
第45回佐久地区陸上競技選手権大会                                                

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

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
08/02 男子 内堀 直也(4) 10.86 池田 仁(1) 10.93 石井 雄大 11.51 伊藤 司能(1) 11.58 清水 隆哉(1) 11.61 阿部 響貴(1) 11.74 坂根 遼汰郎(1) 野沢北高 12.13

１００ｍ 上武大 GR 東洋大 GR 明治学院大 小諸高 小諸高 望月高 梅田 隼人(1) 佐久平総合高
08/02 池田 仁(1) 48.08 佐塚 一馬(2) 52.49 三浦 央司(1) 52.76 笹沢 広夢(2) 52.90 佐藤 玲緒(3) 53.03 石井 雄大 53.22 中澤 晴起(1) 53.81 神田 優人(2) 54.00

４００ｍ 東洋大 GR 岩村田高 野沢北高 小諸高 岩村田高 明治学院大 小諸高 岩村田高
08/02 宮入 一海 4,05.26 内川 大樹(3) 4,19.39 武藤 雅哉(2) 4,22.47 荻原 宏崇(3) 4,24.65 油井 宏喜(1) 4,27.49 岩野 純人(2) 4,27.63 荻原  慧(1) 4,32.27 堀内 魁斗(1) 4,38.21

１５００ｍ 北佐久陸協 小諸高 野沢北高 上田東高 上田西高 佐久平総合高 野沢北高 佐久平総合高
08/02  +0.3 五十嵐 大樹 15.72 坂根 遼汰郎(1) 15.91 桜井 滉治(1) 16.41 中澤 晴起(1) 16.53 荻原 悠輔(2) 18.82 栁澤 陸(2) 18.89

１１０ｍＨ 野沢北ｸﾗﾌﾞ 野沢北高 東洋大 小諸高 小諸高 小諸高
08/02 中川  輝(1) 1.65 宮原 清司 1.65 高見沢 草太(2) 1.55

走高跳 野沢北高 佐久平ﾏｽﾀｰｽﾞ 岩村田高
08/02 駒村 牧(3) 6.52(-0.6) 土屋  巧(2) 6.35(-0.4) 梅田 隼人(1) 6.11(+0.2) 山口 智也(2) 5.95(-3.0) 増田 剛也(1) 5.87(-0.9) 神田 優人(2) 5.75(-2.6) 上野 樹(2) 5.69(-0.8) 小林 舜(2) 5.29(-1.7)

走幅跳 松本歯科大 野沢北高 佐久平総合高 岩村田高 佐久平総合高 岩村田高 野沢南高 野沢南高
08/02 荻原 翼(1) 11.26 髙橋 俊満(2) 9.21 中田 凌平(2) 8.08 原 祐(1) 8.06 石井 博之(1) 7.41

砲丸投(6.000kg) 佐久平総合高 GR 佐久平総合高 小諸高 野沢南高 佐久平総合高
08/02 菊原 崇矢(2) 26.99 髙橋 俊満(2) 25.80 荻原 翼(1) 24.87 宮崎 未奈三(2) 24.68

円盤投(1.750kg) 野沢南高 佐久平総合高 佐久平総合高 佐久平総合高
08/02 佐塚 一馬(2) 45.08 荻原 悠輔(2) 44.38 松澤 洋 40.66 森 憲之 40.22 森 望(1) 31.62 片桐 歩稀(1) 29.64 由井 渓友(1) 25.42

やり投(0.800kg) 岩村田高 小諸高 佐久平ﾏｽﾀｰｽﾞ 佐久平ﾏｽﾀｰｽﾞ 小諸高 望月AC 岩村田高
08/02 中学男子  -3.7 神田 来夢(3) 11.58 岩井 遼太郎(3) 12.11 磯部 吉延(3) 12.32 工藤 利季(2) 12.47 篠澤 蒼平(2) 12.52 中島 理久(3) 12.54 飯塚 亮介(2) 12.58

１００ｍ 望月AC 軽井沢中 野沢中 野沢中 浅間中 野沢中 浅間中
08/02 磯部 吉延(3) 55.49 篠澤 啓輔(2) 56.45 村上 聖眞(2) 56.46 柏木 優(2) 56.57 佐藤 公一郎(2) 57.01 塚田 陽樹(2) 59.58 関口 謙太(2) 1,00.25 市ヶ谷 将孝(2) 1,00.85

４００ｍ 野沢中 浅間中 浅間中 小諸東中 御代田中 浅間中 浅間中 中込中
08/02 片桐 陽和(2) 4,41.34 鷹野 光佑(3) 4,42.54 菊地 洸希 4,42.61 磯貝 拓哉(2) 4,46.89 高橋 流空(2) 4,49.03 森 紘輔(1) 4,49.36 木次 航太(3) 4,56.18 小平 涼雅(2) 4,57.38

１５００ｍ 立科中 野沢中 佐久長聖中 佐久東中 小諸東中 立科中 野沢中 佐久東中
08/02  +1.3 堀込 碧(2) 16.04 岡村 州紘(3) 16.93 塚田 陽樹(2) 17.46 新海 悠貴(3) 17.62 小泉 陸人(2) 18.51 中島 孝介(2) 18.58 一場 稜(2) 18.63 荻原 拓海(2) 22.52

１１０ｍＨ 野沢中 GR 小諸東中 浅間中 野沢中 小諸東中 佐久東中 軽井沢中 野沢中
08/02 遠山 舜也(3) 1.75 岡村 州紘(3) 1.60 井出 紋次郎(1) 1.50

走高跳 軽井沢中 小諸東中 小諸東中
08/02 山浦 渓斗(3) 6.11(+0.5) 神田 来夢(3) 5.98(+0.4) 上野 太暉(2) 5.62(-2.8) 井出 紋次郎(1) 5.57(0.0) 篠澤 蒼平(2) 5.35(-0.2) 市ヶ谷 将英(2)5.06(-2.2) 矢花 竜也(1) 4.98(-2.1) 中島 理久(3) 4.89(-1.7)

走幅跳 望月AC 望月AC 望月AC 小諸東中 浅間中 中込中 望月AC 野沢中
08/02 飯塚 亮介(2) 7.85 神津 宏尚(2) 7.49 西澤 雅志(3) 6.86 山口 大貴(1) 6.20 園部 将大(2) 5.93

砲丸投(5.000kg) 浅間中 浅間中 野沢中 野沢中 軽井沢中
08/02 茂木 達哉(3) 57.29 小泉 陸人(2) 45.16 岸田 駿輔(3) 40.30 高橋 翔(2) 28.08 工藤 利季(2) 26.20

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 小諸東中 GR 小諸東中 小諸東中 中込中 野沢中
08/02 小共通男子 並木 陸(6) 3,15.12 五十嵐 碧(6) 3,21.81 菊地　祐吾(5) 3,22.05 今野 駿太(6) 3,24.73 飯島 晴希(6) 3,29.74 市川 和英(5) 3,30.29 田口 紫音(6) 3,30.71 金澤 拓夢(6) 3,31.21

１０００ｍ 佐久A&AC GR 南牧南小 立科小 軽井沢A&AC 野沢小 T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ 佐久A&AC 水明AC
08/02 北川 広樹(6) 13.16 漆原 奏哉(6) 13.88 髙見澤 能(6) 15.51 小林 英星(6) 15.87 新井 寿輝(6) 16.31 深沼 貴人(5) 16.43 新津 柊哉(6) 16.87 友野 海里(5) 18.16

８０ｍＨ 佐久A&AC 佐久A&AC 南牧南小 浅科AC 小海小 切原小 小海小 岸野小
08/02 佐久A&AC       56.26 望月AC(A)       57.23 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)       57.93 T&F佐久平       58.81 小海小     1,00.47 T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ     1,01.66 中込小     1,01.69 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)     1,02.76

４×１００ｍＲ 並木 陸(6) 中村 洋平(6) 土屋 由木(6) 花岡 哲也(6) 新井 寿輝(6) 酒井  瞬(5) 磯貝 颯太(5) 福島 翔太(5)
北川 広樹(6) 伊藤 司騎(6) 南澤 爽太(5) 藤牧  平(6) 新津 柊哉(6) 大工原 光成(5) 柳沢 隼士(5) 渡辺 寛之(5)
古村 拓海(5) 林 樹生(6) 手塚 嵐太(5) 林  亮典(6) 渡辺 悠介(6) 市川 和英(5) 戸蒔 来維(5) 岡村 吏紗(5)
漆原 奏哉(6) 田村 楽(6) 田崎 佑冴(6) 小宮山 登生(6) 畠山 将吾(6) 木村 伊吹(5) 石山 稜太郎(6) 岡田 陸(5)

08/02 小6男子  -3.9 掛川 祐貴(6) 15.11 朝倉 凌 15.24 畠山 将吾(6) 15.26 土屋 由木(6) 15.28 堀篭 貴一(6) 15.33 芦澤 風汰(6) 15.34 土屋 裕弘(6) 15.67
１００ｍ 佐久A&AC 野岸小 小海小 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 御代田北小 南牧北小 浅科AC

08/02 伊藤 司騎(6) 4.94(+1.4) 田崎 佑冴(6) 4.35(+3.0) 藤牧  平(6) 4.23(-0.4) 髙見澤 匠冴(6)4.10(+1.6) 藤本 大輝(6) 4.00(+1.1) 林  亮典(6) 3.75(+0.2) 櫻井 利正(6) 3.73(+2.3) 浅見 俊輔 3.40(+1.9)
走幅跳 望月AC 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ T&F佐久平 南牧北小 南牧北小 T&F佐久平 御代田南ｸﾗﾌﾞ 野岸小

08/02 小5男子  -2.6 柳沢 隼士(5) 14.27 古村 拓海(5) 14.79 南澤 爽太(5) 15.06 由井 響(5) 15.28 木村 伊吹(5) 15.41 酒井  瞬(5) 16.09 渡辺 敬之(5) 16.37 中澤 啓紀(5) 16.51
１００ｍ 中込小 GR 佐久A&AC 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 川上第一小 T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 佐久平浅間小

08/02 岡田 陸(5) 4.03(0.0) 大工原 光成(5)3.79(-0.5) 寺島 恒輔(5) 3.68(0.0) 篠原 令磨(5) 3.59(+0.3) 磯貝 颯太(5) 3.53(-0.5) 矢嶋 虹太(5) 3.34(-0.1) 小林 一成(5) 3.33(0.0) 木内 心大(5) 3.24(-0.2)
走幅跳 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ 望月AC 佐久A&AC 中込小 望月AC T&F佐久平 佐久平浅間小

08/02 小４男子  -3.2 小野澤 志衣敏(4) 15.90 石井 俊太(4) 16.02 小林 昊生(4) 16.09 山浦 雅斗(4) 16.28 永井 龍斗 16.52 佐藤 真稀(4) 16.65 佐々木 隆之介(4) 16.93
１００ｍ 水明AC 浅科AC 中込小 望月AC 野岸小 浅科AC 望月AC

08/02 小林 碧空(4) 3.79(0.0) 小山 翔平(4) 3.68(-0.3) 菊池 優介(4) 3.58(+0.2) 森泉 大和(4) 3.31(+1.1) 黒澤 佑樹(4) 3.30(-0.7) 小林 珀琢(4) 3.09(+0.4) 尾高 健介(4) 3.00(+1.3) 菊池 央輝(4) 2.66(+1.1)
走幅跳 望月AC 望月AC T&F佐久平 中込小 御代田南AC T&F佐久平 中込小 南牧北小



第45回佐久地区陸上競技選手権大会                                                

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

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
08/02 マスターズ男  -0.2 加藤　則行(4) 12.92 佐野　浩二(4) 13.36 松澤　洋(4) 13.52 天沼　昭彦(7) 14.26 前田　俊一(5) 14.48

１００ｍ 佐久マスターズ 佐久マスターズ 佐久マスターズ 佐久マスターズ 佐久マスターズ
08/02 宮原　清司(4) 1,00.98 加藤　則行(4) 1,03.92 早川　祐一(5) 1,11.05 石塚　一義(7) 1,43.03

４００ｍ 佐久マスターズ 佐久マスターズ 佐久マスターズ 佐久マスターズ
08/02 早川　祐一(5) 5,49.09 保科　清(6) 6,20.49 石塚　一義(7) 8,58.56

１５００ｍ 佐久マスターズ 佐久マスターズ 佐久マスターズ
08/02 宮本　吉豊(6) 1.45

走高跳 上田マスターズ
08/02 宮本　吉豊(6) 4.54(-0.6) 藤田　優(6) 3.75(-2.9)

走幅跳 上田マスターズ 佐久マスターズ
08/02 佐々木 敏夫(M80) 8.93 堀内 正美(M85) 5.35

砲丸投(3.000kg) 上田マスターズ 佐久マスターズ
08/02 宇羽野 弘(M55) 7.38

砲丸投(6.000kg) 佐久マスターズ
08/02 布施 元弘(M75) 27.71 髙橋 邦武(M70) 22.62 堀内 正美(M85) 11.45

円盤投(1.000kg) 佐久マスターズ 佐久マスターズ 佐久マスターズ
08/02 布施 元弘(M75) 36.71 髙橋 邦武(M70) 27.72 佐々木 敏夫(M80) 23.88

やり投(0.500kg) 佐久マスターズ 佐久マスターズ 上田マスターズ
08/02 森　憲之(M50) 39.25 宇羽野 弘(M55) 27.77

やり投(0.700kg) 佐久マスターズ 佐久マスターズ
08/02 須崎 一弘(M45) 47.40 神田　晃(M40) 24.47

やり投(0.800kg) 上田マスターズ 佐久マスターズ



決勝 8月2日 13:35

県新(KR)            10.15
大会新(GR)          11.40

[ 1組] 風速 -3.3 [ 2組] 風速 -1.6

 1 小林 舜(2) 高校     12.95  1 坂根 遼汰郎(1) 高校     12.13 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 野沢南高 ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ 野沢北高

 2 池田 航平(2) 高校     13.08  1 梅田 隼人(1) 高校     12.13 
ｲｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ 野沢北高 ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ 佐久平総合高

 3 田中 太玖斗(1) 高校     13.15  3 土屋 侃汰(2) 高校     12.25 
ﾀﾅｶ ﾀｸﾄ 岩村田高 ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 小諸高

 4 原 祐(1) 高校     13.35  4 中田 凌平(2) 高校     12.47 
ﾊﾗ ﾕｳ 野沢南高 ﾅｶﾀ ﾘｮｳﾍｲ 小諸高

 5 小須田 裕介(1) 高校     13.41  5 増田 剛也(1) 高校     12.71 
ｺｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 野沢南高 ﾏｽﾀﾞ ﾀｹﾔ 佐久平総合高

 6 片桐 歩稀(1) 高校     13.57  6 荻原 克崇(1) 高校     12.92 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ 望月AC ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾂﾀｶ 上田東高

 7 奥田 祥希(1) 高校     13.90 田村 亘(1) 高校
ｵｸﾀﾞ ﾖｼｷ 佐久平総合高 ﾀﾑﾗ ﾜﾀﾙ 佐久平総合高

[ 3組] 風速 -1.8

 1 内堀 直也(4) 一般     10.86 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ 上武大

 2 池田 仁(1) 一般     10.93 
ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ 東洋大

 3 石井 雄大 一般     11.51 
ｲｼｲ ﾕｳﾀﾞｲ 明治学院大

 4 伊藤 司能(1) 高校     11.58 
ｲﾄｳ ｼﾉ 小諸高

 5 清水 隆哉(1) 高校     11.61 
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ 小諸高

 6 阿部 響貴(1) 高校     11.74 
ｱﾍﾞ ﾋﾋﾞｷ 望月高
山浦 貫人(3) 高校
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田高

   1 内堀 直也(4) 一般 上武大     10.86 (-1.8) 大会新   3   1
   2 池田 仁(1) 一般 東洋大     10.93 (-1.8) 大会新   3   2
   3 石井 雄大 一般 明治学院大     11.51 (-1.8)   3   3
   4 伊藤 司能(1) 高校 小諸高     11.58 (-1.8)   3   4
   5 清水 隆哉(1) 高校 小諸高     11.61 (-1.8)   3   5
   6 阿部 響貴(1) 高校 望月高     11.74 (-1.8)   3   6
   7 坂根 遼汰郎(1) 高校 野沢北高     12.13 (-1.6)   2   1
   7 梅田 隼人(1) 高校 佐久平総合高     12.13 (-1.6)   2   1
   9 土屋 侃汰(2) 高校 小諸高     12.25 (-1.6)   2   3
  10 中田 凌平(2) 高校 小諸高     12.47 (-1.6)   2   4
  11 増田 剛也(1) 高校 佐久平総合高     12.71 (-1.6)   2   5
  12 荻原 克崇(1) 高校 上田東高     12.92 (-1.6)   2   6
  13 小林 舜(2) 高校 野沢南高     12.95 (-3.3)   1   1
  14 池田 航平(2) 高校 野沢北高     13.08 (-3.3)   1   2
  15 田中 太玖斗(1) 高校 岩村田高     13.15 (-3.3)   1   3
  16 原 祐(1) 高校 野沢南高     13.35 (-3.3)   1   4
  17 小須田 裕介(1) 高校 野沢南高     13.41 (-3.3)   1   5
  18 片桐 歩稀(1) 高校 望月AC     13.57 (-3.3)   1   6
  19 奥田 祥希(1) 高校 佐久平総合高     13.90 (-3.3)   1   7 1636
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



決勝 8月2日 15:30

県新(KR)            46.54
大会新(GR)          48.28

[ 1組] [ 2組]

 1 菊原 崇矢(2) 高校     56.08  1 笹沢 広夢(2) 高校     52.90 
ｷｸﾊﾗ ﾀｶﾔ 野沢南高 ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 小諸高

 2 荻原 克崇(1) 高校     58.17  2 佐藤 玲緒(3) 高校     53.03 
ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾂﾀｶ 上田東高 ｻﾄｳ ﾚｵ 岩村田高

 3 由井 渓友(1) 高校   1,00.13  3 高見沢 草太(2) 高校     54.28 
ﾕｲ ｹｲﾕｳ 岩村田高 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田高

 4 青山 夏樹(2) 高校   1,00.38  4 林 智哉(2) 高校     57.59 
ｱｵﾔﾏ ﾅﾂｷ 岩村田高 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾔ 野沢北高

 5 小野 勝汰(1) 高校   1,04.12  5 田中 太玖斗(1) 高校     59.31 
ｵﾉ ｼｮｳﾀ 岩村田高 ﾀﾅｶ ﾀｸﾄ 岩村田高
上野 樹(2) 高校 土屋 侃汰(2) 高校
ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 野沢南高 ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 小諸高

[ 3組]

 1 池田 仁(1) 一般     48.08 
ｲｹﾀﾞ ｼﾞﾝ 東洋大

 2 佐塚 一馬(2) 高校     52.49 
ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ 岩村田高

 3 三浦 央司(1) 高校     52.76 
ﾐｳﾗ ﾋｻｼ 野沢北高

 4 石井 雄大 一般     53.22 
ｲｼｲ ﾕｳﾀﾞｲ 明治学院大

 5 中澤 晴起(1) 高校     53.81 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 小諸高

 6 神田 優人(2) 高校     54.00 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩村田高

 7 山口 智也(2) 高校     54.16 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 岩村田高

   1 池田 仁(1) 一般 東洋大       48.08 大会新   3   1
   2 佐塚 一馬(2) 高校 岩村田高       52.49   3   2
   3 三浦 央司(1) 高校 野沢北高       52.76   3   3
   4 笹沢 広夢(2) 高校 小諸高       52.90   2   1
   5 佐藤 玲緒(3) 高校 岩村田高       53.03   2   2
   6 石井 雄大 一般 明治学院大       53.22   3   4
   7 中澤 晴起(1) 高校 小諸高       53.81   3   5
   8 神田 優人(2) 高校 岩村田高       54.00   3   6
   9 山口 智也(2) 高校 岩村田高       54.16   3   7
  10 高見沢 草太(2) 高校 岩村田高       54.28   2   3
  11 菊原 崇矢(2) 高校 野沢南高       56.08   1   1
  12 林 智哉(2) 高校 野沢北高       57.59   2   4
  13 荻原 克崇(1) 高校 上田東高       58.17   1   2
  14 田中 太玖斗(1) 高校 岩村田高       59.31   2   5
  15 由井 渓友(1) 高校 岩村田高     1,00.13   1   3
  16 青山 夏樹(2) 高校 岩村田高     1,00.38   1   4
  17 小野 勝汰(1) 高校 岩村田高     1,04.12   1   5
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男子
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 8月2日 12:40

県新(KR)          3,38.49
大会新(GR)        4,04.63

 1 宮入 一海 一般   4,05.26 
ﾐﾔｲﾘ ﾓﾄﾐ 北佐久陸協

 2 内川 大樹(3) 高校   4,19.39 
ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 小諸高

 3 武藤 雅哉(2) 高校   4,22.47 
ﾑﾄｳ ﾏｻﾔ 野沢北高

 4 荻原 宏崇(3) 高校   4,24.65 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ 上田東高

 5 油井 宏喜(1) 高校   4,27.49 
ﾕｲ ｺｳｷ 上田西高

 6 岩野 純人(2) 高校   4,27.63 
ｲﾜﾉ ｽﾐﾋﾄ 佐久平総合高

 7 荻原  慧(1) 高校   4,32.27 
ｵｷﾞﾊﾗ ｹｲ 野沢北高

 8 堀内 魁斗(1) 高校   4,38.21 
ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ 佐久平総合高

 9 新津 大地(1) 高校   4,41.26 
ﾆｲﾂ ﾀﾞｲﾁ 野沢北高

10 佐藤 和紀(2) 高校   4,42.46 
ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 野沢北高

11 下谷 承太郎(1) 高校   4,46.12 
ｼﾓﾔ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 佐久平総合高

12 青山 夏樹(2) 高校   4,46.58 
ｱｵﾔﾏ ﾅﾂｷ 岩村田高

13 佐藤 諒真(1) 高校   4,53.76 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ 佐久平総合高

14 新井 雅貴(2) 高校   4,56.91 
ｱﾗｲ ﾏｻｷ 野沢南高

15 小野 勝汰(1) 高校   5,00.75 
ｵﾉ ｼｮｳﾀ 岩村田高

16 比田井 渓太(1) 高校   5,23.83 
ﾋﾀﾞｲ ｹｲﾀ 野沢北高
油井 麻純(1) 高校
ﾕｲ ﾏｽﾐ 野沢北高

決勝 8月2日  9:20

県高新(KR)          14.44
大会新(GR)          15.14

風速 +0.3

 1 五十嵐 大樹 一般     15.72 
ｲｶﾞﾗ ｼﾋﾛｷ 野沢北ｸﾗﾌﾞ

 2 坂根 遼汰郎(1) 高校     15.91 
ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ 野沢北高

 3 桜井 滉治(1) 一般     16.41 
ｻｸﾗｲ ｺｳｼﾞ 東洋大

 4 中澤 晴起(1) 高校     16.53 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 小諸高

 5 荻原 悠輔(2) 高校     18.82 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸高

 6 栁澤 陸(2) 高校     18.89 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｸ 小諸高

7  2826

2  2825

6   128

4  1714

3   174

5  1543

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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男子
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決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月2日 11:20

県高新               2.18
大会新               1.90

中川  輝(1) 高校
ﾅｶｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 野沢北高
宮原 清司 一般
ﾐﾔﾊﾗ ｷﾖｼ 佐久平ﾏｽﾀｰｽﾞ
高見沢 草太(2) 高校
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田高

決勝 8月2日 13:30

県高新               7.89
大会新               6.66

駒村 牧(3) 一般   6.40   6.19   6.28   6.38    X   6.52    6.52 
ｺﾏﾑﾗ ﾏｷ 松本歯科大   -2.9   -1.7   -1.7   -1.4   -0.6    -0.6
土屋  巧(2) 高校   6.10    X   6.14   6.25   6.25   6.35    6.35 
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 野沢北高   -3.4   -2.0   -0.9   -0.1   -0.4    -0.4
梅田 隼人(1) 高校   5.22   5.75   4.67    X   6.11   5.86    6.11 
ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ 佐久平総合高   -1.3   +0.1   -2.7   +0.2   -0.5    +0.2
山口 智也(2) 高校   5.95   4.55    -    -    -    -    5.95 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 岩村田高   -3.0   -2.1    -3.0
増田 剛也(1) 高校   5.85   5.64   4.36   5.87    X    X    5.87 
ﾏｽﾀﾞ ﾀｹﾔ 佐久平総合高   -2.8   -2.1   -3.6   -0.9    -0.9
神田 優人(2) 高校   5.75    -    -    -    -    -    5.75 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩村田高   -2.6    -2.6
上野 樹(2) 高校   3.62   5.15    X    X   5.69   5.45    5.69 
ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 野沢南高   -2.9   -3.4   -0.8   -1.9    -0.8
小林 舜(2) 高校   5.29   5.25   4.78    -    -    -    5.29 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 野沢南高   -1.7   -2.3   -2.7    -1.7
奥田 祥希(1) 高校    X   4.75   3.72    4.75 
ｵｸﾀﾞ ﾖｼｷ 佐久平総合高   -1.1   -2.8    -1.1
内堀 駿太郎(1) 高校   4.55   4.71   4.63    4.71 
ｳﾁﾎﾞﾘ ｼｭﾝﾀﾛｳ 野沢北高   -2.8   -3.1   -3.1    -3.1
小須田 裕介(1) 高校   3.92   3.01   4.49    4.49 
ｺｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 野沢南高   -1.8   -2.2   -2.7    -2.7

決勝 8月2日 11:30

県高新(KR)          14.59
大会新(GR)          10.65

荻原 翼(1) 高校 大会新
ｵｷﾞﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 佐久平総合高
髙橋 俊満(2) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ 佐久平総合高
中田 凌平(2) 高校
ﾅｶﾀ ﾘｮｳﾍｲ 小諸高
原 祐(1) 高校
ﾊﾗ ﾕｳ 野沢南高
石井 博之(1) 高校
ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ 佐久平総合高

  7.41 

  8.06 

5 1  1621
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決勝 8月2日  9:45

県高新              45.21
大会新              31.30

菊原 崇矢(2) 高校
ｷｸﾊﾗ ﾀｶﾔ 野沢南高
髙橋 俊満(2) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ 佐久平総合高
荻原 翼(1) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 佐久平総合高
宮崎 未奈三(2) 高校
ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾅﾐ 佐久平総合高
山浦 貫人(3) 高校
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田高 欠場

決勝 8月2日 13:00

県新                67.34
大会新              54.10

佐塚 一馬(2) 高校
ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ 岩村田高
荻原 悠輔(2) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸高
松澤 洋 一般
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 佐久平ﾏｽﾀｰｽﾞ
森 憲之 一般
ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ 佐久平ﾏｽﾀｰｽﾞ
森 望(1) 高校
ﾓﾘ ﾉｿﾞﾑ 小諸高
片桐 歩稀(1) 高校
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ 望月AC
由井 渓友(1) 高校
ﾕｲ ｹｲﾕｳ 岩村田高
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予選 8月2日 11:30
決勝 8月2日 14:00

県中新(KR)          10.85
大会新(GR)          11.36

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +0.1

 1 磯部 吉延(3) 中学     11.95 q  1 篠澤 蒼平(2) 中学     12.19 q
ｲｿﾍﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 野沢中 ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 浅間中

 2 岩崎 凌大(2) 中学     12.63  2 市ヶ谷 将英(2) 中学     12.54 
ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ 小諸東中 ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ 中込中

 3 神津 宏尚(2) 中学     13.25  3 上野 太暉(2) 中学     12.60 
ｺｳﾂﾞ ﾋﾛﾀｶ 浅間中 ｳｴﾉ ﾀｲｷ 望月AC

 4 篠原 泰成(2) 中学     13.37  4 永井 颯太(1) 中学     13.11 
ｼﾉﾊﾗ ﾀｲｾｲ 軽井沢中 ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 小諸東中

 5 小松 風雅(2) 中学     14.29  5 坪井 康生(1) 中学     13.33 
ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 望月AC ﾂﾎﾞｲ ｺｳｾｲ 野沢中

 6 塚田 響(1) 中学     14.84  6 小林 優介(1) 中学     14.28 
ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 小諸東中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 浅間中

 7 田嶋 聡哲(1) 中学     15.39  7 小澤 優希(1) 中学     14.85 
ﾀｼﾞﾏ ｿｳﾃﾂ 佐久東中 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久東中
上原 一輝(2) 中学  8 片桐 岳(1) 中学     14.87 
ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｷ 中込中 ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾞｸ 軽井沢中

[ 3組] 風速 -0.8 [ 4組] 風速 +0.8

 1 西澤 雅志(3) 中学     12.28  1 飯塚 亮介(2) 中学     12.17 q
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 野沢中 ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 浅間中

 2 高橋 翔(2) 中学     12.53  2 工藤 利季(2) 中学     12.18 q
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ 中込中 ｸﾄﾞｳ ﾄｼｷ 野沢中

 3 関口 謙太(2) 中学     12.84  3 柏木 優(2) 中学     12.78 
ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 浅間中 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 小諸東中

 4 藤巻 昌也(2) 中学     13.64  4 矢花 竜也(1) 中学     12.98 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾏｻﾔ 野沢中 ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ 望月AC

 5 小松 大和(2) 中学     14.29  5 星野 青空(1) 中学     14.09 
ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ 望月AC ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 野沢中

 6 上原 朋也(1) 中学     14.52  6 佐々木 優麻(1) 中学     14.21 
ｳｴﾊﾗ ﾄﾓﾔ 小諸東中 ｻｻｷ ﾕｳﾏ 佐久東中

 7 大工原 速登(1) 中学     14.63  7 市ヶ谷 晴輝(1) 中学     14.40 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾊﾔﾄ 佐久東中 ｲﾁｶﾞﾔ ﾊﾙｷ 中込中
茂木 達哉(3) 中学  8 柏﨑 伊織(1) 中学     15.08 
ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ 小諸東中 ｶｼﾜｻﾞｷ ｲｵﾘ 浅間中

[ 5組] 風速 +0.1 [ 6組] 風速 +1.5

 1 山浦 渓斗(3) 中学     12.11 q  1 岩井 遼太郎(3) 中学     11.78 q
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 望月AC ｲﾜｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 軽井沢中

 2 中島 理久(3) 中学     12.21 q  2 篠澤 啓輔(2) 中学     12.40 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｸ 野沢中 ｻｻｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 浅間中

 3 原 惇也(1) 中学     12.91  2 高橋 空良(3) 中学     12.40 
ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 浅間中 ﾀｶﾊｼ ｿﾗ 望月AC

 4 神津 颯冬(1) 中学     12.93  4 新海 悠貴(3) 中学     12.63 
ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ 御代田中 ｼﾝｶﾞｲ ﾊﾙｷ 野沢中

 5 江元 龍之介(2) 中学     13.92  5 別府 亮士郎直泰(1中学     14.17 
ｴﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 中込中 ﾍﾞｯﾌﾟ ﾘｮｳｼﾞﾛｳﾉﾌﾞ 小諸東中

 6 早坂 晃太(2) 中学     14.10  6 山本 拳心(2) 中学     14.59 
ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ 佐久東中 ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 佐久東中

 7 酒井 力(1) 中学     14.16  7 丸山 泰地(1) 中学     14.78 
ｻｶｲ ﾁｶﾗ 小諸東中 ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲﾁ 浅間中

 8 飯島 大陽(1) 中学     14.59 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 野沢中

[ 7組] 風速 +0.4 [ 8組] 風速 +2.6

 1 神田 来夢(3) 中学     11.34 q  1 村上 聖眞(2) 中学     12.53 
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 望月AC ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾏ 浅間中

 2 堀込 碧(2) 中学     12.31  2 山口 大貴(1) 中学     13.09 
ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 野沢中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 野沢中

 3 柏木 佑太(3) 中学     12.96  3 黒岩 大和(2) 中学     13.19 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ 小諸東中 ｸﾛｲﾜ ﾔﾏﾄ 御代田中

 4 市ヶ谷 将孝(2) 中学     13.73  4 佐藤 嶺(1) 中学     13.65 
ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾀｶ 中込中 ｻﾄｳ ﾚｲ 中込中

 5 田澤 友希(2) 中学     14.00  5 浅沼 都夫(1) 中学     14.22 
ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ 浅間中 ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ 浅間中

 6 中澤 颯太(1) 中学     14.84 蜂須 翔太(1) 中学
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 佐久東中 ﾊﾁｽ ｼｮｳﾀ 小諸東中
小山 翔月(2) 中学 菅沢 晴樹(3) 中学
ｺﾔﾏ ｶﾂﾞｷ 軽井沢中 ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 望月AC 欠場
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風速 -3.7

 1 神田 来夢(3) 中学     11.58 
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 望月AC

 2 岩井 遼太郎(3) 中学     12.11 
ｲﾜｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 軽井沢中

 3 磯部 吉延(3) 中学     12.32 
ｲｿﾍﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 野沢中

 4 工藤 利季(2) 中学     12.47 
ｸﾄﾞｳ ﾄｼｷ 野沢中

 5 篠澤 蒼平(2) 中学     12.52 
ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 浅間中

 6 中島 理久(3) 中学     12.54 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｸ 野沢中

 7 飯塚 亮介(2) 中学     12.58 
ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 浅間中
山浦 渓斗(3) 中学
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 望月AC
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月2日 15:00

県中新(KR)          50.35
大会新(GR)          53.81

[ 1組] [ 2組]

 1 磯部 吉延(3) 中学     55.49  1 佐藤 公一郎(2) 中学     57.01 
ｲｿﾍﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 野沢中 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 御代田中

 2 篠澤 啓輔(2) 中学     56.45  2 塚田 陽樹(2) 中学     59.58 
ｻｻｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 浅間中 ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 浅間中

 3 村上 聖眞(2) 中学     56.46  3 中島 孝介(2) 中学   1,02.43 
ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾏ 浅間中 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 佐久東中

 4 柏木 優(2) 中学     56.57  4 鷹野 光佑(3) 中学   1,03.87 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 小諸東中 ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ 野沢中

 5 関口 謙太(2) 中学   1,00.25  5 永井 颯太(1) 中学   1,06.54 
ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 浅間中 ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 小諸東中

 6 市ヶ谷 将孝(2) 中学   1,00.85  6 田澤 友希(2) 中学   1,06.79 
ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾀｶ 中込中 ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ 浅間中

 7 築山 祐太(3) 中学   1,01.16  7 柏﨑 伊織(1) 中学   1,15.65 
ﾂｷﾔﾏ ﾕｳﾀ 野沢中 ｶｼﾜｻﾞｷ ｲｵﾘ 浅間中
菅沢 晴樹(3) 中学 蜂須 翔太(1) 中学
ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 望月AC ﾊﾁｽ ｼｮｳﾀ 小諸東中

[ 3組]

 1 木次 航太(3) 中学   1,03.26 
ｷﾂｷﾞ ｺｳﾀ 野沢中

 2 小平 涼雅(2) 中学   1,04.88 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾘｮｳｶﾞ 佐久東中

 3 早坂 晃太(2) 中学   1,05.89 
ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ 佐久東中

 4 磯貝 拓哉(2) 中学   1,06.77 
ｲｿｶﾞｲ ﾀｸﾔ 佐久東中

 5 酒井 力(1) 中学   1,07.37 
ｻｶｲ ﾁｶﾗ 小諸東中

 6 箕輪 晴哉(2) 中学   1,12.21 
ﾐﾉﾜ ﾊﾙﾔ 佐久東中
別府 亮士郎直泰(1中学
ﾍﾞｯﾌﾟ ﾘｮｳｼﾞﾛｳﾉﾌﾞ 小諸東中

   1 磯部 吉延(3) 中学 野沢中       55.49   1   1
   2 篠澤 啓輔(2) 中学 浅間中       56.45   1   2
   3 村上 聖眞(2) 中学 浅間中       56.46   1   3
   4 柏木 優(2) 中学 小諸東中       56.57   1   4
   5 佐藤 公一郎(2) 中学 御代田中       57.01   2   1
   6 塚田 陽樹(2) 中学 浅間中       59.58   2   2
   7 関口 謙太(2) 中学 浅間中     1,00.25   1   5
   8 市ヶ谷 将孝(2) 中学 中込中     1,00.85   1   6
   9 築山 祐太(3) 中学 野沢中     1,01.16   1   7
  10 中島 孝介(2) 中学 佐久東中     1,02.43   2   3
  11 木次 航太(3) 中学 野沢中     1,03.26   3   1
  12 鷹野 光佑(3) 中学 野沢中     1,03.87   2   4
  13 小平 涼雅(2) 中学 佐久東中     1,04.88   3   2
  14 早坂 晃太(2) 中学 佐久東中     1,05.89   3   3
  15 永井 颯太(1) 中学 小諸東中     1,06.54   2   5
  16 磯貝 拓哉(2) 中学 佐久東中     1,06.77   3   4
  17 田澤 友希(2) 中学 浅間中     1,06.79   2   6
  18 酒井 力(1) 中学 小諸東中     1,07.37   3   5
  19 箕輪 晴哉(2) 中学 佐久東中     1,12.21   3   6
  20 柏﨑 伊織(1) 中学 浅間中     1,15.65   2   7
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 8月2日 12:50

県中新(KR)        3,56.2
大会新(GR)        4,30.95

[ 1組] [ 2組]

 1 町田 駿(1) 中学   5,00.77  1 片桐 陽和(2) 中学   4,41.34 
ﾏﾁﾀﾞ ｼｭﾝ 小諸東中 ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾖﾘ 立科中

 2 柏木 喜貴(2) 中学   5,01.16  2 鷹野 光佑(3) 中学   4,42.54 
ｶｼﾜｷﾞ ﾖｼｷ 小諸東中 ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ 野沢中

 3 須藤 竜聖(2) 中学   5,15.99  3 菊地 洸希 中学   4,42.61 
ｽﾄﾞｳ ﾘｭｳｾｲ 小諸東中 ｷｸﾁ  ｺｳｷ 佐久長聖中

 4 田嶋 聡哲(1) 中学   5,22.49  4 磯貝 拓哉(2) 中学   4,46.89 
ﾀｼﾞﾏ ｿｳﾃﾂ 佐久東中 ｲｿｶﾞｲ ﾀｸﾔ 佐久東中

 5 小澤 優希(1) 中学   5,23.78  5 高橋 流空(2) 中学   4,49.03 
ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久東中 ﾀｶﾊｼ ﾙｰｸ 小諸東中

 6 箕輪 晴哉(2) 中学   5,25.80  6 森 紘輔(1) 中学   4,49.36 
ﾐﾉﾜ ﾊﾙﾔ 佐久東中 ﾓﾘ ｺｳｽｹ 立科中

 7 川崎 海斗(2) 中学   5,33.96  7 木次 航太(3) 中学   4,56.18 
ｶﾜｻｷ ﾋﾛﾄ 小諸東中 ｷﾂｷﾞ ｺｳﾀ 野沢中

 8 佐藤 大輔(2) 中学   5,34.55  8 小平 涼雅(2) 中学   4,57.38 
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 小諸東中 ｺﾀﾞｲﾗ ﾘｮｳｶﾞ 佐久東中

 9 浅沼 都夫(1) 中学   5,39.34  9 荻原 拓海(2) 中学   4,58.40 
ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ 浅間中 ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ 野沢中

10 佐藤 輝季(1) 中学   5,39.53 10 江元 龍之介(2) 中学   5,01.99 
ｻﾄｳ ﾃﾙｷ 軽井沢中 ｴﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 中込中

11 中澤 颯太(1) 中学   5,42.81 11 原田 隼輔(2) 中学   5,05.90 
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 佐久東中 ﾊﾗﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 御代田中

12 清水 健至(1) 中学   5,46.43 12 築山 祐太(3) 中学   5,06.10 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 野沢中 ﾂｷﾔﾏ ﾕｳﾀ 野沢中

13 清水 強生(2) 中学   5,47.41 高瀬 慎之介(3) 中学
ｼﾐｽﾞ ｺﾞｳｷ 御代田中 ﾀｶｾ ｼﾝﾉｽｹ 小諸東中

14 土屋 滉基(1) 中学   6,06.30 
ﾂﾁﾔ ｺｳｷ 軽井沢中

   1 片桐 陽和(2) 中学 立科中     4,41.34   2   1
   2 鷹野 光佑(3) 中学 野沢中     4,42.54   2   2
   3 菊地 洸希 中学 佐久長聖中     4,42.61   2   3
   4 磯貝 拓哉(2) 中学 佐久東中     4,46.89   2   4
   5 高橋 流空(2) 中学 小諸東中     4,49.03   2   5
   6 森 紘輔(1) 中学 立科中     4,49.36   2   6
   7 木次 航太(3) 中学 野沢中     4,56.18   2   7
   8 小平 涼雅(2) 中学 佐久東中     4,57.38   2   8
   9 荻原 拓海(2) 中学 野沢中     4,58.40   2   9
  10 町田 駿(1) 中学 小諸東中     5,00.77   1   1
  11 柏木 喜貴(2) 中学 小諸東中     5,01.16   1   2
  12 江元 龍之介(2) 中学 中込中     5,01.99   2  10
  13 原田 隼輔(2) 中学 御代田中     5,05.90   2  11
  14 築山 祐太(3) 中学 野沢中     5,06.10   2  12
  15 須藤 竜聖(2) 中学 小諸東中     5,15.99   1   3
  16 田嶋 聡哲(1) 中学 佐久東中     5,22.49   1   4
  17 小澤 優希(1) 中学 佐久東中     5,23.78   1   5
  18 箕輪 晴哉(2) 中学 佐久東中     5,25.80   1   6
  19 川崎 海斗(2) 中学 小諸東中     5,33.96   1   7
  20 佐藤 大輔(2) 中学 小諸東中     5,34.55   1   8
  21 浅沼 都夫(1) 中学 浅間中     5,39.34   1   9
  22 佐藤 輝季(1) 中学 軽井沢中     5,39.53   1  10
  23 中澤 颯太(1) 中学 佐久東中     5,42.81   1  11
  24 清水 健至(1) 中学 野沢中     5,46.43   1  12
  25 清水 強生(2) 中学 御代田中     5,47.41   1  13
  26 土屋 滉基(1) 中学 軽井沢中     6,06.30   1  14
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備考 組 順位
 4331
 4076
 4352

欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録
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1  4169
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7  4077

3  4168
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No. 氏  名 所属名 記録／備考
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2  4296

中学男子
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決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 8月2日  9:30

県中新(KR)          14.29
大会新(GR)          16.61

風速 +1.3

 1 堀込 碧(2) 中学     16.04 
ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 野沢中

 2 岡村 州紘(3) 中学     16.93 
ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 小諸東中

 3 塚田 陽樹(2) 中学     17.46 
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 浅間中

 4 新海 悠貴(3) 中学     17.62 
ｼﾝｶﾞｲ ﾊﾙｷ 野沢中

 5 小泉 陸人(2) 中学     18.51 
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 小諸東中

 6 中島 孝介(2) 中学     18.58 
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｽｹ 佐久東中

 7 一場 稜(2) 中学     18.63 
ｲﾁﾊﾞ ﾘｮｳ 軽井沢中

 8 荻原 拓海(2) 中学     22.52 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ 野沢中
上原 一輝(2) 中学
ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｷ 中込中

決勝 8月2日 11:20

県中新               1.97
大会新               1.76

遠山 舜也(3) 中学
ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 軽井沢中
岡村 州紘(3) 中学
ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 小諸東中
井出 紋次郎(1) 中学
ｲﾃﾞ ﾓﾝｼﾞﾛｳ 小諸東中
市ヶ谷 晴輝(1) 中学 記録なし
ｲﾁｶﾞﾔ ﾊﾙｷ 中込中

 1.50

2  4120
XXX

 1.60

3 1  4307
- O O O XXX

O O XXX

O XXX  1.75

2 3  4289
- - O O

- - O O O O

1m70 1m75 1m78 記録 備考
1 4  4221

- -

1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m35

1  4114
欠場

中学男子

走高跳

決勝

8  4224

7  4085

4  4302

2  4170

9  4146

3  4078

5  4088
大会新

6  4289

中学男子

１１０ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月2日 13:30

県中新(KR)           6.90
大会新(GR)           6.19

山浦 渓斗(3) 中学   4.86   5.77   4.53   5.86   6.11   5.94    6.11 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 望月AC   -3.2   -2.5   -3.0   -2.3   +0.5   -0.4    +0.5
神田 来夢(3) 中学   5.79   5.83    -    X   5.98    X    5.98 
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 望月AC   -0.5   -2.8   +0.4    +0.4
上野 太暉(2) 中学   5.62   5.44   5.57    X    X   5.43    5.62 
ｳｴﾉ ﾀｲｷ 望月AC   -2.8   -0.7   -3.8   -0.8    -2.8
井出 紋次郎(1) 中学   5.09   5.09    X    X   5.57    X    5.57 
ｲﾃﾞ ﾓﾝｼﾞﾛｳ 小諸東中   -3.2   -2.2    0.0     0.0
篠澤 蒼平(2) 中学   4.99   5.15   5.05   5.26   5.22   5.35    5.35 
ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 浅間中    0.0    0.0    0.0   -1.7   -1.7   -0.2    -0.2
市ヶ谷 将英(2) 中学    X   5.06   4.66   4.22    X    X    5.06 
ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ 中込中   -2.2   -3.3   -2.4    -2.2
矢花 竜也(1) 中学   4.73   4.85   4.68   4.98    X   4.94    4.98 
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ 望月AC   +0.2   -0.4   -4.1   -2.1   -1.4    -2.1
中島 理久(3) 中学    X    X   4.70   4.50   4.89    X    4.89 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｸ 野沢中   -0.7   -1.7   -1.7    -1.7
小松 大和(2) 中学   4.59    X    X    4.59 
ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ 望月AC   -2.5    -2.5
高橋 空良(3) 中学   4.45   4.54   4.57    4.57 
ﾀｶﾊｼ ｿﾗ 望月AC    0.0   -2.3    0.0     0.0
原 惇也(1) 中学   4.56   4.51    X    4.56 
ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 浅間中   -2.5   -4.1    -2.5
藤巻 昌也(2) 中学   4.40   4.23   3.43    4.40 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾏｻﾔ 野沢中   -1.4   -3.1   -2.5    -1.4
小松 風雅(2) 中学    X   4.29    X    4.29 
ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 望月AC   -3.0    -3.0
山本 拳心(2) 中学    X   3.73   4.20    4.20 
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 佐久東中   -2.1   -1.3    -1.3
小林 優介(1) 中学   4.00   4.13   3.89    4.13 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 浅間中   -2.0   -2.8   -1.5    -2.8
古越 大輝(1) 中学    X   4.12    X    4.12 
ﾌﾙｺｼ ﾀﾞｲｷ 御代田中   -3.0    -3.0
坪井 康生(1) 中学   4.10   3.96    X    4.10 
ﾂﾎﾞｲ ｺｳｾｲ 野沢中   +0.6   -2.7    +0.6
佐藤 嶺(1) 中学   3.72    X   4.02    4.02 
ｻﾄｳ ﾚｲ 中込中   -2.6   -2.5    -2.5
星野 青空(1) 中学    X   3.92   3.87    3.92 
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 野沢中   -2.9   +0.5    -2.9
丸山 泰地(1) 中学   3.28   3.00   3.27    3.28 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｲﾁ 浅間中   -0.3   -2.9   -2.0    -0.3
青木 拓斗(2) 中学   3.28   2.92    X    3.28 
ｱｵｷ ﾀｸﾄ 御代田中   -2.7   -2.3    -2.7
飯島 大陽(1) 中学   2.91   2.60    X    2.91 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 野沢中   -1.4   -3.0    -1.4
関口 哉夢(1) 中学   2.70   2.83   2.64    2.83 
ｾｷｸﾞﾁ ｶﾅﾑ 佐久東中   -1.6   -3.0   -0.3    -3.0
片桐 岳(1) 中学
ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾞｸ 軽井沢中 欠場
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9  4230
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12 14  4087

9 11  4186

10 13  4333

7 17  4189

8 18  4081
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3 22  4188
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中学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 8月2日  9:30

県中新              12.96
大会新              10.58

飯塚 亮介(2) 中学
ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 浅間中
神津 宏尚(2) 中学
ｺｳﾂﾞ ﾋﾛﾀｶ 浅間中
西澤 雅志(3) 中学
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 野沢中
山口 大貴(1) 中学
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 野沢中
園部 将大(2) 中学
ｿﾉﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 軽井沢中
清水 健至(1) 中学
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 野沢中 欠場

決勝 8月2日 11:30

県中新(KR)          66.44
大会新(GR)          46.12

茂木 達哉(3) 中学 大会新
ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ 小諸東中
小泉 陸人(2) 中学
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 小諸東中
岸田 駿輔(3) 中学
ｷｼﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 小諸東中
高橋 翔(2) 中学
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ 中込中
工藤 利季(2) 中学
ｸﾄﾞｳ ﾄｼｷ 野沢中

26.20  26.20 

  O  28.08 

5 3  4090
25.60   O   -   -   O

40.30  40.30 

4 4  4116
28.08   O   O   O   O
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3 1  4290
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記録 備考
1 5  4293
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決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

中学男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ
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2 4  4141
 6.18  7.26  7.05
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決勝
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予選 8月2日 10:20
決勝 8月2日 14:15

県小新(KR)          12.27
大会新(GR)          13.11

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +0.3

 1 土屋 裕弘(6) 小学     14.70 q  1 掛川 祐貴(6) 小学     14.44 q
ﾂﾁﾔ ﾔｽﾋﾛ 浅科AC ｶｹｶﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久A&AC

 2 市川 諒(6) 小学     16.15  2 堀篭 貴一(6) 小学     14.57 q
ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳ 水明AC ﾎﾘｺﾞﾒ ｷｲﾁ 御代田北小

 3 花岡 哲也(6) 小学     16.38  3 芦澤 風汰(6) 小学     14.61 q
ﾊﾅｵｶ  ﾃﾂﾔ T&F佐久平 ｱｼｻﾞﾜ ﾌｳﾀ 南牧北小

 4 宮内 大樹(6) 小学     17.04  4 小宮山 登生(6) 小学     15.09 
ﾐﾔｳﾁ  ﾋﾛｷ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ ｺﾐﾔﾏ  ﾄｳｲ T&F佐久平

 5 畠山 龍哉(6) 小学     18.10  5 林 樹生(6) 小学     15.26 
ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｭｳﾔ 南牧北小 ﾊﾔｼ ﾐｷｵ 望月AC
柳沢 一輝(6)  6 渡辺 悠介(6) 小学     15.38 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｲｯｷ ｱｻﾏﾈSC ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 小海小
碓氷 大樹(6) 小学  7 田村 楽(6) 小学     15.84 
ｳｽｲ ﾀｲｷ 岸野小 ﾀﾑﾗ ｶﾞｸ 望月AC

[ 3組] 風速 +0.7

 1 畠山 将吾(6) 小学     14.52 q
ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 小海小

 2 柳澤 亮也(6) 小学     14.69 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｮｳﾔ 水明AC

 3 土屋 由木(6) 小学     14.78 q
ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 朝倉 凌 小学     14.96 q
ｱｻｸﾗ ﾘｮｳ 野岸小

 5 石山 稜太郎(6) 小学     15.50 
ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ 中込小

 6 柳沢 建志(6) 小学     16.03 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹﾝｼ 中込小
佐藤 昇太 小学
ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 野岸小

風速 -3.9

 1 掛川 祐貴(6) 小学     15.11 
ｶｹｶﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久A&AC

 2 朝倉 凌 小学     15.24 
ｱｻｸﾗ ﾘｮｳ 野岸小

 3 畠山 将吾(6) 小学     15.26 
ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 小海小

 4 土屋 由木(6) 小学     15.28 
ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 堀篭 貴一(6) 小学     15.33 
ﾎﾘｺﾞﾒ ｷｲﾁ 御代田北小

 6 芦澤 風汰(6) 小学     15.34 
ｱｼｻﾞﾜ ﾌｳﾀ 南牧北小

 7 土屋 裕弘(6) 小学     15.67 
ﾂﾁﾔ ﾔｽﾋﾛ 浅科AC
柳澤 亮也(6) 小学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｮｳﾔ 水明AC
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6    39
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7    87

3    55

4    40

2   172

7   169
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決勝
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 8月2日 10:05
決勝 8月2日 14:10

県小新(KR)          12.27
大会新(GR)          14.38

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +0.7

 1 中澤 啓紀(5) 小学     15.70 q  1 酒井  瞬(5) 小学     15.49 q
ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 佐久平浅間小 ｻｶｲ  ｼｭﾝ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ

 2 加藤 颯人(5) 小学     16.07  2 渡辺 敬之(5) 小学     15.93 q
ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 中部小 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 佐藤 颯真(5) 小学     16.08  3 田中 颯(5) 小学     15.98 
ｻﾄｳ ｿｳﾏ 岸野小 ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ 小諸東小

 4 北澤 耀(5) 小学     16.54  4 鷹野 晴(5) 小学     16.02 
ｷﾀｻﾞﾜ  ﾋｶﾙ 南牧南小 ﾀｶﾉ ﾊﾙ 小海小

 5 横森 拓実(5) 小学     16.76  5 小林 亮太(5) 小学     16.21 
ﾖｺﾓﾘ  ﾀｸﾐ 南牧南小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 望月AC

 6 坪井 泰生(5) 小学     17.56  6 井出 寛人(5) 小学     16.44 
ﾂﾎﾞｲ  ﾀｲｾｲ T&F佐久平 ｲﾃﾞ ｶﾝﾄ 南牧北小

 7 菊池 拓斗(5) 小学     17.62  7 武舎 永翔(5) 小学     16.48 
ｷｸﾁ ﾀｸﾄ 南牧北小 ﾑｼｬ ｴｲﾄ 望月AC

[ 3組] 風速 +0.6

 1 柳沢 隼士(5) 小学     13.93 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾔﾄ 中込小

 2 古村 拓海(5) 小学     14.41 q
ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ 佐久A&AC

 3 南澤 爽太(5) 小学     14.77 q
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 由井 響(5) 小学     14.90 q
ﾕｲﾋﾋﾞｷ 川上第一小

 5 木村 伊吹(5) 小学     14.95 q
ｷﾑﾗ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ

 6 戸蒔 来維(5) 小学     16.44 
ﾄﾏｷ ﾗｲ 中込小

風速 -2.6

 1 柳沢 隼士(5) 小学     14.27 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾔﾄ 中込小

 2 古村 拓海(5) 小学     14.79 
ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ 佐久A&AC

 3 南澤 爽太(5) 小学     15.06 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 由井 響(5) 小学     15.28 
ﾕｲﾋﾋﾞｷ 川上第一小

 5 木村 伊吹(5) 小学     15.41 
ｷﾑﾗ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ

 6 酒井  瞬(5) 小学     16.09 
ｻｶｲ  ｼｭﾝ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ

 7 渡辺 敬之(5) 小学     16.37 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 8 中澤 啓紀(5) 小学     16.51 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 佐久平浅間小
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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 No. 氏  名 所属名



予選 8月2日  9:50
決勝 8月2日 14:05

県小新(KR)          12.27
大会新(GR)          15.35

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 +1.0

 1 石井 俊太(4) 小学     15.39 q  1 小林 昊生(4) 小学     15.57 q
ｲｼｲ ｼｭﾝﾀ 浅科AC ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ 中込小

 2 佐藤 真稀(4) 小学     15.85 q  2 山浦 雅斗(4) 小学     15.77 q
ｻﾄｳ ﾏｻｷ 浅科AC ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 望月AC

 3 渡辺 寛也(4) 小学     16.55  3 佐々木 隆之介(4) 小学     16.06 q
ﾜﾀﾅﾍ ﾋﾛﾔ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 望月AC

 4 大木 咲翔(4) 小学     16.81  4 百瀬 裕吏(4) 小学     16.08 
ｵｵｷ ｻｸﾄ 御代田南AC ﾓﾓｾ  ﾕｳﾘ T&F佐久平

 5 柳澤 透偉(4) 小学     17.26  5 金森 大志(4) 小学     16.59 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾄｳｲ T&F佐久平 ｶﾅﾓﾘ ﾀｲｼ 泉小

 6 津金 士文(4) 小学     17.63  6 今井 元希(4) 小学     16.63 
ﾂｶﾞﾈ ｼﾓﾝ 南牧北小 ｲﾏｲ ｹﾞﾝｷ 南牧南小

 7 井出 秋也(4) 小学     17.67  7 髙畑 良太(4) 小学     16.64 
ｲﾃﾞ ｼｭｳﾔ 南牧北小 ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 中込小

 8 久保田 聖也(4) 小学     17.73  8 小林 拓真(4) 小学     17.27 
ｸﾎﾞﾀ ｾｲﾔ 御代田南AC ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 水明AC

[ 3組] 風速 +1.3

 1 小野澤 志衣敏(4) 小学     15.38 q
ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾋﾞﾝ 水明AC

 2 永井 龍斗 小学     15.63 q
ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳﾄ 野岸小

 3 土屋 瑠獅亜(4) 小学     15.86 q
ﾂﾁﾔ ﾙｼｱ 千曲小

 4 山浦 悠大 小学     16.19 
ﾔﾏｳﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 野岸小

 5 佐々木 翔夢(4) 小学     16.30 
ｻｻｷ ｼｮｳﾑ 南牧南小

 6 高柳 就一(4) 小学     16.79 
ﾀｶﾔﾅｷﾞ  ｼｭｳｲﾁ 軽井沢A&AC
坂田 涼真(4) 小学
ｻｶﾀ ﾘｮｳﾏ 佐久A&AC

風速 -3.2

 1 小野澤 志衣敏(4) 小学     15.90 
ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾋﾞﾝ 水明AC

 2 石井 俊太(4) 小学     16.02 
ｲｼｲ ｼｭﾝﾀ 浅科AC

 3 小林 昊生(4) 小学     16.09 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｾｲ 中込小

 4 山浦 雅斗(4) 小学     16.28 
ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 望月AC

 5 永井 龍斗 小学     16.52 
ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳﾄ 野岸小

 6 佐藤 真稀(4) 小学     16.65 
ｻﾄｳ ﾏｻｷ 浅科AC

 7 佐々木 隆之介(4) 小学     16.93 
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 望月AC
土屋 瑠獅亜(4) 小学
ﾂﾁﾔ ﾙｼｱ 千曲小
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決勝 8月2日 10:50

県小新(KR)        2,52.94
大会新(GR)        3,16.54

[ 1組] [ 2組]

 1 菊地　祐吾(5) 小学   3,22.05  1 並木 陸(6) 小学   3,15.12 
ｷｸﾁ  ﾕｳｺﾞ 立科小 ﾅﾐｷ ﾘｸ 佐久A&AC

 2 重田 祐仁(6) 小学   3,35.62  2 五十嵐 碧(6) 小学   3,21.81 
ｼｹﾞﾀ ﾕｳｼﾞﾝ 岸野小 ｲｶﾞﾗｼ  ｱｵｲ 南牧南小

 3 市川 寛人(4) 小学   3,39.25  3 今野 駿太(6) 小学   3,24.73 
ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾄ 浅科AC ｺﾝﾉ ｼｭﾝﾀ 軽井沢A&AC

 4 中原 龍太(4) 小学   3,44.47  4 飯島 晴希(6) 小学   3,29.74 
ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 南牧北小 ｲｲｼﾞﾏ ﾊﾙｷ 野沢小

 5 木村 航大(5) 小学   3,45.39  5 市川 和英(5) 小学   3,30.29 
ｷﾑﾗ ｺｳﾀ 小海小 ｲﾁｶﾜ  ｶｽﾞﾋﾃﾞ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ

 6 福島 翔太(5) 小学   3,49.64  6 田口 紫音(6) 小学   3,30.71 
ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾀｸﾞﾁ ｼｵﾝ 佐久A&AC

 7 佐々木 崇人(5) 小学   3,58.52  7 金澤 拓夢(6) 小学   3,31.21 
ｻｻｷ ﾀｸﾄ 小海小 ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾑ 水明AC

 8 日向 耕佑(5) 小学   3,59.48  8 塩川 晴也(4)   3,36.34 
ﾋﾅﾀ ｺｳｽｹ 中込小 ｼｵｶﾜ ｾｲﾔ ｱｻﾏﾈSC

 9 美齊津 七萌(5) 小学   3,59.70  9 三石 勇太(5) 小学   3,37.63 
ﾐｻｲﾂﾞ ﾅｵ 御代田南ｸﾗﾌﾞ ﾐﾂｲｼ ﾕｳﾀ 軽井沢A&AC

10 大工原 颯汰(4) 小学   4,04.20 10 篠原 拓翔(5) 小学   3,37.79 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｿｳﾀ 切原小 ｼﾉﾊﾗ ﾀｸﾄ 中込小

11 吉澤 翔(5) 小学   4,06.53 11 斎藤　音吹(4) 小学   3,44.83 
ﾖｼｻﾞﾜ  ｼｮｳ 南牧南小 ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

12 大木 優真(4) 小学   4,13.91 12 小髙 伶大(5) 小学   3,44.91 
ｵｵｷ ﾕｳﾏ 御代田南AC ｺﾀﾞｶﾚｲﾀ 川上第一小

13 薩田 悠成(6) 小学   4,14.50 13 中澤 光星(5)   3,46.60 
ｻｯﾀ ﾕｳｾｲ 南牧北小 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｾｲ ｱｻﾏﾈSC

14 甘利 優雅(6)   4,32.25 14 鷹野 匠(5)   3,51.50 
ｱﾏﾘ ﾕｳｶﾞ ｱｻﾏﾈSC ﾀｶﾉ ﾀｸﾐ ｱｻﾏﾈSC

   1 並木 陸(6) 小学 佐久A&AC     3,15.12 大会新   2   1
   2 五十嵐 碧(6) 小学 南牧南小     3,21.81   2   2
   3 菊地　祐吾(5) 小学 立科小     3,22.05   1   1
   4 今野 駿太(6) 小学 軽井沢A&AC     3,24.73   2   3
   5 飯島 晴希(6) 小学 野沢小     3,29.74   2   4
   6 市川 和英(5) 小学 T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ     3,30.29   2   5
   7 田口 紫音(6) 小学 佐久A&AC     3,30.71   2   6
   8 金澤 拓夢(6) 小学 水明AC     3,31.21   2   7
   9 重田 祐仁(6) 小学 岸野小     3,35.62   1   2
  10 塩川 晴也(4) ｱｻﾏﾈSC     3,36.34   2   8
  11 三石 勇太(5) 小学 軽井沢A&AC     3,37.63   2   9
  12 篠原 拓翔(5) 小学 中込小     3,37.79   2  10
  13 市川 寛人(4) 小学 浅科AC     3,39.25   1   3
  14 中原 龍太(4) 小学 南牧北小     3,44.47   1   4
  15 斎藤　音吹(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,44.83   2  11
  16 小髙 伶大(5) 小学 川上第一小     3,44.91   2  12
  17 木村 航大(5) 小学 小海小     3,45.39   1   5
  18 中澤 光星(5) ｱｻﾏﾈSC     3,46.60   2  13
  19 福島 翔太(5) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,49.64   1   6
  20 鷹野 匠(5) ｱｻﾏﾈSC     3,51.50   2  14
  21 佐々木 崇人(5) 小学 小海小     3,58.52   1   7
  22 日向 耕佑(5) 小学 中込小     3,59.48   1   8
  23 美齊津 七萌(5) 小学 御代田南ｸﾗﾌﾞ     3,59.70   1   9
  24 大工原 颯汰(4) 小学 切原小     4,04.20   1  10
  25 吉澤 翔(5) 小学 南牧南小     4,06.53   1  11
  26 大木 優真(4) 小学 御代田南AC     4,13.91   1  12
  27 薩田 悠成(6) 小学 南牧北小     4,14.50   1  13
  28 甘利 優雅(6) ｱｻﾏﾈSC     4,32.25   1  14
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決勝 8月2日  8:50

県小新(KR)          11.72
大会新(GR)          12.81

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速  0.0

 1 髙見澤 能(6) 小学     15.51  1 北川 広樹(6) 小学     13.16 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｱﾀﾙ 南牧南小 ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｷ 佐久A&AC

 2 小林 英星(6) 小学     15.87  2 漆原 奏哉(6) 小学     13.88 
ｺﾊﾞﾔｼ ｴｲｾｲ 浅科AC ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ 佐久A&AC

 3 友野 海里(5) 小学     18.16  3 新井 寿輝(6) 小学     16.31 
ﾄﾓﾉ ｶｲﾘ 岸野小 ｱﾗｲ ﾄｼｷ 小海小

 4 神戸 佑斗(5) 小学     18.36  4 深沼 貴人(5) 小学     16.43 
ｶﾝﾍﾞ  ﾕｳﾄ 南牧南小 ﾌｶﾇﾏ ﾀｶﾄ 切原小

 5 丸山 颯輝斗(4) 小学     18.46  5 新津 柊哉(6) 小学     16.87 
ﾏﾙﾔﾏ ｻｷﾄ 浅科AC ﾆｲﾂ ﾄｳﾔ 小海小

 6 菊池 仁貴(4) 小学     21.36  6 岡村 吏紗(5) 小学     19.37 
ｷｸﾁ ﾖｼｷ 南牧北小 ｵｶﾑﾗ ﾂｶｻ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
村上 鷹翔(5) 小学
ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾄ 中部小

   1 北川 広樹(6) 小学 佐久A&AC     13.16 (0.0)   2   1
   2 漆原 奏哉(6) 小学 佐久A&AC     13.88 (0.0)   2   2
   3 髙見澤 能(6) 小学 南牧南小     15.51 (+1.0)   1   1
   4 小林 英星(6) 小学 浅科AC     15.87 (+1.0)   1   2
   5 新井 寿輝(6) 小学 小海小     16.31 (0.0)   2   3
   6 深沼 貴人(5) 小学 切原小     16.43 (0.0)   2   4
   7 新津 柊哉(6) 小学 小海小     16.87 (0.0)   2   5
   8 友野 海里(5) 小学 岸野小     18.16 (+1.0)   1   3
   9 神戸 佑斗(5) 小学 南牧南小     18.36 (+1.0)   1   4
  10 丸山 颯輝斗(4) 小学 浅科AC     18.46 (+1.0)   1   5
  11 岡村 吏紗(5) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     19.37 (0.0)   2   6
  12 菊池 仁貴(4) 小学 南牧北小     21.36 (+1.0)   1   6
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決勝 8月2日 13:10

大会新(GR)          55.69

[ 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   5 小海小    82 新井 寿輝(6)   1,00.47  1   6 佐久A&AC    46 並木 陸(6)     56.26 

ｺｳﾐｼｮｳ ｱﾗｲ ﾄｼｷ ｻｸｴｰｱﾝﾄﾞｴｰｼｰ ﾅﾐｷ ﾘｸ
   83 新津 柊哉(6)    47 北川 広樹(6)

ﾆｲﾂ ﾄｳﾔ ｷﾀｶﾞﾜ ﾋﾛｷ
   85 渡辺 悠介(6)    41 古村 拓海(5)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ
   87 畠山 将吾(6)    43 漆原 奏哉(6)

ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ
 2   7 中込小   115 磯貝 颯太(5)   1,01.69  2   2 望月AC(A)   160 中村 洋平(6)     57.23 

ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳ ｲｿｶﾞｲ ﾊﾔﾀ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰA ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ
  124 柳沢 隼士(5)   153 伊藤 司騎(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾔﾄ ｲﾄｳ ｼｷ
  116 戸蒔 来維(5)   165 林 樹生(6)

ﾄﾏｷ ﾗｲ ﾊﾔｼ ﾐｷｵ
  120 石山 稜太郎(6)   161 田村 楽(6)

ｲｼﾔﾏ ﾘｮｳﾀﾛｳ ﾀﾑﾗ ｶﾞｸ
 3   4 南牧北小(A)   150 藤本 大輝(6)   1,03.09  3   7 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)    55 土屋 由木(6)     57.93 

ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀｼｮｳA ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲｷ ｻｸﾄﾞﾘｰﾑA ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ
  152 髙見澤 匠冴(6)    56 南澤 爽太(5)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ
  151 畠山 龍哉(6)    50 手塚 嵐太(5)

ﾊﾀｹﾔﾏ ﾘｭｳﾔ ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ
  138 芦澤 風汰(6)    51 田崎 佑冴(6)

ｱｼｻﾞﾜ ﾌｳﾀ ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ
 4   6 南牧南小   131 吉澤 翔(5)   1,06.62  4   5 T&F佐久平     6 花岡 哲也(6)     58.81 

ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐｼｮｳ ﾖｼｻﾞﾜ  ｼｮｳ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ﾊﾅｵｶ  ﾃﾂﾔ
  130 横森 拓実(5)    12 藤牧  平(6)

ﾖｺﾓﾘ  ﾀｸﾐ ﾌｼﾞﾏｷ  ﾀｲﾗ
  136 北澤 耀(5)    15 林  亮典(6)

ｷﾀｻﾞﾜ  ﾋｶﾙ ﾊﾔｼ  ﾘｮｳｽｹ
  135 神戸 佑斗(5)     8 小宮山 登生(6)

ｶﾝﾍﾞ  ﾕｳﾄ ｺﾐﾔﾏ  ﾄｳｲ
  2 南牧北小(B)   140 井出 幸大(5)  5   4 T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ     3 酒井  瞬(5)   1,01.66 

ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀｼｮｳB ｲﾃﾞ ｺｳﾀﾞｲ 失格 ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸｼﾞｭ ｻｶｲ  ｼｭﾝ
  146 菊池 拓斗(5)     4 大工原 光成(5)

ｷｸﾁ ﾀｸﾄ ﾀﾞｲｸﾊﾗ  ｺｳｾｲ
  144 菊池 謙太(5)     2 市川 和英(5)

ｷｸﾁ ｹﾝﾀ ｲﾁｶﾜ  ｶｽﾞﾋﾃﾞ
  139 井出 寛人(5)     5 木村 伊吹(5)

ｲﾃﾞ ｶﾝﾄ ｷﾑﾗ  ｲﾌﾞｷ
  3 望月AC(B)   162 武舎 永翔(5)  6   3 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)    57 福島 翔太(5)   1,02.76 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰB ﾑｼｬ ｴｲﾄ 失格 ｻｸﾄﾞﾘｰﾑB ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ
  156 寺島 恒輔(5)    52 渡辺 寛之(5)

ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ
  164 矢嶋 虹太(5)    48 岡村 吏紗(5)

ﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀ ｵｶﾑﾗ ﾂｶｻ
  159 小林 亮太(5)    49 岡田 陸(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ ｵｶﾀﾞ ﾘｸ
  8 岸野小

ｷｼﾉｼｮｳ 欠場

   1 佐久A&AC     56.26 並木 陸(6) 北川 広樹(6) 古村 拓海(5) 漆原 奏哉(6)   2   1
   2 望月AC(A)     57.23 中村 洋平(6) 伊藤 司騎(6) 林 樹生(6) 田村 楽(6)   2   2
   3 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)     57.93 土屋 由木(6) 南澤 爽太(5) 手塚 嵐太(5) 田崎 佑冴(6)   2   3
   4 T&F佐久平     58.81 花岡 哲也(6) 藤牧  平(6) 林  亮典(6) 小宮山 登生(6)   2   4
   5 小海小   1,00.47 新井 寿輝(6) 新津 柊哉(6) 渡辺 悠介(6) 畠山 将吾(6)   1   1
   6 T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ   1,01.66 酒井  瞬(5) 大工原 光成(5) 市川 和英(5) 木村 伊吹(5)   2   5
   7 中込小   1,01.69 磯貝 颯太(5) 柳沢 隼士(5) 戸蒔 来維(5) 石山 稜太郎(6)   1   2
   8 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)   1,02.76 福島 翔太(5) 渡辺 寛之(5) 岡村 吏紗(5) 岡田 陸(5)   2   6
   9 南牧北小(A)   1,03.09 藤本 大輝(6) 髙見澤 匠冴(6) 畠山 龍哉(6) 芦澤 風汰(6)   1   3
  10 南牧南小   1,06.62 吉澤 翔(5) 横森 拓実(5) 北澤 耀(5) 神戸 佑斗(5)   1   4

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

小共通男子

４×１００ｍＲ

決勝

タイムレース



決勝 8月2日 12:00

県小新               5.47
大会新               4.73

伊藤 司騎(6) 小学    X   4.94    X    4.94 大会新
ｲﾄｳ ｼｷ 望月AC   +1.4    +1.4
田崎 佑冴(6) 小学   4.35    X   4.05    4.35 
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +3.0   +1.1    +3.0
藤牧  平(6) 小学   3.66   4.23    X    4.23 
ﾌｼﾞﾏｷ  ﾀｲﾗ T&F佐久平   +0.9   -0.4    -0.4
髙見澤 匠冴(6) 小学   4.03   3.83   4.10    4.10 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 南牧北小   +0.7   +0.6   +1.6    +1.6
藤本 大輝(6) 小学   3.58    X   4.00    4.00 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲｷ 南牧北小   +1.2   +1.1    +1.1
林  亮典(6) 小学    X   3.75   3.65    3.75 
ﾊﾔｼ  ﾘｮｳｽｹ T&F佐久平   +0.2   +1.9    +0.2
櫻井 利正(6) 小学   3.73    X   3.63    3.73 
ｻｸﾗｲ ﾘｼｮｳ 御代田南ｸﾗﾌﾞ   +2.3   +1.8    +2.3
浅見 俊輔 小学   3.40   2.48   3.24    3.40 
ｱｻﾐ ｼｭﾝｽｹ 野岸小   +1.9   -0.2   -1.3    +1.9
佐藤 昇太 小学   3.08   3.12   3.26    3.26 
ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 野岸小   +0.7   +1.0   +0.8    +0.8
中村 洋平(6) 小学    X    X    X 記録なし
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 望月AC

決勝 8月2日 10:30

県小新               5.47
大会新               4.14

岡田 陸(5) 小学   4.03   3.92   3.70    4.03 
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ    0.0   +1.2   -0.6     0.0
大工原 光成(5) 小学   3.75    X   3.79    3.79 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ  ｺｳｾｲ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ   +1.2   -0.5    -0.5
寺島 恒輔(5) 小学   3.68   3.62    X    3.68 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 望月AC    0.0   -0.4     0.0
篠原 令磨(5) 小学   3.55   3.58   3.59    3.59 
ｼﾉﾊﾗ ﾘｮｳﾏ 佐久A&AC   +0.6    0.0   +0.3    +0.3
磯貝 颯太(5) 小学    X    X   3.53    3.53 
ｲｿｶﾞｲ ﾊﾔﾀ 中込小   -0.5    -0.5
矢嶋 虹太(5) 小学   3.25   3.34   3.21    3.34 
ﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀ 望月AC   +0.2   -0.1   +0.1    -0.1
小林 一成(5) 小学   3.33    X   3.17    3.33 
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ T&F佐久平    0.0   +0.9     0.0
木内 心大(5) 小学   3.08   3.20   3.24    3.24 
ｷｳﾁ ｺｺﾛ 佐久平浅間小   +0.3   +0.3   -0.2    -0.2
菊池 謙太(5) 小学    X   3.11   3.08    3.11 
ｷｸﾁ ｹﾝﾀ 南牧北小   +1.4   -0.6    +1.4
小林 匠(5) 小学    X   3.03   3.04    3.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 岸野小   +0.4   +0.4    +0.4
竹花 亮哉(5) 小学    X   2.71   2.74    2.74 
ﾀｹﾊﾅ ｱｷﾔ ﾛﾃﾞｨｵ   +0.2   +0.6    +0.6
由井 翔貴(5) 小学   2.55   2.58   2.71    2.71 
ﾕｲ ｼｮｳｷ 青沼小   +0.1   -0.4   +0.9    +0.9
井出 幸大(5) 小学   2.45   2.36   2.63    2.63 
ｲﾃﾞ ｺｳﾀﾞｲ 南牧北小   -0.3   -0.7   +0.7    +0.7
手塚 嵐太(5) 小学    X    X    X 記録なし
ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
内田 湘大(5) 小学
ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀ 小海小 欠場
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決勝 8月2日  9:00

県小新               5.47
大会新               3.72

小林 碧空(4) 小学   3.48   3.79   3.30    3.79 大会新
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月AC   +0.8    0.0   +1.0     0.0
小山 翔平(4) 小学   3.11   3.68   3.56    3.68 
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 望月AC   +1.1   -0.3   +0.8    -0.3
菊池 優介(4) 小学   3.58   3.57   3.46    3.58 
ｷｸﾁ  ﾕｳｽｹ T&F佐久平   +0.2   +0.6   +1.2    +0.2
森泉 大和(4) 小学   3.11   3.31   3.17    3.31 
ﾓﾘｲｽﾞﾐ ﾔﾏﾄ 中込小   +1.1   +1.1   +1.5    +1.1
黒澤 佑樹(4) 小学   3.12   3.30   3.08    3.30 
ｸﾛｻﾜ ﾕｳｷ 御代田南AC   -0.2   -0.7   +1.5    -0.7
小林 珀琢(4) 小学   2.62   3.09   2.86    3.09 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾊｸ T&F佐久平   +0.8   +0.4   +0.9    +0.4
尾高 健介(4) 小学   2.80    X   3.00    3.00 
ｵﾀﾞｶ ｹﾝｽｹ 中込小   +0.5   +1.3    +1.3
菊池 央輝(4) 小学   2.66   2.46   2.45    2.66 
ｷｸﾁ ｵｳｷ 南牧北小   +1.1   -0.2   +0.6    +1.1
井出 碧空(4) 小学   2.63    X    X    2.63 
ｲﾃﾞ ｿﾗ 南牧北小   +0.9    +0.9
小林 満生(4) 小学   2.52   2.32   2.59    2.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐﾂｷ 浅科AC   +0.9    0.0   +0.2    +0.2
木村 岳人(4) 小学   2.36    X   2.20    2.36 
ｷﾑﾗ ﾀｹﾄ 御代田南AC   +1.0   +1.6    +1.0

11 4    36

9 2   142

10 3   112
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8 9   143

5 6    33

6 1    10

3 11     7

4 5   119

備考
1 10   158

2 8   157

-2- -3- -4- -5- -6- 記録順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-
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決勝 8月2日 11:20

風速 -0.2

 1 加藤　則行(4)     12.92 
ｶﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 佐久マスターズ

 2 佐野　浩二(4)     13.36 
ｻﾉ ｺｳｼﾞ 佐久マスターズ

 3 松澤　洋(4)     13.52 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 佐久マスターズ

 4 天沼　昭彦(7)     14.26 
ｱﾏﾇﾏ ｱｷﾋｺ 佐久マスターズ

 5 前田　俊一(5)     14.48 
ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 佐久マスターズ

決勝 8月2日 13:30

 1 宮原　清司(4)   1,00.98 
ﾐﾔﾊﾗ ｷﾖｼ 佐久マスターズ

 2 加藤　則行(4)   1,03.92 
ｶﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 佐久マスターズ

 3 早川　祐一(5)   1,11.05 
ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｲﾁ 佐久マスターズ

 4 石塚　一義(7)   1,43.03 
ｲｼﾂﾞｶ ｶｽﾞﾖｼ 佐久マスターズ
依田　邦人(6)
ﾖﾀﾞ ｸﾆﾋﾄ 上田マスターズ

決勝 8月2日 12:41

 1 早川　祐一(5)   5,49.09 
ﾊﾔｶﾜ ﾕｳｲﾁ 佐久マスターズ

 2 保科　清(6)   6,20.49 
ﾎｼﾅ ｷﾖｼ 佐久マスターズ

 3 石塚　一義(7)   8,58.56 
ｲｼﾂﾞｶ ｶｽﾞﾖｼ 佐久マスターズ
清水　智(6)
ｼﾐｽﾞ ｻﾄﾙ 佐久マスターズ
清水　貞夫(7)
ｼﾐｽﾞ ｻﾀﾞｵ 佐久マスターズ
依田　邦人(6)
ﾖﾀﾞ ｸﾆﾋﾄ 上田マスターズ

20    66
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21    91
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18    65
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決勝 8月2日 11:20

宮本　吉豊(6)
ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾎ 上田マスターズ

決勝 8月2日 13:30

宮本　吉豊(6)   4.31   4.48   4.30   4.54    4.54 
ﾐﾔﾓﾄ ﾖｼﾎ 上田マスターズ   -2.5   +1.4   -3.9   -0.6    -0.6
藤田　優(6)   3.75   3.31    -    -    3.75 
ﾌｼﾞﾀ ﾏｻﾙ 佐久マスターズ   -2.9   -0.8    -2.9

決勝 8月2日 11:30

佐々木　敏夫(8) 大会新
ｻｻｷ ﾄｼｵ 上田マスターズ
宇羽野　弘(5) 大会新
ｳﾊﾞﾉ ﾋﾛｼ 佐久マスターズ
堀内　正美(8) 大会新
ﾎﾘｳﾁ ﾏｻﾐ 佐久マスターズ

決勝 8月2日  9:45

布施　元弘(7) 大会新
ﾌｾ ﾓﾄﾋﾛ 佐久マスターズ
髙橋　邦武(7) 大会新
ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾀｹ 佐久マスターズ
堀内　正美(8) 大会新
ﾎﾘｳﾁ ﾏｻﾐ 佐久マスターズ

決勝 8月2日 13:00

須崎　一弘(4) 大会新
ｽｻﾞｷｶｽﾞﾋﾛ 上田マスターズ
森　憲之(5) 大会新
ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ 佐久マスターズ
布施　元弘(7) 大会新
ﾌｾ ﾓﾄﾋﾛ 佐久マスターズ
宇羽野　弘(5) 大会新
ｳﾊﾞﾉ ﾋﾛｼ 佐久マスターズ
髙橋　邦武(7) 大会新
ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾀｹ 佐久マスターズ
神田　晃(4) 大会新
ｶﾝﾀﾞ ｱｷﾗ 佐久マスターズ
佐々木　敏夫(8) 大会新
ｻｻｷ ﾄｼｵ 上田マスターズ
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  -  27.77 

5 7    75
  O   O 27.72   O   -

  -  36.71 

4 3    58
  X   O 27.77   O   -

  -  39.25 

3 2    72
36.71   O   -   -   -

  -  47.40 

2 1    63
  O 39.25   O   O   -

記録 備考
1 4    94

47.40   O   O   O   -

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

  -  11.45 

マスターズ男子

やり投
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

  -  22.62 

3 2    74
  O 11.45   O   O   -

  -  27.71 

2 3    75
22.62   X   X   X   -

記録 備考
1 1    72

  X   X 27.71   O   -

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 5.35   -   -   5.35 

マスターズ男子

円盤投

 7.38   -   -   7.38 

3 3    74
 5.05  4.96  4.66

 8.93   -   -   8.93 

2 1    58
 6.56  7.03  6.82

1 2    93
 8.66  8.48  8.32

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

マスターズ男子

砲丸投
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

1 2    92

2 1    71

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

マスターズ男子

走幅跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

 1.45
1 1    92

O XXX

記録 備考1m45 1m50

マスターズ男子

走高跳
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
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