸﾗｼﾏ ﾀｸﾔ

中学男子

4x100mR

決勝



   1 望月AC      47.3 矢花 竜也(1) 神田 来夢(3) 山浦 渓斗(3) 菅沢 晴樹(3)   2   1
   2 芦原中      49.0 中澤 友希(1) 小林 涼真(2) 原 泰三(2) 藤村 知季(2)   1   1
   3 上田第四中(A)      49.1 佐藤 了(2) 小川 真(2) 古平 優生(2) 藤島 大翔(2)   1   2
   4 小諸東中(A)      49.8 小泉 陸人(2) 岩崎 凌大(2) 柏木 優(2) 永井 颯太(1)   2   2
   5 小諸東中(B)      54.4 酒井 力(1) 井出 紋次郎(1) 塚田 響(1) 野澤 一揮(1)   1   3
   6 上田第四中(B)      58.2 手塚 慧介(1) 細田 夏希(1) 宮下 大貴(1) 北澤 拓巳(2)   2   3
   7 上田第五中      59.7 栁田 彩人(1) 西 智也(1) 辻 雄哉(1) 倉島 卓也(2)   1   4

ｵｰﾀﾞｰ2

中学男子

4x100mR
タイムレース

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



決勝 10月10日  9:00

大会新               6.52

神田 来夢(3) 中学   6.30    -   6.28    X    X    X    6.30 
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 望月AC   -0.9    0.0    -0.9
山浦 渓斗(3) 中学    -   5.78   5.91   5.99    X    X    5.99 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 望月AC   -0.3    0.0   -1.0    -1.0
五味 丈志(3) 中学   5.57   5.11   5.46   5.23   5.38   5.49    5.57 
ｺﾞﾐ ｼﾞｮｰｼﾞ 軽井沢A&AC   -0.7   -0.3   -1.7    0.0    0.0    0.0    -0.7
井出 紋次郎(1) 中学   5.30   3.39   5.23   4.91    X    X    5.30 
ｲﾃﾞ ﾓﾝｼﾞﾛｳ 小諸東中   -0.9   -0.5    0.0    0.0    -0.9
原 泰三(2) 中学    X    -   5.23   4.20   4.70   4.59    5.23 
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 芦原中    0.0   -0.2   -0.3   -0.7     0.0
矢花 竜也(1) 中学   4.89    -   5.21   4.79   4.89   4.88    5.21 
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ 望月AC   +0.3   +0.6   -0.8   -0.6   +0.1    +0.6
小松 大和(2) 中学    -   4.44   4.85    X   4.53   4.73    4.85 
ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ 望月AC   -1.4   +0.2   -1.7    0.0    +0.2
小泉 陸人(2) 中学   4.66   4.68   4.57   4.69   4.43   4.67    4.69 
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 小諸東中   -1.1   +0.2   +0.4    0.0   -1.2   -0.2     0.0
倉島 卓也(2) 中学   4.35    -   4.37    4.37 
ｸﾗｼﾏ ﾀｸﾔ 上田第五中   -0.4   -0.7    -0.7
小松 風雅(2) 中学    X    -   4.33    4.33 
ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 望月AC   +0.3    +0.3
清水優馬(1) 中学   3.11   3.14   2.97    3.14 
ｼﾐｽﾞﾕｳﾏ 丸子北中    0.0   -0.8   +0.6    -0.8
滝沢健太(1) 中学   2.64   2.65   2.64    2.65 
ﾀｷｻﾞﾜｹﾝﾀ 丸子北中   +0.4   -0.2   +1.1    -0.2

11 3  4505

12 1  4504

9 5  4670

10 2  4187

7 4  4186

8 7  4302

5 10  4321

6 6  4189

3 12    23

4 9  4307

1 11  4183

2 8  4185

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 10月10日 12:00

大会新               1.95

遠山 舜也(3) 中学
ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 軽井沢A&AC
井出 紋次郎(1) 中学
ｲﾃﾞ ﾓﾝｼﾞﾛｳ 小諸東中
小泉 陸人(2) 中学
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 小諸東中
野澤 一揮(1) 中学
ﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 小諸東中
瀬切 悠気(1) 中学
ｾｷﾞﾘ ﾕｳｷ 丸子中
宇津野 篤(2) 中学 欠場
ｳﾂﾉ ｱﾂｼ 上田第五中

 1.20

4  4687

5 2  4473
XO XXX

 1.40

 1.45

4 1  4283
- XO O XXO XXX

O XXO XXX
3 3  4302

- - O

XO XO XXX  1.55

XXX  1.65

2 5  4307
- - O O O

- - - O O O

1m65 1m70 記録 備考
1 6    21

- - -

1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m20 1m25



決勝 10月10日  9:00

大会新               3.60

3m60 3m70 3m80 3m90 4m00
安部 公士郎(2) 中学 - - - - - - - - - O 大会新
ｱﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ 原中 XO O O XO XXX
菊池 樹輝(2) 中学 - - XO O O XO XXO XXX
ｷｸﾁ ｲﾂｷ 原中
宮下 晴海(1) 中学 O O O XXX
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙﾐ 常盤中
中村 勇海(1) 中学 O XXO XO XXX
ﾅｶﾑﾗ ｲｻﾐ 常盤中
栁田 彩人(1) 中学 - O XXX
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱﾔﾄ 上田第五中
西 智也(1) 中学 - O XXX
ﾆｼ ﾄﾓﾔ 上田第五中
竹内 優(3) 中学 - - - - - - - - XXX 記録なし
ﾀｹｳﾁ ﾕｳ 更北中
石坂 巽海(2) 中学 欠場
ｲｼｻﾞｶ ﾀﾂﾐ 常盤中

5  4877

5 4  4673
 2.00

7  6010

4 3   483
 2.20

5 2  4672
 2.00

2 6  7897
 2.90

3 1  4874
 2.20

3m20 3m50
記録 備考

1 8  7896
 3.90

2m20 2m40

中学男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m80 2m00 2m60 2m80 2m90 3m00



決勝 10月10日 10:00

大会新              11.99

北澤 拓巳(2) 中学
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 上田第四中
久保川優士(1) 中学
ｸﾎﾞｶﾜﾕｳﾄ 丸子北中
中澤 友希(1) 中学
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ 芦原中
笹沢 竜叶(1) 中学
ｻｻｻﾞﾜ ﾀﾂﾄ 丸子中

 4.32  4.03  4.27   4.32 

 6.05  6.67  6.33   6.67 

4 1  4471
 3.96   X  4.24

 5.66  6.39  6.64   6.73 

3 2  4320
 6.12  6.24  6.67

 7.52  7.73  7.74   7.74 

2 3  4503
 6.49  6.05  6.73

1 4  4652
 6.79  7.74  7.13

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



予選 10月10日 10:00
決勝 10月10日 13:10

大会新              11.0

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 +1.8

 1 清水 陽(2) 高校      11.9 q  1 寺島 僚(2) 高校      11.9 q
ｼﾐｽﾞ ﾖｳ 上田高 ﾃﾗｼﾏ ﾘｮｳ 上田高

 2 町田 郁惟(2) 高校      12.1 q  2 森村 一真(1) 高校      12.2 q
ﾏﾁﾀﾞ ｲｸﾀﾀﾞ 上田高 ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 丸子修学館高

 3 矢澤 俊希(2) 高校      12.5 q  3 石井 博之(1) 高校      13.0 
ﾔｻﾞﾜ ﾄｼｷ 箕輪進修高 ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ 佐久平総合技術

 4 後藤 開(1) 高校      13.0  4 片桐 歩稀(1) 高校      13.6 
ｺﾞﾄｳ ｶｲ 上田高 ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ 望月AC
田村 亘(1) 高校 平田 宗一郎(2) 高校
ﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 佐久平総合技術 ﾋﾗﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 上田高

日馬 正貴 一般
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野陸協

風速 +0.1

 1 寺島 僚(2) 高校      11.9 
ﾃﾗｼﾏ ﾘｮｳ 上田高

 2 町田 郁惟(2) 高校      12.0 
ﾏﾁﾀﾞ ｲｸﾀﾀﾞ 上田高

 3 清水 陽(2) 高校      12.0 
ｼﾐｽﾞ ﾖｳ 上田高

 4 森村 一真(1) 高校      12.3 
ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 丸子修学館高

 5 矢澤 俊希(2) 高校      12.5 
ﾔｻﾞﾜ ﾄｼｷ 箕輪進修高

 6 後藤 開(1) 高校      12.9 
ｺﾞﾄｳ ｶｲ 上田高

 7 石井 博之(1) 高校      13.1 
ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ 佐久平総合技術

1  1621

2   312

7  1777

3  1768

6  1746

4  1770

5  1783

4    20
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  1640 1  1775
欠場 欠場

4  1777 3    73

3   312 2  1621

2  1783 6  1746

6  1768 5  1770

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No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



決勝 10月10日 12:05

大会新              49.9

[ 1組] [ 2組]

 1 中澤 晴起(1) 高校      54.2  1 笹沢 広夢(2) 高校      54.9 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 小諸 ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 小諸

 2 長谷川 直樹(2) 高校      57.4  2 須藤 謙太(1) 高校      56.8 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ 上田染谷丘高 ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 上田高

 3 後藤 開(1) 高校      59.2  3 北原 恵哉(1) 高校      60.0 
ｺﾞﾄｳ ｶｲ 上田高 ｷﾀﾊﾗ ｹｲﾔ 箕輪進修高

 4 原 克彦(1) 高校      61.5  4 竹鼻 将生(2) 高校      61.9 
ﾊﾗ ｶﾂﾋｺ 箕輪進修高 ﾀｹﾊﾅ ﾏｻｷ 上田高

 5 佐藤 諒真(1) 高校      62.6 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ 佐久平総合技術

2  1638

5   310 6  1779

4  1777 3   308

6  1834 4  1785

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1714 5  2828

男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 中澤 晴起(1) 高校 小諸       54.2   1   1
   2 笹沢 広夢(2) 高校 小諸       54.9   2   1
   3 須藤 謙太(1) 高校 上田高       56.8   2   2
   4 長谷川 直樹(2) 高校 上田染谷丘高       57.4   1   2
   5 後藤 開(1) 高校 上田高       59.2   1   3
   6 北原 恵哉(1) 高校 箕輪進修高       60.0   2   3
   7 原 克彦(1) 高校 箕輪進修高       61.5   1   4
   8 竹鼻 将生(2) 高校 上田高       61.9   2   4
   9 佐藤 諒真(1) 高校 佐久平総合技術       62.6   1   5

 1777
  308
  310
 1779
 1638

組都道府県 所属名 記録 備考 順位
 1714
 2828
 1785
 1834

400m
タイムレース

順位 No. 氏  名

男子



決勝 10月10日 11:30

大会新            4,02.8

 1 笠原 渓介(2) 高校    4,26.0 
ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ 上田高

 2 大西 宏樹(2) 高校    4,28.7 
ｵｵﾆｼ  ﾋﾛｷ 上田千曲高

 3 宮下 輝一(1) 高校    4,28.9 
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾋﾄ 上田染谷丘高

 4 岩野 純人(2) 高校    4,36.9 
ｲﾜﾉ ｽﾐﾋﾄ 佐久平総合技術

 5 宮尾 淳矢 高校    4,39.3 
ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ 箕輪町陸協

 6 堀内 魁斗(1) 高校    4,40.0 
ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ 佐久平総合技術

 7 下谷 承太郎(1) 高校    4,45.9 
ｼﾓﾔ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 佐久平総合技術

 8 有賀 聡一朗(1) 高校    4,49.7 
ｱﾘｶﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 上田染谷丘高

 9 成田 充(1) 高校    4,53.1 
ﾅﾘﾀ ﾐﾂﾙ 上田高
内川 大樹(3) 高校
ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 小諸

男子

1500m1500m

決勝決勝決勝

順順 No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
99  1778 1778

22  1877 1877

33  1835 1835

1010  1632 1632

88    76   76

44  1622 1622

66  1637 1637

77  1831 1831

55  1788 1788

11  1701 1701
欠場欠場



決勝 10月10日 14:15

大会新           14,53.4

 1 永井 慎也(3) 高校   16,45.6 
ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾔ 丸子修学館高

 2 内田 知樹(2) 高校   16,57.5 
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ 上田高

 3 北村 翼(1) 高校   16,58.7 
ｷﾀﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 上田染谷丘高

 4 小平 悟志(2) 高校   17,10.7 
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄｼ 上田高

 5 佐藤 開都(2) 高校   18,32.4 
ｻﾄｳ ｶｲﾄ 箕輪進修高

 6 青木 優斗(1) 高校   18,47.8 
ｱｵｷ  ﾕｳﾄ 上田千曲高
宮島 侑希(2) 高校
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 上田高

男子

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1756

7  1780

6  1836

3  1766

5  1781
欠場

2   307

1  1879



決勝 10月10日 11:55

大会新              15.2

風速 -0.1

 1 野原 尚貴(2) 高校      25.4 
ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 上田高
中澤 晴起(1) 高校
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 小諸

2  1774

1  1714
欠場

男子

110mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月10日 15:05

大会新            3,29.0

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 上田染谷丘高  1834 長谷川 直樹(2)    3,49.6  1   4 小諸(B)  1702 森 望(1)    3,45.7 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ ｺﾓﾛB ﾓﾘ ﾉｿﾞﾑ
 1835 宮下 輝一(1)  2830 清水 隆哉(1)

ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾋﾄ ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ
 1837 中曽根 雷也(1)  2829 伊藤 司能(1)

ﾅｶｿﾈ ﾗｲﾔ ｲﾄｳ ｼﾉ
 1831 有賀 聡一朗(1)  1714 中澤 晴起(1)

ｱﾘｶﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ
 2   3 丸子修学館高  1746 森村 一真(1)    3,58.9  2   2 小諸(A)  2824 土屋 侃汰(2)    3,48.7 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ ｺﾓﾛA ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ
 1757 清水 泰地(3)  1701 内川 大樹(3)

ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ
 1764 横井 駿太(1)  2828 笹沢 広夢(2)

ﾖｺｲ ｼｭﾝﾀ ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ
 1765 中村 郁弥(1)  2825 栁澤 陸(2)

ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｸ
 3   2 佐久平総合技術  1622 堀内 魁斗(1)    4,01.7  3   5 佐久平総合技術  1633 梅田 隼人(1)    3,52.9 

ｻｸﾀﾞｲﾗｿｳｺﾞｳｷﾞｼﾞｭ ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ ｻｸﾀﾞｲﾗｿｳｺﾞｳｷﾞｼﾞｭ ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ
 1639 増田 剛也(1)  1632 岩野 純人(2)

ﾏｽﾀﾞ ﾀｹﾔ ｲﾜﾉ ｽﾐﾋﾄ
 1621 石井 博之(1)  1628 髙橋 俊満(2)

ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ
 1638 佐藤 諒真(1)  1627 宮崎 未奈三(2)

ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾅﾐ
 4   5 箕輪進修高   310 原 克彦(1)    4,02.7  4   3 上田千曲高  1876 坂口 友輝人(2)    4,00.7 

ﾐﾉﾜｼﾝｼｭｳｺｳ ﾊﾗ ｶﾂﾋｺ ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｻｶｸﾞﾁ  ﾕｷﾄ
  308 北原 恵哉(1)  1877 大西 宏樹(2)

ｷﾀﾊﾗ ｹｲﾔ ｵｵﾆｼ  ﾋﾛｷ
  309 中路 星耀(1)  1879 青木 優斗(1)

ﾅｶｼﾞ ｾｲﾖｳ ｱｵｷ  ﾕｳﾄ
  307 佐藤 開都(2)  1878 丸山 竜輝(2)

ｻﾄｳ ｶｲﾄ ﾏﾙﾔﾏ  ﾘｭｳｷ

男子

4x400mR

決勝



   1 小諸(B)    3,45.7 森 望(1) 清水 隆哉(1) 伊藤 司能(1) 中澤 晴起(1)   2   1
   2 小諸(A)    3,48.7 土屋 侃汰(2) 内川 大樹(3) 笹沢 広夢(2) 栁澤 陸(2)   2   2
   3 上田染谷丘高    3,49.6 長谷川 直樹(2) 宮下 輝一(1) 中曽根 雷也(1) 有賀 聡一朗(1)   1   1
   4 佐久平総合技術(A)    3,52.9 梅田 隼人(1) 岩野 純人(2) 髙橋 俊満(2) 宮崎 未奈三(2)   2   3
   5 丸子修学館高    3,58.9 森村 一真(1) 清水 泰地(3) 横井 駿太(1) 中村 郁弥(1)   1   2
   6 上田千曲高    4,00.7 坂口 友輝人(2) 大西 宏樹(2) 青木 優斗(1) 丸山 竜輝(2)   2   4
   7 佐久平総合技術(B)    4,01.7 堀内 魁斗(1) 増田 剛也(1) 石井 博之(1) 佐藤 諒真(1)   1   3
   8 箕輪進修高    4,02.7 原 克彦(1) 北原 恵哉(1) 中路 星耀(1) 佐藤 開都(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

男子

4x400mR
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ2



決勝 10月10日 12:00

大会新               2.10

横井 駿太(1) 高校
ﾖｺｲ ｼｭﾝﾀ 丸子修学館高
成田 充(1) 高校
ﾅﾘﾀ ﾐﾂﾙ 上田高
中路 星耀(1) 高校
ﾅｶｼﾞ ｾｲﾖｳ 箕輪進修高
清水 南雄人(1) 高校 記録なし
ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾄ 佐久平総合技術
坂口 友輝人(2) 高校 記録なし
ｻｶｸﾞﾁ  ﾕｷﾄ 上田千曲高

3  1876
XXX

 1.55

1  1634
XXX

3 4   309
XO XXX

 1.60

 1.76

2 2  1788
XO O XXX

O XO XO XXX

記録 備考
1 5  1764

O O XO

1m65 1m70 1m73 1m76 1m79

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m55 1m60



決勝 10月10日  9:00

大会新               4.70

小山 吉明 一般 記録なし
ｺﾔﾏ ﾖｼｱｷ 須坂陸協

記録 備考
1    57

X/

男子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 3m20



決勝 10月10日  9:00

大会新               7.21

増田 剛也(1) 高校    X   5.75   6.04   5.83    X   5.83    6.04 
ﾏｽﾀﾞ ﾀｹﾔ 佐久平総合技術   -0.4   +0.4    0.0   -0.8    +0.4
梅田 隼人(1) 高校   5.28   5.73   5.71   5.92   5.72   5.39    5.92 
ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ 佐久平総合技術   +0.3   +0.2   +1.2    0.0   -0.1   -0.8     0.0
上野 樹(2) 高校   5.49    X    X   5.03   5.41   5.13    5.49 
ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 野沢南高   +0.5   -0.4   -0.5   -1.0    +0.5
小林 舜(2) 高校   4.34   5.09   5.41   5.25   5.48   5.23    5.48 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 野沢南高   -0.1   -0.4   +0.9   -1.1   -0.6   -0.6    -0.6
奥田 祥希(1) 高校   5.10   5.05   5.04   4.72   4.77   4.97    5.10 
ｵｸﾀﾞ ﾖｼｷ 佐久平総合技術    0.0    0.0   -0.2   -1.3   -0.5   -0.7     0.0
富井 慶太 一般   4.94   5.01    X   3.81    X   4.80    5.01 

松本陸協    0.0   -0.5    0.0   -0.4    -0.5
小須田 裕介(1) 高校   4.74    X   3.70   4.75   4.62   4.84    4.84 
ｺｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 野沢南高    0.0   -0.4   -0.5   -0.2   -0.3    -0.3
片桐 歩稀(1) 高校    X    X   4.25    -   4.42    X    4.42 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ 望月AC   -0.3   -0.2    -0.2

7 2  1563

8 1    73

5 3  1636

6 4    37

3 7  1561

4 5  1560

1 8  1639

2 6  1633

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 10月10日 14:00

大会新              15.06

清水 泰地(3) 高校  13.10  12.70  13.23  12.92  13.30  13.67   13.67 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 丸子修学館高   -1.1   -0.8   +0.1   -0.4    0.0   -0.3    -0.3
日馬 正貴 一般  11.83  11.87  11.94    X    X    X   11.94 
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野陸協   +0.7   +0.2   -0.5    -0.5
丸山 竜輝(2) 高校  10.95  11.35  10.95  11.12  11.42  11.57   11.57 
ﾏﾙﾔﾏ  ﾘｭｳｷ 上田千曲高   -0.8    0.0   -0.3   -0.3    0.0    0.0     0.0
小林 舜(2) 高校  10.80  11.14  11.31  10.86  11.45  11.30   11.45 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 野沢南高   -0.6   -1.1   -0.6    0.0    0.0    0.0     0.0
富井 慶太 一般    X  10.92  10.70  10.97  10.92  11.20   11.20 

松本陸協   -1.6   -0.2    0.0   -0.5    0.0     0.0
菊原 崇矢(2) 高校    X  10.97  10.97  10.78  11.08  11.03   11.08 
ｷｸﾊﾗ ﾀｶﾔ 野沢南高   -0.7    0.0    0.0   -0.4    0.0    -0.4
原 祐(1) 高校    X    X    X 途中棄権
ﾊﾗ ﾕｳ 野沢南高
須崎 修二(1) 高校    X    / 途中棄権
ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 上田高
上野 樹(2) 高校    X    X    X 途中棄権
ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 野沢南高
荒井 聡 一般 欠場
ｱﾗｲ ｻﾄｼ 長野市陸協

男子

三段跳

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 10  1757

2 8    20

3 6  1878

4 5  1560

5 4    37

6 3  1559

1  1564

2  1782

7  1561

9    60



決勝 10月10日 10:00

大会新              13.54

上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
石井 博之(1) 高校
ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ 佐久平総合技術

 6.63  5.80  6.46   6.78 

  X 10.73 10.43  11.17 

2 1  1621
 6.78   -   -

1 2    19
11.17   X 11.12

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 10月10日  9:00

大会新              45.38

上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
荻原 翼(1) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 佐久平総合技術
中曽根 雷也(1) 高校
ﾅｶｿﾈ ﾗｲﾔ 上田染谷丘高
土屋 春生 一般
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｵ 北佐久郡陸協
宮崎 未奈三(2) 高校
ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾅﾐ 佐久平総合技術
髙橋 俊満(2) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ 佐久平総合技術
冨岡 俊介(1) 高校
ﾄﾐｵｶ ｼｭﾝｽｹ 上田染谷丘高

  O 21.82   O  21.82 

  X   O   X  22.13 

7 3  1838
  X 20.77   O

  O   O   X  23.93 

6 2  1628
22.13   O   X

  O 26.56   X  26.56 

5 1  1627
23.93   O   O

  O   O 26.82  26.82 

4 5    75
  O   X 25.75

  O   X   X  27.67 

3 6  1837
  O 25.99   O

  O   O   O  32.87 

2 4  1635
  O 27.67   O

1 7    19
  O 32.87   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

円盤投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 10月10日 11:00

大会新              62.98

中村 郁弥(1) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 丸子修学館高
須崎 一弘 一般
ｽｻﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 上田陸協
中曽根 雷也(1) 高校
ﾅｶｿﾈ ﾗｲﾔ 上田染谷丘高
須崎 修二(1) 高校
ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 上田高
荻原 悠輔(2) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸
土屋 侃汰(2) 高校
ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 小諸
森 望(1) 高校
ﾓﾘ ﾉｿﾞﾑ 小諸
菊原 崇矢(2) 高校
ｷｸﾊﾗ ﾀｶﾔ 野沢南高
片桐 歩稀(1) 高校
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ 望月AC
上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
原 祐(1) 高校
ﾊﾗ ﾕｳ 野沢南高
小須田 裕介(1) 高校
ｺｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 野沢南高

 19.90 

 28.53 

12 4  1563
  X   X 19.90

 28.72 

11 8  1564
  O   O 28.53

 30.64 

10 6    19
  O 28.72   O

  X   O   X  31.16 

9 1    73
30.64   O   O

  O   O   X  36.09 

8 2  1559
  O   O 31.16

  O 37.29   O  37.29 

7 7  1702
  X 36.09   X

  O   O   O  38.82 

6 5  2824
  O   X 34.61

  -   -   -  39.61 

5 10  2826
38.82   O   O

  O   O   O  43.84 

4 9  1782
  O 39.61   O

  O   O   O  47.98 

3 11  1837
  O 43.84   O

  O   O   O  48.08 

2 12    49
  O 47.98   O

1 13  1765
  O   O 48.08

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

やり投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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