
大会で樹立された記録大会コード 16200556

第46回佐久陸上競技選手権大会

期　日

場　所

コード

平成28年7月24日（日）

佐久総合運動公園陸上競技場

202060

主催

後援

佐久市・小諸市・北佐久郡・南佐久郡体育協会

信 濃 毎 日 新 聞 社

佐久市・小諸市・北佐久郡・南佐久郡陸上競技協会

佐 久 市 教 育 委 員 会

佐 久 地 区 地 教 連 絡 協 議 会

月　日 種　　　　目 予・準・決 記　　　録 氏　　　　名 男女 所　　属 従来の記録 備　　　考

7/24 中学女子100mH 決勝 16.04 市村　彩美 女 軽井沢中 16.14

男子110H 決勝 14.96 五十嵐　大樹 男 野沢北クラブ 15.14

小4男子走幅跳 決勝 3m77 大草　芽生 男 望月AC 3m72

小6男子100m 予選 13.04 柳沢 隼士 男 中込小 13.11

中学男子砲丸投 決勝 10ｍ81 塚田　陽樹 男 浅間中 10ｍ58

男子円盤投 決勝 32ｍ17 荻原　翼 男 佐久総合 31ｍ30

小6女子走幅跳 決勝 4m40 大森　里香 女 軽井沢A&AC 4m33

女子やり投 決勝 40m09 新津　まり菜 女 信州大学 37ｍ32

中学女子ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 決勝 30ｍ49 林　美怜 女 野沢中 16ｍ26

グランドコンディション

月　　　　日 時　　刻 天　　候 風　　向 風速　m/s 気温　℃ 湿度　％ 計測場所

7月24日（日） 9：00 晴れ 北西 1.6 24.5 60.0

10：00 晴れ 北北西 1.1 26.5 55.0

11：00 晴れ 北 0.4 27.5 50.0

12：00 晴れ 北西 1.8 28.5 50.0

13：00 晴れ 北東 1.4 29.0 52.0

14：00 晴れ 南東 3.8 28.5 52.0

15：00 晴れ 南東 4.4 27.0 56.0



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

07/24 男子  -1.7 内堀 直也 11.11 伊藤 司能(2) 11.45 坂根 遼汰郎(2) 11.69 井出 直哉(1) 11.76 菅沢 晴樹(1) 11.82 西澤 雅志(1) 12.13 三浦 央司(2) 12.16 佐々木 悠登(1) 12.20
１００ｍ 一般･ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 高校･小諸高 高校･野沢北高 高校･小諸高 高校･野沢南高 高校･野沢南高 高校･野沢北高 高校･野沢南高

07/24 三浦 央司(2) 51.52 井出 洲大(1) 54.45 西澤 雅志(1) 54.85 岡村 州紘(1) 55.07 竹内 滉一(1) 55.52 田中 太玖斗(2) 56.56 由井 渓友(2) 57.09 茂木 達哉(1) 57.21
４００ｍ 高校･野沢北高 高校･小諸高 高校･野沢南高 高校･岩村田高 高校･岩村田高 高校･岩村田高 高校･岩村田高 高校･岩村田高

07/24 宮入 一海 4,07.85 佐藤 諒真(2) 4,30.08 清水 拓大 4,31.38 鷹野 光佑(1) 4,32.60 堀内 魁斗(2) 4,32.70 荻原 慧(2) 4,34.65 油井 麻純(2) 4,35.16 木次 航太(1) 4,36.70
１５００ｍ 一般･北佐久陸協 高校･佐久平総合高 一般･小諸市陸協 高校･岩村田高 高校･佐久平総合高 高校･野沢北高 高校･野沢北高 高校･岩村田高

07/24  +1.3 五十嵐 大樹 14.96 坂根 遼汰郎(2) 15.38 小林 涼(4) 15.43 岡村 州紘(1) 16.90
１１０ｍＨ 一般･野沢北ｸﾗﾌﾞ GR 高校･野沢北高 一般･信大医陸 高校･岩村田高

07/24 遠山 舜也(1) 1.70 宮原 清司 1.70 中川 輝(2) 1.65 清水 南雄人(2) 1.50
走高跳 高校･岩村田高 一般･佐久市陸協 高校･野沢北高 高校･佐久平総合高

07/24 梅田 隼人(2) 6.10(-1.9) 増田 剛也(2) 5.96(-0.6) 佐々木悠登(1) 5.51(-2.6) 小須田裕介(2) 5.33(-1.4) 菅沢 晴樹(1) 5.17(-0.1) 柏木 佑太(1) 4.30(-2.2) 佐々木雅裕(1) 4.24(-1.9)
走幅跳 高校･佐久平総合高 高校･佐久平総合高 高校･野沢南高 高校･野沢南高 高校･野沢南高 高校･野沢南高 高校･野沢南高

07/24 荻原 翼(2) 11.15 荻原 悠輔(3) 8.98 原 祐(2) 8.83 田村 匠(1) 8.62 由井 渓友(2) 7.84 角田 孝仁(1) 5.26
砲丸投(6.000kg) 高校･佐久平総合高 高校･小諸高 高校･野沢南高 高校･望月高 高校･岩村田高 高校･小諸高

07/24 荻原 翼(2) 32.17 原 祐(2) 27.31 宮崎 未奈三(3) 25.88 田村 匠(1) 18.86 角田 孝仁(1) 14.58 掛川 晃都(1) 13.56
円盤投(1.750kg) 高校･佐久平総合高 高校･野沢南高 高校･佐久平総合高 高校･望月高 高校･小諸高 高校･野沢北高

07/24 荻原 悠輔(3) 43.27 井出 洲大(1) 37.96 丸山 優輝(1) 34.89 中川 輝(2) 33.55 片桐 歩稀(2) 30.34 小須田 裕介(2) 29.48
やり投(0.800kg) 高校･小諸高 高校･小諸高 高校･野沢南高 高校･野沢北高 高校･望月AC 高校･野沢南高

07/24 中学男子  -3.8 飯塚 亮介(3) 12.24 神津 颯冬(2) 12.52 工藤 利季(3) 12.74 永井 颯太(2) 12.86 山口 大貴(2) 12.86 井出 紋次郎(2) 12.86 伊藤 司騎(1) 13.00
１００ｍ 中学･浅間中 中学･御代田中 中学･野沢中 中学･小諸東中 中学･野沢中 中学･小諸東中 中学･望月AC

07/24 村上 聖眞(3) 54.25 佐藤 公一郎(3) 54.65 松﨑 悠弥(3) 56.93 塚田 陽樹(3) 56.98 小澤 優希(2) 58.80 酒井 力(2) 1,00.38 浅沼 都夫(2) 1,00.44 山口 大貴(2) 1,02.53
４００ｍ 中学･浅間中 中学･御代田中 中学･浅間中 中学･浅間中 中学･佐久東中 中学･小諸東中 中学･浅間中 中学･野沢中

07/24 小澤 優希(2) 4,43.75 原田 隼輔(3) 4,52.28 田嶋 聡哲(2) 4,58.19 今野 駿太(1) 5,07.98 佐藤 謙斗(2) 5,20.15 清水 健至(2) 5,23.22 藤田 大空(2) 5,23.58 針尾 大生(1) 5,24.91
１５００ｍ 中学･佐久東中 中学･御代田中 中学･佐久東中 中学･軽井沢中 中学･軽井沢中 中学･野沢中 中学･軽井沢中 中学･御代田中

07/24  +1.8 飯島 大陽(2) 16.92 星野 青空(2) 18.00 片桐 岳(2) 18.53 浅沼 都夫(2) 19.32 中澤 颯太(2) 19.57
１１０ｍＨ 中学･野沢中 中学･野沢中 中学･軽井沢中 中学･浅間中 中学･佐久東中

07/24 小泉 陸人(3) 1.65 井出 紋次郎(2) 1.60 林 亮典(1) 1.45 小松 大和(3) 1.40 小松 風雅(3) 中学･望月AC 1.40
走高跳 中学･小諸東中 中学･小諸東中 中学･野沢中 中学･望月AC 市ヶ谷 晴輝(2) 中学･中込中

07/24 上野 太暉(3) 5.82(+0.5) 矢花 竜也(2) 5.66(+0.1) 小松 大和(3) 5.36(-0.6) 伊藤 司騎(1) 5.25(-0.7) 小松 風雅(3) 5.01(-1.7) 坪井 康生(2) 4.92(+0.1) 早坂 晃太(3) 4.89(-0.9) 中村 洋平(1) 4.74(-0.6)
走幅跳 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･野沢中 中学･佐久東中 中学･望月AC

07/24 塚田 陽樹(3) 10.81 松﨑 悠弥(3) 9.19 神津 宏尚(3) 8.97 飯塚 亮介(3) 8.89 佐々木 優麻(2) 6.61 中村 瑠希(2) 5.97
砲丸投(5.000kg) 中学･浅間中 GR 中学･浅間中 中学･浅間中 中学･浅間中 中学･佐久東中 中学･御代田中

07/24 小泉 陸人(3) 51.86 工藤 利季(3) 46.38
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･小諸東中 中学･野沢中

07/24 小共通男子 市川 和英(6) 3,15.68 酒井 瞬(6) 3,16.03 福島 翔太(6) 3,23.17 塩川 晴也(5) 3,24.03 由井 雛斗(6) 3,24.04 加藤 大雅(5) 3,25.05 三石 勇太(6) 3,27.68 土屋 瑠獅亜(5) 3,29.83
１０００ｍ 小学･T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ 小学･T&F佐久平 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｺﾓﾛJEC 小学･川上第一小 小学･軽井沢A&AC 小学･軽井沢A&AC ｺﾓﾛJEC

07/24 古村 拓海(6) 12.93 安藤 海琴(6) 14.13 岡村 吏紗(6) 15.27 手塚 嵐太(6) 15.33 井出 優哉(6) 15.38 村上 鷹翔(6) 16.90 深沼 貴人(6) 17.64 友野 笙太郎(6) 17.98
８０ｍＨ 小学･軽井沢A&AC 小学･軽井沢A&AC 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･小海小 小学･軽井沢中部小 小学･切原小 小学･佐久穂小

07/24 中込小(A)       56.71 軽井沢A&AC       56.86 望月AC       56.95 T&F佐久平       56.97 小海小(A)       57.34 佐久穂小       58.52 川上第一小     1,00.25 浅科AC     1,00.37
４×１００ｍＲ 山崎 晃平(6) 大木 咲翔(5) 寺島 恒輔(6) 足立 晃悠(6) 井上 広聖(6) 友野 笙太郎(6) 由井 雛斗(6) 市川 寛人(5)

磯貝 颯太(6) 古村 拓海(6) 小林 碧空(5) 木村 伊吹(6) 鷹野 晴(6) 井出 凌平(6) 篠原 大哉(6) 石井 俊太(5)
髙畑 良太(5) 坂田 諒真(5) 山浦 雅斗(5) 酒井 瞬(6) 小池 叶宇(6) 今井 晴大(6) 小髙 伶大(6) 蒔田 朝也(5)
柳沢 隼士(6) 安藤 海琴(6) 佐々木 隆之介(5) 大工原 光成(6) 戸塚 伶皇(6) 市川 克大(6) 由井 響(6) 佐藤 真稀(5)

07/24 小6男子  -4.2 柳沢 隼士(6) 13.69 由井 響(6) 14.55 市川 克大(6) 15.20 菊地 祐吾(6) 15.27 木内 心大(6) 15.44 戸塚 伶皇(6) 15.46 佐藤 颯真(6) 15.72 新津 翔太(6) 15.76
１００ｍ 小学･中込小 小学･川上第一小 小学･佐久穂小 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･佐久平浅間小 小学･小海小 小学･岸野小 小学･小海小

07/24 南澤 爽太(6) 4.91(+0.2) 岡田 陸(6) 4.51(+0.6) 木村 伊吹(6) 4.47(+0.5) 篠原 辰弥(6) 4.10(+1.9) 寺島 恒輔(6) 4.08(-0.2) 小沼 蒼空(6) 3.89(-1.2) 大工原光成(6) 3.81(+0.3) 矢嶋 虹太(6) 3.60(+2.5)
走幅跳 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･中込小 小学･望月AC 小学･中込小 小学･T&F佐久平 小学･望月AC

07/24 小5男子  -5.5 伊藤 壮一郎(5) 15.33 佐々木隆之介(5) 15.49 石井 俊太(5) 15.68 永井 龍斗(5) 15.87 髙畑 良太(5) 16.12 百瀬 裕吏(5) 16.18 小野澤 志衣敏(5) 16.19 大木 咲翔(5) 16.42
１００ｍ あさまねSC 小学･望月AC 小学･浅科AC 小学･野岸小 小学･中込小 小学･T&F佐久平 小学･水明AC 小学･軽井沢A&AC

07/24 小林 碧空(5) 4.12(+0.6) 菊池 優介(5) 3.88(+2.0) 山浦 雅斗(5) 3.76(+2.0) 櫻井 絢悠(5) 3.55(+2.1) 馬場 翔大(5) 3.54(+2.1) 森泉 大和(5) 3.46(+1.1) 尾高 健介(5) 3.30(+1.9) 片井 錬仁(5) 3.24(+0.7)
走幅跳 小学･望月AC 小学･T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ 小学･望月AC 小学･T&F佐久平 小学･野岸小 小学･中込小 小学･中込小 小学･T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ

07/24 小４男子  -3.5 竹内 睦喜(4) 16.13 青木 陸登(4) 16.19 工藤 優真(4) 16.41 柳澤 音弥(4) 16.84 山口 大和(4) 17.05 平林 凌大(4) 17.08 山本 祐弥(4) 17.11 岡部 光樹(4) 17.51
１００ｍ 小学･T&F佐久平 小学･中込小 野沢小 小学･水明AC 小学･御代田北小 小学･T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ 小学･T&F佐久平 小学･佐久穂小

07/24 大草 芽生(4) 3.77(+1.6) 木内 光波(4) 3.52(+0.1) 金澤 歩夢(4) 3.17(+0.5) 馬場 大晴(4) 2.87(+1.6) 上倉 佳生(4) 2.86(+0.8) 磯貝 大智(4) 2.85(+0.4) 篠原 航士(4) 2.70(+1.4) 黒澤 慎吾(4) 2.67(+1.1)
走幅跳 小学･望月AC 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･水明AC 小学･御代田南AC 小学･美南ｶﾞ丘小 小学･中込小 小学･小海小 小学･小海小



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
07/24 マスターズ男 田中　淳(5) 12.63 佐野　浩二(5) 12.85 天沼　昭彦(7) 14.31 前田　俊一(5) 佐久マスターズ 14.44 小宮山　一美(6) 15.56 石塚　一義(8) 17.85 清水　貞夫(7) 18.14

１００ｍ 佐久マスターズ 佐久マスターズ 佐久マスターズ 宇羽野　弘(5) 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
07/24 田中　淳(5) 1,00.98 石塚　一義(8) 1,41.02

４００ｍ 佐久マスターズ 佐久マスターズ
07/24 保科　清(6) 6,08.39

１５００ｍ 佐久マスターズ
07/24 堀内　正美(8) 4.70

砲丸投 佐久マスターズ
07/24 布施　元弘(7) 29.81 髙橋　邦武(7) 23.71 堀内　正美(8) 10.24

円盤投 佐久マスターズ 佐久マスターズ 佐久マスターズ
07/24 森　憲之(5) 39.37 松澤　洋(5) 37.94 布施　元弘(7) 34.50 宇羽野　弘(5) 29.21 髙橋　邦武(7) 26.30

やり投 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



予選 7月24日 11:35
決勝 7月24日 13:35

県新(KR)            10.15
大会新(GR)          10.86

[ 1組] 風速 +2.7 [ 2組] 風速 +0.6

 1 伊藤 司能(2) 高校     11.22 q  1 坂根 遼汰郎(2) 高校     11.55 q
ｲﾄｳ ｼﾉ 小諸高 ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ 野沢北高

 2 菅沢 晴樹(1) 高校     11.52 q  2 新津 直人 一般     12.19 
ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 野沢南高 ﾆｲﾂ ﾅｵﾄ 佐久陸協

 3 三浦 央司(2) 高校     11.81 q  3 柏木 佑太(1) 高校     12.25 
ﾐｳﾗ ﾋｻｼ 野沢北高 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ 野沢南高

 4 丸山 優輝(1) 高校     12.43  4 清水 隆哉(2) 高校     12.48 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 野沢南高 ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ 小諸高

 5 田中 太玖斗(2) 高校     12.48  5 竹内 滉一(1) 高校     12.89 
ﾀﾅｶ ﾀｸﾄ 岩村田高 ﾀｹｳﾁ ｺｳｲﾁ 岩村田高

 6 片桐 歩稀(2) 高校     12.98  6 掛川 晃都(1) 高校     12.89 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ 望月AC ｶｹｶﾞﾜ ｱｷﾄ 野沢北高

 7 佐々木 雅裕(1) 高校     13.59 西澤 輝(1) 高校
ｻｻｷ ﾏｻﾋﾛ 野沢南高 ﾆｼｻﾞﾜ ﾋｶﾙ 野沢南高
高橋 涼(1) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 野沢北高

[ 3組] 風速 +2.1

 1 内堀 直也 一般     10.75 q
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 井出 直哉(1) 高校     11.59 q
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸高

 3 西澤 雅志(1) 高校     11.79 q
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 野沢南高

 4 佐々木 悠登(1) 高校     11.81 q
ｻｻｷ ﾕｳﾄ 野沢南高

 5 茂木 達哉(1) 高校     12.30 
ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ 岩村田高

 6 竹花 光輝(1) 高校     12.62 
ﾀｹﾊﾅ ﾐﾂｷ 佐久平総合高

 7 新海 悠貴(1) 高校     12.66 
ｼﾝｶｲ ﾊﾙｷ 野沢北高

風速 -1.7

 1 内堀 直也 一般     11.11 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 伊藤 司能(2) 高校     11.45 
ｲﾄｳ ｼﾉ 小諸高

 3 坂根 遼汰郎(2) 高校     11.69 
ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ 野沢北高

 4 井出 直哉(1) 高校     11.76 
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸高

 5 菅沢 晴樹(1) 高校     11.82 
ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 野沢南高

 6 西澤 雅志(1) 高校     12.13 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 野沢南高

 7 三浦 央司(2) 高校     12.16 
ﾐｳﾗ ﾋｻｼ 野沢北高

 8 佐々木 悠登(1) 高校     12.20 
ｻｻｷ ﾕｳﾄ 野沢南高

決勝 7月24日 11:36

風速 +2.1

 1 小出　郁弥(2) 一般     10.83 
ｺｲﾃﾞ ﾌﾐﾔ 市立長野高

1   878
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決勝 7月24日 15:10

県新(KR)            46.54
大会新(GR)          48.08

[ 1組] [ 2組]

 1 小野 勝汰(2) 高校     58.29  1 三浦 央司(2) 高校     51.52 
ｵﾉ ｼｮｳﾀ 岩村田高 ﾐｳﾗ ﾋｻｼ 野沢北高

 2 鷹野 光佑(1) 高校     59.57  2 井出 洲大(1) 高校     54.45 
ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ 岩村田高 ｲﾃﾞ ｸﾆﾋﾛ 小諸高

 3 木次 航太(1) 高校   1,00.81  3 西澤 雅志(1) 高校     54.85 
ｷﾂｷﾞ ｺｳﾀ 岩村田高 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 野沢南高

 4 沖浦 大地(1) 高校   1,01.12  4 岡村 州紘(1) 高校     55.07 
ｵｷｳﾗ ﾀﾞｲﾁ 野沢南高 ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 岩村田高

 5 新海 悠貴(1) 高校   1,01.21  5 竹内 滉一(1) 高校     55.52 
ｼﾝｶｲ ﾊﾙｷ 野沢北高 ﾀｹｳﾁ ｺｳｲﾁ 岩村田高

 6 小金澤 勇貴(1) 高校   1,03.43  6 田中 太玖斗(2) 高校     56.56 
ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久平総合高 ﾀﾅｶ ﾀｸﾄ 岩村田高

 7 小林 将弥(1) 高校   1,03.46  7 由井 渓友(2) 高校     57.09 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 佐久平総合高 ﾕｲ ｹｲﾕｳ 岩村田高
岸田 駿輔(1) 高校  8 茂木 達哉(1) 高校     57.21 
ｷｼﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 岩村田高 ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ 岩村田高
築山 祐太(1) 高校  9 遠山 舜也(1) 高校     57.41 
ﾂｷﾔﾏ ﾕｳﾀ 岩村田高 ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 岩村田高

   1 三浦 央司(2) 高校 野沢北高       51.52   2   1
   2 井出 洲大(1) 高校 小諸高       54.45   2   2
   3 西澤 雅志(1) 高校 野沢南高       54.85   2   3
   4 岡村 州紘(1) 高校 岩村田高       55.07   2   4
   5 竹内 滉一(1) 高校 岩村田高       55.52   2   5
   6 田中 太玖斗(2) 高校 岩村田高       56.56   2   6
   7 由井 渓友(2) 高校 岩村田高       57.09   2   7
   8 茂木 達哉(1) 高校 岩村田高       57.21   2   8
   9 遠山 舜也(1) 高校 岩村田高       57.41   2   9
  10 小野 勝汰(2) 高校 岩村田高       58.29   1   1
  11 鷹野 光佑(1) 高校 岩村田高       59.57   1   2
  12 木次 航太(1) 高校 岩村田高     1,00.81   1   3
  13 沖浦 大地(1) 高校 野沢南高     1,01.12   1   4
  14 新海 悠貴(1) 高校 野沢北高     1,01.21   1   5
  15 小金澤 勇貴(1) 高校 佐久平総合高     1,03.43   1   6
  16 小林 将弥(1) 高校 佐久平総合高     1,03.46   1   7 1625
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決勝 7月24日 12:45

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

 1 宮入 一海 一般   4,07.85 
ﾐﾔｲﾘ ﾓﾄﾐ 北佐久陸協

 2 佐藤 諒真(2) 高校   4,30.08 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ 佐久平総合高

 3 清水 拓大 一般   4,31.38 
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾋﾛ 小諸市陸協

 4 鷹野 光佑(1) 高校   4,32.60 
ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ 岩村田高

 5 堀内 魁斗(2) 高校   4,32.70 
ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ 佐久平総合高

 6 荻原 慧(2) 高校   4,34.65 
ｵｷﾞﾊﾗ ｹｲ 野沢北高

 7 油井 麻純(2) 高校   4,35.16 
ﾕｲ ﾏｽﾐ 野沢北高

 8 木次 航太(1) 高校   4,36.70 
ｷﾂｷﾞ ｺｳﾀ 岩村田高

 9 小野 勝汰(2) 高校   4,37.78 
ｵﾉ ｼｮｳﾀ 岩村田高

10 小林 裕太 一般   4,39.19 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 北佐久郡陸協

11 並木 久幸(1) 高校   4,44.31 
ﾅﾐｷ ﾋｻﾕｷ 野沢北高

12 築山 祐太(1) 高校   4,45.69 
ﾂｷﾔﾏ ﾕｳﾀ 岩村田高

13 新井 雅貴(3) 高校   4,49.53 
ｱﾗｲ ﾏｻｷ 野沢南高

14 下谷 承太郎(2) 高校   4,49.72 
ｼﾓﾔ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 佐久平総合高

15 沖浦 大地(1) 高校   4,59.07 
ｵｷｳﾗ ﾀﾞｲﾁ 野沢南高

16 比田井 渓太(2) 高校   5,16.59 
ﾋﾀﾞｲ ｹｲﾀ 野沢北高
岸田 駿輔(1) 高校
ｷｼﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 岩村田高
新津 大地(2) 高校
ﾆｲﾂ ﾀﾞｲﾁ 野沢北高

決勝 7月24日  9:45

県新(KR)            13.84
大会新(GR)          15.14

風速 +1.3

 1 五十嵐 大樹 一般     14.96 
ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｷ 野沢北ｸﾗﾌﾞ

 2 坂根 遼汰郎(2) 高校     15.38 
ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ 野沢北高

 3 小林 涼(4) 一般     15.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳ 信大医陸

 4 岡村 州紘(1) 高校     16.90 
ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 岩村田高

5   204

2  1603

3   208
大会新

4  1543
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決勝 7月24日 10:00

県新(KR)             2.18
大会新(GR)           1.90

遠山 舜也(1) 高校
ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 岩村田高
宮原 清司 一般
ﾐﾔﾊﾗ ｷﾖｼ 佐久市陸協
中川 輝(2) 高校
ﾅｶｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 野沢北高
清水 南雄人(2) 高校
ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾄ 佐久平総合高
上野 大 一般 欠場
ｳｴﾉ ﾀﾞｲ 佐久陸協

決勝 7月24日 13:30

県新(KR)             7.94
大会新(GR)           6.66

梅田 隼人(2) 高校   4.94   5.82    X    X   6.08   6.10    6.10 
ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ 佐久平総合高   -3.7   -3.5   -0.5   -1.9    -1.9
増田 剛也(2) 高校    X   5.72    X   5.69   5.05   5.96    5.96 
ﾏｽﾀﾞ ﾀｹﾔ 佐久平総合高  -20.4   +0.4   -1.1   -0.6    -0.6
佐々木 悠登(1) 高校    -   5.50   5.12    X   5.51    X    5.51 
ｻｻｷ ﾕｳﾄ 野沢南高   -3.2   -0.1   -2.6    -2.6
小須田 裕介(2) 高校   5.05   5.23   5.33   5.18   5.06   5.23    5.33 
ｺｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 野沢南高   -0.4   -1.1   -1.4   -1.9   -3.2   -1.4    -1.4
菅沢 晴樹(1) 高校    -   4.67   5.13   4.63   5.17    X    5.17 
ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 野沢南高   -2.7   -3.9   -4.2   -0.1    -0.1
柏木 佑太(1) 高校    X   4.18   4.00   4.29    X   4.30    4.30 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ 野沢南高   -1.6   -4.2   -2.9   -2.2    -2.2
佐々木 雅裕(1) 高校   4.24   4.04   3.80   3.68   3.90   3.97    4.24 
ｻｻｷ ﾏｻﾋﾛ 野沢南高   -1.9   -1.1   -1.8   -2.4   -2.7   -0.6    -1.9

決勝 7月24日 13:30

山浦　渓斗(1) 一般    X   6.02    X    6.02 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 小諸高   -3.0    -3.0

1 1  1703
-3- -4- -5- -6- 記録 備考
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決勝 7月24日 11:30

県高新(KR)          14.59
大会新(GR)          11.26

荻原 翼(2) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 佐久平総合高
荻原 悠輔(3) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸高
原 祐(2) 高校
ﾊﾗ ﾕｳ 野沢南高
田村 匠(1) 高校
ﾀﾑﾗ ﾀｸﾐ 望月高
由井 渓友(2) 高校
ﾕｲ ｹｲﾕｳ 岩村田高
角田 孝仁(1) 高校
ﾂﾉﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ 小諸高

決勝 7月24日 10:15

県高新              45.21
大会新              31.30

荻原 翼(2) 高校 大会新
ｵｷﾞﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 佐久平総合高
原 祐(2) 高校
ﾊﾗ ﾕｳ 野沢南高
宮崎 未奈三(3) 高校
ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾅﾐ 佐久平総合高
田村 匠(1) 高校
ﾀﾑﾗ ﾀｸﾐ 望月高
角田 孝仁(1) 高校
ﾂﾉﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ 小諸高
掛川 晃都(1) 高校
ｶｹｶﾞﾜ ｱｷﾄ 野沢北高

決勝 7月24日 13:00

県新                67.34
大会新              54.10

荻原 悠輔(3) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸高
井出 洲大(1) 高校
ｲﾃﾞ ｸﾆﾋﾛ 小諸高
丸山 優輝(1) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 野沢南高
中川 輝(2) 高校
ﾅｶｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 野沢北高
片桐 歩稀(2) 高校
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ 望月AC
小須田 裕介(2) 高校
ｺｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 野沢南高
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決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
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6 2  1526
  O 12.37   X   O   X

  O  18.86 

5 1  1705
  O 14.58   O   O   O

  O  25.88 

4 3  1676
  X   O 16.44 18.86   X

  X  27.31 

3 4  1627
  X   X   O 25.88   X

  O  32.17 

2 5  1564
  O   O 27.31   O   O

記録 備考
1 6  1635

  O 32.17   X   O   O

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

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

 4.83  4.71  5.26   5.26 

男子

円盤投(1.750kg)

 7.53  7.75  7.70   7.84 

6 1  1705
 5.08  4.71  5.05

 8.25  8.16  8.08   8.62 

5 3  1595
 7.46  7.74  7.84

 8.83  8.65  8.51   8.83 

4 5  1676
 8.49  8.41  8.62

 8.94  8.66  8.65   8.98 

3 2  1564
 8.09  8.18  7.40

10.05 11.15 10.94  11.15 

2 4  2826
 8.90  8.31  8.98

1 6  1635
10.19 10.78 11.14

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



予選 7月24日 12:05
決勝 7月24日 13:50

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

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +0.3

 1 飯塚 亮介(3) 中学     11.69 q  1 永井 颯太(2) 中学     12.17 q
ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 浅間中 ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 小諸東中

 2 山口 大貴(2) 中学     12.05 q  2 伊藤 司騎(1) 中学     12.45 q
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 野沢中 ｲﾄｳ ｼｷ 望月AC

 3 早坂 晃太(3) 中学     13.17  3 坪井 康生(2) 中学     12.71 
ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ 佐久東中 ﾂﾎﾞｲ ｺｳｾｲ 野沢中

 4 佐藤 謙斗(2) 中学     13.23  4 小林 優介(2) 中学     12.99 
ｻﾄｳ ｹﾝﾄ 軽井沢中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 浅間中

 5 中村 洋平(1) 中学     13.52  5 酒井 力(2) 中学     13.05 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 望月AC ｻｶｲ ﾁｶﾗ 小諸東中

 6 飯塚 啓真(1) 中学     14.14  6 間島 聖(1) 中学     13.57 
ｲｲﾂﾞｶ ｹｲﾏ 浅間中 ﾏｼﾏ ﾋｼﾞﾘ 中込中

 7 関戸 勝琉(1) 中学     14.51  7 中澤 颯太(2) 中学     14.06 
ｾｷﾄﾞ ｽｸﾞﾙ 野沢中 ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 佐久東中

 8 渡邉 泰成(1) 中学     15.29 鷹野 羽也斗(1) 中学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 佐久東中 ﾀｶﾉ ﾊﾔﾄ 野沢中
甘利 優雅(1) 中学
ｱﾏﾘ ﾕｳｶﾞ 小諸東中

[ 3組] 風速 +0.5 [ 4組] 風速 +1.9

 1 神津 颯冬(2) 中学     11.93 q  1 工藤 利季(3) 中学     12.15 q
ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ 御代田中 ｸﾄﾞｳ ﾄｼｷ 野沢中

 2 矢花 竜也(2) 中学     12.73  2 井出 紋次郎(2) 中学     12.34 q
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ 望月AC ｲﾃﾞ ﾓﾝｼﾞﾛｳ 小諸東中

 3 田澤 友希(3) 中学     13.15  3 佐々木 優麻(2) 中学     13.17 
ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ 浅間中 ｻｻｷ ﾕｳﾏ 佐久東中

 4 大工原 速登(2) 中学     13.23  4 中山 雅月(1) 中学     13.19 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾊﾔﾄ 佐久東中 ﾅｶﾔﾏ ｶﾂﾞｷ 御代田中

 5 飯島 大陽(2) 中学     13.46  5 神津 宏尚(3) 中学     13.31 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 野沢中 ｺｳﾂﾞ ﾋﾛﾀｶ 浅間中

 6 田崎 佑冴(1) 中学     13.69  6 林 亮典(1) 中学     13.86 
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 小諸東中 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 野沢中

 7 阿部 優汰(1) 中学     15.69  7 飯田 悠誠(1) 中学     14.86 
ｱﾍﾞ ﾕｳﾀ 野沢中 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｾｲ 佐久東中

 8 関口 哉夢(2) 中学     18.24  8 林 樹生(1) 中学     14.97 
ｾｷｸﾞﾁ ｶﾅﾑ 佐久東中 ﾊﾔｼ ﾐｷｵ 望月AC

[ 5組] 風速 -0.6

 1 上野 太暉(3) 中学     12.28 q
ｳｴﾉ ﾀｲｷ 望月AC

 2 黒岩 大和(3) 中学     12.53 
ｸﾛｲﾜ ﾔﾏﾄ 御代田中

 3 鈴木 崚太(1) 中学     12.71 
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 浅間中

 4 森泉 翔(2) 中学     13.37 
ﾓﾘｽﾞﾐ ｼｮｳ 佐久東中

 5 タマン加藤 星座(1中学     13.59 
ﾀﾏﾝｶﾄｳ ｾｲｻﾞ 軽井沢中

 6 秋山 智行(1) 中学     14.74 
ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 浅間中

 7 久松 賢悟(1) 中学     15.32 
ﾋｻﾏﾂ ｹﾝｺﾞ 野沢中

 8 臼田 寛一(1) 中学     16.13 
ｳｽﾀﾞ ｶﾝｲﾁ 野沢中
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風速 -3.8

 1 飯塚 亮介(3) 中学     12.24 
ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 浅間中

 2 神津 颯冬(2) 中学     12.52 
ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ 御代田中

 3 工藤 利季(3) 中学     12.74 
ｸﾄﾞｳ ﾄｼｷ 野沢中

 4 永井 颯太(2) 中学     12.86 
ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 小諸東中

 5 山口 大貴(2) 中学     12.86 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 野沢中

 6 井出 紋次郎(2) 中学     12.86 
ｲﾃﾞ ﾓﾝｼﾞﾛｳ 小諸東中

 7 伊藤 司騎(1) 中学     13.00 
ｲﾄｳ ｼｷ 望月AC
上野 太暉(3) 中学
ｳｴﾉ ﾀｲｷ 望月AC
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2  4307

4  4095

9  4306
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5  4274

6  4139
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

中学男子

１００ｍ
決勝



決勝 7月24日 14:50

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

[ 1組] [ 2組]

 1 小澤 優希(2) 中学     58.80  1 村上 聖眞(3) 中学     54.25 
ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久東中 ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾏ 浅間中

 2 浅沼 都夫(2) 中学   1,00.44  2 佐藤 公一郎(3) 中学     54.65 
ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ 浅間中 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 御代田中

 3 山口 大貴(2) 中学   1,02.53  3 松﨑 悠弥(3) 中学     56.93 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 野沢中 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾔ 浅間中

 4 市ヶ谷 晴輝(2) 中学   1,05.95  4 塚田 陽樹(3) 中学     56.98 
ｲﾁｶﾞﾔ ﾊﾙｷ 中込中 ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 浅間中

 5 間島 聖(1) 中学   1,08.26  5 酒井 力(2) 中学   1,00.38 
ﾏｼﾏ ﾋｼﾞﾘ 中込中 ｻｶｲ ﾁｶﾗ 小諸東中

 6 小宮山 登生(1) 中学   1,11.57 市ヶ谷 将孝(3) 中学
ｺﾐﾔﾏ ﾄｳｲ 中込中 ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾀｶ 中込中

   1 村上 聖眞(3) 中学 浅間中       54.25   2   1
   2 佐藤 公一郎(3) 中学 御代田中       54.65   2   2
   3 松﨑 悠弥(3) 中学 浅間中       56.93   2   3
   4 塚田 陽樹(3) 中学 浅間中       56.98   2   4
   5 小澤 優希(2) 中学 佐久東中       58.80   1   1
   6 酒井 力(2) 中学 小諸東中     1,00.38   2   5
   7 浅沼 都夫(2) 中学 浅間中     1,00.44   1   2
   8 山口 大貴(2) 中学 野沢中     1,02.53   1   3
   9 市ヶ谷 晴輝(2) 中学 中込中     1,05.95   1   4
  10 間島 聖(1) 中学 中込中     1,08.26   1   5
  11 小宮山 登生(1) 中学 中込中     1,11.57   1   6

決勝 7月24日 12:55

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

 1 小澤 優希(2) 中学   4,43.75 
ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久東中

 2 原田 隼輔(3) 中学   4,52.28 
ﾊﾗﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 御代田中

 3 田嶋 聡哲(2) 中学   4,58.19 
ﾀｼﾞﾏ ｿｳﾃﾂ 佐久東中

 4 今野 駿太(1) 中学   5,07.98 
ｺﾝﾉ ｼｭﾝﾀ 軽井沢中

 5 佐藤 謙斗(2) 中学   5,20.15 
ｻﾄｳ ｹﾝﾄ 軽井沢中

 6 清水 健至(2) 中学   5,23.22 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 野沢中

 7 藤田 大空(2) 中学   5,23.58 
ﾌｼﾞﾀ ｵｵｿﾞﾗ 軽井沢中

 8 針尾 大生(1) 中学   5,24.91 
ﾊﾘｵ ﾀﾞｲｷ 御代田中

 9 佐藤 空也(1) 中学   5,27.38 
ｻﾄｳ ｿﾗﾔ 御代田中

 9 高根 大樹(1) 中学   5,27.38 
ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ 浅間中

11 大塚 崚芽(1) 中学   5,28.70 
ｵｵﾂｶ ﾘｮｳｶﾞ 小海中
市ヶ谷 将孝(3) 中学
ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾀｶ 中込中
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6  4174



決勝 7月24日  9:35

県中新(KR)          14.19
大会新(GR)          16.04

風速 +1.8

 1 飯島 大陽(2) 中学     16.92 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 野沢中

 2 星野 青空(2) 中学     18.00 
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 野沢中

 3 片桐 岳(2) 中学     18.53 
ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾞｸ 軽井沢中

 4 浅沼 都夫(2) 中学     19.32 
ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ 浅間中

 5 中澤 颯太(2) 中学     19.57 
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 佐久東中

決勝 7月24日 10:00

県中新(KR)           1.97
大会新(GR)           1.76

小泉 陸人(3) 中学
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 小諸東中
井出 紋次郎(2) 中学
ｲﾃﾞ ﾓﾝｼﾞﾛｳ 小諸東中
林 亮典(1) 中学
ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 野沢中
小松 大和(3) 中学
ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ 望月AC
小松 風雅(3) 中学
ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 望月AC
市ヶ谷 晴輝(2) 中学
ｲﾁｶﾞﾔ ﾊﾙｷ 中込中

 1.40

 1.40

5 5  4120
O XO XXO XXX

XXX
5 3  4187

O XO XXO

 1.40

 1.45

4 1  4186
O XXO O XXX

XXO XXX
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 1.65
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決勝
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中学男子
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決勝



決勝 7月24日 13:30

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

上野 太暉(3) 中学    X   5.44   5.69   5.38   5.82    X    5.82 
ｳｴﾉ ﾀｲｷ 望月AC   -3.9   -2.2   -3.4   +0.5    +0.5
矢花 竜也(2) 中学    X   5.30   5.32    X   5.66    X    5.66 
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ 望月AC   -3.8   -4.5   +0.1    +0.1
小松 大和(3) 中学   5.26   4.94   4.94   5.31   5.16   5.36    5.36 
ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ 望月AC   -2.1   -3.5   -1.9   -1.9   -1.8   -0.6    -0.6
伊藤 司騎(1) 中学    -   5.19   5.25   4.94   4.92    X    5.25 
ｲﾄｳ ｼｷ 望月AC   -2.7   -0.7   -1.3   -2.1    -0.7
小松 風雅(3) 中学   5.01   4.66    X   4.81   4.99   5.01    5.01 
ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 望月AC   -1.7   -2.5   -3.3   +1.4   -3.2    -1.7
坪井 康生(2) 中学    X    X   4.92    X    X    X    4.92 
ﾂﾎﾞｲ ｺｳｾｲ 野沢中   +0.1    +0.1
早坂 晃太(3) 中学   4.89   4.77    X    X    X    X    4.89 
ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ 佐久東中   -0.9   -3.9    -0.9
中村 洋平(1) 中学   4.70   4.69    X   4.74   4.66   4.67    4.74 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 望月AC   -1.6   -3.5   -0.6   -1.8   -2.5    -0.6
古越 大輝(2) 中学    X   4.67   4.64    4.67 
ﾌﾙｺｼ ﾀｲｷ 御代田中   -3.9   -1.7    -3.9
鈴木 崚太(1) 中学   4.66   4.37   4.62    4.66 
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 浅間中   -3.4   -4.0   -2.1    -3.4
田崎 佑冴(1) 中学    X   4.37   4.23    4.37 
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 小諸東中   -1.5   -2.8    -1.5
大工原 速登(2) 中学   4.36   4.24   4.31    4.36 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾊﾔﾄ 佐久東中   -2.3   -1.7   -1.2    -2.3
櫻井 利正(1) 中学    X   4.15   4.31    4.31 
ｻｸﾗｲ ﾘｼｮｳ 御代田中   -3.7   -3.3    -3.3
小林 優介(2) 中学    X   4.28   4.27    4.28 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 浅間中   -3.1   -1.8    -3.1
林 樹生(1) 中学   3.85   3.92    X    3.92 
ﾊﾔｼ ﾐｷｵ 望月AC   -2.6   -2.2    -2.2
森泉 翔(2) 中学   3.77    X    X    3.77 
ﾓﾘｽﾞﾐ ｼｮｳ 佐久東中   -1.2    -1.2
飯塚 啓真(1) 中学   3.69   3.62   3.52    3.69 
ｲｲﾂﾞｶ ｹｲﾏ 浅間中   -1.7   -3.1   -3.2    -1.7
関戸 勝琉(1) 中学   3.53   3.36   3.63    3.63 
ｾｷﾄﾞ ｽｸﾞﾙ 野沢中   -3.1   -3.3   -1.7    -1.7
渡邉 絢士(1) 中学   2.38   3.59   3.19    3.59 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾞﾝﾄ 浅間中   -0.5   -4.7   -3.5    -4.7
有坂 泰希(1) 中学   3.44   3.58    X    3.58 
ｱﾘｻｶ ﾀｲｷ 野沢中   -0.9   -0.6    -0.6
飯田 悠誠(1) 中学    X   2.87   3.50    3.50 
ｲｲﾀﾞ ﾕｳｾｲ 佐久東中   -3.2   -3.1    -3.1
久松 賢悟(1) 中学   3.50    X    X    3.50 
ﾋｻﾏﾂ ｹﾝｺﾞ 野沢中    0.0     0.0
臼田 寛一(1) 中学    X   3.20    X    3.20 
ｳｽﾀﾞ ｶﾝｲﾁ 野沢中   -3.2    -3.2
渡邉 泰成(1) 中学   2.68    X   3.06    3.06 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 佐久東中   -0.9   -3.1    -3.1
関口 哉夢(2) 中学   2.69    X   2.27    2.69 
ｾｷｸﾞﾁ ｶﾅﾑ 佐久東中   -1.8   -1.8    -1.8
小宮山 登生(1) 中学    X    X    X
ｺﾐﾔﾏ ﾄｳｲ 中込中
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決勝 7月24日  9:30

県中新(KR)          12.96
大会新(GR)          10.58

塚田 陽樹(3) 中学 大会新
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 浅間中
松﨑 悠弥(3) 中学
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾔ 浅間中
神津 宏尚(3) 中学
ｺｳﾂﾞ ﾋﾛﾀｶ 浅間中
飯塚 亮介(3) 中学
ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 浅間中
佐々木 優麻(2) 中学
ｻｻｷ ﾕｳﾏ 佐久東中
中村 瑠希(2) 中学
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｷ 御代田中

決勝 7月24日 13:00

県中新(KR)          66.44
大会新(GR)          57.29

小泉 陸人(3) 中学
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 小諸東中
工藤 利季(3) 中学
ｸﾄﾞｳ ﾄｼｷ 野沢中
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決勝 7月24日 11:10

県小新(KR)        2,52.94
大会新(GR)        3,15.12

[ 1組] [ 2組]

 1 小髙 伶大(6) 小学   3,33.74  1 市川 和英(6) 小学   3,15.68 
ｺﾀﾞｶ ﾚｲﾀ 川上第一小 ｲﾁｶﾜ  ｶｽﾞﾋﾃﾞ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ

 2 田中 壮詩朗(6) 小学   3,36.33  2 酒井 瞬(6) 小学   3,16.03 
ﾀﾅｶ ｿｳｼﾛｳ 青沼小 ｻｶｲ  ｼｭﾝ T&F佐久平

 3 清水 颯太(5) 小学   3,37.52  3 福島 翔太(6) 小学   3,23.17 
ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ 浅科AC ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 中原 龍太(5) 小学   3,37.53  4 塩川 晴也(5)   3,24.03 
ﾅｶﾊﾗ  ﾘｮｳﾀ 南牧北小 ｼｵｶﾜ ｾｲﾔ ｺﾓﾛJEC

 5 金森 柊弥(5) 小学   3,43.20  5 由井 雛斗(6) 小学   3,24.04 
ｶﾅﾓﾘ ｼｭｳﾔ 小海小 ﾕｲ ﾋﾅﾄ 川上第一小

 6 市川 千晴(4) 小学   3,46.99  6 加藤 大雅(5) 小学   3,25.05 
ｲﾁｶﾜ ﾁﾊﾙ 佐久穂小 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 軽井沢A&AC

 7 上島 拓人(4) 小学   3,49.76  7 三石 勇太(6) 小学   3,27.68 
ｶﾐｼﾞﾏ ﾀｸﾄ 軽井沢中部小 ﾐﾂｲｼ ﾕｳﾀ 軽井沢A&AC

 8 金子 倖大(4) 小学   3,52.26  8 土屋 瑠獅亜(5)   3,29.83 
ｶﾈｺ  ｺｳﾀ T&F佐久平 ﾂﾁﾔ ﾙｼｱ ｺﾓﾛJEC

 9 今井 元希(5)   3,55.47  9 渡邊 敬之(6) 小学   3,29.90 
ｲﾏｲ ｹﾞﾝｷ 南牧南小 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 美南ｶﾞ丘小

10 五十嵐 史(4)   3,55.51 10 松本 叶夢(5) 小学   3,31.95 
ｲｶﾞﾗｼ ﾌﾋﾞﾄ 南牧南小 ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅﾑ 小海小

11 大工原 颯汰(5) 小学   3,56.22 11 中澤 光星(6)   3,33.02 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｿｳﾀ 切原小 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｾｲ あさまねSC

12 大木 優真(5) 小学   3,56.92 12 篠原 拓翔(6) 小学   3,34.36 
ｵｵｷﾞ ﾕｳﾏ 御代田南小 ｼﾉﾊﾗ ﾀｸﾄ 中込小

13 菊池 拓斗(6) 小学   3,56.92 13 田下 輝稀(5) 小学   3,34.81 
ｷｸﾁ  ﾀｸﾄ 南牧北小 ﾀｼﾀ  ｺｳｷ T&F佐久平

14 佐藤 陸翔 小学   3,57.23 14 鷹野 匠(6)   3,41.61 
ｻﾄｳ ﾘｸﾄ 佐久平浅間AC ﾀｶﾉ ﾀｸﾐ あさまねSC

15 斉藤 慶介(4) 小学   3,59.04 15 齋藤 音吹(5) 小学   3,42.21 
ｻｲﾄｳ ｹｲｽｹ 浅科AC ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
三本木 義将(6) 小学 16 小泉 楓侑(5) 小学   3,48.78 
ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞ ﾖｼﾏｻ 御代田北小 ｺｲｽﾞﾐ ﾌｳ 美南ｶﾞ丘小
粟井 泰蔵 小学 17 日向 耕佑(6) 小学   3,54.76 
ｱﾜｲ ﾀｲｿﾞｳ 佐久平浅間AC ﾋﾅﾀ ｺｳｽｹ 中込小

   1 市川 和英(6) 小学 T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ     3,15.68   2   1
   2 酒井 瞬(6) 小学 T&F佐久平     3,16.03   2   2
   3 福島 翔太(6) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,23.17   2   3
   4 塩川 晴也(5) ｺﾓﾛJEC     3,24.03   2   4
   5 由井 雛斗(6) 小学 川上第一小     3,24.04   2   5
   6 加藤 大雅(5) 小学 軽井沢A&AC     3,25.05   2   6
   7 三石 勇太(6) 小学 軽井沢A&AC     3,27.68   2   7
   8 土屋 瑠獅亜(5) ｺﾓﾛJEC     3,29.83   2   8
   9 渡邊 敬之(6) 小学 美南ｶﾞ丘小     3,29.90   2   9
  10 松本 叶夢(5) 小学 小海小     3,31.95   2  10
  11 中澤 光星(6) あさまねSC     3,33.02   2  11
  12 小髙 伶大(6) 小学 川上第一小     3,33.74   1   1
  13 篠原 拓翔(6) 小学 中込小     3,34.36   2  12
  14 田下 輝稀(5) 小学 T&F佐久平     3,34.81   2  13
  15 田中 壮詩朗(6) 小学 青沼小     3,36.33   1   2
  16 清水 颯太(5) 小学 浅科AC     3,37.52   1   3
  17 中原 龍太(5) 小学 南牧北小     3,37.53   1   4
  18 鷹野 匠(6) あさまねSC     3,41.61   2  14
  19 齋藤 音吹(5) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,42.21   2  15
  20 金森 柊弥(5) 小学 小海小     3,43.20   1   5
  21 市川 千晴(4) 小学 佐久穂小     3,46.99   1   6
  22 小泉 楓侑(5) 小学 美南ｶﾞ丘小     3,48.78   2  16
  23 上島 拓人(4) 小学 軽井沢中部小     3,49.76   1   7
  24 金子 倖大(4) 小学 T&F佐久平     3,52.26   1   8
  25 日向 耕佑(6) 小学 中込小     3,54.76   2  17
  26 今井 元希(5) 南牧南小     3,55.47   1   9
  27 五十嵐 史(4) 南牧南小     3,55.51   1  10
  28 大工原 颯汰(5) 小学 切原小     3,56.22   1  11
  29 大木 優真(5) 小学 御代田南小     3,56.92   1  12
  29 菊池 拓斗(6) 小学 南牧北小     3,56.92   1  13
  31 佐藤 陸翔 小学 佐久平浅間AC     3,57.23   1  14
  32 斉藤 慶介(4) 小学 浅科AC     3,59.04   1  15
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決勝 7月24日  8:50

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

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +1.5

 1 村上 鷹翔(6) 小学     16.90  1 古村 拓海(6) 小学     12.93 
ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾄ 軽井沢中部小 ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ 軽井沢A&AC

 2 横森 拓実(6)     18.19  2 安藤 海琴(6) 小学     14.13 
ﾖｺﾓﾘ ﾀｸﾐ 南牧南小 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｺﾄ 軽井沢A&AC

 3 津金 竜之輔(4) 小学     18.82  3 岡村 吏紗(6) 小学     15.27 
ﾂｶﾞﾈ  ﾘｭｳﾉｽｹ 南牧北小 ｵｶﾑﾗ ﾂｶｻ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 輿水 遥人(5)     19.18  4 手塚 嵐太(6) 小学     15.33 
ｺｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 南牧南小 ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 小林 怜太(5) 小学     19.48  5 井出 優哉(6) 小学     15.38 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾀ 切原小 ｲﾃﾞ ﾕｳﾔ 小海小

 6 菊池 謙太(6) 小学     20.42  6 深沼 貴人(6) 小学     17.64 
ｷｸﾁ  ｹﾝﾀ 南牧北小 ﾌｶﾇﾏ ﾀｶﾄ 切原小
中川 和哉(6) 小学  7 友野 笙太郎(6) 小学     17.98 
ﾅｶｶﾞﾜ ｶｽﾞﾔ 浅科AC ﾄﾓﾉ ｿｳﾀﾛｳ 佐久穂小

   1 古村 拓海(6) 小学 軽井沢A&AC     12.93 (+1.5)   2   1
   2 安藤 海琴(6) 小学 軽井沢A&AC     14.13 (+1.5)   2   2
   3 岡村 吏紗(6) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.27 (+1.5)   2   3
   4 手塚 嵐太(6) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.33 (+1.5)   2   4
   5 井出 優哉(6) 小学 小海小     15.38 (+1.5)   2   5
   6 村上 鷹翔(6) 小学 軽井沢中部小     16.90 (+1.4)   1   1
   7 深沼 貴人(6) 小学 切原小     17.64 (+1.5)   2   6
   8 友野 笙太郎(6) 小学 佐久穂小     17.98 (+1.5)   2   7
   9 横森 拓実(6) 南牧南小     18.19 (+1.4)   1   2
  10 津金 竜之輔(4) 小学 南牧北小     18.82 (+1.4)   1   3
  11 輿水 遥人(5) 南牧南小     19.18 (+1.4)   1   4
  12 小林 怜太(5) 小学 切原小     19.48 (+1.4)   1   5
  13 菊池 謙太(6) 小学 南牧北小     20.42 (+1.4)   1   6  166
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決勝 7月24日 13:05

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   4 南牧南小   153 吉澤 翔(6)   1,01.91  1   2 小海小(A)    90 井上 広聖(6)     57.34 

ﾐﾅﾐﾏｷﾐﾅﾐ ﾖｼｻﾞﾜ  ｼｮｳ ｺｳﾐｼｮｳA ｲﾉｳｴ ｺｳｾｲ
  156 神戸 佑斗(6)    99 鷹野 晴(6)

ｶﾝﾍﾞ ﾕｳﾄ ﾀｶﾉ ﾊﾙ
  157 湯浅 日向(6)    95 小池 叶宇(6)

ﾕｱｻ ﾋﾅﾀ ｺｲｹ ｶﾅｳ
  158 北澤 耀(6)    92 戸塚 伶皇(6)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾋｶﾙ ﾄﾂｶ ﾚｵ
 2   7 青沼小   104 高橋 凪瀬(5)   1,03.16  2   4 川上第一小   119 由井 雛斗(6)   1,00.25 

ｱｵﾇﾏｼｮｳ ﾀｶﾊｼ ﾅｷﾞｾ ｶﾜｶﾐﾀﾞｲｲﾁｼｮｳ ﾕｲ ﾋﾅﾄ
  107 土谷 峻平(6)   115 篠原 大哉(6)

ﾂﾁﾔ ｼｭﾝﾍﾟｲ ｼﾉﾊﾗ ﾀﾞｲﾔ
  106 田中 壮詩朗(6)   117 小髙 伶大(6)

ﾀﾅｶ ｿｳｼﾛｳ ｺﾀﾞｶ ﾚｲﾀ
  109 由井 翔貴(6)   118 由井 響(6)

ﾕｲ ｼｮｳｷ ﾕｲ ﾋﾋﾞｷ
 3   6 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)    68 齋藤 音吹(5)   1,03.23  3   5 浅科AC   124 市川 寛人(5)   1,00.37 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑB ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ ｱｻｼﾅｴｰｼｰ ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾄ
   63 土屋 聖瑛(5)   128 石井 俊太(5)

ﾂﾁﾔ ｾｲｱ ｲｼｲ ｼｭﾝﾀ
   66 福島 翔太(6)   125 蒔田 朝也(5)

ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ ﾏｷﾀ ﾄﾓﾔ
   58 岡村 吏紗(6)   122 佐藤 真稀(5)

ｵｶﾑﾗ ﾂｶｻ ｻﾄｳ ﾏｻｷ
 4   5 南牧北小(A)   177 髙見澤 祐生(5)   1,07.47  4   6 中込小(B)   142 北岡 颯(6)   1,00.54 

ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀｼｮｳA ﾀｶﾐｻﾜ  ﾕｳ ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳB ｷﾀｵｶ ｿｳ
  164 菊池 央輝(5)   145 柳澤 脩司(6)

ｷｸﾁ ｵｳｷ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｭｳｼﾞ
  163 井出 碧空(5)   134 篠原 辰弥(6)

ｲﾃﾞ  ｿﾗ ｼﾉﾊﾗ ﾀﾂﾔ
  168 菊池 拓斗(6)   141 武藤 凌馬(6)

ｷｸﾁ  ﾀｸﾄ ﾑﾄｳ ﾘｮｳﾏ
 5   2 切原小   111 小林 怜太(5)   1,08.37  5   7 あさまねSC    27 中澤 光星(6)   1,00.65 

ｷﾘﾊﾗｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾀ ｱｻﾏﾈSC ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｾｲ
  114 大工原 颯汰(5)    29 土屋 瑠獅亜(5)

ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｿｳﾀ ﾂﾁﾔ ﾙｼｱ
  113 須藤 巧(5)    25 塩川 晴也(5)

ｽﾄﾞｳ  ﾀｸﾐ ｼｵｶﾜ ｾｲﾔ
  112 深沼 貴人(6)    24 伊藤 壮一郎(5)

ﾌｶﾇﾏ ﾀｶﾄ ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ
 6   3 南牧北小(B)   173 津金 士文(5)   1,09.78  6   8 小海小(B)    97 松本 叶夢(5)   1,02.19 

ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀｼｮｳB ﾂｶﾞﾈ  ｼﾓﾝ ｺｳﾐｼｮｳB ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅﾑ
  167 菊池 仁貴(5)    89 井出 優哉(6)

ｷｸﾁ  ﾖｼｷ ｲﾃﾞ ﾕｳﾔ
  162 井出 秋也(5)    91 金森 柊弥(5)

ｲﾃﾞ  ｼｭｳﾔ ｶﾅﾓﾘ ｼｭｳﾔ
  172 中嶋 大翔(5)    98 新津 翔太(6)

ﾅｶｼﾞﾏ  ﾋﾛﾄ ﾆｲﾂ ｼｮｳﾀ
  8 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)    59 岡田 陸(6)  7   3 佐久平浅間AC    70 金 棟鎬(5)   1,02.38 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑA ｵｶﾀ ﾞﾘｸ 失格 ｻｸﾀﾞｲﾗｱｻﾏｴｰｼｰ ｷﾑ ﾄﾞﾝﾎ
   60 菊地 祐吾(6)    73 山口 智也(5)

ｷｸﾁ ﾕｳｺﾞ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ
   61 手塚 嵐太(6)    75 内藤 煌也

ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ ﾅｲﾄｳ ｺｳﾔ
   65 南澤 爽太(6)    72 三浦 春樹

ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ ﾐｳﾗ ﾊﾙｷ

小共通男子

４×１００ｍＲ

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 中込小(A)   132 山崎 晃平(6)     56.71 

ﾅｶｺﾞﾐｼｮｳA ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾍｲ
  131 磯貝 颯太(6)

ｲｿｶﾞｲ ﾊﾔﾀ
  146 髙畑 良太(5)

ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ
  144 柳沢 隼士(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾔﾄ
 2   4 軽井沢A&AC    42 大木 咲翔(5)     56.86 

ｶﾙｲｻﾞﾜｴｰｱﾝﾄﾞｴｰｼｰ ｵｵｷ ｻｷﾄ
   38 古村 拓海(6)

ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ
   39 坂田 諒真(5)

ｻｶﾀ ﾘｮｳﾏ
   35 安藤 海琴(6)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｺﾄ
 3   5 望月AC   184 寺島 恒輔(6)     56.95 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ
  186 小林 碧空(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ
  183 山浦 雅斗(5)

ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ
  182 佐々木 隆之介(5)

ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
 4   6 T&F佐久平    15 足立 晃悠(6)     56.97 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ｱﾀﾞﾁ  ﾃﾙﾁｶ
   21 木村 伊吹(6)

ｷﾑﾗ  ｲﾌﾞｷ
   13 酒井 瞬(6)

ｻｶｲ  ｼｭﾝ
   16 大工原 光成(6)

ﾀﾞｲｸﾊﾗ  ｺｳｾｲ
 5   3 佐久穂小    87 友野 笙太郎(6)     58.52 

ｻｸﾎｼｮｳ ﾄﾓﾉ ｿｳﾀﾛｳ
   80 井出 凌平(6)

ｲﾃﾞ ﾘｮｳﾍｲ
   83 今井 晴大(6)

ｲﾏｲ ﾊﾙﾄ
   84 市川 克大(6)

ｲﾁｶﾜ ｶﾂﾋﾛ
 6   2 T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ     7 坪井 泰生(6)   1,00.55 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸｼﾞｭ ﾂﾎﾞｲ  ﾀｲｾｲ
    3 菊池 優介(5)

ｷｸﾁ  ﾕｳｽｹ
    5 小林 一成(6)

ｺﾊﾞﾔｼ  ｲｯｾｲ
    4 市川 和英(6)

ｲﾁｶﾜ  ｶｽﾞﾋﾃﾞ

   1 中込小(A)     56.71 山崎 晃平(6) 磯貝 颯太(6) 髙畑 良太(5) 柳沢 隼士(6)   3   1
   2 軽井沢A&AC     56.86 大木 咲翔(5) 古村 拓海(6) 坂田 諒真(5) 安藤 海琴(6)   3   2
   3 望月AC     56.95 寺島 恒輔(6) 小林 碧空(5) 山浦 雅斗(5) 佐々木 隆之介(5   3   3
   4 T&F佐久平     56.97 足立 晃悠(6) 木村 伊吹(6) 酒井 瞬(6) 大工原 光成(6)   3   4
   5 小海小(A)     57.34 井上 広聖(6) 鷹野 晴(6) 小池 叶宇(6) 戸塚 伶皇(6)   2   1
   6 佐久穂小     58.52 友野 笙太郎(6) 井出 凌平(6) 今井 晴大(6) 市川 克大(6)   3   5
   7 川上第一小   1,00.25 由井 雛斗(6) 篠原 大哉(6) 小髙 伶大(6) 由井 響(6)   2   2
   8 浅科AC   1,00.37 市川 寛人(5) 石井 俊太(5) 蒔田 朝也(5) 佐藤 真稀(5)   2   3
   9 中込小(B)   1,00.54 北岡 颯(6) 柳澤 脩司(6) 篠原 辰弥(6) 武藤 凌馬(6)   2   4
  10 T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ   1,00.55 坪井 泰生(6) 菊池 優介(5) 小林 一成(6) 市川 和英(6)   3   6
  11 あさまねSC   1,00.65 中澤 光星(6) 土屋 瑠獅亜(5) 塩川 晴也(5) 伊藤 壮一郎(5)   2   5
  12 南牧南小   1,01.91 吉澤 翔(6) 神戸 佑斗(6) 湯浅 日向(6) 北澤 耀(6)   1   1
  13 小海小(B)   1,02.19 松本 叶夢(5) 井出 優哉(6) 金森 柊弥(5) 新津 翔太(6)   2   6
  14 佐久平浅間AC   1,02.38 金 棟鎬(5) 山口 智也(5) 内藤 煌也 三浦 春樹   2   7
  15 青沼小   1,03.16 高橋 凪瀬(5) 土谷 峻平(6) 田中 壮詩朗(6) 由井 翔貴(6)   1   2
  16 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)   1,03.23 齋藤 音吹(5) 土屋 聖瑛(5) 福島 翔太(6) 岡村 吏紗(6)   1   3
  17 南牧北小(A)   1,07.47 髙見澤 祐生(5) 菊池 央輝(5) 井出 碧空(5) 菊池 拓斗(6)   1   4
  18 切原小   1,08.37 小林 怜太(5) 大工原 颯汰(5) 須藤 巧(5) 深沼 貴人(6)   1   5
  19 南牧北小(B)   1,09.78 津金 士文(5) 菊池 仁貴(5) 井出 秋也(5) 中嶋 大翔(5)   1   6

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

タイムレース

順位 所属名

小共通男子

４×１００ｍＲ



予選 7月24日 10:30
決勝 7月24日 14:05

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

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +0.8

 1 由井 響(6) 小学     13.81 q  1 柳沢 隼士(6) 小学     13.04 q
ﾕｲ ﾋﾋﾞｷ 川上第一小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾔﾄ 中込小

 2 戸塚 伶皇(6) 小学     14.64 q  2 市川 克大(6) 小学     14.45 q
ﾄﾂｶ ﾚｵ 小海小 ｲﾁｶﾜ ｶﾂﾋﾛ 佐久穂小

 3 佐藤 颯真(6) 小学     14.90 q  3 木内 心大(6) 小学     14.84 q
ｻﾄｳ ｿｳﾏ 岸野小 ｷｳﾁ ｺｺﾛ 佐久平浅間小

 4 土谷 峻平(6) 小学     14.92  4 足立 晃悠(6) 小学     15.07 
ﾂﾁﾔ ｼｭﾝﾍﾟｲ 青沼小 ｱﾀﾞﾁ  ﾃﾙﾁｶ T&F佐久平

 5 久保 亜由夢(6)     14.93  5 井出 柊野(6)     15.30 
ｸﾎﾞ ｱﾕﾑ 野沢小 ｲﾃﾞ ﾄｳﾔ 田口小

 6 北澤 耀(6)     15.27  6 三石 脩(6) 小学     15.34 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋｶﾙ 南牧南小 ﾐﾂｲｼ ｼｭｳ 青沼小

 7 加藤 颯人(6) 小学     16.13  7 小林 一成(6) 小学     15.76 
ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 軽井沢中部小 ｺﾊﾞﾔｼ  ｲｯｾｲ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ
篠原 令磨(6) 小学  8 吉澤 翔(6)     15.87 
ｼﾉﾊﾗ ﾘｮｳﾏ 軽井沢A&AC ﾖｼｻﾞﾜ  ｼｮｳ 南牧南小

[ 3組] 風速 +0.9

 1 菊地 祐吾(6) 小学     14.43 q
ｷｸﾁ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 新津 翔太(6) 小学     14.79 q
ﾆｲﾂ ｼｮｳﾀ 小海小

 3 藤原 陸生(6) 小学     15.18 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｷ 佐久平浅間小

 4 臼田 俊豪(6)     15.30 
ｳｽﾀﾞ ｼｭﾝｺﾞ 田口小

 5 山本 航平(6) 小学     15.92 
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳﾍｲ 軽井沢中部小

 6 田中 颯(6) 小学     16.24 
ﾀﾅｶ ﾊﾔﾄ 小諸東小

 7 山崎 晃平(6) 小学     16.50 
ﾔﾏｻﾞｷ ｺｳﾍｲ 中込小

風速 -4.2

 1 柳沢 隼士(6) 小学     13.69 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾔﾄ 中込小

 2 由井 響(6) 小学     14.55 
ﾕｲ ﾋﾋﾞｷ 川上第一小

 3 市川 克大(6) 小学     15.20 
ｲﾁｶﾜ ｶﾂﾋﾛ 佐久穂小

 4 菊地 祐吾(6) 小学     15.27 
ｷｸﾁ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 木内 心大(6) 小学     15.44 
ｷｳﾁ ｺｺﾛ 佐久平浅間小

 6 戸塚 伶皇(6) 小学     15.46 
ﾄﾂｶ ﾚｵ 小海小

 7 佐藤 颯真(6) 小学     15.72 
ｻﾄｳ ｿｳﾏ 岸野小

 8 新津 翔太(6) 小学     15.76 
ﾆｲﾂ ｼｮｳﾀ 小海小
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順 ﾚｰﾝ



決勝 7月24日 12:00

県小新               5.47
大会新               4.73

南澤 爽太(6) 小学   4.91   4.80   4.72    4.91 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +0.2   -0.7   -1.3    +0.2
岡田 陸(6) 小学   4.37    X   4.51    4.51 
ｵｶﾀ ﾞﾘｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +0.9   +0.6    +0.6
木村 伊吹(6) 小学   4.47   3.98   4.26    4.47 
ｷﾑﾗ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久平   +0.5   -1.2   +1.9    +0.5
篠原 辰弥(6) 小学   4.10   3.86   3.19    4.10 
ｼﾉﾊﾗ ﾀﾂﾔ 中込小   +1.9   -0.4   +2.1    +1.9
寺島 恒輔(6) 小学   4.08   3.99    X    4.08 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 望月AC   -0.2   -0.9    -0.2
小沼 蒼空(6) 小学   3.71   3.63   3.89    3.89 
ｵﾇﾏ ｿﾗ 中込小   +2.1   -0.4   -1.2    -1.2
大工原 光成(6) 小学    X   2.75   3.81    3.81 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ  ｺｳｾｲ T&F佐久平   -0.8   +0.3    +0.3
矢嶋 虹太(6) 小学   3.60    X    X    3.60 
ﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀ 望月AC   +2.5    +2.5
井出 寛人(6) 小学   3.58   3.57   3.59    3.59 
ｲﾃﾞ  ｶﾝﾄ 南牧北小   +1.1   -0.3   +0.8    +0.8
篠原 大哉(6) 小学   3.52    X   3.02    3.52 
ｼﾉﾊﾗ ﾀﾞｲﾔ 川上第一小   +1.7   -0.6    +1.7
井上 広聖(6) 小学   3.47   3.41   3.40    3.47 
ｲﾉｳｴ ｺｳｾｲ 小海小   +1.1   -1.8   +1.1    +1.1
竹花 亮哉(6) 小学   3.43   2.81    X    3.43 
ﾀｹﾊﾅ ﾘｮｳﾔ 望月小   +0.8   +0.2    +0.8
坪井 泰生(6) 小学   3.26   3.38   3.31    3.38 
ﾂﾎﾞｲ  ﾀｲｾｲ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ   +1.6   +0.7   +0.7    +0.7
湯本 滋(6) 小学   3.14   3.07   2.96    3.14 
ﾕﾓﾄ ｼｹﾞﾙ 小諸東小   +0.8   -0.5   -1.9    +0.8
由井 翔貴(6) 小学   3.13   3.07    X    3.13 
ﾕｲ ｼｮｳｷ 青沼小   +0.9   +0.5    +0.9
井出 幸大(6) 小学   2.54   2.24   2.14    2.54 
ｲﾃﾞ ｺｳﾀﾞｲ 南牧北小   +1.6   +1.0   -1.2    +1.6
新井 隆慈(6) 小学 欠場
ｱﾗｲ ﾘｭｳｼﾞ 岸野小
小林 匠(6) 小学 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾐ 岸野小
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予選 7月24日 10:15
決勝 7月24日 14:00

県小新(KR)          12.27
大会新(GR)          14.27

[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 +0.4

 1 永井 龍斗(5) 小学     14.65 q  1 伊藤 壮一郎(5)     14.34 q
ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳﾄ 野岸小 ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ あさまねSC

 2 大木 咲翔(5) 小学     15.20 q  2 小野澤 志衣敏(5) 小学     15.07 q
ｵｵｷ ｻｷﾄ 軽井沢A&AC ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾋﾞﾝ 水明AC

 3 佐藤 真稀(5) 小学     15.56  3 坂田 諒真(5) 小学     15.55 
ｻﾄｳ ﾏｻｷ 浅科AC ｻｶﾀ ﾘｮｳﾏ 軽井沢A&AC

 4 内藤 煌也 小学     16.08  4 小山 翔平(5) 小学     15.76 
ﾅｲﾄｳ ｺｳﾔ 佐久平浅間AC ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 望月AC

 5 小林 珀琢(5) 小学     16.16  5 髙見澤 祐生(5) 小学     15.76 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾊｸ T&F佐久平 ﾀｶﾐｻﾜ  ﾕｳ 南牧北小

 6 木内 遊海(5) 小学     16.48  6 高橋 凪瀬(5) 小学     16.10 
ｷｳﾁ ﾕｶｲ 中込小 ﾀｶﾊｼ ﾅｷﾞｾ 青沼小

 7 吉田 充輝(5) 小学     16.76  7 須藤 巧(5) 小学     16.11 
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｷ 佐久穂小 ｽﾄﾞｳ  ﾀｸﾐ 切原小

 8 菊池 央輝(5) 小学     17.01 
ｷｸﾁ ｵｳｷ 南牧北小

[ 3組] 風速 +2.6 [ 4組] 風速 +2.0

 1 石井 俊太(5) 小学     14.41 q  1 佐々木 隆之介(5) 小学     14.56 q
ｲｼｲ ｼｭﾝﾀ 浅科AC ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 望月AC

 2 山浦 悠大(5) 小学     15.32  2 百瀬 裕吏(5) 小学     15.03 q
ﾔﾏｳﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 野岸小 ﾓﾓｾ  ﾕｳﾘ T&F佐久平

 3 中山 雄心(5) 小学     15.73  3 髙畑 良太(5) 小学     15.06 q
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｼ 御代田北小 ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 中込小

 4 井出 博人(5) 小学     15.86  4 三浦 春樹 小学     15.75 
ｲﾃﾞ  ﾋﾛﾄ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ ﾐｳﾗ ﾊﾙｷ 佐久平浅間AC

 5 荻原 楓万(5) 小学     16.13  5 中山 瑛生(5) 小学     16.14 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾌｳﾏ 水明AC ﾅｶﾔﾏ  ｴｲｷ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ

 6 土屋 聖瑛(5) 小学     16.86  6 渡邊 寛也(5) 小学     16.18 
ﾂﾁﾔ ｾｲｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾔ 美南ｶﾞ丘小

 7 岡本 真(5)     16.95  7 中嶋 修介(5) 小学     16.21 
ｵｶﾓﾄ ｼﾝ 南牧南小 ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｳｽｹ 軽井沢東部小

風速 -5.5

 1 伊藤 壮一郎(5)     15.33 
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ あさまねSC

 2 佐々木 隆之介(5) 小学     15.49 
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 望月AC

 3 石井 俊太(5) 小学     15.68 
ｲｼｲ ｼｭﾝﾀ 浅科AC

 4 永井 龍斗(5) 小学     15.87 
ﾅｶﾞｲ ﾘｭｳﾄ 野岸小

 5 髙畑 良太(5) 小学     16.12 
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 中込小

 6 百瀬 裕吏(5) 小学     16.18 
ﾓﾓｾ  ﾕｳﾘ T&F佐久平

 7 小野澤 志衣敏(5) 小学     16.19 
ｵﾉｻﾞﾜ ｼｪﾋﾞﾝ 水明AC

 8 大木 咲翔(5) 小学     16.42 
ｵｵｷ ｻｷﾄ 軽井沢A&AC
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決勝 7月24日 10:30

県小新               5.47
大会新               4.14

小林 碧空(5) 小学    X   4.12   4.02    4.12 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月AC   +0.6   +2.0    +0.6
菊池 優介(5) 小学   3.88   3.71    X    3.88 
ｷｸﾁ  ﾕｳｽｹ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ   +2.0   +0.5    +2.0
山浦 雅斗(5) 小学   3.62   3.76   3.61    3.76 
ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 望月AC   +1.1   +2.0   +2.2    +2.0
櫻井 絢悠(5) 小学   3.38   3.52   3.55    3.55 
ｻｸﾗｲ  ｹﾝﾕｳ T&F佐久平   +0.7   +0.9   +2.1    +2.1
馬場 翔大(5) 小学   3.40   3.54   3.38    3.54 
ﾊﾞﾊﾞ ｼｮｳﾀ 野岸小   +0.4   +2.1   +1.9    +2.1
森泉 大和(5) 小学   3.42   3.46   3.35    3.46 
ﾓﾘｲｽﾞﾐ ﾔﾏﾄ 中込小    0.0   +1.1   +1.4    +1.1
尾高 健介(5) 小学   3.21   3.13   3.30    3.30 
ｵﾀﾞｶ ｹﾝｽｹ 中込小   +0.8   +0.5   +1.9    +1.9
片井 錬仁(5) 小学   3.20   3.24   3.15    3.24 
ｶﾀｲ  ﾚﾝﾄ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ   +0.3   +0.7   +1.3    +0.7
柳澤 透偉(5) 小学   3.05   2.80   2.65    3.05 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾄｳｲ T&F佐久平   +0.8   +0.1   -0.1    +0.8
髙見澤 秀斗(5) 小学   2.71   2.79   2.61    2.79 
ﾀｶﾐｻﾜ  ｼｭｳﾄ 南牧北小   +0.4   +0.2   +0.3    +0.2
榊 夏惟(5) 小学   2.50   2.47   2.60    2.60 
ｻｶｷ ｶｲ 南相木小   +0.5    0.0   +0.3    +0.3
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予選 7月24日  9:55
決勝 7月24日 13:55

県小新(KR)          12.27
大会新(GR)          15.28

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 +2.3

 1 土屋 太木(4) 小学     16.23  1 青木 陸登(4) 小学     15.21 q
ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｱｵｷ ﾘｸﾄ 中込小

 2 山浦 弦(4) 小学     16.48  2 竹内 睦喜(4) 小学     15.30 q
ﾔﾏｳﾗ ﾕｽﾞﾙ 浅科AC ﾀｹｳﾁ  ﾄﾓｷ T&F佐久平

 3 土屋 春喜(4) 小学     16.54  3 工藤 優真(4)     15.34 q
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ 中込小 ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 野沢小

 4 土屋 海里(4)     16.60  4 内堀 翔太郎(4) 小学     16.95 
ﾂﾁﾔ ｶｲﾘ あさまねSC ｳﾁﾎﾞﾘ ｼｮｳﾀﾛｳ 御代田北小

 5 小池 晴琉(4) 小学     16.74  5 篠原 汐翔(4) 小学     17.04 
ｺｲｹ ﾊﾙ 小海小 ｼﾉﾊﾗ  ﾅｷﾞﾄ 切原小

 6 小林 徠希(4) 小学     16.90  6 市川 尋斗 小学     17.30 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾗｲｷ 佐久平浅間小 ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾄ 佐久平浅間AC

 7 小林 駿介(4) 小学     17.38  7 佐藤 地恩(4)     17.34 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝｽｹ 御代田南AC ｻﾄｳ ｼﾞｵﾝ 田口小

 8 丸山 桔平(4) 小学     17.41  8 曽我 京矢(4) 小学     17.51 
ﾏﾙﾔﾏ  ｷｯﾍﾟｲ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ ｿｶﾞ ｷｮｳﾔ 佐久平浅間小

[ 3組] 風速 +2.1 [ 4組] 風速 +1.5

 1 平林 凌大(4) 小学     15.57 q  1 柳澤 音弥(4) 小学     15.88 q
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ  ﾘｮｳﾀ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｵﾄﾔ 水明AC

 2 岡部 光樹(4) 小学     15.92 q  2 山口 大和(4) 小学     16.10 q
ｵｶﾍﾞ ｺｳｷ 佐久穂小 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ 御代田北小

 3 山本 祐弥(4) 小学     15.93 q  3 小須田 佳祐(4) 小学     16.15 
ﾔﾏﾓﾄ  ﾕｳﾔ T&F佐久平 ｺｽﾀﾞ ｹｲｽｹ 佐久穂小

 4 土谷 泰蔵(4) 小学     16.40  4 輿石 絆(4) 小学     16.36 
ﾂﾁﾔ ﾀｲｿﾞｳ 青沼小 ｺｼｲｼ  ｷｽﾞﾅ 南牧北小

 5 雨宮 伊吹(4) 小学     17.01  5 井出 康成(4) 小学     17.05 
ｱﾒﾐﾔ ｲﾌﾞｷ 軽井沢A&AC ｲﾃﾞ ｺｳｾｲ 小海小

 6 由井 聖(4) 小学     18.08  6 山本 竜生(4) 小学     17.14 
ﾕｲ ﾋｼﾞﾘ 川上第一小 ﾔﾏﾓﾄ ﾘｭｳｾｲ 軽井沢中部小

 7 木戸 大李(4) 小学     18.74  7 関野 佑平(4) 小学     17.61 
ｷﾄﾞ ﾀﾞｲﾘ 御代田南AC ｾｷﾉ ﾕｳﾍｲ 軽井沢東部小

 8 菊池 義紳(4) 小学     20.40 
ｷｸﾁ  ｷﾞｼﾝ 南牧北小

風速 -3.5

 1 竹内 睦喜(4) 小学     16.13 
ﾀｹｳﾁ  ﾄﾓｷ T&F佐久平

 2 青木 陸登(4) 小学     16.19 
ｱｵｷ ﾘｸﾄ 中込小

 3 工藤 優真(4)     16.41 
ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 野沢小

 4 柳澤 音弥(4) 小学     16.84 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｵﾄﾔ 水明AC

 5 山口 大和(4) 小学     17.05 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ 御代田北小

 6 平林 凌大(4) 小学     17.08 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ  ﾘｮｳﾀ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ

 7 山本 祐弥(4) 小学     17.11 
ﾔﾏﾓﾄ  ﾕｳﾔ T&F佐久平

 8 岡部 光樹(4) 小学     17.51 
ｵｶﾍﾞ ｺｳｷ 佐久穂小
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決勝 7月24日  9:00

県小新               5.47
大会新               3.72

大草 芽生(4) 小学   2.65   3.55   3.77    3.77 
ｵｵｸｻ ｲﾌﾞｷ 望月AC   +1.1   +0.4   +1.6    +1.6
木内 光波(4) 小学    X   3.52   3.47    3.52 
ｷｳﾁ ｺｳﾊ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +0.1   +1.6    +0.1
金澤 歩夢(4) 小学    X   3.17   2.66    3.17 
ｶﾅｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 水明AC   +0.5   +1.1    +0.5
馬場 大晴(4) 小学   2.57   2.28   2.87    2.87 
ﾊﾞﾊﾞ ﾀｲｾｲ 御代田南AC   -0.1   +1.2   +1.6    +1.6
上倉 佳生(4) 小学   2.71   2.86   2.75    2.86 
ｶﾐｸﾗ ｶｲ 美南ｶﾞ丘小   +0.2   +0.8   +1.0    +0.8
磯貝 大智(4) 小学   2.56   2.57   2.85    2.85 
ｲｿｶﾞｲ ﾀﾞｲﾁ 中込小   -0.2   -0.1   +0.4    +0.4
篠原 航士(4) 小学   2.47   2.52   2.70    2.70 
ｼﾉﾊﾗ ｺｳｼ 小海小   +0.9   +1.3   +1.4    +1.4
黒澤 慎吾(4) 小学    X   2.67    X    2.67 
ｸﾛｻﾜ ｼﾝｺﾞ 小海小   +1.1    +1.1
吉澤 悠人(4) 小学   2.66   2.54    X    2.66 
ﾖｼｻﾞﾜ  ﾕｳﾄ 南牧北小   -0.3   +1.1    -0.3
田中 紫月(4) 小学   2.55    X   2.65    2.65 
ﾀﾅｶ  ｼﾂﾞｷ T&F佐久平   +0.7   +0.2    +0.2
菊池 亮汰(4) 小学    X    X    X
ｷｸﾁ  ﾘｮｳﾀ 南牧北小
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決勝 7月24日 11:50

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +1.7

 1 前田　俊一(5)     14.44  1 田中　淳(5)     12.63 
ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝｲﾁ 佐久マスターズ ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 佐久マスターズ

 2 宇羽野　弘(5)     14.44  2 佐野　浩二(5)     12.85 
ｳﾊﾞﾉ ﾋﾛﾑ 佐久マスターズ ｻﾉ ｺｳｼﾞ 佐久マスターズ

 3 小宮山　一美(6)     15.56  3 天沼　昭彦(7)     14.31 
ｺﾐﾔﾏ ｶｽﾞﾐ 佐久マスターズ ｱﾏﾇﾏ ｱｷﾋｺ 佐久マスターズ

 4 石塚　一義(8)     17.85 松澤　洋(5)
ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ 佐久マスターズ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 佐久マスターズ

 5 清水　貞夫(7)     18.14 小林　等(4)
ｼﾐｽﾞ ｻﾀﾞｵ 佐久マスターズ ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾄｼ 佐久マスターズ
橋本　清(8)
ﾊｼﾓﾄ ｷﾖｼ 佐久マスターズ

決勝 7月24日 13:30

 1 田中　淳(5)   1,00.98 
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 佐久マスターズ

 2 石塚　一義(8)   1,41.02 
ｲｼｶﾜ ｶｽﾞﾖｼ 佐久マスターズ
橋本　清(8)
ﾊｼﾓﾄ ｷﾖｼ 佐久マスターズ

決勝 7月24日 12:46

 1 保科　清(6)   6,08.39 
ﾎｼﾅ ｷﾖｼ 佐久マスターズ

決勝 7月24日 10:00

加藤　則行(5) 欠場
ｶﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 佐久マスターズ

決勝 7月24日 13:30

加藤　則行(5) 欠場
ｶﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 佐久マスターズ
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

1m55 1m60順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m30 1m65 1m67 記録 備考1m35 1m40 1m45 1m50

3   215
欠場

2   216
欠場

5   221

4   213

6   222
氏  名 所属名 記録／備考

5   212
途中棄権

4   218

  219

6   214

3   210

7

2   220
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

マスターズ男子

１００ｍ
決勝

順 ﾚｰﾝ No.



決勝 7月24日 11:30

堀内　正美(8)
ﾎﾘｳﾁ ﾏｻﾐ 佐久マスターズ

決勝 7月24日 10:15

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

決勝 7月24日 13:00

森　憲之(5) 大会新
ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ 佐久マスターズ
松澤　洋(5) 大会新
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 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 ﾋﾛﾑ 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

26.30  26.30 

29.21 29.21  29.21 

5 3   226
  O   X

34.50

26.30

34.50  34.50 

4 5   210
29.21 29.21

  O   O  37.94 

3 1   223
  X 34.50

39.37   O  39.37 

2 4   216
  O 37.94

-4- -5- -6- 記録 備考
1 2   217

  O   O

やり投
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

10.24   O  10.24 

マスターズ男子

  X   X  23.71 

3 2   225
  O 10.24

29.81   X  29.81 

2 3   226
23.71   X

-4- -5- -6- 記録 備考
1 1   223

  X   O

円盤投
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

  -   -   -   -   4.70 

マスターズ男子

-4- -5- -6- 記録 備考
1 1   225

 4.70  4.34

砲丸投
決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

マスターズ男子
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