
第43回東信地区陸上競技選手権大会　記録集
　主催　東信地区陸上競技協会　上田市教育委員会　(財)上田市体育協会
　後援　佐久地教委連絡協議会　上小地教委連絡協議会　
　

気象状況 2015/08/30

時刻 天候 風 気温 湿度 気圧
 9:00 曇り   0.0m/sec.  20.0 ℃  86.0 % 932.5 hPa
10:00 小雨 北西   1.8m/sec.  20.0 ℃  86.0 %
11:00 雨 南南西   2.3m/sec.  20.0 ℃  86.0 %
12:00 雨 南東   0.1m/sec.  20.0 ℃  86.0 %
13:00 曇り 北北東   0.4m/sec.  21.0 ℃  82.0 %
14:00 雨 北   1.2m/sec.  20.5 ℃  86.0 %
15:00 雨 北西   1.8m/sec.  20.0 ℃  86.0 %
16:00 曇り 南西   2.2m/sec.  20.5 ℃  82.0 %

種　目 ラウンド 氏  名 所属名 記録／備考
中学男子3000m 決勝 若林 亮冶(3) 上田第四中   9,34.23 大会新

決勝 矢野 大和(3) 上田第四中   9,41.45 大会新
決勝 眞田 稜生(2) 上田第四中   9,41.47 大会新

中学男子1500m 決勝 米山 哲弘(3) 佐久長聖中   4,14.78 大会新
男子100m 予選 松崎 文弥(2) 佐久長聖高     11.14 大会新

予選 花里 翼(2) 佐久長聖高     11.10 大会新
中学男子100m 予選 柳澤 祐希(2) 芦原中     11.63 大会新

決勝 柳澤 祐希(2) 芦原中     11.62 大会新
中学女子100m 予選 河田 璃音(2) 上田第五中     13.04 大会新
男子400m 決勝 松崎 文弥(2) 佐久長聖高     49.87 大会新
男子110mH 決勝 五十嵐 大樹 野沢北ｸﾗﾌﾞ     15.40 大会新

決勝 中澤 晴起(1) 小諸高     16.21 大会新
中学男子400m 予選 柏木 優(2) 小諸東中     56.14 大会新

予選 堀込 碧(2) 野沢中     55.20 大会新
予選 堀込 碧(2) 野沢中     55.32 大会新
決勝 柏木 優(2) 小諸東中     55.86 大会新
決勝 佐藤 公一郎(2) 御代田中     55.92 大会新

中学男子110mH 決勝 井出 直哉(3) 軽井沢A&AC     16.79 大会新
決勝 中島 優太朗(2) 東御東部中     16.98 大会新

中学1年男子100mH 決勝 原 惇也(1) 浅間中     15.56 大会新
男子5000m 決勝 小林正典 上田陸協  15,11.55 大会新

決勝 小山 祐太 ｺﾄﾋﾗ工業  15,18.03 大会新
決勝 北沢 正親 ｺﾄﾋﾗ工業  15,25.44 大会新
決勝 長谷川 潤(1) 上田西高  15,58.57 大会新
決勝 松久哲治 上田陸協  16,01.90 大会新
決勝 掛川 萌也(2) 上田西高  16,08.21 大会新
決勝 笹澤 健司(1) 上田西高  16,09.39 大会新
決勝 土屋秀徳 上田陸協  16,15.30 大会新
決勝 高木 孝亮 ｺﾄﾋﾗ工業  16,18.66 大会新
決勝 小宮山亮太 上田陸協  16,21.48 大会新
決勝 清水 優 小諸市陸協  16,22.38 大会新

中学男子4X100mR 決勝 芦原中 小林 涼真(2)     46.48 大会新
藤村 知季(2)
原 泰三(2)
柳澤 祐希(2)

中学女子4X100mR 決勝 小諸東中 大塚 七星(2)     53.56 大会新
下平 涼羽(2)
横須賀 玲奈(2)
塚田 菜々(1)
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決勝記録一覧表
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
08/30 男子  -1.1松崎 文弥(2) 11.20 花里 翼(2) 11.27 清水 隆哉(1) 11.70 伊藤 司能(1) 11.91 相場 泰彦(2) 11.95 町田 郁惟(2) 11.97 坂根 遼汰郎(1) 11.97

100m 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 高校･小諸高 高校･小諸高 高校･佐久長聖高 高校･上田高 高校･野沢北高
08/30  -1.2松崎 文弥(2) 22.75 花里 翼(2) 23.04 中澤 晴起(1) 23.08 清水 隆哉(1) 23.85 松本 光平(2) 23.92 相場 泰彦(2) 24.27 牛山 陽太(1) 24.29 伊藤 司能(1) 24.53

200m 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 高校･小諸高 高校･小諸高 高校･上田西高 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 高校･小諸高
08/30 松崎 文弥(2) 49.87 佐塚 一馬(2) 51.97 笹沢 広夢(2) 52.26 三浦 央司(1) 52.65 相場 泰彦(2) 52.99 山口 諒偲(1) 53.86 牛山 陽太(1) 53.93 武藤 雅哉(2) 54.35

400m 高校･佐久長聖高 高校･岩村田高 高校･小諸高 高校･野沢北高 高校･佐久長聖高 高校･上田東高 高校･佐久長聖高 高校･野沢北高
08/30 笹沢 広夢(2) 2,03.26 花里 翼(2) 2,04.20 林 智哉(2) 2,05.65 中山 智顕(2) 2,07.34 小林 諒也(2) 2,07.84 笠原 渓介(2) 2,09.29 菊原 崇矢(2) 2,09.67 竹鼻 将生(2) 2,09.98

800m 高校･小諸高 高校･佐久長聖高 高校･野沢北高 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 高校･上田高 高校･野沢南高 高校･上田高
08/30 柳沢　佑丞 4,16.12 清水 優 4,17.67 高木 孝亮 4,18.18 笠原 渓介(2) 4,18.89 永井 慎也(3) 4,20.14 竹鼻 将生(2) 4,21.27 油井 宏喜(1) 4,27.08 内田 知樹(2) 4,28.43

1500m 一般･山梨学院大 一般･小諸市陸協 一般･ｺﾄﾋﾗ工業 高校･上田高 高校･丸子修学館高 高校･上田高 高校･上田西高 高校･上田高
08/30 小林正典 15,11.55 小山 祐太 15,18.03 北沢 正親 15,25.44 長谷川 潤(1) 15,58.57 松久哲治 16,01.90 掛川 萌也(2) 16,08.21 笹澤 健司(1) 16,09.39 土屋秀徳 16,15.30

5000m 一般･上田陸協 一般･ｺﾄﾋﾗ工業 一般･ｺﾄﾋﾗ工業 高校･上田西高 一般･上田陸協 高校･上田西高 高校･上田西高 一般･上田陸協
08/30  -1.3五十嵐 大樹 15.40 中澤 晴起(1) 16.21 坂根 遼汰郎(1) 16.38 坂田 涼輔(2) 17.02 栁澤 陸(2) 18.86

110mH 一般･野沢北ｸﾗﾌﾞ 高校･小諸高 高校･野沢北高 高校･佐久長聖高 高校･小諸高
08/30 小林 颯(1) 1.75 横井 駿太(1) 1.70 上野 大 1.60 高見沢 草太(2) 1.55

走高跳 一般･新潟医療福祉大 高校･丸子修学館高 一般･佐久陸協 高校･岩村田高
08/30 土屋 巧(2) 6.55(+2.9) 神田 優人(2) 6.07(+2.1) 山口 智也(2) 6.03(-0.8) 山口 諒偲(1) 5.81(-2.7) 関 昌徳 5.78(+0.5) 宮澤 俊太(1) 5.58(+0.1) 小林 舜(2) 5.43(+0.7) 松本 光平(2) 5.40(-0.1)

走幅跳 高校･野沢北高 高校･岩村田高 高校･岩村田高 高校･上田東高 一般･上田陸協 高校･上田西高 高校･野沢南高 高校･上田西高
08/30 清水 泰地(3)13.60(+0.7) 上野 樹(2) 11.89(+3.7) 小林 舜(2) 10.64(+2.1)

三段跳 高校･丸子修学館高 高校･野沢南高 高校･野沢南高
08/30 笹野 弘充 36.75 土屋 春生 23.74

円盤投 一般･上田陸協 一般･北佐久陸協
08/30 斎藤 元気 54.53 長崎 大悟(3) 54.33 須崎 一弘 47.96 中曽根 雷也(1) 47.30 中村 郁弥(1) 44.49 荻原 悠輔(2) 43.80 佐塚 一馬(2) 39.35 坂田 涼輔(2) 37.70

やり投 一般･上田陸協 高校･丸子修学館高 一般･上田陸協 高校･上田染谷丘高 高校･丸子修学館高 高校･小諸高 高校･岩村田高 高校･佐久長聖高
08/30 佐久長聖高       44.33 小諸高       44.98 丸子修学館高      45.37 岩村田高       45.56 上田高       45.63 野沢北高       45.83 上田染谷丘高      48.16 野沢南高       48.69

4x100mR 坂田 涼輔(2) 土屋 侃汰(2) 長崎 大悟(3) 神田 優人(2) 平田 宗一郎(2) 池田 航平(2) 冨岡 俊介(1) 原 祐(1)
花里 翼(2) 伊藤 司能(1) 横井 駿太(1) 佐塚 一馬(2) 清水 陽(2) 坂根 遼汰郎(1) 長谷川 直樹(2) 菊原 崇矢(2)
牛山 陽太(1) 清水 隆哉(1) 清水 泰地(3) 山口 智也(2) 野原 尚貴(2) 三浦 央司(1) 中曽根 雷也(1) 小林 舜(2)
松崎 文弥(2) 中澤 晴起(1) 森村 一真(1) 高見沢 草太(2) 町田 郁惟(2) 土屋 巧(2) 有賀 聡一朗(2) 上野 樹(2)

08/30 岩村田高     3,31.54 佐久長聖高     3,31.95 小諸高     3,40.21 上田高     3,40.58 丸子修学館高    3,41.26 野沢北高     3,43.32 上田東高     3,54.10 上田染谷丘高    3,54.32
4x400mR 神田 優人(2) 松崎 文弥(2) 中澤 晴起(1) 須藤 謙太(1) 森村 一真(1) 三浦 央司(1) 山口 諒偲(1) 長谷川 直樹(2)

山口 智也(2) 花里 翼(2) 伊藤 司能(1) 平田 宗一郎(2) 永井 慎也(3) 林 智哉(2) 荻原 克崇(1) 北村 翼(1)
高見沢 草太(2) 相場 泰彦(2) 土屋 侃汰(2) 野原 尚貴(2) 清水 泰地(3) 荻原 慧(1) 小澤 智哉(1) 中曽根 雷也(1)
佐塚 一馬(2) 牛山 陽太(1) 清水 隆哉(1) 笠原 渓介(2) 横井 駿太(1) 佐藤 和紀(2) 小林 拓真(2) 有賀 聡一朗(2)

08/30 中学男子  -0.1柳澤 祐希(2) 11.62 藤村 知季(2) 11.84 小林 涼真(2) 11.91 藤島 大翔(2) 12.13 菅沢 晴樹(3) 12.16 飯塚 亮介(2) 12.38 佐藤 了(2) 12.41 篠澤 蒼平(2) 12.43
100m 中学･芦原中 中学･芦原中 中学･芦原中 中学･上田第四中 中学･望月AC 中学･浅間中 中学･上田第四中 中学･浅間中

08/30 堀込 碧(2) 55.32 柏木 優(2) 55.86 佐藤 公一郎(2) 55.92 関口 謙太(2) 1,00.10 高橋 翔(2) 1,01.54
400m 中学･野沢中 中学･小諸東中 中学･御代田中 中学･浅間中 中学･中込中

08/30 米山 哲弘(3) 4,14.78 村上 聖眞(2) 4,39.25 小平 涼雅(2) 4,46.36 磯貝 拓哉(2) 4,48.33 江元 龍之介(2) 中学･中込中 4,50.68 正村 圭一郎(2) 4,53.50 高橋 流空(2) 4,55.87
1500m 中学･佐久長聖中 中学･浅間中 中学･佐久東中 中学･佐久東中 與川 夢翔(2) 中学･東御東部中 中学･東御東部中 中学･小諸東中

08/30 若林 亮冶(3) 9,34.23 矢野 大和(3) 9,41.45 眞田 稜生(2) 9,41.47 菊地 洸希(1) 10,10.86 小金沢 勇貴(3) 10,50.73 小山 琉弥(2) 11,13.32 原田 隼輔(2) 11,19.47 箕輪 晴哉(2) 11,22.30
3000m 中学･上田第四中 中学･上田第四中 中学･上田第四中 中学･佐久長聖中 中学･浅間中 中学･東御東部中 中学･御代田中 中学･佐久東中

08/30 原 惇也(1) 15.56 星野 青空(1) 18.27 山崎 伶弥(1) 19.13 遠藤 佳斗(1) 19.44 酒井 力(1) 19.55 佐藤 輝季(1) 19.92 片桐 岳(1) 20.57 飯島 大陽(1) 20.78
100mH 中学･浅間中 中学･野沢中 中学･東御東部中 中学･東御東部中 中学･小諸東中 中学･軽井沢中 中学･軽井沢中 中学･野沢中

08/30 井出 直哉(3) 16.79 中島 優太朗(2) 16.98 堀込 碧(2) 17.88 塚田 陽樹(2) 17.92 小泉 陸人(2) 18.77 一場 稜(2) 18.84 中島 孝介(2) 19.38 藤村 知季(2) 20.07
110mH 中学･軽井沢A&AC 中学･東御東部中 中学･野沢中 中学･浅間中 中学･小諸東中 中学･軽井沢中 中学･佐久東中 中学･芦原中

08/30 井出 直哉(3) 1.65 小泉 陸人(2) 1.45 野澤 一揮(1) 1.35 市ヶ谷 晴輝(1) 1.25 中澤 颯太(1) 1.15 瀬切 悠気(1) 1.05
走高跳 中学･軽井沢A&AC 中学･小諸東中 中学･小諸東中 中学･中込中 中学･佐久東中 中学･丸子中

08/30 栁田 彩人(1) 1.90
棒高跳 中学･上田第五中

08/30 山浦 渓斗(3) 6.16(+0.9) 上野 太暉(2) 5.65(0.0) 井出 紋次郎(1)5.51(+1.5) 原 泰三(2) 5.29(+0.9) 矢花 竜也(1) 4.96(0.0) 篠澤 蒼平(2) 4.96(-0.2) 宮下 駿介(2) 4.93(-0.6) 永井 颯太(1) 4.81(-0.1)
走幅跳 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･小諸東中 中学･芦原中 中学･望月AC 中学･浅間中 中学･東御東部中 中学･小諸東中
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決勝記録一覧表
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
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08/30 赤尾 聡良(2) 11.23 飯塚 亮介(2) 7.90 北澤 拓巳(2) 7.67 松﨑 悠弥(2) 7.63 神津 宏尚(2) 7.58 佐藤 麟平(2) 6.57 園部 将大(2) 6.34

砲丸投 中学･上田第五中 中学･浅間中 中学･上田第四中 中学･浅間中 中学･浅間中 中学･東御東部中 中学･軽井沢中
08/30 山口 大貴(1) 8.88 久保川 優士(1) 8.64 中澤 友希(1) 7.39 笹沢 竜叶(1) 6.06 入口 慧大(1) 5.56

砲丸投 中学･野沢中 中学･丸子北中 中学･芦原中 中学･丸子中 中学･東御東部中
08/30 芦原中       46.48 浅間中       47.35 野沢中       48.91 小諸東中       49.49 東御東部中       49.52 上田第四中       50.61 中込中       51.62 軽井沢中       52.24

4x100mR 小林 涼真(2) 原 惇也(1) 工藤 利季(2) 小泉 陸人(2) 山崎 伶弥(1) 佐藤 了(2) 市ヶ谷 将孝(2) 佐藤 輝季(1)
藤村 知季(2) 神津 宏尚(2) 堀込 碧(2) 岩崎 凌大(2) 中島 優太朗(2) 古平 優生(2) 江元 龍之介(2) 小山 翔月(2)
原 泰三(2) 飯塚 亮介(2) 坪井 康生(1) 柏木 優(2) 與川 夢翔(2) 細田 夏希(1) 市ヶ谷 将英(2) 篠原 泰成(2)
柳澤 祐希(2) 篠澤 啓輔(2) 山口 大貴(1) 永井 颯太(1) 深井 成志朗(2) 藤島 大翔(2) 高橋 翔(2) 一場 稜(2)

08/30 高校男子 坂田 涼輔(2) 9.14 荻原 悠輔(2) 8.55 中田 凌平(2) 7.86 由井 渓友(1) 7.47 原 祐(1) 7.40
砲丸投 高校･佐久長聖高 高校･小諸高 高校･小諸高 高校･岩村田高 高校･野沢南高

08/30 菊原 崇矢(2) 27.47 中村 郁弥(1) 24.88 冨岡 俊介(1) 23.78 原 祐(1) 22.75
円盤投 高校･野沢南高 高校･丸子修学館高 高校･上田染谷丘高 高校･野沢南高



予選 8月30日 11:15
決勝 8月30日 12:50

大会新              10.9 
大会新              11.20

[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 +0.9

 1 清水 隆哉(1) 高校     11.64 q  1 松崎 文弥(2) 高校     11.14 q
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ 小諸高 ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖高

 2 伊藤 司能(1) 高校     11.83 q  2 町田 郁惟(2) 高校     11.93 q
ｲﾄｳ ｼﾉ 小諸高 ﾏﾁﾀﾞ ｲｸﾀﾀﾞ 上田高

 3 坂根 遼汰郎(1) 高校     11.85 q  3 山口 諒偲(1) 高校     12.08 
ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ 野沢北高 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 上田東高

 4 相場 泰彦(2) 高校     11.88 q  4 高見沢 草太(2) 高校     12.13 
ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ 佐久長聖高 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田高

 5 山口 智也(2) 高校     11.93 q  5 清水 陽(2) 高校     12.21 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 岩村田高 ｼﾐｽﾞ ﾖｳ 上田高

 6 長谷川 直樹(2) 高校     12.37  6 中田 凌平(2) 高校     12.48 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ 上田染谷丘高 ﾅｶﾀ ﾘｮｳﾍｲ 小諸高

 7 野原 尚貴(2) 高校     12.41  7 長野 太吉(1) 高校     12.80 
ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 上田高 ﾅｶﾞﾉ ﾀｷﾁ 佐久長聖高

 8 上野 樹(2) 高校     12.50 片桐 歩稀(1) 高校
ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 野沢南高 ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ 望月AC

[ 3組] 風速 +2.3 [ 4組] 風速 +1.4

 1 花里 翼(2) 高校     11.10 q  1 常田 紀幸(1) 高校     12.32 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 佐久長聖高 ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 佐久長聖高

 2 神田 優人(2) 高校     12.02  2 関 昌徳 一般     12.57 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩村田高 ｾｷ ﾏｻﾉﾘ 上田陸協

 2 三浦 央司(1) 高校     12.02  3 田中 淳 一般     12.82 
ﾐｳﾗ ﾋｻｼ 野沢北高 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 佐久平ﾏｽﾀｰｽﾞ

 4 土屋 侃汰(2) 高校     12.18  4 後藤 開(1) 高校     12.86 
ﾂﾁｬ ｶﾝﾀ 小諸高 ｺﾞﾄｳ ｶｲ 上田高

 5 須藤 謙太(1) 高校     12.29  5 栁澤 陸(2) 高校     12.94 
ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 上田高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｸ 小諸高

 6 小林 拓真(2) 高校     12.69 増田 凌(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 上田東高 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 上田西高

 7 小須田 裕介(1) 高校     13.10 森村 一真(1) 高校
ｺｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 野沢南高 ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 丸子修学館高
横井 駿太(1) 高校 寺島 僚(2) 高校
ﾖｺｲ ｼｭﾝﾀ 丸子修学館高 ﾃﾗｼﾏ ﾘｮｳ 上田高

風速 -1.1

 1 松崎 文弥(2) 高校     11.20 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖高

 2 花里 翼(2) 高校     11.27 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 佐久長聖高

 3 清水 隆哉(1) 高校     11.70 
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ 小諸高

 4 伊藤 司能(1) 高校     11.91 
ｲﾄｳ ｼﾉ 小諸高

 5 相場 泰彦(2) 高校     11.95 
ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ 佐久長聖高

 6 町田 郁惟(2) 高校     11.97 
ﾏﾁﾀﾞ ｲｸﾀﾀﾞ 上田高

 7 坂根 遼汰郎(1) 高校     11.97 
ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ 野沢北高
山口 智也(2) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 岩村田高 欠場

9  1543

3  1590

8  2808

2  1783

7  2830

5  2829

記録／備考
4  2807

6  2801

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3  1764 9  1770
欠場 欠場

7  1563 3  1746
欠場

9  1801 2  1909
欠場

2  1785 4  2825

5  2824 7  1777

8  1544 8     7

4  1589 6    10

6  2801 5  2803
大会新

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  1561 2    23
欠場

5  1774 9  2804

6  1834 3  2827

4  1590 4  1768

9  2808 5  1593

8  1543 6  1804

3  2829 8  1783

7  2830 7  2807
大会新

男子

100m                

予選 通過基準  4組  0着 + 8 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 8月30日 13:05

大会新              50.5 
大会新              51.74

[ 1組] [ 2組]

 1 土屋 侃汰(2) 高校     54.51  1 松崎 文弥(2) 高校     49.87 
ﾂﾁｬ ｶﾝﾀ 小諸高 ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖高

 2 須藤 謙太(1) 高校     55.41  2 佐塚 一馬(2) 高校     51.97 
ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 上田高 ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ 岩村田高

 3 荻原 克崇(1) 高校     56.38  3 笹沢 広夢(2) 高校     52.26 
ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾂﾀｶ 上田東高 ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 小諸高

 4 由井 渓友(1) 高校     58.33  4 三浦 央司(1) 高校     52.65 
ﾕｲ ｹｲﾕｳ 岩村田高 ﾐｳﾗ ﾋｻｼ 野沢北高

 5 森 望(1) 高校     59.66  5 相場 泰彦(2) 高校     52.99 
ﾓﾘ ﾉｿﾞﾑ 小諸高 ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ 佐久長聖高
佐藤 和紀(2) 高校  6 山口 諒偲(1) 高校     53.86 
ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 野沢北高 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 上田東高
田中 太玖斗(1) 高校  7 牛山 陽太(1) 高校     53.93 
ﾀﾅｶ ﾀｸﾄ 岩村田高 ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ 佐久長聖高

 8 武藤 雅哉(2) 高校     54.35 
ﾑﾄｳ ﾏｻﾔ 野沢北高

欠場
2  1535

失格
5  1596 8  2802

6  1537 9  1804

8  1702 3  2808

3  1595 6  1544

4  1803 7  2828

大会新
7  1785 4  1592

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  2824 5  2807

男子

400m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 松崎 文弥(2) 高校 佐久長聖高       49.87 大会新   2   1
   2 佐塚 一馬(2) 高校 岩村田高       51.97   2   2
   3 笹沢 広夢(2) 高校 小諸高       52.26   2   3
   4 三浦 央司(1) 高校 野沢北高       52.65   2   4
   5 相場 泰彦(2) 高校 佐久長聖高       52.99   2   5
   6 山口 諒偲(1) 高校 上田東高       53.86   2   6
   7 牛山 陽太(1) 高校 佐久長聖高       53.93   2   7
   8 武藤 雅哉(2) 高校 野沢北高       54.35   2   8
   9 土屋 侃汰(2) 高校 小諸高       54.51   1   1
  10 須藤 謙太(1) 高校 上田高       55.41   1   2
  11 荻原 克崇(1) 高校 上田東高       56.38   1   3
  12 由井 渓友(1) 高校 岩村田高       58.33   1   4
  13 森 望(1) 高校 小諸高       59.66   1   5

 1803
 1595
 1702

 2808
 1804
 2802
 1535
 2824
 1785

組 順位
 2807
 1592
 2828
 1544

400m                
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

男子



決勝 8月30日 15:00

大会新                   
大会新                   

[ 1組] [ 2組]

 1 菊原 崇矢(2) 高校   2,09.67  1 笹沢 広夢(2) 高校   2,03.26 
ｷｸﾊﾗ ﾀｶﾔ 野沢南高 ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 小諸高

 2 竹鼻 将生(2) 高校   2,09.98  2 花里 翼(2) 高校   2,04.20 
ﾀｹﾊﾅ ﾏｻｷ 上田高 ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 佐久長聖高

 3 藤本 僚太(1) 高校   2,14.41  3 林 智哉(2) 高校   2,05.65 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 佐久長聖高 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾔ 野沢北高

 4 原 大晴(2) 高校   2,25.96  4 中山 智顕(2) 高校   2,07.34 
ﾊﾗ ﾀｲｾｲ 佐久長聖高 ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 佐久長聖高

 5 比田井 渓太(1) 高校   2,29.62  5 小林 諒也(2) 高校   2,07.84 
ﾋﾀﾞｲ ｹｲﾀ 野沢北高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 佐久長聖高
松村 優作(1) 高校  6 笠原 渓介(2) 高校   2,09.29 
ﾏﾂﾑﾗ ﾕｳｻｸ 上田高 ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ 上田高

荻原 宏崇(3) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ 上田東高

欠場
4  1800

欠場

5  1787 6  1778

7  1523 5  2812

2  2810 7  2809

6  2805 8  1534

3  1779 3  2801

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1559 2  2828

男子

800m                

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 笹沢 広夢(2) 高校 小諸高     2,03.26   2   1
   2 花里 翼(2) 高校 佐久長聖高     2,04.20   2   2
   3 林 智哉(2) 高校 野沢北高     2,05.65   2   3
   4 中山 智顕(2) 高校 佐久長聖高     2,07.34   2   4
   5 小林 諒也(2) 高校 佐久長聖高     2,07.84   2   5
   6 笠原 渓介(2) 高校 上田高     2,09.29   2   6
   7 菊原 崇矢(2) 高校 野沢南高     2,09.67   1   1
   8 竹鼻 将生(2) 高校 上田高     2,09.98   1   2
   9 藤本 僚太(1) 高校 佐久長聖高     2,14.41   1   3
  10 原 大晴(2) 高校 佐久長聖高     2,25.96   1   4
  11 比田井 渓太(1) 高校 野沢北高     2,29.62   1   5 1523

 2812
 1778
 1559
 1779
 2805
 2810

組 順位
 2828
 2801
 1534
 2809

800m                
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

男子



決勝 8月30日 12:25

大会新            4,07.4 
大会新            4,09.72

 1 柳沢　佑丞 一般   4,16.12 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｽｹ 山梨学院大

 2 清水 優 一般   4,17.67 
ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾙ 小諸市陸協

 3 高木 孝亮 一般   4,18.18 
ﾀｶｷﾞ ｺｳｽｹ ｺﾄﾋﾗ工業

 4 笠原 渓介(2) 高校   4,18.89 
ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ 上田高

 5 永井 慎也(3) 高校   4,20.14 
ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾔ 丸子修学館高

 6 竹鼻 将生(2) 高校   4,21.27 
ﾀｹﾊﾅ ﾏｻｷ 上田高

 7 油井 宏喜(1) 高校   4,27.08 
ﾕｲ  ｺｳｷ 上田西高

 8 内田 知樹(2) 高校   4,28.43 
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ 上田高

 9 宮下 輝一(1) 高校   4,29.13 
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾋﾄ 上田染谷丘高

10 小平 悟志(2) 高校   4,30.34 
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄｼ 上田高

11 小澤 智哉(1) 高校   4,31.29 
ｵｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 上田東高

12 山上 淳(2) 高校   4,40.56 
ﾔﾏｶﾞﾐ  ｼﾞｭﾝ 上田西高

13 青山 夏樹(2) 高校   4,43.25 
ｱｵﾔﾏ ﾅﾂｷ 岩村田高

14 宮島 侑希(2) 高校   4,44.60 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 上田高

15 有賀 聡一朗(2) 高校   4,50.46 
ｱﾘｶﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 上田染谷丘高

16 小野 勝汰(1) 高校   4,53.62 
ｵﾉ ｼｮｳﾀ 岩村田高
新井 雅貴(2) 高校
ｱﾗｲ ﾏｻｷ 野沢南高

2  1562
欠場

1  1831

15  1597

5  1591

14  1781

7  1802

3  2789
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12  1756

8  1779
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男子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月30日 15:20

大会新           15,16.1 
大会新           16,28.31

 1 小林正典 一般  15,11.55 
ｺﾊﾞﾔｼﾏｻﾉﾘ 上田陸協

 2 小山 祐太 一般  15,18.03 
ｺﾔﾏ ﾕｳﾀ ｺﾄﾋﾗ工業

 3 北沢 正親 一般  15,25.44 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾏｻﾁｶ ｺﾄﾋﾗ工業

 4 長谷川 潤(1) 高校  15,58.57 
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 上田西高

 5 松久哲治 一般  16,01.90 
ﾏﾂﾋｻﾃﾂﾊﾙ 上田陸協

 6 掛川 萌也(2) 高校  16,08.21 
ｶｹｶﾞﾜ  ﾄﾓﾔ 上田西高

 7 笹澤 健司(1) 高校  16,09.39 
ｻｻｻﾞﾜ  ｹﾝｼﾞ 上田西高

 8 土屋秀徳 一般  16,15.30 
ﾂﾁﾔﾋﾃﾞﾉﾘ 上田陸協

 9 高木 孝亮 一般  16,18.66 
ﾀｶｷﾞ ｺｳｽｹ ｺﾄﾋﾗ工業

10 小宮山亮太 一般  16,21.48 
ｺﾐﾔﾏﾘｮｳﾀ 上田陸協

11 清水 優 一般  16,22.38 
ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾙ 小諸市陸協

12 北村 翼(1) 高校  16,30.63 
ｷﾀﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 上田染谷丘高

13 清水 拓大 一般  16,41.26 
ｼﾐｽﾞ  ﾀｸﾋﾛ 小諸市陸協

14 藤沢優一 一般  16,46.60 
ﾌｼﾞｻﾜﾕｳｲﾁ 上田陸協

15 田村大和 一般  16,57.59 
ﾀﾑﾗﾔﾏﾄ 上田陸協

16 臼井隆之 一般  16,59.20 
ｳｽｲﾀｶﾕｷ HIOKI

17 油井 麻純(1) 高校  17,00.30 
ﾕｲ ﾏｽﾐ 野沢北高

18 新津 大地(1) 高校  17,07.16 
ﾆｲﾂ ﾀﾞｲﾁ 野沢北高

19 荻原 慧(1) 高校  17,09.22 
ｵｷﾞﾊﾗ ｹｲ 野沢北高

20 内田 知樹(2) 高校  17,09.66 
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ 上田高

21 小平 悟志(2) 高校  17,18.96 
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄｼ 上田高

22 宮島 侑希(2) 高校  17,36.47 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 上田高
北島 翔吾(2) 高校
ｷﾀｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 上田西高
笹崎 慎一 一般
ｻｻｻﾞｷ ｼﾝｲﾁ 南佐久郡陸協

10  2787
欠場

18  6026
欠場

1  1766

3  1781

14  1545

19  1780

22  1524

25  1521

21    18

7     1

9     9

17    20

15  6022
大会新

24  1836

8     2
大会新

23    14
大会新

4  1907
大会新

11    19
大会新

5    16
大会新

6  2788
大会新

20     4
大会新

12  1911
大会新

13    15
大会新

2     3
大会新

男子

5000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月30日 13:30

大会新              15.3 
大会新              16.37

風速 -1.3

 1 五十嵐 大樹 一般     15.40 
ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｷ 野沢北ｸﾗﾌﾞ

 2 中澤 晴起(1) 高校     16.21 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 小諸高

 3 坂根 遼汰郎(1) 高校     16.38 
ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ 野沢北高

 4 坂田 涼輔(2) 高校     17.02 
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 佐久長聖高

 5 栁澤 陸(2) 高校     18.86 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｸ 小諸高
野原 尚貴(2) 高校
ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 上田高

6  2825

3  1774
失格

4  1543

7  2813

5    25
大会新

2  1714
大会新

男子

110mH               

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月30日 15:10

大会新              43.8 
大会新              44.07

[ 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 丸子修学館高  1758 長崎 大悟(3)     45.37  1   5 佐久長聖高  2813 坂田 涼輔(2)     44.33 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ ｻｸﾁｮｳｾｲ ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ
 1764 横井 駿太(1)  2801 花里 翼(2)

ﾖｺｲ ｼｭﾝﾀ ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ
 1757 清水 泰地(3)  2802 牛山 陽太(1)

ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ
 1746 森村 一真(1)  2807 松崎 文弥(2)

ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
 2   5 上田高  1775 平田 宗一郎(2)     45.63  2   4 小諸高  2824 土屋 侃汰(2)     44.98 

ｳｴﾀﾞｺｳ ﾋﾗﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ ｺﾓﾛ ﾂﾁｬ ｶﾝﾀ
 1768 清水 陽(2)  2829 伊藤 司能(1)

ｼﾐｽﾞ ﾖｳ ｲﾄｳ ｼﾉ
 1774 野原 尚貴(2)  2830 清水 隆哉(1)

ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ
 1783 町田 郁惟(2)  1714 中澤 晴起(1)

ﾏﾁﾀﾞ ｲｸﾀﾀﾞ ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ
 3   2 上田染谷丘高  1838 冨岡 俊介(1)     48.16  3   3 岩村田高  1589 神田 優人(2)     45.56 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾄﾐｵｶ ｼｭﾝｽｹ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ
 1834 長谷川 直樹(2)  1592 佐塚 一馬(2)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ
 1837 中曽根 雷也(1)  1590 山口 智也(2)

ﾅｶｿﾈ ﾗｲﾔ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ
 1831 有賀 聡一朗(2)  1593 高見沢 草太(2)

ｱﾘｶﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ
 4   4 野沢南高  1564 原 祐(1)     48.69  4   2 野沢北高  1536 池田 航平(2)     45.83 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ﾊﾗ ﾕｳ ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ｲｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ
 1559 菊原 崇矢(2)  1543 坂根 遼汰郎(1)

ｷｸﾊﾗ ﾀｶﾔ ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ
 1560 小林 舜(2)  1544 三浦 央司(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ ﾐｳﾗ ﾋｻｼ
 1561 上野 樹(2)  1539 土屋 巧(2)

ｳｴﾉ ﾀﾂｷ ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ
 5   6 上田東高  1803 荻原 克崇(1)     49.15   6 上田西高

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾂﾀｶ ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ 欠場
 1804 山口 諒偲(1)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ
 1802 小澤 智哉(1)

ｵｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ
 1801 小林 拓真(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ

男子

4x100mR             

決勝



   1 佐久長聖高     44.33 坂田 涼輔(2) 花里 翼(2) 牛山 陽太(1) 松崎 文弥(2)   2   1
   2 小諸高     44.98 土屋 侃汰(2) 伊藤 司能(1) 清水 隆哉(1) 中澤 晴起(1)   2   2
   3 丸子修学館高     45.37 長崎 大悟(3) 横井 駿太(1) 清水 泰地(3) 森村 一真(1)   1   1
   4 岩村田高     45.56 神田 優人(2) 佐塚 一馬(2) 山口 智也(2) 高見沢 草太(2)   2   3
   5 上田高     45.63 平田 宗一郎(2) 清水 陽(2) 野原 尚貴(2) 町田 郁惟(2)   1   2
   6 野沢北高     45.83 池田 航平(2) 坂根 遼汰郎(1) 三浦 央司(1) 土屋 巧(2)   2   4
   7 上田染谷丘高     48.16 冨岡 俊介(1) 長谷川 直樹(2) 中曽根 雷也(1) 有賀 聡一朗(2)   1   3
   8 野沢南高     48.69 原 祐(1) 菊原 崇矢(2) 小林 舜(2) 上野 樹(2)   1   4
   9 上田東高     49.15 荻原 克崇(1) 山口 諒偲(1) 小澤 智哉(1) 小林 拓真(2)   1   5

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

4x100mR             
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ2



決勝 8月30日 16:20

大会新            3,26.2 
大会新            3,30.14

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 岩村田高  1589 神田 優人(2)   3,31.54 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ
 1590 山口 智也(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ
 1593 高見沢 草太(2)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ
 1592 佐塚 一馬(2)

ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ
 2   6 佐久長聖高  2807 松崎 文弥(2)   3,31.95 

ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
 2801 花里 翼(2)

ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ
 2808 相場 泰彦(2)

ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ
 2802 牛山 陽太(1)

ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ
 3   2 小諸高  1714 中澤 晴起(1)   3,40.21 

ｺﾓﾛ ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ
 2829 伊藤 司能(1)

ｲﾄｳ ｼﾉ
 2824 土屋 侃汰(2)

ﾂﾁｬ ｶﾝﾀ
 2830 清水 隆哉(1)

ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ
 4   8 上田高  1785 須藤 謙太(1)   3,40.58 

ｳｴﾀﾞｺｳ ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾀ
 1775 平田 宗一郎(2)

ﾋﾗﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ
 1774 野原 尚貴(2)

ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ
 1778 笠原 渓介(2)

ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ
 5   9 丸子修学館高  1746 森村 一真(1)   3,41.26 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝｺｳ ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ
 1756 永井 慎也(3)

ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾔ
 1757 清水 泰地(3)

ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ
 1764 横井 駿太(1)

ﾖｺｲ ｼｭﾝﾀ
 6   5 野沢北高  1544 三浦 央司(1)   3,43.32 

ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ﾐｳﾗ ﾋｻｼ
 1534 林 智哉(2)

ﾊﾔｼ ﾄﾓﾔ
 1545 荻原 慧(1)

ｵｷﾞﾊﾗ ｹｲ
 1537 佐藤 和紀(2)

ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ
 7   7 上田東高  1804 山口 諒偲(1)   3,54.10 

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ
 1803 荻原 克崇(1)

ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾂﾀｶ
 1802 小澤 智哉(1)

ｵｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ
 1801 小林 拓真(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ
 8   1 上田染谷丘高  1834 長谷川 直樹(2)   3,54.32 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ
 1836 北村 翼(1)

ｷﾀﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ
 1837 中曽根 雷也(1)

ﾅｶｿﾈ ﾗｲﾔ
 1831 有賀 聡一朗(2)

ｱﾘｶﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ
  3 上田西高

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ 欠場

男子

4x400mR             

決勝



予選 8月30日 10:30
決勝 8月30日 12:40

大会新              11.3 
大会新              11.75

[ 1組] 風速 +1.6 [ 2組] 風速 +0.5

 1 塚田 陽樹(2) 中学     12.68  1 佐藤 了(2) 中学     12.23 q
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 浅間中 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 上田第四中

 2 岩崎 凌大(2) 中学     12.69  2 中島 優太朗(2) 中学     12.75 
ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ 小諸東中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 東御東部中

 3 佐藤 麟平(2) 中学     13.80  3 赤尾 聡良(2) 中学     13.22 
ｻﾄｳ ﾘﾝﾍﾟｲ 東御東部中 ｱｶｵ ｿﾗ 上田第五中

 4 大工原 速登(1) 中学     14.39  4 高橋 流空(2) 中学     13.45 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾊﾔﾄ 佐久東中 ﾀｶﾊｼ ﾙｰｸ 小諸東中

 5 栁田 彩人(1) 中学     14.47  5 佐藤 嶺(1) 中学     13.85 
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱﾔﾄ 上田第五中 ｻﾄｳ ﾚｲ 中込中

 6 宮下 大貴(1) 中学     14.93  6 小林 優介(1) 中学     14.43 
ﾐﾔｼﾀ ﾀｲｷ 上田第四中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 浅間中

 7 小林 彩輝(1) 中学     15.46  7 中澤 颯太(1) 中学     15.50 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｲｷ 東御東部中 ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 佐久東中
神田 来夢(3) 中学  8 笹沢 竜叶(1) 中学     17.13 
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 望月AC ｻｻｻﾞﾜ ﾀﾂﾄ 丸子中

[ 3組] 風速 -1.7 [ 4組] 風速 -2.5

 1 山浦 渓斗(3) 中学     12.51  1 工藤 利季(2) 中学     12.58 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 望月AC ｸﾄﾞｳ ﾄｼｷ 野沢中

 2 篠澤 啓輔(2) 中学     12.69  2 茂木 達哉(3) 中学     12.76 
ｻｻｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 浅間中 ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ 小諸東中

 3 中島 孝介(2) 中学     13.17  3 山崎 伶弥(1) 中学     13.35 
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 佐久東中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲﾔ 東御東部中

 4 坪井 康生(1) 中学     13.43  4 神津 宏尚(2) 中学     13.78 
ﾂﾎﾞｲ ｺｳｾｲ 野沢中 ｺｳﾂﾞ ﾋﾛﾀｶ 浅間中

 5 酒井 力(1) 中学     14.10  5 小松 大和(2) 中学     14.60 
ｻｶｲ ﾁｶﾗ 小諸東中 ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ 望月AC

 6 柳澤 隼人(2) 中学     14.59  6 手塚 慧介(1) 中学     15.11 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾔﾄ 東御東部中 ﾃﾂﾞｶ ｹｲｽｹ 上田第四中

 7 工藤 未来翔(1) 中学     15.23  7 川崎 海斗(2) 中学     16.46 
ｸﾄﾞｳ ﾐｸﾄ 丸子北中 ｶﾜｻｷ ﾋﾛﾄ 小諸東中
西 智也(1) 中学 早坂 晃太(2) 中学
ﾆｼ ﾄﾓﾔ 上田第五中 ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ 佐久東中

[ 5組] 風速 -0.5 [ 6組] 風速 +0.2

 1 柳澤 祐希(2) 中学     11.63 q  1 飯塚 亮介(2) 中学     12.37 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｷ 芦原中 ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 浅間中

 2 上野 太暉(2) 中学     12.61  2 高橋 空良(3) 中学     12.56 
ｳｴﾉ ﾀｲｷ 望月AC ﾀｶﾊｼ ｿﾗ 望月AC

 3 高橋 翔(2) 中学     12.84  3 永井 颯太(1) 中学     13.34 
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ 中込中 ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 小諸東中

 4 浅野 伶(1) 中学     14.20  4 篠原 泰成(2) 中学     13.68 
ｱｻﾉ ﾚｲ 東御東部中 ｼﾉﾊﾗ ﾀｲｾｲ 軽井沢中

 5 浅沼 都夫(1) 中学     14.56  5 星野 青空(1) 中学     14.13 
ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ 浅間中 ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 野沢中

 6 春原 光輝(1) 中学     14.90  6 佐々木 優麻(1) 中学     14.27 
ｽﾉﾊﾗ ｺｳｷ 東御東部中 ｻｻｷ ﾕｳﾏ 佐久東中

 7 大井 滉介(2) 中学     15.16  7 須藤 竜聖(2) 中学     14.64 
ｵｵｲ ｺｳｽｹ 御代田中 ｽﾄﾞｳ ﾘｭｳｾｲ 小諸東中
古平 優生(2) 中学  8 宮嶋 祐生(1) 中学     15.24 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 上田第四中 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 丸子北中

[ 7組] 風速 +1.0 [ 8組] 風速 +0.2

 1 藤島 大翔(2) 中学     12.21 q  1 藤村 知季(2) 中学     12.02 q
ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ 上田第四中 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ 芦原中

 2 市ヶ谷 将英(2) 中学     12.97  2 原 惇也(1) 中学     12.78 
ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ 中込中 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 浅間中

 3 松﨑 悠弥(2) 中学     13.21  3 藤巻 昌也(2) 中学     13.57 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾔ 浅間中 ﾌｼﾞﾏｷ ﾏｻﾔ 野沢中

 4 深井 成志朗(2) 中学     13.24  4 黒岩 大和(2) 中学     13.77 
ﾌｶｲ ｾｲｼﾛｳ 東御東部中 ｸﾛｲﾜ ﾔﾏﾄ 御代田中

 5 荻原 拓海(2) 中学     14.08  5 坂口 洋輔(2) 中学     14.63 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ 野沢中 ｻｶｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ 東御東部中

 6 別府 亮士郎直泰(中学     14.92  6 佐藤 大輔(2) 中学     14.76 
ﾍﾞｯﾌﾟ ﾘｮｳｼﾞﾛｳﾉﾌﾞ小諸東中 ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 小諸東中

 7 小澤 優希(1) 中学     15.01  7 細田 夏希(1) 中学     14.77 
ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久東中 ﾎｿﾀﾞ ﾅﾂｷ 上田第四中

 8 清水 優馬(1) 中学     16.09  8 町田 駿(1) 中学     15.26 
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾏ 丸子北中 ﾏﾁﾀﾞ ｼｭﾝ 小諸東中

2  4505 7  4309

6  4174 6  4658

9  4308 9  4300

3  4085 2  4410

4  4405 4  4265

5  4148 5  4087

8  4118 8  4154

7  4650 3  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

5  4653 3  4507
欠場

6  4266 8  4303

7  4393 2  4177

9  4151 5  4094

3  4390 7  4225

8  4116 6  4306

2  4188 4  4333

4  4319 9  4139
大会新

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

7  4673 2  4167
欠場 欠場

6  4502 7  4297

3  4394 6  4659

5  4305 4  4186

2  4093 5  4141

9  4170 9  4415

4  4143 3  4293

8  4185 8  4090
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  4183 2  4471
欠場

8  4418 3  4173

6  4656 6  4153

9  4672 8  4119

2  4176 4  4301

4  4413 9  4688

5  4299 7  4411

7  4146 5  4651

中学男子

100m                

予選 通過基準  11組  0着 + 8 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



[ 9組] 風速 -1.0 [ 10組] 風速 +0.8

 1 篠澤 蒼平(2) 中学     12.44 q  1 菅沢 晴樹(3) 中学     12.19 q
ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 浅間中 ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 望月AC

 2 原 泰三(2) 中学     13.01  2 小山 翔月(2) 中学     12.67 
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 芦原中 ｺﾔﾏ ｶﾂﾞｷ 軽井沢中

 3 與川 夢翔(2) 中学     13.31  3 神津 颯冬(1) 中学     13.38 
ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ 東御東部中 ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ 御代田中

 4 井出 紋次郎(1) 中学     13.59  4 田澤 友希(2) 中学     13.89 
ｲﾃﾞ ﾓﾝｼﾞﾛｳ 小諸東中 ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ 浅間中

 5 小松 風雅(2) 中学     14.91  5 田中 雅也(1) 中学     14.41 
ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 望月AC ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ 丸子北中

 6 野澤 一揮(1) 中学     15.23  6 小山 琉弥(2) 中学     14.45 
ﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 小諸東中 ｺﾔﾏ ﾘｭｳﾔ 東御東部中

 7 倉島 卓矢(1) 中学     15.33  7 上原 朋也(1) 中学     15.00 
ｸﾗｼﾏ ﾀｸﾔ 上田第五中 ｳｴﾊﾗ ﾄﾓﾔ 小諸東中

 8 丸山 泰地(1) 中学     15.77  8 柏木 喜貴(2) 中学     15.13 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲﾁ 浅間中 ｶｼﾜｷﾞ ﾖｼｷ 小諸東中

[ 11組] 風速 +3.2

 1 小林 涼真(2) 中学     11.80 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 芦原中

 2 村上 聖眞(2) 中学     13.11 
ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾏ 浅間中

 3 矢花 竜也(1) 中学     13.24 
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ 望月AC

 4 山口 大貴(1) 中学     13.53 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 野沢中

 5 遠藤 佳斗(1) 中学     13.77 
ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ 東御東部中

 6 市ヶ谷 晴輝(1) 中学     14.35 
ｲﾁｶﾞﾔ ﾊﾙｷ 中込中

 7 山本 拳心(2) 中学     14.77 
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 佐久東中

 8 塚田 響(1) 中学     14.85 
ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 小諸東中

風速 -0.1

 1 柳澤 祐希(2) 中学     11.62 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｷ 芦原中

 2 藤村 知季(2) 中学     11.84 
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ 芦原中

 3 小林 涼真(2) 中学     11.91 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 芦原中

 4 藤島 大翔(2) 中学     12.13 
ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ 上田第四中

 5 菅沢 晴樹(3) 中学     12.16 
ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 望月AC

 6 飯塚 亮介(2) 中学     12.38 
ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 浅間中

 7 佐藤 了(2) 中学     12.41 
ｻﾄｳ ﾘｮｳ 上田第四中

 8 篠澤 蒼平(2) 中学     12.43 
ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 浅間中

8  4651

2  4142

4  4184

3  4139

5  4317

9  4650

記録／備考
6  4319

大会新
7  4316

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6  4172

9  4281

7  4391

5  4120

4  4189

2  4095

8  4317

3  4149

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  4155 5  4296

9  4670 7  4280

6  4283 2  4408

3  4187 9  4501

4  4307 3  4145

2  4407 6  4274

8  4321 4  4227

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  4142 8  4184

中学男子

100m                
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ



予選 8月30日 11:30
決勝 8月30日 13:00

大会新              55.7 
大会新              56.15

[ 1組] [ 2組]

 1 篠澤 啓輔(2) 中学     56.20 q  1 柏木 優(2) 中学     56.14 q
ｻｻｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 浅間中 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 小諸東中

 2 中島 孝介(2) 中学   1,00.36 q  2 金子 翔太(3) 中学     58.43 q
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 佐久東中 ｶﾈｺ  ｼｮｳﾀ 真田中

 3 高橋 翔(2) 中学   1,00.80 q  3 江元 龍之介(2) 中学   1,03.22 
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ 中込中 ｴﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 中込中

 4 浅沼 都夫(1) 中学   1,03.62  4 田澤 友希(2) 中学   1,04.13 
ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ 浅間中 ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ 浅間中

 5 春原 拓実(1) 中学   1,06.78  5 中澤 友希(1) 中学   1,07.21 
ｽﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ 東御東部中 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ 芦原中

 6 佐藤 嶺(1) 中学   1,08.22  6 大工原 速登(1) 中学   1,08.58 
ｻﾄｳ ﾚｲ 中込中 ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾊﾔﾄ 佐久東中

 7 佐々木 優麻(1) 中学   1,12.54  7 岩波 朋輝(1) 中学   1,08.94 
ｻｻｷ ﾕｳﾏ 佐久東中 ｲﾜﾅﾐ ﾄﾓｷ 東御東部中
工藤 利季(2) 中学
ｸﾄﾞｳ ﾄｼｷ 野沢中

[ 3組]

 1 堀込 碧(2) 中学     55.20 q
ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 野沢中

 2 佐藤 公一郎(2) 中学     56.39 q
ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 御代田中

 3 関口 謙太(2) 中学   1,00.92 q
ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 浅間中

 4 市ヶ谷 将孝(2) 中学   1,01.85 
ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾀｶ 中込中

 5 佐藤 大輔(2) 中学   1,08.92 
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 小諸東中

 6 辻 雄哉(1) 中学   1,10.23 
ﾂｼﾞ ﾕｳﾔ 上田第五中
早坂 晃太(2) 中学
ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ 佐久東中

 1 堀込 碧(2) 中学     55.32 
ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 野沢中

 2 柏木 優(2) 中学     55.86 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 小諸東中

 3 佐藤 公一郎(2) 中学     55.92 
ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 御代田中

 4 関口 謙太(2) 中学   1,00.10 
ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 浅間中

 5 高橋 翔(2) 中学   1,01.54 
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ 中込中
篠澤 啓輔(2) 中学
ｻｻｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 浅間中
金子 翔太(3) 中学
ｶﾈｺ  ｼｮｳﾀ 真田中
中島 孝介(2) 中学
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 佐久東中

8  4421
欠場

9  4170
欠場

2  4116

5  4143
失格

6  4272
大会新

3  4144

4  4088
大会新

7  4304
大会新

7  4167
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  4300

3  4671

4  4144

6  4115

2  4088
大会新

8  4272

9  4090
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  4177 5  4414

6  4119 8  4176

5  4419 4  4320

7  4151 7  4145

4  4116 3  4117

8  4170 2  4421

3  4143 6  4304
大会新

中学男子

400m                

予選 通過基準  3組  0着 + 8 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 8月30日  9:00

大会新            4,20.6 
大会新            4,33.02

[ 1組] [ 2組]

 1 花岡 侑(1) 中学   5,11.88  1 米山 哲弘(3) 中学   4,14.78 
ﾊﾅｵｶ ｱﾂﾑ 上田第四中 ｺﾒﾔﾏ ﾃﾂﾋﾛ 佐久長聖中

 2 津留 大輔(1) 中学   5,15.82  2 村上 聖眞(2) 中学   4,39.25 
ﾂﾙ ﾀﾞｲｽｹ 東御東部中 ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾏ 浅間中

 3 田嶋 聡哲(1) 中学   5,16.77  3 小平 涼雅(2) 中学   4,46.36 
ﾀｼﾞﾏ ｿｳﾃﾂ 佐久東中 ｺﾀﾞｲﾗ ﾘｮｳｶﾞ 佐久東中

 4 小澤 優希(1) 中学   5,18.17  4 磯貝 拓哉(2) 中学   4,48.33 
ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久東中 ｲｿｶﾞｲ ﾀｸﾔ 佐久東中

 5 関 隆彰(1) 中学   5,21.60  5 江元 龍之介(2) 中学   4,50.68 
ｾｷ ﾀｶｱｷ 丸子北中 ｴﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 中込中

 6 別府 亮士郎直泰(中学   5,24.61  5 與川 夢翔(2) 中学   4,50.68 
ﾍﾞｯﾌﾟ ﾘｮｳｼﾞﾛｳﾉﾌﾞ小諸東中 ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ 東御東部中

 7 一之瀬 凱(2) 中学   5,29.98  7 正村 圭一郎(2) 中学   4,53.50 
ｲﾁﾉｾ  ｶﾞｲ 真田中 ｼｮｳﾑﾗ ｹｲｲﾁﾛｳ 東御東部中

 8 春原 拓実(1) 中学   5,32.16  8 高橋 流空(2) 中学   4,55.87 
ｽﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ 東御東部中 ﾀｶﾊｼ ﾙｰｸ 小諸東中

 9 佐藤 龍治(1) 中学   5,32.25  9 荻原 拓海(2) 中学   4,57.14 
ｻﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 東御東部中 ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ 野沢中

10 清水 健至(1) 中学   5,42.89 10 市ヶ谷 将孝(2) 中学   5,03.30 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 野沢中 ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾀｶ 中込中

11 清水 強生(2) 中学   5,52.11 11 柏木 喜貴(2) 中学   5,04.14 
ｼﾐｽﾞ ｺﾞｳｷ 御代田中 ｶｼﾜｷﾞ ﾖｼｷ 小諸東中

12 瀬切 悠気(1) 中学   6,00.50 12 町田 駿(1) 中学   5,06.16 
ｾｷﾞﾘ ﾕｳｷ 丸子中 ﾏﾁﾀﾞ ｼｭﾝ 小諸東中

13 櫻井 優斗(1) 中学   6,07.67 13 林 直樹(1) 中学   5,08.41 
ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ 丸子北中 ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 塩田中学校

14 宇治野 優斗(2) 中学   6,13.54 14 辻 雄哉(1) 中学   5,22.06 
ｳｼﾞﾉ ﾕｳﾄ 丸子北中 ﾂｼﾞ ﾕｳﾔ 上田第五中

15 土屋 滉基(1) 中学   6,23.84 15 関口 謙太(2) 中学   5,25.98 
ﾂﾁﾔ ｺｳｷ 軽井沢中 ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 浅間中
内田 玲穏(2) 中学 手塚 智也(1) 中学
ｳﾁﾀﾞ ﾚｵﾝ 上田第四中 ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓﾔ 上田第四中
竹内 元也(2) 中学 宇津野 篤(2) 中学
ﾀｹｳﾁ ｹﾞﾝﾔ 御代田中 ｳﾂﾉ ｱﾂｼ 上田第五中欠場 欠場

欠場 途中棄権
13  4270 1  4687

9  4646 12  4657

8  4232 13  4144

14  4492 17  4671

16  4499 5  4573

11  4473 11  4309

5  4271 9  4296

2  4092 2  4115

1  4417 14  4085

15  4419 7  4301

3  4424 8  4409

18  4308 6  4407

10  4500 4  4117

6  4174 10  4168

12  4178 18  4169

大会新
17  4416 15  4149

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  4655 3  4350

中学男子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 米山 哲弘(3) 中学 佐久長聖中     4,14.78 大会新   2   1
   2 村上 聖眞(2) 中学 浅間中     4,39.25   2   2
   3 小平 涼雅(2) 中学 佐久東中     4,46.36   2   3
   4 磯貝 拓哉(2) 中学 佐久東中     4,48.33   2   4
   5 江元 龍之介(2) 中学 中込中     4,50.68   2   5
   5 與川 夢翔(2) 中学 東御東部中     4,50.68   2   5
   7 正村 圭一郎(2) 中学 東御東部中     4,53.50   2   7
   8 高橋 流空(2) 中学 小諸東中     4,55.87   2   8
   9 荻原 拓海(2) 中学 野沢中     4,57.14   2   9
  10 市ヶ谷 将孝(2) 中学 中込中     5,03.30   2  10
  11 柏木 喜貴(2) 中学 小諸東中     5,04.14   2  11
  12 町田 駿(1) 中学 小諸東中     5,06.16   2  12
  13 林 直樹(1) 中学 塩田中学校     5,08.41   2  13
  14 花岡 侑(1) 中学 上田第四中     5,11.88   1   1
  15 津留 大輔(1) 中学 東御東部中     5,15.82   1   2
  16 田嶋 聡哲(1) 中学 佐久東中     5,16.77   1   3
  17 小澤 優希(1) 中学 佐久東中     5,18.17   1   4
  18 関 隆彰(1) 中学 丸子北中     5,21.60   1   5
  19 辻 雄哉(1) 中学 上田第五中     5,22.06   2  14
  20 別府 亮士郎直泰(1) 中学 小諸東中     5,24.61   1   6
  21 関口 謙太(2) 中学 浅間中     5,25.98   2  15
  22 一之瀬 凱(2) 中学 真田中     5,29.98   1   7
  23 春原 拓実(1) 中学 東御東部中     5,32.16   1   8
  24 佐藤 龍治(1) 中学 東御東部中     5,32.25   1   9
  25 清水 健至(1) 中学 野沢中     5,42.89   1  10
  26 清水 強生(2) 中学 御代田中     5,52.11   1  11
  27 瀬切 悠気(1) 中学 丸子中     6,00.50   1  12
  28 櫻井 優斗(1) 中学 丸子北中     6,07.67   1  13
  29 宇治野 優斗(2) 中学 丸子北中     6,13.54   1  14
  30 土屋 滉基(1) 中学 軽井沢中     6,23.84   1  15

 4473
 4499
 4492
 4232

 4144
 4424
 4419
 4417
 4092
 4271

 4416
 4178
 4174
 4500
 4671
 4308

 4085
 4115
 4296
 4309
 4573
 4655

 4169
 4168
 4117
 4407
 4409
 4301

記録 備考 組 順位
 4350
 4149

中学男子

1500m               
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名



決勝 8月30日  9:30

大会新           10,05.20

 1 若林 亮冶(3) 中学   9,34.23 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 上田第四中

 2 矢野 大和(3) 中学   9,41.45 
ﾔﾉ ﾔﾏﾄ 上田第四中

 3 眞田 稜生(2) 中学   9,41.47 
ｻﾅﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 上田第四中

 4 菊地 洸希(1) 中学  10,10.86 
ｷｸﾁ  ｺｳｷ 佐久長聖中

 5 小金沢 勇貴(3) 中学  10,50.73 
ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾕｳｷ 浅間中

 6 小山 琉弥(2) 中学  11,13.32 
ｺﾔﾏ ﾘｭｳﾔ 東御東部中

 7 原田 隼輔(2) 中学  11,19.47 
ﾊﾗﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 御代田中

 8 箕輪 晴哉(2) 中学  11,22.30 
ﾐﾉﾜ ﾊﾙﾔ 佐久東中

 9 須藤 竜聖(2) 中学  11,52.25 
ｽﾄﾞｳ ﾘｭｳｾｲ 小諸東中

10 川崎 海斗(2) 中学  11,52.57 
ｶﾜｻｷ ﾋﾛﾄ 小諸東中
宇津野 篤(2) 中学
ｳﾂﾉ ｱﾂｼ 上田第五中
内田 飛河(1) 中学
ｳﾁﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 上田第四中

25  4687
欠場

27  4654
欠場

30  4303

26  4297

32  4264

28  4171

29  4137

22  4408

31  4645
大会新

24  4352

21  4642
大会新

23  4644
大会新

中学男子

3000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月30日 13:20

大会新              17.1 
大会新              17.08

[ 1組] 風速 -2.2 [ 2組] 風速 -0.9

 1 小泉 陸人(2) 中学     18.77  1 井出 直哉(3) 中学     16.79 
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 小諸東中 ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 軽井沢A&AC

 2 一場 稜(2) 中学     18.84  2 中島 優太朗(2) 中学     16.98 
ｲﾁﾊﾞ ﾘｮｳ 軽井沢中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 東御東部中

 3 中島 孝介(2) 中学     19.38  3 堀込 碧(2) 中学     17.88 
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 佐久東中 ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 野沢中

 4 藤村 知季(2) 中学     20.07  4 塚田 陽樹(2) 中学     17.92 
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ 芦原中 ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 浅間中

 5 正村 圭一郎(2) 中学     20.51 篠澤 蒼平(2) 中学
ｼｮｳﾑﾗ ｹｲｲﾁﾛｳ 東御東部中 ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 浅間中

 6 宮下 駿介(2) 中学     20.87 
ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 東御東部中

欠場
5  4406

3  4409 2  4142

4  4316 6  4146

大会新
2  4170 4  4088

大会新
6  4224 3  4411

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  4302 5     5

中学男子

110mH               

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 井出 直哉(3) 中学 軽井沢A&AC     16.79 (-0.9) 大会新   2   1
   2 中島 優太朗(2) 中学 東御東部中     16.98 (-0.9) 大会新   2   2
   3 堀込 碧(2) 中学 野沢中     17.88 (-0.9)   2   3
   4 塚田 陽樹(2) 中学 浅間中     17.92 (-0.9)   2   4
   5 小泉 陸人(2) 中学 小諸東中     18.77 (-2.2)   1   1
   6 一場 稜(2) 中学 軽井沢中     18.84 (-2.2)   1   2
   7 中島 孝介(2) 中学 佐久東中     19.38 (-2.2)   1   3
   8 藤村 知季(2) 中学 芦原中     20.07 (-2.2)   1   4
   9 正村 圭一郎(2) 中学 東御東部中     20.51 (-2.2)   1   5
  10 宮下 駿介(2) 中学 東御東部中     20.87 (-2.2)   1   6

 4302
 4224
 4170
 4316
 4409
 4406

組 順位
    5
 4411
 4088
 4146

110mH               
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

中学男子



決勝 8月30日 13:50

大会新              16.22

[ 1組] 風速 -2.6 [ 2組] 風速 -2.7

 1 山崎 伶弥(1) 中学     19.13  1 原 惇也(1) 中学     15.56 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲﾔ 東御東部中 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 浅間中

 2 遠藤 佳斗(1) 中学     19.44  2 星野 青空(1) 中学     18.27 
ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ 東御東部中 ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 野沢中

 3 酒井 力(1) 中学     19.55  3 佐藤 輝季(1) 中学     19.92 
ｻｶｲ ﾁｶﾗ 小諸東中 ｻﾄｳ ﾃﾙｷ 軽井沢中

 4 中澤 颯太(1) 中学     20.86  4 片桐 岳(1) 中学     20.57 
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 佐久東中 ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾞｸ 軽井沢中

 5 佐藤 智哉(1) 中学     25.57  5 飯島 大陽(1) 中学     20.78 
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 東御東部中 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 野沢中

6  4392 2  4091

5  4173 3  4230

3  4305 5  4231

大会新
4  4391 6  4094

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  4415 4  4154

中学男子

100mH               

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 原 惇也(1) 中学 浅間中     15.56 (-2.7) 大会新   2   1
   2 星野 青空(1) 中学 野沢中     18.27 (-2.7)   2   2
   3 山崎 伶弥(1) 中学 東御東部中     19.13 (-2.6)   1   1
   4 遠藤 佳斗(1) 中学 東御東部中     19.44 (-2.6)   1   2
   5 酒井 力(1) 中学 小諸東中     19.55 (-2.6)   1   3
   6 佐藤 輝季(1) 中学 軽井沢中     19.92 (-2.7)   2   3
   7 片桐 岳(1) 中学 軽井沢中     20.57 (-2.7)   2   4
   8 飯島 大陽(1) 中学 野沢中     20.78 (-2.7)   2   5
   9 中澤 颯太(1) 中学 佐久東中     20.86 (-2.6)   1   4
  10 佐藤 智哉(1) 中学 東御東部中     25.57 (-2.6)   1   5

 4173
 4392

 4415
 4391
 4305
 4231
 4230
 4091

記録（風） 備考 組 順位
 4154
 4094

中学男子

100mH               
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名



決勝 8月30日 16:05

大会新              46.9 
大会新              46.76

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 野沢中  4090 工藤 利季(2)     48.91  1   5 芦原中  4317 小林 涼真(2)     46.48 

ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ｸﾄﾞｳ ﾄｼｷ ｱｼﾊﾗﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 大会新
 4088 堀込 碧(2)  4316 藤村 知季(2)

ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ
 4093 坪井 康生(1)  4321 原 泰三(2)

ﾂﾎﾞｲ ｺｳｾｲ ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ
 4095 山口 大貴(1)  4319 柳澤 祐希(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｷ
 2   4 東御東部中  4415 山崎 伶弥(1)     49.52  2   4 浅間中  4154 原 惇也(1)     47.35 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲﾔ ｱｻﾏﾁｭｳ ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ
 4411 中島 優太朗(2)  4141 神津 宏尚(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾛｳ ｺｳﾂﾞ ﾋﾛﾀｶ
 4407 與川 夢翔(2)  4139 飯塚 亮介(2)

ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ
 4405 深井 成志朗(2)  4143 篠澤 啓輔(2)

ﾌｶｲ ｾｲｼﾛｳ ｻｻｻﾞﾜ ｹｲｽｹ
 3   3 上田第四中  4651 佐藤 了(2)     50.61  3   6 小諸東中  4302 小泉 陸人(2)     49.49 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳ ｻﾄｳ ﾘｮｳ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ
 4653 古平 優生(2)  4299 岩崎 凌大(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ
 4658 細田 夏希(1)  4304 柏木 優(2)

ﾎｿﾀﾞ ﾅﾂｷ 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
 4   2 中込中  4115 市ヶ谷 将孝(2)     51.62  4   2 軽井沢中  4231 佐藤 輝季(1)     52.24 

ﾅｶｺﾞﾐﾁｭｳ ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾀｶ ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳ ｻﾄｳ ﾃﾙｷ
 4117 江元 龍之介(2)  4227 小山 翔月(2)

ｴﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ ｺﾔﾏ ｶﾂﾞｷ
 4118 市ヶ谷 将英(2)  4225 篠原 泰成(2)

ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ ｼﾉﾊﾗ ﾀｲｾｲ
 4116 高橋 翔(2)  4224 一場 稜(2)

ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ ｲﾁﾊﾞ ﾘｮｳ
 5   7 佐久東中  4177 佐々木 優麻(1)     54.22   3 望月AC  4185 山浦 渓斗(3)

ｻｸﾋｶﾞｼ ｻｻｷ ﾕｳﾏ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 欠場
 4170 中島 孝介(2)  4188 上野 太暉(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｽｹ ｳｴﾉ ﾀｲｷ
 4172 山本 拳心(2)  4333 高橋 空良(3)

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ ﾀｶﾊｼ ｿﾗ
 4169 小平 涼雅(2)  4184 菅沢 晴樹(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾘｮｳｶﾞ ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ
 6   5 上田第五中  4672 栁田 彩人(1)     55.70 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱﾔﾄ
 4688 赤尾 聡良(2)

ｱｶｵ ｿﾗ
 4671 辻 雄哉(1)

ﾂｼﾞ ﾕｳﾔ
 4670 倉島 卓矢(1)

ｸﾗｼﾏ ﾀｸﾔ

中学男子

4x100mR             

決勝



   1 芦原中     46.48 大会新 小林 涼真(2) 藤村 知季(2) 原 泰三(2) 柳澤 祐希(2)   2   1
   2 浅間中     47.35 原 惇也(1) 神津 宏尚(2) 飯塚 亮介(2) 篠澤 啓輔(2)   2   2
   3 野沢中     48.91 工藤 利季(2) 堀込 碧(2) 坪井 康生(1) 山口 大貴(1)   1   1
   4 小諸東中     49.49 小泉 陸人(2) 岩崎 凌大(2) 柏木 優(2) 永井 颯太(1)   2   3
   5 東御東部中     49.52 山崎 伶弥(1) 中島 優太朗(2) 與川 夢翔(2) 深井 成志朗(2)   1   2
   6 上田第四中     50.61 佐藤 了(2) 古平 優生(2) 細田 夏希(1) 藤島 大翔(2)   1   3
   7 中込中     51.62 市ヶ谷 将孝(2) 江元 龍之介(2) 市ヶ谷 将英(2) 高橋 翔(2)   1   4
   8 軽井沢中     52.24 佐藤 輝季(1) 小山 翔月(2) 篠原 泰成(2) 一場 稜(2)   2   4
   9 佐久東中     54.22 佐々木 優麻(1) 中島 孝介(2) 山本 拳心(2) 小平 涼雅(2)   1   5
  10 上田第五中     55.70 栁田 彩人(1) 赤尾 聡良(2) 辻 雄哉(1) 倉島 卓矢(1)   1   6

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

中学男子

4x100mR             
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ2



決勝 8月30日 11:30

大会新               2.10

小林 颯(1) 一般
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 新潟医療福祉大
横井 駿太(1) 高校
ﾖｺｲ ｼｭﾝﾀ 丸子修学館高
上野 大 一般
ｳｴﾉ ﾀﾞｲ 佐久陸協
高見沢 草太(2) 高校
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田高
中川 輝(1) 高校 記録なし
ﾅｶｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 野沢北高
内村 海斗(1) 高校 欠場
ｳﾁﾑﾗ  ｶｲﾄ 上田西高
宮原 清司 一般 欠場
ﾐﾔﾊﾗ ｷﾖｼ 佐久平ﾏｽﾀｰｽﾞ

4     6

3  2783

- XXX
1  1520

- - -

 1.55

 1.60

4 2  1593
O O XO XO XXX

O O XXX
3 7     8

- - -

XO XXO XXX  1.70

 1.75

2 5  1764
- - - - O

- O XO XO O XXX

1m80 記録 備考
1 6    21

- - -

1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m40 1m45



決勝 8月30日  9:00

大会新               7.09

土屋 巧(2) 高校   5.89   6.19    X    X   6.14   6.55    6.55 
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 野沢北高   +0.5   -0.7   +0.9   +2.9    +2.9
神田 優人(2) 高校    X   6.00   5.37   5.58    X   6.07    6.07 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩村田高   -0.7   -1.9   -0.9   +2.1    +2.1
山口 智也(2) 高校   5.29   5.81   5.95   6.03    -   5.89    6.03 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 岩村田高   +1.0    0.0   -1.3   -0.8   -0.8    -0.8
山口 諒偲(1) 高校   5.58   5.80   5.81    X   5.49   5.32    5.81 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 上田東高   +0.4   +0.3   -2.7   -1.5   -2.2    -2.7
関 昌徳 一般   5.77   5.78   5.74   4.30   5.67    X    5.78 
ｾｷ ﾏｻﾉﾘ 上田陸協   -0.4   +0.5   -0.7   -1.5   +0.3    +0.5
宮澤 俊太(1) 高校   5.58   5.30   5.22   5.39   5.37   5.19    5.58 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾀ 上田西高   +0.1   +2.2   -0.5   -0.6   -0.8   -1.1    +0.1
小林 舜(2) 高校   4.87   5.43   5.13   4.98   4.82   5.16    5.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 野沢南高   -0.5   +0.7   -1.4   +1.1   +0.5   -1.1    +0.7
松本 光平(2) 高校    X    X   5.29    X   5.32   5.40    5.40 
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 上田西高   -0.9   -1.8   -0.1    -0.1
上野 樹(2) 高校    X    X   4.98    4.98 
ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 野沢南高   -0.5    -0.5
内堀 駿太郎(1) 高校   4.65    X   4.74    4.74 
ｳﾁﾎﾞﾘ ｼｭﾝﾀﾛｳ 野沢北高   -0.5   -0.7    -0.7
小林 拓真(2) 高校    X   4.66   4.35    4.66 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 上田東高   -0.3   -0.1    -0.3
小須田 裕介(1) 高校    X   4.65   4.62    4.65 
ｺｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 野沢南高   +0.1   +0.1    +0.1
片桐 歩稀(1) 高校 欠場
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ 望月AC
須崎 修二(1) 高校 欠場
ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 上田高

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 1313  1539 1539

-5--5-

22 1212  1589 1589

33 1010  1590 1590

44 1111  1804 1804

55 55    10   10

66 77  1910 1910

77 66  1560 1560

88 99  1908 1908

99 88  1561 1561

1010 22  1522 1522

1111 44  1801 1801

1212 33  1563 1563

11    23   23

1414  1782 1782



決勝 8月30日 15:00

大会新              14.53

清水 泰地(3) 高校  13.40  13.42  13.60    X  13.54  13.19   13.60 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 丸子修学館高   +2.4   +3.2   +0.7   +1.0   +0.3    +0.7
上野 樹(2) 高校  11.85  11.89    X    X    X    X   11.89 
ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 野沢南高   +1.2   +3.7    +3.7
小林 舜(2) 高校  10.58  10.41  10.41  10.33   9.40  10.64   10.64 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 野沢南高   +1.8   +0.5   +1.2   +2.3   +2.5   +2.1    +2.1
須崎 修二(1) 高校 欠場
ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 上田高

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 4  1757

2 2  1561

3 1  1560

3  1782



決勝 8月30日 12:30

大会新              10.58

坂田 涼輔(2) 高校
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 佐久長聖高
荻原 悠輔(2) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸高
中田 凌平(2) 高校
ﾅｶﾀ ﾘｮｳﾍｲ 小諸高
由井 渓友(1) 高校
ﾕｲ ｹｲﾕｳ 岩村田高
原 祐(1) 高校
ﾊﾗ ﾕｳ 野沢南高

 7.40  7.12  7.21   7.40 

 6.93  6.78  6.79   7.47 

5 1  1564
 7.34   X  6.93

 7.56  7.86  7.49   7.86 

4 2  1595
 6.33  7.09  7.47

 8.24  8.42  8.33   8.55 

3 3  2827
 7.51  7.63  7.59

 9.14   -   -   9.14 

2 5  2826
 8.55  8.45  8.16

1 4  2813
 8.95  8.84  8.79

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

高校男子

砲丸投              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月30日  9:00

大会新              31.29

菊原 崇矢(2) 高校
ｷｸﾊﾗ ﾀｶﾔ 野沢南高
中村 郁弥(1) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 丸子修学館高
冨岡 俊介(1) 高校
ﾄﾐｵｶ ｼｭﾝｽｹ 上田染谷丘高
原 祐(1) 高校
ﾊﾗ ﾕｳ 野沢南高

  O   X 22.75  22.75 

  X   O   O  23.78 

4 1  1564
  X   O   O

  O   O   O  24.88 

3 2  1838
  O   O 23.78

  O 27.47   O  27.47 

2 4  1765
  O 24.88   X

1 3  1559
  O   O   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

高校男子

円盤投              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月30日  9:00

大会新              42.16

笹野 弘充 一般
ｻｻﾉ ﾋﾛﾐﾂ 上田陸協
土屋 春生 一般
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｵ 北佐久陸協

  X   X   X  23.74 

  X   X   X  36.75 

2 1    24
  O 23.74   X

1 2    12
36.75   O   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 8月30日 11:00

大会新              63.18

斎藤 元気 一般
ｻｲﾄｳ ｹﾞﾝｷ 上田陸協
長崎 大悟(3) 高校
ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 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
中村 郁弥(1) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 丸子修学館高
荻原 悠輔(2) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸高
佐塚 一馬(2) 高校
ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ 岩村田高
坂田 涼輔(2) 高校
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 佐久長聖高
森 望(1) 高校
ﾓﾘ ﾉｿﾞﾑ 小諸高
神田 晃 一般
ｶﾝﾀﾞ ｱｷﾗ 望月AC
佐藤 和紀(2) 高校
ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 野沢北高
片桐 歩稀(1) 高校 欠場
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ 望月AC
須崎 修二(1) 高校 欠場
ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 上田高
山本 健太郎 一般 欠場
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 上田陸協

8    13

7  1782

 24.16 

2    23

 26.86 

11 3  1537
  X   X 24.16

 28.76 

10 1    22
26.86   O   O

  O 37.70   O  37.70 

9 5  1702
  O 28.76   O

  O   X   O  39.35 

8 4  2813
34.20   O   O

  O 43.80   O  43.80 

7 10  1592
  O 39.35   O

  O   O   O  44.49 

6 9  2826
  O   O 40.08

  O   O 47.30  47.30 

5 12  1765
44.49   X   O

  O   O   O  47.96 

4 6  1837
  O   X 45.97

  X   X 54.33  54.33 

3 11    17
47.96   O   O

  O   O   O  54.53 

2 14  1758
  O   X 53.68

1 13    11
  O   O 54.53

-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-



決勝 8月30日 11:30

大会新               1.80

1m55 1m60 1m65 1m70
井出 直哉(3) 中学 - - - - - - - - - -
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 軽井沢A&AC O O XXO XXX
小泉 陸人(2) 中学 - - - - - - O O XO XXX
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 小諸東中
野澤 一揮(1) 中学 - - - - - O XO XXX
ﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 小諸東中
市ヶ谷 晴輝(1) 中学 O O XO O XXO XXX
ｲﾁｶﾞﾔ ﾊﾙｷ 中込中
中澤 颯太(1) 中学 - - O XXX
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 佐久東中
瀬切 悠気(1) 中学 O XXX
ｾｷﾞﾘ ﾕｳｷ 丸子中

6 2  4473
 1.05

4 1  4120
 1.25

5 4  4173
 1.15

2 5  4302
 1.45

3 3  4283
 1.35

1m45 1m50
記録 備考

1 6     5
 1.65

1m15 1m20 1m35 1m40

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m05 1m10 1m25 1m30



決勝 8月30日  9:30

栁田 彩人(1) 中学
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱﾔﾄ 上田第五中
西 智也(1) 中学 欠場
ﾆｼ ﾄﾓﾔ 上田第五中

 1.90

1  4673

記録 備考
1 2  4672

O XXO XXX

2m00

中学男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m80 1m90



決勝 8月30日 10:30

大会新               6.40

山浦 渓斗(3) 中学   6.16   6.07   5.73    -   4.99   5.92    6.16 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 望月AC   +0.9   +1.2   -1.3   +0.7   +0.9    +0.9
上野 太暉(2) 中学    X   5.47   5.33   5.60   5.39   5.65    5.65 
ｳｴﾉ ﾀｲｷ 望月AC   -0.9   -1.2    0.0   +1.0    0.0     0.0
井出 紋次郎(1) 中学    X    X   5.28   5.15   5.51   5.43    5.51 
ｲﾃﾞ ﾓﾝｼﾞﾛｳ 小諸東中   -1.4   -1.3   +1.5   -0.5    +1.5
原 泰三(2) 中学   3.23   5.29    X   5.29   5.04   4.95    5.29 
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 芦原中   +1.9   +0.9   -0.3   +0.3   +0.2    +0.9
矢花 竜也(1) 中学   4.56    X   4.61   4.67   4.93   4.96    4.96 
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ 望月AC   +1.1   -1.4   -1.0   +0.2    0.0     0.0
篠澤 蒼平(2) 中学   4.96   4.81   4.74   4.85   4.00   4.55    4.96 
ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 浅間中   -0.2   -0.6   -1.7   -1.4   +0.6   +0.4    -0.2
宮下 駿介(2) 中学   4.56   4.93   4.63   4.60   4.92   4.91    4.93 
ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 東御東部中   +0.1   -0.6   -1.3   -1.5   -0.3   +1.0    -0.6
永井 颯太(1) 中学    -    X   4.81   4.66   4.71    X    4.81 
ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 小諸東中   -0.1   -0.1   +0.6    -0.1
小松 大和(2) 中学   4.80    X   4.56    4.80 
ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ 望月AC   -1.2   -2.0    -1.2
坪井 康生(1) 中学   4.53   4.62   4.34    4.62 
ﾂﾎﾞｲ ｺｳｾｲ 野沢中   +0.5   +0.4   -1.5    +0.4
高橋 空良(3) 中学    X   4.46   4.47    4.47 
ﾀｶﾊｼ ｿﾗ 望月AC   -0.7   -0.6    -0.6
倉島 卓矢(1) 中学    X   4.43   4.03    4.43 
ｸﾗｼﾏ ﾀｸﾔ 上田第五中   -0.6   -0.4    -0.6
山本 拳心(2) 中学   4.33    X   4.42    4.42 
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 佐久東中   -0.8   -0.6    -0.6
藤巻 昌也(2) 中学    -   3.08   4.23    4.23 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾏｻﾔ 野沢中   -0.5   -1.1    -1.1
古越 大輝(1) 中学   3.97   4.16    X    4.16 
ﾌﾙｺｼ ﾀｲｷ 御代田中   -0.8   +0.8    +0.8
佐藤 智哉(1) 中学    X   3.99   3.01    3.99 
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 東御東部中   +0.4   -1.4    +0.4
小松 風雅(2) 中学    X    X   3.93    3.93 
ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 望月AC   -2.0    -2.0
小林 優介(1) 中学   3.32   3.50   3.48    3.50 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 浅間中   -0.4   +3.2   +0.2    +3.2
堀内 駿輔(1) 中学   3.23   3.38   3.44    3.44 
ﾎﾘｳﾁ ｼｭﾝｽｹ 丸子北中   +0.4   +2.7   -1.0    -1.0
清水 健至(1) 中学   2.58   2.70   3.31    3.31 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 野沢中   +2.2   +0.6    0.0     0.0
滝沢 健太(1) 中学   2.80   3.09    X    3.09 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 丸子北中   +0.1   +1.2    +1.2
関 舜太(1) 中学   2.47   2.66   2.93    2.93 
ｾｷ ｼｭﾝﾀ 丸子中   -0.7   +2.0   -1.2    -1.2
関口 哉夢(1) 中学    X    X   2.58    2.58 
ｾｷｸﾞﾁ ｶﾅﾑ 佐久東中   -0.2    -0.2
早坂 晃太(2) 中学    X    X    X 記録なし
ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ 佐久東中
市ヶ谷 将英(2) 中学    X    X    X 記録なし
ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ 中込中
飯島 大陽(1) 中学 欠場
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 野沢中
青木 拓斗(2) 中学 欠場
ｱｵｷ ﾀｸﾄ 御代田中
神田 来夢(3) 中学 欠場
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 望月AC
丸山 泰地(1) 中学    -    X    X 記録なし
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲﾁ 浅間中

6  4155

10  4267

29  4183

24  4118

7  4091

23 3  4175

11  4167

21 1  4504

22 2  4472

19 4  4506

20 5  4092

17 17  4187

18 8  4153

15 14  4273

16 12  4392

13 13  4172

14 18  4087

11 15  4333

12 16  4670

9 19  4186

10 21  4093

7 22  4406

8 9  4306

5 23  4189

6 28  4142

3 26  4307

4 20  4321

1 25  4185

2 27  4188

-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 8月30日  9:00

大会新              11.25

赤尾 聡良(2) 中学
ｱｶｵ ｿﾗ 上田第五中
飯塚 亮介(2) 中学
ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 浅間中
北澤 拓巳(2) 中学
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 上田第四中
松﨑 悠弥(2) 中学
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾔ 浅間中
神津 宏尚(2) 中学
ｺｳﾂﾞ ﾋﾛﾀｶ 浅間中
佐藤 麟平(2) 中学
ｻﾄｳ ﾘﾝﾍﾟｲ 東御東部中
園部 将大(2) 中学
ｿﾉﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 軽井沢中
久保川 優士(1) 中学 欠場
ｸﾎﾞｶﾜ ﾕｳﾄ 丸子北中

 6.09  6.34  6.01   6.34 

2  4503

 6.52  6.14  5.54   6.57 

7 4  4226
 5.99  6.12  6.09

 7.46  7.58  7.18   7.58 

6 1  4413
 6.55  6.57  6.34

 7.52  7.63  6.51   7.63 

5 3  4141
 7.33  7.49  7.15

 7.05  7.58  6.99   7.67 

4 5  4148
 7.27  7.32  7.49

 7.23  7.76  7.65   7.90 

3 6  4652
 7.42  7.67  7.54

10.78 10.49 10.20  11.23 

2 7  4139
 7.90   X  7.27

1 8  4688
 9.89 11.23 11.04

-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-



決勝 8月30日  9:00

山口 大貴(1) 中学
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 野沢中
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
入口 慧大(1) 中学
ｲﾘｸﾞﾁ ｱｷﾊﾙ 東御東部中
中村 瑠希(1) 中学 欠場
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｷ 御代田中

 5.56  5.41  5.18   5.56 

6  4275

 5.80  6.06  5.78   6.06 

5 2  4395
 5.27  5.16  4.97

 7.17  7.22  7.11   7.39 

4 1  4471
 5.69  5.61  5.61

  X  8.64  8.19   8.64 

3 3  4320
 7.39   X  6.94

 8.58   -   -   8.88 

2 5  4503
 6.67  7.30  7.49

1 4  4095
 7.96  8.37  8.88

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子

砲丸投(2.721kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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