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

5/13 1500m 決 3分59秒86 名取　燎太 男 佐久長聖 4分03秒28

5/13 1500m 決 4分00秒25 松崎  咲人 男 佐久長聖 〃

5/13 400m 決 58秒26 渡辺 恵衣 女 岩村田 58秒35

5/13 400m 決 49秒17 松崎 文弥 男 佐久長聖 49秒18

5/14 砲丸投 決 12ｍ19 荻原 　翼 男 佐久平総合  11ｍ48

5/14 3000mSC 決 9分27秒67 西村 涼太 男 上田西 9'35"15

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

5月13日（金） １０：００ 晴れ 南東 ３．７ ２２．５ ４７．０

１１：００ 晴れ 南東 ３．０ ２４．０ ４６．０

１２：００ 晴れ 南東 ３．４ ２４．５ ４６．０

１３：００ 晴れ 南東 ３．２ ２５．０ ４７．０

１４：００ 晴れ 東 ２．７ ２４．５ ４６．０

１５：００ 晴れ 東 ３．７ ２４．５ ４６．０

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

5月14日（土） １０：００ 晴れ 北西 １．５ ２２．５ ４８．０

１１：００ 晴れ 北 １．５ ２４．０ ４６．０

１２：００ 晴れ 東 ２．４ ２４．０ ４６．０

１３：００ 晴れ 南東 ２．２ ２４．５ ４７．０

１４：００ 晴れ 南 ２．５ ２４．５ ４７．０

１５：００ 晴れ 東 １．８ ２３．５ ４５．０

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

5月15日（日） １０：００ 晴れ 東 ２．５ １９．５ ５６．０

１１：００ 晴れ 東南東 ４．８ ２０．０ ５６．０

１２：００ 晴れ 東 ４．７ ２０．５ ５３．０

１３：００ 晴れ 東北東 ５．１ ２１．０ ５３．０

１４：００ 晴れ 北東 ４．５ ２１．５ ５０．０



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
05/14 男子  -0.3 松崎 文弥(3) 11.21 伊藤 司能(2) 11.29 清水 隆哉(2) 11.33 花里 翼(3) 11.39 牛山 陽太(2) 11.42 増田 凌(3) 11.63 寺島 僚(3) 11.67 町田 郁惟(3) 12.07

１００ｍ 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･上田 高校･上田
05/15  -5.7 松崎 文弥(3) 22.86 清水 隆哉(2) 23.17 伊藤 司能(2) 23.31 中澤 晴起(2) 23.33 町田 郁惟(3) 24.14 牛山 陽太(2) 24.30 三浦 央司(2) 24.58 森村 一真(2) 24.84

２００ｍ 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･小諸 高校･小諸 高校･上田 高校･佐久長聖 高校･野沢北 高校･丸子修学館
05/13 松崎 文弥(3) 49.17 花里 翼(3) 49.92 増田 凌(3) 50.19 三浦 央司(2) 50.63 中澤 晴起(2) 51.55 平田 宗一郎(3) 52.12 山口 諒偲(2) 52.73 宮澤 俊太(2) 54.51

４００ｍ 高校･佐久長聖 GR 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･野沢北 高校･小諸 高校･上田 高校･上田東 高校･上田西
05/14 花里 翼(3) 1,59.75 笹沢 広夢(3) 2,00.76 笠原 渓介(3) 2,01.79 宮下 輝一(2) 2,03.35 堀内 魁斗(2) 2,04.51 小林 諒也(3) 2,04.54 中山 智顕(3) 2,04.84 林 智哉(3) 2,05.32

８００ｍ 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･上田 高校･上田染谷丘 高校･佐久平総合 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･野沢北
05/13 名取 燎太(3) 3,59.86 松崎 咲人(1) 4,00.25 長谷川 潤(2) 4,06.18 児玉 天晴(3) 4,07.24 甘利 大祐(2) 4,12.23 宮下 輝一(2) 4,12.31 北村 翼(2) 4,16.39 岩野 純人(3) 4,25.98

１５００ｍ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･上田西 高校･上田西 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘 高校･佐久平総合
05/15 名取 燎太(3) 15,13.61 西村 涼太(3) 15,21.53 児玉 天晴(3) 15,29.41 甘利 大祐(2) 15,37.23 相馬 崇史(3) 15,44.73 北村 翼(2) 15,50.50 中谷 雄飛(2) 16,00.85 宮下 輝一(2) 16,23.44

５０００ｍ 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･上田西 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘
05/13  -2.0 坂根 遼汰郎(2) 16.29 坂田 涼輔(3) 16.86 藤ヶ崎 半平太(3) 17.48 岡村 州紘(1) 17.83 野原 尚貴(3) 18.21 栁澤 陸(3) 19.10 小林 拓真(3) 20.56 常田 紀幸(2) 21.02

１１０ｍＨ 高校･野沢北 高校･佐久長聖 高校･野沢北 高校･岩村田 高校･上田 高校･小諸 高校･上田東 高校･佐久長聖
05/14 中澤 晴起(2) 56.56 山口 智也(3) 56.95 坂根 遼汰郎(2) 58.45 武藤 雅哉(3) 58.71 野原 尚貴(3) 59.52 須藤 謙太(2) 1,00.96 岡村 州紘(1) 1,01.75 栁澤 陸(3) 1,02.62

４００ｍＨ 高校･小諸 高校･岩村田 高校･野沢北 高校･野沢北 高校･上田 高校･上田 高校･岩村田 高校･小諸
05/14 西村 涼太(3) 9,27.67 山本 嵐(2) 9,42.48 長谷川 潤(2) 9,46.33 大澤 智樹(3) 10,12.61 笹澤 健司(2) 10,23.48 岩野 純人(3) 11,04.21 有賀 聡一朗(3) 11,05.09 木次 航太(1) 11,18.53

３０００ｍＳＣ 高校･上田西 GR 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･佐久平総合 高校･上田染谷丘 高校･岩村田
05/15 青山 夏樹(3) 23,46.12 小野 勝汰(2) 27,45.10 小金澤 勇貴(1) 31,05.13 横井 駿太(2) 33,46.79

５０００ｍＷ 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･佐久平総合 高校･丸子修学館
05/14 内村 海斗(2) 1.80 横井 駿太(2) 1.75 遠山 舜也(1) 1.70 中川 輝(2) 1.60 大塚 海仁(1) 1.55 清水 南雄人(2) 高校･佐久平総合 1.50

走高跳 高校･上田西 高校･丸子修学館 高校･岩村田 高校･野沢北 高校･丸子修学館 高見沢 草太(3) 高校･岩村田
藤ヶ崎 半平太(3 高校･野沢北

05/13 須崎 修二(2) 7.03(+3.4) 土屋  巧(3) 6.44(+5.1) 神田 優人(3) 6.41(+4.5) 山浦 渓斗(1) 6.39(+3.8) 梅田 隼人(2) 6.27(+5.4) 山口 智也(3) 6.12(+3.5) 宮澤 俊太(2) 6.06(+2.5) 伊藤 司能(2) 5.93(+3.4)
走幅跳 高校･上田 高校･野沢北 高校･岩村田 高校･小諸 高校･佐久平総合 高校･岩村田 高校･上田西 高校･小諸

05/15 須崎 修二(2) 14.32(+4.0) 土屋  巧(3) 12.98(+5.3) 山口 諒偲(2) 12.40(+3.4) 丸山 竜輝(3) 12.32(+4.6) 上野 樹(3) 12.11(+4.6) 神田 優人(3) 12.04(+3.6) 小林 舜(3) 11.93(+5.2) 内村 海斗(2) 11.25(+4.0)
三段跳 高校･上田 高校･野沢北 高校･上田東 高校･上田千曲 高校･野沢南 高校･岩村田 高校･野沢南 高校･上田西

05/14 荻原 翼(2) 12.19 高橋 俊満(3) 9.89 土屋 瑞希(1) 9.63 小林 篤央(1) 8.95 中田 凌平(3) 8.79 坂田 涼輔(3) 8.78 原 祐(2) 8.77 荻原 悠輔(3) 8.69
砲丸投(6.000kg) 高校･佐久平総合 GR 高校･佐久平総合 高校･東御清翔 高校･上田 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･野沢南 高校･小諸

05/15 荻原 翼(2) 29.39 中村 郁弥(2) 29.12 宮崎 未奈三(3) 27.83 原 祐(2) 27.03 土屋 瑞希(1) 25.00 原 大晴(3) 24.65 菊原 崇矢(3) 24.32 伊豆 裕太(2) 23.62
円盤投(1.750kg) 高校･佐久平総合 高校･丸子修学館 高校･佐久平総合 高校･野沢南 高校･東御清翔 高校･佐久長聖 高校･野沢南 高校･丸子修学館

05/13 高橋 俊満(3) 32.17 由井 渓友(2) 31.14 荻原 翼(2) 23.31 小林 篤央(1) 19.48 瀧田 脩斗(1) 19.04 土屋 瑞希(1) 18.98 奥谷 裕稀(3) 17.45 山浦 翔(3) 17.25
ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 高校･佐久平総合 高校･岩村田 高校･佐久平総合 高校･上田 高校･東御清翔 高校･東御清翔 高校･東御清翔 高校･佐久平総合

05/13 伊豆 裕太(2) 50.86 中村 郁弥(2) 46.58 荻原 悠輔(3) 46.46 中川 輝(2) 37.67 森 望(2) 37.29 井出 洲大(1) 36.56 瀧田 脩斗(1) 33.50 原 大晴(3) 31.53
やり投(0.800kg) 高校･丸子修学館 高校･丸子修学館 高校･小諸 高校･野沢北 高校･小諸 高校･小諸 高校･東御清翔 高校･佐久長聖

05/14 佐久長聖       43.14 小諸       43.41 上田       44.43 丸子修学館       45.44 岩村田       45.55 野沢南       45.75 佐久平総合       45.93 上田東       46.87
４×１００ｍＲ 坂田 涼輔(3) 中田 凌平(3) 寺島 僚(3) 中村 郁弥(2) 神田 優人(3) 原 祐(2) 梅田 隼人(2) 高橋 空良(1)

花里 翼(3) 伊藤 司能(2) 清水 陽(3) 森村 一真(2) 山口 智也(3) 菊原 崇矢(3) 高橋 俊満(3) 山口 諒偲(2)
牛山 陽太(2) 清水 隆哉(2) 須藤 謙太(2) 横井 駿太(2) 茂木 達哉(1) 上野 樹(3) 宮崎 未奈三(3) 荻原 克崇(2)
松崎 文弥(3) 中澤 晴起(2) 岩井 遼太郎(1) 伊豆 裕太(2) 高見沢 草太(3) 菅沢 晴樹(1) 堀内 魁斗(2) 小林 拓真(3)

05/15 佐久長聖     3,25.21 小諸     3,31.60 野沢北     3,32.72 上田     3,34.95 岩村田     3,36.98 上田西     3,38.97 丸子修学館     3,41.12 上田染谷丘     3,43.26
４×４００ｍＲ 花里 翼(3) 笹沢 広夢(3) 武藤 雅哉(3) 須藤 謙太(2) 高見沢 草太(3) 田中 皐裕(1) 伊豆 裕太(2) 上原 拓(1)

牛山 陽太(2) 清水 隆哉(2) 林 智哉(3) 平田 宗一郎(3) 神田 優人(3) 宮澤 俊太(2) 森村 一真(2) 宮下 輝一(2)
小林 諒也(3) 土屋 侃汰(3) 坂根 遼汰郎(2) 野原 尚貴(3) 山口 智也(3) 内村 海斗(2) 中村 郁弥(2) 長谷川 直樹(3)
松崎 文弥(3) 中澤 晴起(2) 三浦 央司(2) 笠原 渓介(3) 田中 太玖斗(2) 増田 凌(3) 横井 駿太(2) 有賀 聡一朗(3)

05/14 坂田 涼輔(3) 4580 井出 直哉(1) 4059 荻原 悠輔(3) 3829 高見沢 草太(3) 3597 荻原 慧(2) 3531 小林 拓真(3) 3144 荻原 克崇(2) 3114
八種競技 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･小諸 高校･岩村田 高校･野沢北 高校･上田東 高校･上田東

学校対抗 佐久長聖 小諸 上田西 岩村田 野沢北 佐久平総合 上田 丸子修学館
136 105 75 70 69 66 64 47



予選 5月13日 15:20
準決勝 5月14日 11:25
決勝 5月14日 13:10

県高新(KR)          10.32
大会新(GR)          10.91

[ 1組] 風速 -3.9 [ 2組] 風速 -6.3

 1 花里 翼(3) 高校     11.82 Q  1 松崎 文弥(3) 高校     11.74 Q
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 佐久長聖 ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖

 2 森村 一真(2) 高校     12.02 Q  2 増田 凌(3) 高校     12.06 Q
ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 丸子修学館 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 上田西

 3 菅沢 晴樹(1) 高校     12.05 Q  3 伊豆 裕太(2) 高校     12.10 Q
ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 野沢南 ｲｽﾞ ﾕｳﾀ 丸子修学館

 4 清水 陽(3) 高校     12.10 q  4 高橋 俊満(3) 高校     12.31 q
ｼﾐｽﾞ ﾖｳ 上田 ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ 佐久平総合

 5 茂木 達哉(1) 高校     12.68  5 中田 凌平(3) 高校     12.57 
ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ 岩村田 ﾅｶﾀ ﾘｮｳﾍｲ 小諸

 6 内堀 駿太郎(2) 高校     12.74  6 上原 拓(1) 高校     12.98 
ｳﾁﾎﾞﾘ ｼｭﾝﾀﾛｳ 野沢北 ｳｴﾊﾗ ﾀｸ 上田染谷丘

 7 宮崎 未奈三(3) 高校     12.85  7 小林 優太(1) 高校     14.47 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾅﾐ 佐久平総合 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 上田東

 8 高橋 空良(1) 高校     13.36 坂根 遼汰郎(2) 高校
ﾀｶﾊｼ ｿﾗ 上田東 ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ 野沢北

 9 重田 隆明(1) 高校     13.52 
ｼｹﾞﾀ ﾀｶｱｷ 上田染谷丘

[ 3組] 風速 -4.4 [ 4組] 風速 -2.3

 1 町田 郁惟(3) 高校     11.98 Q  1 伊藤 司能(2) 高校     11.51 Q
ﾏﾁﾀﾞ ｲｸﾀﾀﾞ 上田 ｲﾄｳ ｼﾉ 小諸

 2 清水 隆哉(2) 高校     12.05 Q  2 牛山 陽太(2) 高校     11.79 Q
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ 小諸 ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ 佐久長聖

 3 神田 優人(3) 高校     12.29 Q  3 寺島 僚(3) 高校     11.79 Q
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩村田 ﾃﾗｼﾏ ﾘｮｳ 上田

 4 梅田 隼人(2) 高校     12.44 q  4 長谷川 直樹(3) 高校     12.18 q
ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ 佐久平総合 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ 上田染谷丘

 5 内村 海斗(2) 高校     12.50  5 西澤 雅志(1) 高校     12.61 
ｳﾁﾑﾗ ｶｲﾄ 上田西 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 野沢南

 6 坂口 友輝人(3) 高校     12.89  6 松本 光平(3) 高校     13.00 
ｻｶｸﾞﾁ ﾕｷﾄ 上田千曲 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 上田西

 7 藤澤 俊輔(1) 高校     13.47  7 大塚 海仁(1) 高校     13.53 
ﾌｼﾞｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 野沢南 ｵｵﾂｶ ﾐﾅﾄ 丸子修学館

 8 高橋 涼(1) 高校     13.88 岡村 州紘(1) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 野沢北 ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 岩村田

[ 1組] 風速 -2.1 [ 2組] 風速 +0.5

 1 松崎 文弥(3) 高校     11.47 Q  1 伊藤 司能(2) 高校     11.28 Q
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖 ｲﾄｳ ｼﾉ 小諸

 2 清水 隆哉(2) 高校     11.64 Q  2 牛山 陽太(2) 高校     11.48 Q
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ 小諸 ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ 佐久長聖

 3 花里 翼(3) 高校     11.77 Q  3 町田 郁惟(3) 高校     11.52 Q
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 佐久長聖 ﾏﾁﾀﾞ ｲｸﾀﾀﾞ 上田

 4 菅沢 晴樹(1) 高校     11.94  4 寺島 僚(3) 高校     11.67 q
ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 野沢南 ﾃﾗｼﾏ ﾘｮｳ 上田

 5 清水 陽(3) 高校     12.01  5 増田 凌(3) 高校     11.69 q
ｼﾐｽﾞ ﾖｳ 上田 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 上田西

 6 高橋 俊満(3) 高校     12.07  6 伊豆 裕太(2) 高校     11.80 
ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ 佐久平総合 ｲｽﾞ ﾕｳﾀ 丸子修学館

 7 森村 一真(2) 高校     12.22  7 神田 優人(3) 高校     11.96 
ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 丸子修学館 ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩村田

 8 長谷川 直樹(3) 高校     12.34  8 梅田 隼人(2) 高校     11.99 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ 上田染谷丘 ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ 佐久平総合

順 ﾚｰﾝ No.

男子

１００ｍ

予選 通過基準  4組  3着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

氏  名 所属名
7  2801

氏  名 所属名 記録／備考

8  1558

9  1746

4  1601

6  1768

2  1627

3  1522

5  1840

1  1805

記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

4  1909

6  2807

8  1628

3  1762

9  1839

2  2827

5  1543
欠場

7  1806

氏  名 所属名 記録／備考 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

4  2830

8  1783

3  1633

7  1589

9  1876

5  2783

2  1528

6  1552

順 ﾚｰﾝ No.

8  2802

5  2829

3  1834

2  1770

7  1908

9  1546

6  1603
欠場

4  1761

準決勝 通過基準  2組  3着 + 2 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 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

4  2830

5  2807

9  1558

3

6  2801

7  1746

 1628

8  1768

7  2829
氏  名 所属名 記録／備考

5  1783

4  2802

6  1909

8  1770

9  1589

2  1762

3  16332  1834



風速 -0.3

 1 松崎 文弥(3) 高校     11.21 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖

 2 伊藤 司能(2) 高校     11.29 
ｲﾄｳ ｼﾉ 小諸

 3 清水 隆哉(2) 高校     11.33 
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ 小諸

 4 花里 翼(3) 高校     11.39 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 佐久長聖

 5 牛山 陽太(2) 高校     11.42 
ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ 佐久長聖

 6 増田 凌(3) 高校     11.63 
ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 上田西

 7 寺島 僚(3) 高校     11.67 
ﾃﾗｼﾏ ﾘｮｳ 上田

 8 町田 郁惟(3) 高校     12.07 
ﾏﾁﾀﾞ ｲｸﾀﾀﾞ 上田

男子

１００ｍ
決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

4  2829

5  2807

8  2801

6  2830

2  1909

7  2802

9  1783

3  1770



予選 5月15日 10:20
準決勝 5月15日 11:30
決勝 5月15日 12:55

県高新(KR)          20.93
大会新(GR)          22.17

[ 1組] 風速 -4.0 [ 2組] 風速 -5.5

 1 増田 凌(3) 高校     23.63 Q  1 牛山 陽太(2) 高校     23.91 Q
ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 上田西 ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ 佐久長聖

 2 清水 隆哉(2) 高校     23.78 Q  2 伊藤 司能(2) 高校     24.00 Q
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ 小諸 ｲﾄｳ ｼﾉ 小諸

 3 森村 一真(2) 高校     23.93 Q  3 寺島 僚(3) 高校     24.11 Q
ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 丸子修学館 ﾃﾗｼﾏ ﾘｮｳ 上田

 4 長谷川 直樹(3) 高校     24.60 q  4 田中 皐裕(1) 高校     25.11 q
ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ 上田染谷丘 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 上田西

 5 茂木 達哉(1) 高校     25.56 q  5 田中 太玖斗(2) 高校     26.14 
ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ 岩村田 ﾀﾅｶ ﾀｸﾄ 岩村田

 6 柏木 佑太(1) 高校     26.71  6 高橋 空良(1) 高校     26.94 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ 野沢南 ﾀｶﾊｼ ｿﾗ 上田東

 7 掛川 晃都(1) 高校     27.24  7 重田 隆明(1) 高校     28.02 
ｶｹｶﾞﾜ ｱｷﾄ 野沢北 ｼｹﾞﾀ ﾀｶｱｷ 上田染谷丘

[ 3組] 風速 -4.1 [ 4組] 風速 -5.2

 1 松崎 文弥(3) 高校     23.38 Q  1 町田 郁惟(3) 高校     24.32 Q
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖 ﾏﾁﾀﾞ ｲｸﾀﾀﾞ 上田

 2 中澤 晴起(2) 高校     23.72 Q  2 三浦 央司(2) 高校     24.48 Q
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 小諸 ﾐｳﾗ ﾋｻｼ 野沢北

 3 高見沢 草太(3) 高校     24.62 Q  3 荻原 慎二(1) 高校     25.06 Q
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田 ｵｷﾞﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 佐久長聖

 4 後藤 開(2) 高校     25.76  4 西澤 雅志(1) 高校     25.59 q
ｺﾞﾄｳ ｶｲ 上田 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 野沢南

 5 上原 拓(1) 高校     26.15  5 荻原 克崇(2) 高校     25.90 
ｳｴﾊﾗ ﾀｸ 上田染谷丘 ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾂﾀｶ 上田東

 6 新海 悠貴(1) 高校     26.71  6 松本 光平(3) 高校     27.13 
ｼﾝｶｲ ﾊﾙｷ 野沢北 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 上田西
菅沢 晴樹(1) 高校
ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 野沢南

[ 1組] 風速 -5.5 [ 2組] 風速 -4.5

 1 松崎 文弥(3) 高校     23.23 Q  1 伊藤 司能(2) 高校     23.88 Q
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖 ｲﾄｳ ｼﾉ 小諸

 2 中澤 晴起(2) 高校     23.44 Q  2 清水 隆哉(2) 高校     23.96 Q
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 小諸 ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ 小諸

 3 町田 郁惟(3) 高校     23.96 Q  3 牛山 陽太(2) 高校     24.00 Q
ﾏﾁﾀﾞ ｲｸﾀﾀﾞ 上田 ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ 佐久長聖

 4 三浦 央司(2) 高校     24.00 q  4 増田 凌(3) 高校     24.26 
ﾐｳﾗ ﾋｻｼ 野沢北 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 上田西

 5 森村 一真(2) 高校     24.09 q  5 寺島 僚(3) 高校     24.46 
ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 丸子修学館 ﾃﾗｼﾏ ﾘｮｳ 上田

 6 荻原 慎二(1) 高校     24.73  6 長谷川 直樹(3) 高校     24.91 
ｵｷﾞﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 佐久長聖 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ 上田染谷丘

 7 高見沢 草太(3) 高校     25.02  7 西澤 雅志(1) 高校     25.82 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 野沢南

 8 田中 皐裕(1) 高校     25.33  8 茂木 達哉(1) 高校     26.23 
ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 上田西 ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ 岩村田

男子

２００ｍ

予選 通過基準  4組  3着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

2  2830

5  1909

8  1834

6  1746

3  1547

4  1601

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

2  2829

7  2802

5  2788

3  1770

4  1805

8  1596

順 ﾚｰﾝ No.

6  18407  1526

氏  名
4  2807

氏  名 所属名 記録／備考

6  1593

7  1714

3  1839

8  1777

2  1558
欠場

5  1525

所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

7  1544

4  1783

6  1546

3  2811

2  1908

5  1803

順 ﾚｰﾝ No.

準決勝 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

5  2807
氏  名 所属名 記録／備考

4  1783

6  1714

 2811

9  1746

7  1544

順 ﾚｰﾝ No.

3  2788

2  1593

8

7  2829
氏  名 所属名 記録／備考

5  2802

6  2830

9  1770

4  1909

3  1546

8  1834

2  1601



風速 -5.7

 1 松崎 文弥(3) 高校     22.86 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖

 2 清水 隆哉(2) 高校     23.17 
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ 小諸

 3 伊藤 司能(2) 高校     23.31 
ｲﾄｳ ｼﾉ 小諸

 4 中澤 晴起(2) 高校     23.33 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 小諸

 5 町田 郁惟(3) 高校     24.14 
ﾏﾁﾀﾞ ｲｸﾀﾀﾞ 上田

 6 牛山 陽太(2) 高校     24.30 
ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ 佐久長聖

 7 三浦 央司(2) 高校     24.58 
ﾐｳﾗ ﾋｻｼ 野沢北

 8 森村 一真(2) 高校     24.84 
ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 丸子修学館

男子

２００ｍ
決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

6  2830

5  2807

7  1714

4  2829

9  2802

8  1783

3  1746

2  1544



予選 5月13日 11:00
決勝 5月13日 13:45

県高新(KR)          46.98
大会新(GR)          49.18

[ 1組] [ 2組]

 1 花里 翼(3) 高校     50.80 Q  1 増田 凌(3) 高校     51.74 Q
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 佐久長聖 ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 上田西

 2 中澤 晴起(2) 高校     51.48 Q  2 山口 諒偲(2) 高校     52.45 Q
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 小諸 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 上田東

 3 平田 宗一郎(3) 高校     52.07 q  3 岩井 遼太郎(1) 高校     54.02 
ﾋﾗﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 上田 ｲﾜｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 上田

 4 宮澤 俊太(2) 高校     53.13 q  4 森村 一真(2) 高校     54.48 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾀ 上田西 ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 丸子修学館

 5 武藤 雅哉(3) 高校     53.59  5 土屋 侃汰(3) 高校     54.92 
ﾑﾄｳ ﾏｻﾔ 野沢北 ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 小諸

 6 荻原 克崇(2) 高校     55.31  6 林 智哉(3) 高校     55.70 
ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾂﾀｶ 上田東 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾔ 野沢北

 7 竹内 滉一(1) 高校     56.82 相場 泰彦(3) 高校
ﾀｹｳﾁ ｺｳｲﾁ 岩村田 ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ 佐久長聖

 8 上原 拓(1) 高校     57.14 茂木 達哉(1) 高校
ｳｴﾊﾗ ﾀｸ 上田染谷丘 ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ 岩村田

[ 3組]

 1 松崎 文弥(3) 高校     50.78 Q
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖

 2 三浦 央司(2) 高校     51.52 Q
ﾐｳﾗ ﾋｻｼ 野沢北

 3 菊原 崇矢(3) 高校     54.33 
ｷｸﾊﾗ ﾀｶﾔ 野沢南

 4 田中 皐裕(1) 高校     54.90 
ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 上田西

 5 田中 太玖斗(2) 高校     55.80 
ﾀﾅｶ ﾀｸﾄ 岩村田

 6 高橋 空良(1) 高校     58.13 
ﾀｶﾊｼ ｿﾗ 上田東
笹沢 広夢(3) 高校
ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 小諸

 1 松崎 文弥(3) 高校     49.17 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖

 2 花里 翼(3) 高校     49.92 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 佐久長聖

 3 増田 凌(3) 高校     50.19 
ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 上田西

 4 三浦 央司(2) 高校     50.63 
ﾐｳﾗ ﾋｻｼ 野沢北

 5 中澤 晴起(2) 高校     51.55 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 小諸

 6 平田 宗一郎(3) 高校     52.12 
ﾋﾗﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 上田

 7 山口 諒偲(2) 高校     52.73 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 上田東

 8 宮澤 俊太(2) 高校     54.51 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾀ 上田西

男子

４００ｍ

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

6  1714

4  2801

8  1910

7  1775

5  1803

3  1535

2  1839
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予選 5月14日 10:35
決勝 5月14日 12:40

県高新(KR)        1,48.46
大会新(GR)        1,59.42

[ 1組] [ 2組]

 1 中山 智顕(3) 高校   2,05.06 Q  1 小林 諒也(3) 高校   2,03.48 Q
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 佐久長聖 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 佐久長聖

 2 笹沢 広夢(3) 高校   2,05.60 Q  2 宮下 輝一(2) 高校   2,03.63 Q
ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 小諸 ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾋﾄ 上田染谷丘

 3 北島 翔吾(3) 高校   2,06.40 Q  3 笠原 渓介(3) 高校   2,03.92 Q
ｷﾀｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 上田西 ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ 上田

 4 阿藤 紘己(1) 高校   2,06.85 q  4 林 智哉(3) 高校   2,05.06 q
ｱﾄｳ ﾋﾛｷ 上田 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾔ 野沢北

 5 佐藤 諒真(2) 高校   2,07.60  5 土屋 侃汰(3) 高校   2,06.44 q
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ 佐久平総合 ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 小諸

 6 大西 宏樹(3) 高校   2,09.98  6 小宮山 達也(1) 高校   2,11.58 
ｵｵﾆｼ  ﾋﾛｷ 上田千曲 ｺﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 上田西

 7 岸田 駿輔(1) 高校   2,16.03  7 竹内 滉一(1) 高校   2,16.63 
ｷｼﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 岩村田 ﾀｹｳﾁ ｺｳｲﾁ 岩村田

 8 比田井 渓太(2) 高校   2,25.67  8 石川 貫大(2) 高校   3,01.58 
ﾋﾀﾞｲ ｹｲﾀ 野沢北 ｲｼｶﾜ ｶﾝﾀﾞｲ 蓼科

 9 関 努(1) 高校   2,55.04 鶴田 国光(1) 高校
ｾｷ ﾂﾄﾑ 蓼科 ﾂﾙﾀ ｸﾆﾐﾂ 東御清翔

10 原田 好信(1) 高校   3,00.73 
ﾊﾗﾀﾞ ﾖｼﾉﾌﾞ 東御清翔

[ 3組]

 1 花里 翼(3) 高校   2,00.68 Q
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 佐久長聖

 2 堀内 魁斗(2) 高校   2,07.43 Q
ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ 佐久平総合

 3 山上 淳(3) 高校   2,08.06 Q
ﾔﾏｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 上田西

 4 成田 充(2) 高校   2,09.02 
ﾅﾘﾀ ﾐﾂﾙ 上田

 5 佐藤 和紀(3) 高校   2,11.37 
ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 野沢北

 6 森 望(2) 高校   2,16.48 
ﾓﾘ ﾉｿﾞﾑ 小諸

 7 小宮山 貴大(1) 高校   2,16.77 
ｺﾐﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 上田千曲

 8 築山 祐太(1) 高校   2,18.83 
ﾂｷﾔﾏ ﾕｳﾀ 岩村田

 9 斉藤 恭吾(3) 高校   2,32.95 
ｻｲﾄｳ ｷｮｳｺﾞ 東御清翔

 1 花里 翼(3) 高校   1,59.75 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 佐久長聖

 2 笹沢 広夢(3) 高校   2,00.76 
ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 小諸

 3 笠原 渓介(3) 高校   2,01.79 
ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ 上田

 4 宮下 輝一(2) 高校   2,03.35 
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾋﾄ 上田染谷丘

 5 堀内 魁斗(2) 高校   2,04.51 
ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ 佐久平総合

 6 小林 諒也(3) 高校   2,04.54 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 佐久長聖

 7 中山 智顕(3) 高校   2,04.84 
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 佐久長聖

 8 林 智哉(3) 高校   2,05.32 
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾔ 野沢北

 9 北島 翔吾(3) 高校   2,06.31 
ｷﾀｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 上田西

10 阿藤 紘己(1) 高校   2,07.67 
ｱﾄｳ ﾋﾛｷ 上田

11 土屋 侃汰(3) 高校   2,09.42 
ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 小諸

12 山上 淳(3) 高校   2,16.72 
ﾔﾏｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 上田西

順 No.

男子
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予選 5月13日 10:00
決勝 5月13日 13:10

県高新            3,38.49
大会新            4,03.28

[ 1組] [ 2組]

 1 松崎 咲人(1) 高校   4,10.35 Q  1 児玉 天晴(3) 高校   4,16.49 Q
ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ 佐久長聖 ｺﾀﾞﾏ ﾃﾝｾｲ 上田西

 2 名取 燎太(3) 高校   4,10.49 Q  2 長谷川 潤(2) 高校   4,16.68 Q
ﾅﾄﾘ ﾘｮｳﾀ 佐久長聖 ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 上田西

 3 甘利 大祐(2) 高校   4,15.61 Q  3 北村 翼(2) 高校   4,17.04 Q
ｱﾏﾘ ﾀﾞｲｽｹ 上田西 ｷﾀﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 上田染谷丘

 4 堀内 魁斗(2) 高校   4,25.36 Q  4 宮下 輝一(2) 高校   4,21.81 Q
ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ 佐久平総合 ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾋﾄ 上田染谷丘

 5 青木 優斗(2) 高校   4,32.31 q  5 岩野 純人(3) 高校   4,26.55 q
ｱｵｷ ﾕｳﾄ 上田千曲 ｲﾜﾉ ｽﾐﾋﾄ 佐久平総合

 6 竹鼻 将生(3) 高校   4,32.41 q  6 内田 知樹(3) 高校   4,30.67 q
ﾀｹﾊﾅ ﾏｻｷ 上田 ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ 上田

 7 有賀 聡一朗(3) 高校   4,34.15  7 鷹野 光佑(1) 高校   4,39.97 
ｱﾘｶﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 上田染谷丘 ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ 岩村田

 8 成田 充(2) 高校   4,40.70  8 下谷 承太郎(2) 高校   4,40.10 
ﾅﾘﾀ ﾐﾂﾙ 上田 ｼﾓﾔ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 佐久平総合

 9 岸田 駿輔(1) 高校   4,41.82  9 小宮山 貴大(1) 高校   4,42.30 
ｷｼﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 岩村田 ｺﾐﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 上田千曲

10 木次 航太(1) 高校   4,47.18 10 並木 久幸(1) 高校   4,55.90 
ｷﾂｷﾞ ｺｳﾀ 岩村田 ﾅﾐｷ ﾋｻﾕｷ 野沢北

11 和田 明斗(3) 高校   5,05.30 11 新井 雅貴(3) 高校   5,06.61 
ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾄ 蓼科 ｱﾗｲ ﾏｻｷ 野沢南

12 沖浦 大地(1) 高校   5,11.79 12 比田井 渓太(2) 高校   5,13.52 
ｵｷｳﾗ ﾀﾞｲﾁ 野沢南 ﾋﾀﾞｲ ｹｲﾀ 野沢北

13 斉藤 恭吾(3) 高校   5,12.40 13 佐々木 雅裕(1) 高校   6,09.24 
ｻｲﾄｳ ｷｮｳｺﾞ 東御清翔 ｻｻｷ ﾏｻﾋﾛ 野沢南

14 柳澤 春希(1) 高校   5,12.49 中谷 雄飛(2) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 東御清翔 ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ 佐久長聖
新津 大地(2) 高校 鶴田 国光(1) 高校
ﾆｲﾂ ﾀﾞｲﾁ 野沢北 ﾂﾙﾀ ｸﾆﾐﾂ 東御清翔
大西 宏樹(3) 高校
ｵｵﾆｼ  ﾋﾛｷ 上田千曲

 1 名取 燎太(3) 高校   3,59.86 
ﾅﾄﾘ ﾘｮｳﾀ 佐久長聖

 2 松崎 咲人(1) 高校   4,00.25 
ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ 佐久長聖

 3 長谷川 潤(2) 高校   4,06.18 
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 上田西

 4 児玉 天晴(3) 高校   4,07.24 
ｺﾀﾞﾏ ﾃﾝｾｲ 上田西

 5 甘利 大祐(2) 高校   4,12.23 
ｱﾏﾘ ﾀﾞｲｽｹ 上田西

 6 宮下 輝一(2) 高校   4,12.31 
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾋﾄ 上田染谷丘

 7 北村 翼(2) 高校   4,16.39 
ｷﾀﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 上田染谷丘

 8 岩野 純人(3) 高校   4,25.98 
ｲﾜﾉ ｽﾐﾋﾄ 佐久平総合

 9 堀内 魁斗(2) 高校   4,27.66 
ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ 佐久平総合

10 内田 知樹(3) 高校   4,38.86 
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ 上田

11 竹鼻 将生(3) 高校   4,43.58 
ﾀｹﾊﾅ ﾏｻｷ 上田

12 青木 優斗(2) 高校   4,44.61 
ｱｵｷ ﾕｳﾄ 上田千曲

男子
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予選 通過基準  2組  4着 + 4 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者
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決勝 5月15日 12:00

県高新(KR)       13,45.23
大会新(GR)       14,55.98

 1 名取 燎太(3) 高校  15,13.61 
ﾅﾄﾘ ﾘｮｳﾀ 佐久長聖

 2 西村 涼太(3) 高校  15,21.53 
ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 上田西

 3 児玉 天晴(3) 高校  15,29.41 
ｺﾀﾞﾏ ﾃﾝｾｲ 上田西

 4 甘利 大祐(2) 高校  15,37.23 
ｱﾏﾘ ﾀﾞｲｽｹ 上田西

 5 相馬 崇史(3) 高校  15,44.73 
ｿｳﾏ ﾀｶｼ 佐久長聖

 6 北村 翼(2) 高校  15,50.50 
ｷﾀﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 上田染谷丘

 7 中谷 雄飛(2) 高校  16,00.85 
ﾅｶﾔ ﾕｳﾋ 佐久長聖

 8 宮下 輝一(2) 高校  16,23.44 
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾋﾄ 上田染谷丘

 9 新津 大地(2) 高校  17,13.46 
ﾆｲﾂ ﾀﾞｲﾁ 野沢北

10 内田 知樹(3) 高校  17,34.78 
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ 上田

11 宮島 侑希(3) 高校  17,42.10 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 上田

12 青木 優斗(2) 高校  17,53.79 
ｱｵｷ ﾕｳﾄ 上田千曲

13 油井 麻純(2) 高校  18,14.68 
ﾕｲ ﾏｽﾐ 野沢北

14 青山 夏樹(3) 高校  18,44.23 
ｱｵﾔﾏ ﾅﾂｷ 岩村田
下谷 承太郎(2) 高校
ｼﾓﾔ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 佐久平総合
小野 勝汰(2) 高校
ｵﾉ ｼｮｳﾀ 岩村田
小金澤 勇貴(1) 高校
ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久平総合
荻原 慧(2) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ｹｲ 野沢北

男子
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決勝 5月13日 12:30

県高新(KR)          14.44
大会新(GR)          15.76

風速 -2.0

 1 坂根 遼汰郎(2) 高校     16.29 
ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ 野沢北

 2 坂田 涼輔(3) 高校     16.86 
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 佐久長聖

 3 藤ヶ崎 半平太(3) 高校     17.48 
ﾌｼﾞｶﾞｻｷ ﾊﾝﾍﾟｲﾀ 野沢北

 4 岡村 州紘(1) 高校     17.83 
ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 岩村田

 5 野原 尚貴(3) 高校     18.21 
ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 上田

 6 栁澤 陸(3) 高校     19.10 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｸ 小諸

 7 小林 拓真(3) 高校     20.56 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 上田東

 8 常田 紀幸(2) 高校     21.02 
ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 佐久長聖

決勝 5月14日 12:10

県高新(KR)          51.36
大会新(GR)          55.13

[ 1組] [ 2組]

 1 中澤 晴起(2) 高校     56.56  1 山口 智也(3) 高校     56.95 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ 小諸 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 岩村田

 2 坂根 遼汰郎(2) 高校     58.45  2 武藤 雅哉(3) 高校     58.71 
ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ 野沢北 ﾑﾄｳ ﾏｻﾔ 野沢北

 3 須藤 謙太(2) 高校   1,00.96  3 野原 尚貴(3) 高校     59.52 
ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 上田 ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 上田

 4 岡村 州紘(1) 高校   1,01.75  4 栁澤 陸(3) 高校   1,02.62 
ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 岩村田 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｸ 小諸

 5 藤本 僚太(2) 高校   1,03.57 小林 諒也(3) 高校
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 佐久長聖 ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 佐久長聖

 6 井出 洲大(1) 高校   1,05.28 
ｲﾃﾞ ｸﾆﾋﾛ 小諸

   1 中澤 晴起(2) 高校 小諸       56.56   1   1
   2 山口 智也(3) 高校 岩村田       56.95   2   1
   3 坂根 遼汰郎(2) 高校 野沢北       58.45   1   2
   4 武藤 雅哉(3) 高校 野沢北       58.71   2   2
   5 野原 尚貴(3) 高校 上田       59.52   2   3
   6 須藤 謙太(2) 高校 上田     1,00.96   1   3
   7 岡村 州紘(1) 高校 岩村田     1,01.75   1   4
   8 栁澤 陸(3) 高校 小諸     1,02.62   2   4
   9 藤本 僚太(2) 高校 佐久長聖     1,03.57   1   5
  10 井出 洲大(1) 高校 小諸     1,05.28   1   6

男子

１１０ｍＨ

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

2  2813

3  1543

4  1603

5  1531

6  2825

9  1774

8  2803

7  1801

男子

４００ｍＨ

決勝

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  1714 6  1590

4  1543 2  1535

2  1785 5  1774

 2812

6  1603 4  2825

欠場
5  1704

3  2805 3

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 組 順位
 1714
 1590
 1543
 1535

記録 備考

 1774
 1785
 1603
 2825
 2805
 1704



決勝 5月14日 14:35

県高新(KR)        8,57.13
大会新(GR)        9,35.15

 1 西村 涼太(3) 高校   9,27.67 
ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 上田西

 2 山本 嵐(2) 高校   9,42.48 
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾗｼ 佐久長聖

 3 長谷川 潤(2) 高校   9,46.33 
ﾊｾｶﾞﾜ ｼﾞｭﾝ 上田西

 4 大澤 智樹(3) 高校  10,12.61 
ｵｵｻﾜ ﾄﾓｷ 佐久長聖

 5 笹澤 健司(2) 高校  10,23.48 
ｻｻｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 上田西

 6 岩野 純人(3) 高校  11,04.21 
ｲﾜﾉ ｽﾐﾋﾄ 佐久平総合

 7 有賀 聡一朗(3) 高校  11,05.09 
ｱﾘｶﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 上田染谷丘

 8 木次 航太(1) 高校  11,18.53 
ｷﾂｷﾞ ｺｳﾀ 岩村田

 9 油井 麻純(2) 高校  11,21.92 
ﾕｲ ﾏｽﾐ 野沢北

10 鷹野 光佑(1) 高校  11,59.95 
ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ 岩村田
荻原 慧(2) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ｹｲ 野沢北

決勝 5月15日 10:50

県高新(KR)       19,45.72
大会新(GR)       23,18.79

 1 青山 夏樹(3) 高校  23,46.12 
ｱｵﾔﾏ ﾅﾂｷ 岩村田

 2 小野 勝汰(2) 高校  27,45.10 
ｵﾉ ｼｮｳﾀ 岩村田

 3 小金澤 勇貴(1) 高校  31,05.13 
ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久平総合

 4 横井 駿太(2) 高校  33,46.79 
ﾖｺｲ ｼｭﾝﾀ 丸子修学館

順 No.

男子

３０００ｍＳＣ

決勝

1  2781
大会新

氏  名 所属名 記録／備考

11  1911

7  1661

3  1907

5  1642

9  1831

6  1632

4  1524

2  1602

8  1545
欠場

10  1605

男子

５０００ｍＷ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1591

4  1597

3  1623

1  1764



決勝 5月14日 15:15

県高新(KR)          41.06
大会新(GR)          43.05

[ 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 丸子修学館  1765 中村 郁弥(2)     45.44  1   6 佐久長聖  2813 坂田 涼輔(3)     43.14 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝ ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ ｻｸﾁｮｳｾｲ ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ
 1746 森村 一真(2)  2801 花里 翼(3)

ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ
 1764 横井 駿太(2)  2802 牛山 陽太(2)

ﾖｺｲ ｼｭﾝﾀ ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ
 1762 伊豆 裕太(2)  2807 松崎 文弥(3)

ｲｽﾞ ﾕｳﾀ ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
 2   6 野沢南  1564 原 祐(2)     45.75  2   4 小諸  2827 中田 凌平(3)     43.41 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐ ﾊﾗ ﾕｳ ｺﾓﾛ ﾅｶﾀ ﾘｮｳﾍｲ
 1559 菊原 崇矢(3)  2829 伊藤 司能(2)

ｷｸﾊﾗ ﾀｶﾔ ｲﾄｳ ｼﾉ
 1561 上野 樹(3)  2830 清水 隆哉(2)

ｳｴﾉ ﾀﾂｷ ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ
 1558 菅沢 晴樹(1)  1714 中澤 晴起(2)

ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ
 3   3 佐久平総合  1633 梅田 隼人(2)     45.93  3   2 上田  1770 寺島 僚(3)     44.43 

ｻｸﾀﾞｲﾗｿｳｺﾞｳｺｳ ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ ｳｴﾀﾞ ﾃﾗｼﾏ ﾘｮｳ
 1628 高橋 俊満(3)  1768 清水 陽(3)

ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ ｼﾐｽﾞ ﾖｳ
 1627 宮崎 未奈三(3)  1785 須藤 謙太(2)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾅﾐ ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾀ
 1622 堀内 魁斗(2)  1794 岩井 遼太郎(1)

ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ ｲﾜｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ
 4   4 上田東  1805 高橋 空良(1)     46.87  4   5 岩村田  1589 神田 優人(3)     45.55 

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ ﾀｶﾊｼ ｿﾗ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ
 1804 山口 諒偲(2)  1590 山口 智也(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ
 1803 荻原 克崇(2)  1601 茂木 達哉(1)

ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾂﾀｶ ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ
 1801 小林 拓真(3)  1593 高見沢 草太(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ
 5   7 上田染谷丘  1840 重田 隆明(1)     47.27  5   7 野沢北     54.12 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ｼｹﾞﾀ ﾀｶｱｷ ﾉｻﾞﾜｷﾀ
 1834 長谷川 直樹(3)  1543 坂根 遼汰郎(2)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ
 1839 上原 拓(1)  1544 三浦 央司(2)

ｳｴﾊﾗ ﾀｸ ﾐｳﾗ ﾋｻｼ
 1831 有賀 聡一朗(3)  1539 土屋  巧(3)

ｱﾘｶﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ
 6   2 上田千曲  1876 坂口 友輝人(3)     47.76   3 上田西  2788 田中 皐裕(1)

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｻｶｸﾞﾁ ﾕｷﾄ ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 失格
 1878 丸山 竜輝(3)  1909 増田 凌(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳｷ ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ
 1880 小宮山 貴大(1)  1910 宮澤 俊太(2)

ｺﾐﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾀ
 1879 青木 優斗(2)  2783 内村 海斗(2)

ｱｵｷ ﾕｳﾄ ｳﾁﾑﾗ ｶｲﾄ

男子

４×１００ｍＲ

決勝



   1 佐久長聖     43.14 坂田 涼輔(3) 花里 翼(3) 牛山 陽太(2) 松崎 文弥(3)   2   1
   2 小諸     43.41 中田 凌平(3) 伊藤 司能(2) 清水 隆哉(2) 中澤 晴起(2)   2   2
   3 上田     44.43 寺島 僚(3) 清水 陽(3) 須藤 謙太(2) 岩井 遼太郎(1)   2   3
   4 丸子修学館     45.44 中村 郁弥(2) 森村 一真(2) 横井 駿太(2) 伊豆 裕太(2)   1   1
   5 岩村田     45.55 神田 優人(3) 山口 智也(3) 茂木 達哉(1) 高見沢 草太(3)   2   4
   6 野沢南     45.75 原 祐(2) 菊原 崇矢(3) 上野 樹(3) 菅沢 晴樹(1)   1   2
   7 佐久平総合     45.93 梅田 隼人(2) 高橋 俊満(3) 宮崎 未奈三(3) 堀内 魁斗(2)   1   3
   8 上田東     46.87 高橋 空良(1) 山口 諒偲(2) 荻原 克崇(2) 小林 拓真(3)   1   4
   9 上田染谷丘     47.27 重田 隆明(1) 長谷川 直樹(3) 上原 拓(1) 有賀 聡一朗(3)   1   5
  10 上田千曲     47.76 坂口 友輝人(3) 丸山 竜輝(3) 小宮山 貴大(1) 青木 優斗(2)   1   6
  11 野沢北     54.12 坂根 遼汰郎(2) 三浦 央司(2) 土屋  巧(3)   2   5

順位 所属名 都道府県

男子

４×１００ｍＲ
タイムレース

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1



決勝 5月15日 14:30

県高新(KR)        3,15.32
大会新(GR)        3,21.26

[ 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   2 丸子修学館  1762 伊豆 裕太(2)   3,41.12  1   5 佐久長聖  2801 花里 翼(3)   3,25.21 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝ ｲｽﾞ ﾕｳﾀ ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ
 1746 森村 一真(2)  2802 牛山 陽太(2)

ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ ｳｼﾔﾏ ﾖｳﾀ
 1765 中村 郁弥(2)  2812 小林 諒也(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ
 1764 横井 駿太(2)  2807 松崎 文弥(3)

ﾖｺｲ ｼｭﾝﾀ ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
 2   5 上田染谷丘  1839 上原 拓(1)   3,43.26  2   7 小諸  2828 笹沢 広夢(3)   3,31.60 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ｳｴﾊﾗ ﾀｸ ｺﾓﾛ ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ
 1835 宮下 輝一(2)  2830 清水 隆哉(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾋﾄ ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ
 1834 長谷川 直樹(3)  2824 土屋 侃汰(3)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ
 1831 有賀 聡一朗(3)  1714 中澤 晴起(2)

ｱﾘｶﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾅｶｻﾞﾜ ﾊﾙｷ
 3   4 野沢南  1564 原 祐(2)   3,45.05  3   3 野沢北  1535 武藤 雅哉(3)   3,32.72 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐ ﾊﾗ ﾕｳ ﾉｻﾞﾜｷﾀ ﾑﾄｳ ﾏｻﾔ
 1559 菊原 崇矢(3)  1534 林 智哉(3)

ｷｸﾊﾗ ﾀｶﾔ ﾊﾔｼ ﾄﾓﾔ
 1561 上野 樹(3)  1543 坂根 遼汰郎(2)

ｳｴﾉ ﾀﾂｷ ｻｶﾈ ﾘｮｳﾀﾛｳ
 1563 小須田 裕介(2)  1544 三浦 央司(2)

ｺｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ ﾐｳﾗ ﾋｻｼ
 4   6 佐久平総合  1622 堀内 魁斗(2)   3,45.42  4   6 上田  1785 須藤 謙太(2)   3,34.95 

ｻｸﾀﾞｲﾗｿｳｺﾞｳｺｳ ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ ｳｴﾀﾞ ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾀ
 1632 岩野 純人(3)  1775 平田 宗一郎(3)

ｲﾜﾉ ｽﾐﾋﾄ ﾋﾗﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ
 1628 高橋 俊満(3)  1774 野原 尚貴(3)

ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ
 1638 佐藤 諒真(2)  1778 笠原 渓介(3)

ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ
 5   7 上田東  1803 荻原 克崇(2)   3,46.43  5   4 岩村田  1593 高見沢 草太(3)   3,36.98 

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾂﾀｶ ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ
 1804 山口 諒偲(2)  1589 神田 優人(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ
 1801 小林 拓真(3)  1590 山口 智也(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ
 1805 高橋 空良(1)  1596 田中 太玖斗(2)

ﾀｶﾊｼ ｿﾗ ﾀﾅｶ ﾀｸﾄ
 6   3 上田千曲  1876 坂口 友輝人(3)   3,47.07  6   2 上田西  2788 田中 皐裕(1)   3,38.97 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｻｶｸﾞﾁ ﾕｷﾄ ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ
 1878 丸山 竜輝(3)  1910 宮澤 俊太(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳｷ ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾀ
 1877 大西 宏樹(3)  2783 内村 海斗(2)

ｵｵﾆｼ  ﾋﾛｷ ｳﾁﾑﾗ ｶｲﾄ
 1880 小宮山 貴大(1)  1909 増田 凌(3)

ｺﾐﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ

男子

４×４００ｍＲ

決勝



   1 佐久長聖   3,25.21 花里 翼(3) 牛山 陽太(2) 小林 諒也(3) 松崎 文弥(3)   2   1
   2 小諸   3,31.60 笹沢 広夢(3) 清水 隆哉(2) 土屋 侃汰(3) 中澤 晴起(2)   2   2
   3 野沢北   3,32.72 武藤 雅哉(3) 林 智哉(3) 坂根 遼汰郎(2) 三浦 央司(2)   2   3
   4 上田   3,34.95 須藤 謙太(2) 平田 宗一郎(3) 野原 尚貴(3) 笠原 渓介(3)   2   4
   5 岩村田   3,36.98 高見沢 草太(3) 神田 優人(3) 山口 智也(3) 田中 太玖斗(2)   2   5
   6 上田西   3,38.97 田中 皐裕(1) 宮澤 俊太(2) 内村 海斗(2) 増田 凌(3)   2   6
   7 丸子修学館   3,41.12 伊豆 裕太(2) 森村 一真(2) 中村 郁弥(2) 横井 駿太(2)   1   1
   8 上田染谷丘   3,43.26 上原 拓(1) 宮下 輝一(2) 長谷川 直樹(3) 有賀 聡一朗(3)   1   2
   9 野沢南   3,45.05 原 祐(2) 菊原 崇矢(3) 上野 樹(3) 小須田 裕介(2)   1   3
  10 佐久平総合   3,45.42 堀内 魁斗(2) 岩野 純人(3) 高橋 俊満(3) 佐藤 諒真(2)   1   4
  11 上田東   3,46.43 荻原 克崇(2) 山口 諒偲(2) 小林 拓真(3) 高橋 空良(1)   1   5
  12 上田千曲   3,47.07 坂口 友輝人(3) 丸山 竜輝(3) 大西 宏樹(3) 小宮山 貴大(1)   1   6

順位 所属名 都道府県

男子

４×４００ｍＲ
タイムレース

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1



決勝 5月14日 13:40

県高新(KR)           2.17
大会新(GR)           2.01

内村 海斗(2) 高校
ｳﾁﾑﾗ ｶｲﾄ 上田西
横井 駿太(2) 高校
ﾖｺｲ ｼｭﾝﾀ 丸子修学館
遠山 舜也(1) 高校
ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 岩村田
中川 輝(2) 高校
ﾅｶｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 野沢北
大塚 海仁(1) 高校
ｵｵﾂｶ ﾐﾅﾄ 丸子修学館
清水 南雄人(2) 高校
ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾄ 佐久平総合
高見沢 草太(3) 高校
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田
藤ヶ崎 半平太(3) 高校
ﾌｼﾞｶﾞｻｷ ﾊﾝﾍﾟｲﾀ 野沢北
坂口 友輝人(3) 高校
ｻｶｸﾞﾁ ﾕｷﾄ 上田千曲
糸氏 柊矢(1) 高校
ｲﾄｳｼﾞ ﾄｳﾔ 佐久長聖
清水 貴弘(1) 高校 記録なし
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 上田西
井出 直哉(1) 高校 欠場
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位 試技

男子

走高跳

決勝

備考1m40 1m45 1m50所属名 記録
1 1  2783

1m80 1m851m70 1m751m55 1m60 1m65

2 12  1764

O O O- - O-

- -

XXX  1.80- -

 1.75

3 11  1598

XO XO XXX- - O-

4 9  1520

O XXX- XO O-

- O

 1.70- -

 1.60

5 8  1761

O XO XXX-

6 2  1634

O XXX-

O O

 1.55- O

 1.50

6 3  1593

XXX-

6 4  1531

- X- XX-

O O

 1.50O O

 1.50

9 6  1876

XXX-

10 7  2814

O

O XXO XXX

 1.45XO XXX

 1.45

5  2773
XXX

10  1701



決勝 5月13日 13:30

県高新(KR)           7.61
大会新(GR)           7.14

須崎 修二(2) 高校    X   7.03    X    X    X    X    7.03 
ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 上田   +3.4    +3.4
土屋  巧(3) 高校   5.96   6.12   6.24   6.44   6.29   6.20    6.44 
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 野沢北   +3.8   +4.5   +3.6   +5.1   +2.2   +2.2    +5.1
神田 優人(3) 高校   6.36    X    X   6.41    X    X    6.41 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩村田   +4.4   +4.5    +4.5
山浦 渓斗(1) 高校    X   6.39   5.06    X   6.17    X    6.39 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 小諸   +3.8   +3.6   +2.9    +3.8
梅田 隼人(2) 高校   6.27   5.93    X    X    X   6.25    6.27 
ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ 佐久平総合   +5.4   +4.9   +3.8    +5.4
山口 智也(3) 高校   6.12    -    -    -    -    -    6.12 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 岩村田   +3.5    +3.5
宮澤 俊太(2) 高校    -   6.06   6.03   5.57   5.96   5.70    6.06 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾀ 上田西   +2.5   +2.0   +5.8   +4.3   +4.7    +2.5
伊藤 司能(2) 高校   5.93   5.46   5.57    -    -    -    5.93 
ｲﾄｳ ｼﾉ 小諸   +3.4   +3.8   +6.1    +3.4
上野 樹(3) 高校   5.78    X   5.86    5.86 
ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 野沢南   +6.0   +4.4    +4.4
小林 舜(3) 高校    X   5.72    X    5.72 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 野沢南   +2.4    +2.4
常田 紀幸(2) 高校    X   5.49    X    5.49 
ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 佐久長聖   +2.0    +2.0
丸山 竜輝(3) 高校    X   5.42   5.18    5.42 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳｷ 上田千曲   +2.7   +4.7    +2.7
小須田 裕介(2) 高校   5.40    X   5.34    5.40 
ｺｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 野沢南   +1.6   +1.2    +1.6
長野 太吉(2) 高校   5.23   4.90   5.28    5.28 
ﾅｶﾞﾉ ﾀｷﾁ 佐久長聖   +3.5   +1.2   +3.9    +3.9
清水 隆哉(2) 高校   3.67   3.59   5.10    5.10 
ｼﾐｽﾞ ﾘｭｳﾔ 小諸   +4.6   +1.4   +1.2    +1.2
井出 翔真(1) 高校   4.85   4.12   4.08    4.85 
ｲﾃﾞ ｼｮｳﾏ 佐久長聖   +2.8   +3.2   -1.5    +2.8
大塚 海仁(1) 高校   4.05    X   4.84    4.84 
ｵｵﾂｶ ﾐﾅﾄ 丸子修学館   +0.9   +0.3    +0.3
山下 幹生(1) 高校   4.74   4.56    -    4.74 
ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ 上田   +2.7   +3.1    +2.7
松本 光平(3) 高校   4.64   4.34    X    4.64 
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 上田西   +4.3   +2.1    +4.3
内堀 駿太郎(2) 高校 欠場
ｳﾁﾎﾞﾘ ｼｭﾝﾀﾛｳ 野沢北
伊藤 宏行(1) 高校 欠場
ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 上田
増田 剛也(2) 高校 欠場
ﾏｽﾀﾞ ﾀｹﾔ 佐久平総合

ﾅﾝﾊﾞｰ

男子

走幅跳

決勝

-2- -3- -4-氏  名

2 24  1539

備考
1 25  1782

-5-順位 試技 -6- 記録

4 23  1703

3 22  1589

所属名 -1-

6 20  1590

5 17  1633

8 19  2829

7 18  1910

10 13  1560

9 16  1561

12 11  1878

11 14  2803

14 12  2804

13 9  1563

16 5  2806

15 10  2830

18 7  1793

17 6  1761

4  1522

19 15  1908

21  1639

8  1795



決勝 5月15日 11:30

県高新(KR)          15.58
大会新(GR)          14.63

須崎 修二(2) 高校    X  13.25    X  13.94  14.32    X   14.32 
ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 上田   +5.1   +4.1   +4.0    +4.0
土屋  巧(3) 高校  12.24  12.75  12.68  12.00  12.80  12.98   12.98 
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 野沢北   +5.1   +4.7   +4.8   +3.9   +5.7   +5.3    +5.3
山口 諒偲(2) 高校    X  12.17    X  12.11  12.40  12.31   12.40 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 上田東   +4.6   +6.5   +3.4   +5.9    +3.4
丸山 竜輝(3) 高校  12.23  12.15  12.32  12.14  12.22  11.84   12.32 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳｷ 上田千曲   +5.8   +5.5   +4.6   +7.5   +3.1   +4.8    +4.6
上野 樹(3) 高校  12.11  11.46  11.46    X    X  11.49   12.11 
ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 野沢南   +4.6   +4.5   +6.0   +5.4    +4.6
神田 優人(3) 高校  11.41  11.83  11.53  12.04    -    -   12.04 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩村田   +4.6   +5.0   +5.0   +3.6    +3.6
小林 舜(3) 高校  10.71  11.93    X  11.55  11.74    -   11.93 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 野沢南   +3.7   +5.2   +2.6   +5.5    +5.2
内村 海斗(2) 高校  11.10  11.25  11.04    -    -    -   11.25 
ｳﾁﾑﾗ ｶｲﾄ 上田西   +5.0   +4.0   +4.5    +4.0
小林 拓真(3) 高校  11.10  11.11    X   11.11 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 上田東   +7.0   +4.6    +4.6
小須田 裕介(2) 高校  10.93  11.06  11.07   11.07 
ｺｽﾀﾞ ﾕｳｽｹ 野沢南   +5.5   +4.1   +6.0    +6.0
遠山 舜也(1) 高校  10.49  10.42  10.37   10.49 
ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 岩村田   +5.0   +6.6   +4.9    +5.0
横井 駿太(2) 高校  10.40  10.20  10.46   10.46 
ﾖｺｲ ｼｭﾝﾀ 丸子修学館   +5.0   +3.3   +5.2    +5.2

ﾅﾝﾊﾞｰ

男子

三段跳

決勝

-2- -3- -4-氏  名

2 11  1539

備考
1 12  1782

-5-順位 試技 -6- 記録

4 9  1878

3 10  1804

所属名 -1-

6 8  1589

5 7  1561

8 2  2783

7 6  1560

10 4  1563

9 1  1801

12 3  1764

11 5  1598



決勝 5月14日 10:00

県高新(KR)          14.61
大会新(GR)          11.48

荻原 翼(2) 高校 大会新
ｵｷﾞﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 佐久平総合
高橋 俊満(3) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ 佐久平総合
土屋 瑞希(1) 高校
ﾂﾁﾔ ﾐｽﾞｷ 東御清翔
小林 篤央(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｵ 上田
中田 凌平(3) 高校
ﾅｶﾀ ﾘｮｳﾍｲ 小諸
坂田 涼輔(3) 高校
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 佐久長聖
原 祐(2) 高校
ﾊﾗ ﾕｳ 野沢南
荻原 悠輔(3) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸
由井 渓友(2) 高校
ﾕｲ ｹｲﾕｳ 岩村田
田村 匠(1) 高校
ﾀﾑﾗ ﾀｸﾐ 望月
中村 郁弥(2) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 丸子修学館
山浦 翔(3) 高校
ﾔﾏｳﾗ ｼｮｳ 佐久平総合
小林 優太(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 上田東
楢原 翔(3) 高校
ﾅﾗﾊﾗ ｼｮｳ 東御清翔
角田 孝仁(1) 高校
ﾂﾉﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ 小諸

決勝 5月15日 10:00

県高新(KR)          45.21
大会新(GR)          37.83

荻原 翼(2) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 佐久平総合
中村 郁弥(2) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 丸子修学館
宮崎 未奈三(3) 高校
ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾅﾐ 佐久平総合
原 祐(2) 高校
ﾊﾗ ﾕｳ 野沢南
土屋 瑞希(1) 高校
ﾂﾁﾔ ﾐｽﾞｷ 東御清翔
原 大晴(3) 高校
ﾊﾗ ﾀｲｾｲ 佐久長聖
菊原 崇矢(3) 高校
ｷｸﾊﾗ ﾀｶﾔ 野沢南
伊豆 裕太(2) 高校
ｲｽﾞ ﾕｳﾀ 丸子修学館
由井 渓友(2) 高校
ﾕｲ ｹｲﾕｳ 岩村田
奥谷 裕稀(3) 高校
ｵｸﾀﾆ ﾕｳｷ 東御清翔
中山 智顕(3) 高校
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 佐久長聖
井出 直哉(1) 高校
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸
長野 太吉(2) 高校
ﾅｶﾞﾉ ﾀｷﾁ 佐久長聖
角田 孝仁(1) 高校
ﾂﾉﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ 小諸
楢原 翔(3) 高校
ﾅﾗﾊﾗ ｼｮｳ 東御清翔

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

男子

砲丸投(6.000kg)

決勝

-6- 記録-2- -3- -4-氏  名 所属名 -1-

 12.19 11.90 11.33   X

備考
1 15  1635

11.46

-5-

 9.67
2 13  1628

12.19 11.51

  9.89 

3 6  1739
 9.52

 9.77  9.89  9.71 8.89  9.14

 9.48  8.78   9.63  8.98  9.63  9.17

 8.28  7.55 7.88  7.94  8.95
4 3  1792

  8.79  8.79  8.43  8.59

  8.95 

5 10  2827
 7.97

 7.86

 8.55
6 14  2813

 8.38  7.96

  8.78 

7 8  1564
 8.24

 8.44  8.78  8.70  -   -

 8.77  8.39   8.77  8.67  7.54  8.31

 8.63  8.66 8.38   -  8.69
8 12  2826

  8.29  8.29  6.88

  8.69 

9 9  1595
 7.61

 8.53

 8.07
10 7  1676

  8.28 

11 11  1765
 8.09

 7.94  8.28

  8.09  7.66  7.95

 7.52  7.82  7.92
12 2  1629

  7.17  7.06  7.17

  7.92 

13 1  1806
 6.91

  X
14 4  1737

  5.80 

15 5  1705
 5.25

 5.80  5.68

  5.25  5.20  4.97

男子

円盤投(1.750kg)

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 15  1635

29.39   O   O   O   O   O  29.39 

2 14  1765
28.74   O   O 29.12   O   O  29.12 

3 12  1627
  O   O 27.83   O   O   O  27.83 

4 8  1564
24.46   O   O   O 27.03   O  27.03 

5 6  1739
  X   O 24.54   O   O 25.00  25.00 

6 9  2810
  O   O 24.45   O   O 24.65  24.65 

7 13  1559
23.67   X   O   O 24.32   O  24.32 

8 10  1762
  O   X 23.62   O   O   O  23.62 

9 4  1595
20.33   O   X  20.33 

10 2  1736
  X   O 19.33  19.33 

11 11  2809
  O 17.61   O  17.61 

12 5  1701
17.44   O   O  17.44 

13 7  2804
  O   X 16.07  16.07 

14 1  1705
  X 12.94   X

15 3  1737
  O   X 11.47  11.47 

 12.94 



決勝 5月13日 10:00

県高新(KR)          57.29
大会新(GR)          50.48

高橋 俊満(3) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ 佐久平総合
由井 渓友(2) 高校
ﾕｲ ｹｲﾕｳ 岩村田
荻原 翼(2) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 佐久平総合
小林 篤央(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｵ 上田
瀧田 脩斗(1) 高校
ﾀｷﾀ ｼｭｳﾄ 東御清翔
土屋 瑞希(1) 高校
ﾂﾁﾔ ﾐｽﾞｷ 東御清翔
奥谷 裕稀(3) 高校
ｵｸﾀﾆ ﾕｳｷ 東御清翔
山浦 翔(3) 高校
ﾔﾏｳﾗ ｼｮｳ 佐久平総合

決勝 5月13日 11:30

県高新(KR)          62.58
大会新(GR)          57.42

伊豆 裕太(2) 高校
ｲｽﾞ ﾕｳﾀ 丸子修学館
中村 郁弥(2) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 丸子修学館
荻原 悠輔(3) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸
中川 輝(2) 高校
ﾅｶｶﾞﾜ ﾋｶﾙ 野沢北
森 望(2) 高校
ﾓﾘ ﾉｿﾞﾑ 小諸
井出 洲大(1) 高校
ｲﾃﾞ ｸﾆﾋﾛ 小諸
瀧田 脩斗(1) 高校
ﾀｷﾀ ｼｭｳﾄ 東御清翔
原 大晴(3) 高校
ﾊﾗ ﾀｲｾｲ 佐久長聖
小林 篤央(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｵ 上田
滝瀬 裕紀(1) 高校
ﾀｷｾ ﾕｳｷ 佐久長聖
中村 崇人(2) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾀｶﾄ 東御清翔

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

男子

ハンマー投(6.000kg)

決勝

-6- 記録-2- -3- -4-氏  名 所属名 -1-

 32.17   X   X   X

備考
1 8  1628

32.17

-5-

31.14
2 7  1595

  O   O

 31.14 

3 6  1635
23.31

  O   O   O  O   O

  O   O  23.31   O   O   O

  O   X  O   O 19.48
4 5  1792

 19.04 19.04   X   O

 19.48 

5 2  1742
  X

  O

17.40
6 3  1739

  O   X

 18.98 

7 1  1736
16.45

18.98   O   X  X   X

8 4  1629

17.45   O  17.45   O   O   O

 17.25   O   O   X  O   O 17.25

男子

やり投(0.800kg)

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 9  1762

  O   O 49.38 50.86   O   O  50.86 

2 11  1765
  O   O 46.58   O   O   O  46.58 

3 10  2826
  O 43.57   O   O 46.46   O  46.46 

4 5  1520
  O   X 37.26   O 37.67   O  37.67 

5 8  1702
  O 37.29   O   O   -   O  37.29 

6 6  1704
  O   O 32.16   O   O 36.56  36.56 

7 2  1742
  O 33.50   O   X   O   O  33.50 

8 4  2810
30.75   O   O   O 31.53   O  31.53 

9 7  1792
  X 25.79   X  25.79 

10 3  2815
23.85   O   X

11 1  1738
  O   O 20.13  20.13 

 23.85 



Ｐ　

コード

コード

13"12 448 13"15 443 12"06 639 12"01 649 12"46 563 12"51 554 13"10 451 12"23 606

-3.1 448 -3.1 443 -3.1 639 -3.1 649 -3.1 563 -3.1 554 -3.1 451 -3.1 606

5m60 502 5m07 396 5m83 550 6m41 677 5m82 548 5m61 504 5m18 417 6m08 604

+0.4 950 +2.6 839 +2.6 1189 +2.9 1326 +2.7 1111 +1.5 1058 +1.7 868 +1.9 1210

6m47 276 6m64 286 8m02 367 8m92 421 7m12 314 8m82 415 6m97 306 7m96 364

1226 1125 1556 1747 1425 1473 1174 1574

56"86 526 60"03 412 54"58 616 53"16 675 54"78 608 57"04 519 57"38 507 54"36 625

1752 1537 2172 2422 2033 1992 1681 2199

第　１　日

得　点　計

順　　　位

21"03 272 18"36 490 16"18 713 19"88 359 18"86 445 17"91 533 17"92 532

+2.1 2024 +2.1 2027 +2.1 3135 +2.1 2392 +2.1 2437 +2.1 2214 +2.1 2731

21m06 176 27m35 262 39m57 436 27m71 267 43m45 492 29m53 293 28m99 285

2200 2289 3571 2659 2929 2507 3016

1m40 317 1m35 283 1m55 426 1m55 426 1m55 426 1m40 317 1m65 504

2517 2572 3997 3085 3355 2824 3520

4´53"60 597 4´57"88 572 4´56"07 583 5´08"53 512 5´15"39 474 4´35"74 707 5´03"70 539

3114 3144 4580 3597 3829 3531 4059

第　２　日

得　点　計

総　得　点

順　　　位

陸協名　　　長野陸上競技協会　コード 競技会名　第15９回東信高校総合体育大会　陸上競技大会

主催団体　長野県高等学校体育連盟 競技場名　佐久総合運動公園　陸上競技場

　平成２８　年　　５　月　１３　日（　金　曜）～　　５　月　１５　日（　日　曜）

1803 1801 1804 2813 1593 2826 1545 1701

荻原 克崇 小林 拓真 山口 諒偲 坂田 涼輔 高見沢 草太 荻原 悠輔 荻原 慧 井出 直哉

上田東 2 上田東 3 上田東 2 佐久長聖 3 岩村田 3 小諸 3 野沢北 2 小諸 1

１００ｍ

走幅跳

砲丸投

４００ｍ

1752 1537 2172 2422 2033 1992 1681 2199

6 8 3 1 4 5 7 2

１１０ｍＨ

やり投

走高跳

１５００ｍ

1362 1607 2158 1564 1837 1850 1860

3114 3144 4580 3597 3829 3531 4059

7 6 1 4 3 5 2

　備考　　左の欄は記録、右の欄の上は得点、下は合計得点、風向･風速を必要とする種目には必ず追・向の別と風速を記録欄に記入のこと。

　　　　　　走幅跳の最高記録の風速が４ｍを超えた場合、セカンド記録以下に４ｍ以内のものがあればそれを付記してください。

種 目

都
道

府県 所 属

競 技者 名

ナンバー

混成競技(八種)記録得点表 （ 男 ・ 女 ）

記 録 員

記録主任 滝 沢 孝 之

審 判 長 上 原 羊 二１ ６ ０ ２ ０ ０ ３

２ ０ ２ ０ ６ ０

名 N 1 葉 １ 種目コード ２ １ ０

２ ０



決勝 5月13日 10:20

風速 -3.1

 1 坂田 涼輔(3) 高校     12.01 
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 佐久長聖

 2 山口 諒偲(2) 高校     12.06 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 上田東

 3 井出 直哉(1) 高校     12.23 
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸

 4 高見沢 草太(3) 高校     12.46 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田

 5 荻原 悠輔(3) 高校     12.51 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸

 6 荻原 慧(2) 高校     13.10 
ｵｷﾞﾊﾗ ｹｲ 野沢北

 7 荻原 克崇(2) 高校     13.12 
ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾂﾀｶ 上田東

 8 小林 拓真(3) 高校     13.15 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 上田東

決勝 5月13日 12:00

坂田 涼輔(3) 高校   6.34   6.41   6.39    6.41 
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 佐久長聖   +3.2   +2.9   +2.1    +2.9
井出 直哉(1) 高校   6.08   5.88   5.94    6.08 
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸   +1.9   +2.6   +3.3    +1.9
山口 諒偲(2) 高校   5.83    X   5.54    5.83 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 上田東   +2.6   +2.8    +2.6
高見沢 草太(3) 高校   5.73   5.82   5.54    5.82 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田   +3.5   +2.7   +2.7    +2.7
荻原 悠輔(3) 高校   5.57    X   5.61    5.61 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸   +2.2   +1.5    +1.5
荻原 克崇(2) 高校   5.31    X   5.60    5.60 
ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾂﾀｶ 上田東   +1.9   +0.4    +0.4
荻原 慧(2) 高校   4.40   5.18   4.90    5.18 
ｵｷﾞﾊﾗ ｹｲ 野沢北   +2.7   +1.7   +2.9    +1.7
小林 拓真(3) 高校   5.07   4.90   5.05    5.07 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 上田東   +2.6   +2.9   +3.7    +2.6

決勝 5月13日 13:30

坂田 涼輔(3) 高校
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 佐久長聖
荻原 悠輔(3) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸
山口 諒偲(2) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 上田東
井出 直哉(1) 高校
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸
高見沢 草太(3) 高校
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田
荻原 慧(2) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ｹｲ 野沢北
小林 拓真(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 上田東
荻原 克崇(2) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾂﾀｶ 上田東

混成男子

八種１００ｍ        

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

4  1804

5  2813

6  1593

9  1701

8  1545

7  2826

3  1801

2  1803

混成男子

八種走幅跳
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  2813

2 8  1701

3 3  1804

4 5  1593

5 6  2826

6 1  1803

7 7  1545

8 2  1801

混成男子

八種砲丸投
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 8  2813
 8.61  8.92  8.84   8.92 

2 6  2826
 8.60  8.69  8.82   8.82 

3 1  1804
  X  7.86  8.02   8.02 

4 4  1701
 7.38  7.96  7.65   7.96 

5 7  1593
 6.66  7.12  6.68   7.12 

6 5  1545
 6.07  6.90  6.97   6.97 

7 2  1801
 5.59  6.45  6.64   6.64 

8 3  1803
 5.96  6.47  6.36   6.47 



決勝 5月13日 14:30

 1 坂田 涼輔(3) 高校     53.16 
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 佐久長聖

 2 井出 直哉(1) 高校     54.36 
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸

 3 山口 諒偲(2) 高校     54.58 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 上田東

 4 高見沢 草太(3) 高校     54.78 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田

 5 荻原 克崇(2) 高校     56.86 
ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾂﾀｶ 上田東

 6 荻原 悠輔(3) 高校     57.04 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸

 7 荻原 慧(2) 高校     57.38 
ｵｷﾞﾊﾗ ｹｲ 野沢北

 8 小林 拓真(3) 高校   1,00.03 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 上田東

決勝 5月14日 10:15

風速 +2.1

 1 坂田 涼輔(3) 高校     16.18 
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 佐久長聖

 2 荻原 慧(2) 高校     17.91 
ｵｷﾞﾊﾗ ｹｲ 野沢北

 3 井出 直哉(1) 高校     17.92 
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸

 4 小林 拓真(3) 高校     18.36 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 上田東

 5 荻原 悠輔(3) 高校     18.86 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸

 6 高見沢 草太(3) 高校     19.88 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田

 7 荻原 克崇(2) 高校     21.03 
ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾂﾀｶ 上田東
山口 諒偲(2) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 上田東

決勝 5月14日 11:00

荻原 悠輔(3) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸
坂田 涼輔(3) 高校
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 佐久長聖
荻原 慧(2) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ｹｲ 野沢北
井出 直哉(1) 高校
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸
高見沢 草太(3) 高校
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田
小林 拓真(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 上田東
荻原 克崇(2) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾂﾀｶ 上田東
山口 諒偲(2) 高校 欠場
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 上田東

7  1804

混成男子

八種４００ｍ        
順 ﾚｰﾝ No. 記録／備考

6  2813

2  1701

氏  名 所属名

5  1593

9  1803

4  2826

3  1545

8  1801

混成男子

八種１１０ｍH

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  2813

6  1545

8  1701

5  1801

4  2826

2  1593

3  1803

7  1804
欠場

混成男子

八種やり投
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 2  2826
  O   O 43.45  43.45 

2 8  2813
  O   O 39.57  39.57 

3 3  1545
  O   O 29.53  29.53 

4 4  1701
  O   O 28.99  28.99 

5 1  1593
27.71   O   O  27.71 

6 6  1801
  O   O 27.35  27.35 

7 5  1803
21.06   X   X  21.06 

7  1804



決勝 5月14日 13:40

1m76 1m79
井出 直哉(1) 高校 - - - - - O O XXO XXX
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸
坂田 涼輔(3) 高校 - - O O O O XXX
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 佐久長聖
荻原 悠輔(3) 高校 - - O XXO XO O XXX
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸
高見沢 草太(3) 高校 - - XO O O XO XXX
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田
荻原 克崇(2) 高校 O O O XXX
ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾂﾀｶ 上田東
荻原 慧(2) 高校 O XO O XXX
ｵｷﾞﾊﾗ ｹｲ 野沢北
小林 拓真(3) 高校 - O XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 上田東
山口 諒偲(2) 高校 欠場
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 上田東

決勝 5月14日 14:00

 1 荻原 慧(2) 高校   4,35.74 
ｵｷﾞﾊﾗ ｹｲ 野沢北

 2 荻原 克崇(2) 高校   4,53.60 
ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾂﾀｶ 上田東

 3 坂田 涼輔(3) 高校   4,56.07 
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 佐久長聖

 4 小林 拓真(3) 高校   4,57.88 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 上田東

 5 井出 直哉(1) 高校   5,03.70 
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸

 6 高見沢 草太(3) 高校   5,08.53 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田

 7 荻原 悠輔(3) 高校   5,15.39 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸

混成男子

八種走高跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

1m30 1m35 1m40 1m45 1m50

1  1545

1m55 1m60 1m65

4  2813

1m70 1m73
記録 備考

 1.55

1 8  1701
 1.65

2
 1.55

 1.40

3 2  2826
 1.55

4 3  1593

 1.35

5  1804

5 7  1803
 1.40

6

順 No. 氏  名 所属名

7 6  1801

混成男子

八種１５００ｍ      
記録／備考

5  1545

7  1803

1  2813

6  1801

3  2826

2  1701

4  1593



決勝 5月13日 15:05

県高新              10.32
大会新              10.91

[ 1組] 風速 -1.0 [ 2組] 風速 -4.5

 1 荻原 慎二(1) 高校     12.25  1 山下 幹生(1) 高校     12.47 
ｵｷﾞﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 佐久長聖 ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ 上田

 2 田中 皐裕(1) 高校     12.35  2 常田 紀幸(2) 高校     12.52 
ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 上田西 ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 佐久長聖

 3 土屋 侃汰(3) 高校     12.59  3 井出 翔真(1) 高校     13.17 
ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 小諸 ｲﾃﾞ ｼｮｳﾏ 佐久長聖

 4 長野 太吉(2) 高校     12.70  4 佐々木 悠登(1) 高校     13.19 
ﾅｶﾞﾉ ﾀｷﾁ 佐久長聖 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 野沢南

 5 丸山 優輝(1) 高校     13.00  5 清水 貴弘(1) 高校     13.46 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 野沢南 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 上田西

 6 新海 悠貴(1) 高校     13.05  6 糸氏 柊矢(1) 高校     13.70 
ｼﾝｶｲ ﾊﾙｷ 野沢北 ｲﾄｳｼﾞ ﾄｳﾔ 佐久長聖

 7 杉原 圭春(2) 高校     13.13  7 掛川 晃都(1) 高校     13.95 
ｽｷﾞﾊﾗ ﾖｼﾊﾙ さくら国際 ｶｹｶﾞﾜ ｱｷﾄ 野沢北

 8 伊藤 宏行(1) 高校     13.88  8 花田 宏輔(2) 高校     14.96 
ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 上田 ﾊﾅﾀﾞ ｺｳｽｹ さくら国際
相場 泰彦(3) 高校 須崎 修二(2) 高校
ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ 佐久長聖 ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 上田

[ 3組] 風速 -4.4

 1 岩井 遼太郎(1) 高校     12.25 
ｲﾜｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 上田

 2 須藤 謙太(2) 高校     12.28 
ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 上田

 3 山浦 渓斗(1) 高校     12.83 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 小諸

 4 後藤 開(2) 高校     13.07 
ｺﾞﾄｳ ｶｲ 上田

 5 滝瀬 裕紀(1) 高校     13.16 
ﾀｷｾ ﾕｳｷ 佐久長聖

 6 西澤 輝(1) 高校     13.17 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾋｶﾙ 野沢南

 7 竹花 光輝(1) 高校     13.57 
ﾀｹﾊﾅ ﾐﾂｷ 佐久平総合
大﨑 敦哉(1) 高校
ｵｵｻｷ ｱﾂﾔ 上田西

決勝 5月15日 10:21

県高新(KR)          20.93
大会新(GR)          22.17

[ 1組] 風速 -4.2 [ 2組] 風速 -3.5

 1 岩井 遼太郎(1) 高校     24.80  1 山下 幹生(1) 高校     24.68 
ｲﾜｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 上田 ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ 上田

 2 山浦 渓斗(1) 高校     25.02  2 中田 凌平(3) 高校     24.77 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 小諸 ﾅｶﾀ ﾘｮｳﾍｲ 小諸

 3 清水 貴弘(1) 高校     27.19  3 宮澤 俊太(2) 高校     24.87 
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 上田西 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭﾝﾀ 上田西
大﨑 敦哉(1) 高校  4 森 望(2) 高校     25.51 
ｵｵｻｷ ｱﾂﾔ 上田西 ﾓﾘ ﾉｿﾞﾑ 小諸
伊藤 宏行(1) 高校  5 滝瀬 裕紀(1) 高校     25.63 
ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 上田 ﾀｷｾ ﾕｳｷ 佐久長聖
相場 泰彦(3) 高校  6 井出 翔真(1) 高校     26.68 
ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ 佐久長聖 ｲﾃﾞ ｼｮｳﾏ 佐久長聖
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決勝 5月13日 11:01

県高新              46.98
大会新              49.18

 1 荻原 慎二(1) 高校     54.38 
ｵｷﾞﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 佐久長聖

 2 井出 洲大(1) 高校     56.68 
ｲﾃﾞ ｸﾆﾋﾛ 小諸
大﨑 敦哉(1) 高校
ｵｵｻｷ ｱﾂﾔ 上田西

決勝 5月14日 10:36

県高新            1,48.46
大会新            1,59.42

 1 野村 純也(1) 高校   2,15.80 
ﾉﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 上田西

 2 小泉 雅樹(1) 高校   2,18.64 
ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻｷ 上田

 3 木下 陽平(1) 高校   2,22.53 
ｷｼﾀ ﾖｳﾍｲ 上田西

 4 杉田 大和(3) 高校   2,23.50 
ｽｷﾞﾀ ﾔﾏﾄ さくら国際
藤本 僚太(2) 高校
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 佐久長聖

決勝 5月13日 11:30

県高新            3,38.49
大会新            3,59.86

[ 1組] [ 2組]

 1 矢野 大和(1) 高校   4,21.60  1 本間 敬大(2) 高校   4,05.33 
ﾔﾉ ﾔﾏﾄ 上田西 ﾎﾝﾏ ｹｲﾀ 佐久長聖

 2 油井 宏喜(2) 高校   4,22.40  2 丸山 幸輝(2) 高校   4,06.36 
ﾕｲ ｺｳｷ 上田西 ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 佐久長聖

 3 阿藤 紘己(1) 高校   4,24.81  3 内田 光(3) 高校   4,09.57 
ｱﾄｳ ﾋﾛｷ 上田 ｳﾁﾀﾞ ﾋｶﾙ 佐久長聖

 4 佐藤 諒真(2) 高校   4,25.40  4 相馬 崇史(3) 高校   4,12.89 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ 佐久平総合 ｿｳﾏ ﾀｶｼ 佐久長聖

 5 内堀 太一(1) 高校   4,31.97  5 米山 哲弘(1) 高校   4,13.67 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｲﾁ 佐久長聖 ｺﾒﾔﾏ ﾃﾂﾋﾛ 佐久長聖

 6 金田 凛太郎(1) 高校   4,36.70  6 宮内 斗輝(1) 高校   4,14.47 
ｶﾈﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 佐久長聖 ﾐﾔｳﾁ ﾄｷ 佐久長聖

 7 小野 勝汰(2) 高校   4,42.45  7 保倉 敏樹(2) 高校   4,16.15 
ｵﾉ ｼｮｳﾀ 岩村田 ﾎｸﾗ ﾄｼｷ 佐久長聖

 8 寺尾 昴(1) 高校   4,44.59  8 小池 彪(1) 高校   4,17.56 
ﾃﾗｵ ｽﾊﾞﾙ 上田西 ｺｲｹ ｱｷﾗ 佐久長聖

 9 青山 夏樹(3) 高校   4,47.02  9 北島 翔吾(3) 高校   4,18.54 
ｱｵﾔﾏ ﾅﾂｷ 岩村田 ｷﾀｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 上田西

10 野村 純也(1) 高校   4,47.94 10 山上 淳(3) 高校   4,23.49 
ﾉﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 上田西 ﾔﾏｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 上田西

11 小泉 雅樹(1) 高校   4,47.96 11 川島 翔太(1) 高校   4,23.60 
ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻｷ 上田 ｶﾜｼﾏ ｼｮｳﾀ 上田西

12 小林 礼生(1) 高校   4,49.07 12 近藤 寛人(2) 高校   4,28.61 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾗｲｷ 上田西 ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ 佐久長聖

13 築山 祐太(1) 高校   4,54.28 13 佐々木 柊馬(1) 高校   4,28.97 
ﾂｷﾔﾏ ﾕｳﾀ 岩村田 ｻｻｷ ﾄｳﾏ 佐久長聖

14 木下 陽平(1) 高校   5,03.99 14 寺澤 アンドリュウ高校   4,36.34 
ｷｼﾀ ﾖｳﾍｲ 上田西 ﾃﾗｻﾜ ｱﾝﾄﾞﾘｭｳ 上田西
堀内 晟壱(1) 高校 大澤 智樹(3) 高校
ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｮｳｲﾁ 佐久長聖 ｵｵｻﾜ ﾄﾓｷ 佐久長聖
小宮山 達也(1) 高校 山本 嵐(2) 高校
ｺﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 上田西 ﾔﾏﾓﾄ ｱﾗｼ 佐久長聖
池田 悠司(1) 高校 三島 颯太(1) 高校
ｲｹﾀﾞ ﾁｶｼ 佐久長聖 ﾐｼﾏ ｿｳﾀ 佐久長聖
小林 海仁(3) 高校 濱野 将基(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 佐久長聖 ﾊﾏﾉ ﾏｻｷ 佐久長聖
羽物 裕人(1) 高校
ﾊﾌﾞﾂ ﾕｳﾄ 佐久長聖
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決勝 5月15日 13:40

県高新           13,45.23
大会新           14,55.98

 1 松崎 咲人(1) 高校  15,24.80 
ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ 佐久長聖

 2 丸山 幸輝(2) 高校  15,25.12 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳｷ 佐久長聖

 3 宮内 斗輝(1) 高校  15,42.60 
ﾐﾔｳﾁ ﾄｷ 佐久長聖

 4 山本 嵐(2) 高校  15,43.66 
ﾔﾏﾓﾄ ｱﾗｼ 佐久長聖

 5 内田 光(3) 高校  15,44.33 
ｳﾁﾀﾞ ﾋｶﾙ 佐久長聖

 6 本間 敬大(2) 高校  15,49.91 
ﾎﾝﾏ ｹｲﾀ 佐久長聖

 7 三島 颯太(1) 高校  16,07.88 
ﾐｼﾏ ｿｳﾀ 佐久長聖

 8 米山 哲弘(1) 高校  16,09.09 
ｺﾒﾔﾏ ﾃﾂﾋﾛ 佐久長聖

 9 佐々木 柊馬(1) 高校  16,15.79 
ｻｻｷ ﾄｳﾏ 佐久長聖

10 油井 宏喜(2) 高校  16,17.30 
ﾕｲ ｺｳｷ 上田西

11 小池 彪(1) 高校  16,26.09 
ｺｲｹ ｱｷﾗ 佐久長聖

12 保倉 敏樹(2) 高校  16,26.09 
ﾎｸﾗ ﾄｼｷ 佐久長聖

13 笹澤 健司(2) 高校  16,31.05 
ｻｻｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 上田西

14 近藤 寛人(2) 高校  16,37.56 
ｺﾝﾄﾞｳ ﾋﾛﾄ 佐久長聖

15 矢野 大和(1) 高校  16,39.65 
ﾔﾉ ﾔﾏﾄ 上田西

16 川島 翔太(1) 高校  16,39.67 
ｶﾜｼﾏ ｼｮｳﾀ 上田西

17 内堀 太一(1) 高校  16,48.25 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｲﾁ 佐久長聖

18 金田 凛太郎(1) 高校  17,18.97 
ｶﾈﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 佐久長聖

19 寺澤 アンドリュウ高校  17,20.65 
ﾃﾗｻﾜ ｱﾝﾄﾞﾘｭｳ 上田西

20 羽物 裕人(1) 高校  17,27.55 
ﾊﾌﾞﾂ ﾕｳﾄ 佐久長聖

21 寺尾 昴(1) 高校  17,55.17 
ﾃﾗｵ ｽﾊﾞﾙ 上田西
室伏 琉音(2) 高校
ﾑﾛﾌｼ ﾘｭｳﾈ さくら国際
大澤 智樹(3) 高校
ｵｵｻﾜ ﾄﾓｷ 佐久長聖
池田 悠司(1) 高校
ｲｹﾀﾞ ﾁｶｼ 佐久長聖
濱野 将基(1) 高校
ﾊﾏﾉ ﾏｻｷ 佐久長聖
小林 礼生(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾗｲｷ 上田西
堀内 晟壱(1) 高校
ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｮｳｲﾁ 佐久長聖
小林 海仁(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 佐久長聖

決勝 5月13日 13:31

県高新               7.57
大会新               7.14

小林 諒也(3) 高校   5.26   5.14   5.00    5.26 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 佐久長聖   +4.7   +1.6   +6.0    +4.7
糸氏 柊矢(1) 高校   5.17   5.20    X    5.20 
ｲﾄｳｼﾞ ﾄｳﾔ 佐久長聖   +3.0   +3.4    +3.4
佐々木 悠登(1) 高校 欠場
ｻｻｷ ﾕｳﾄ 野沢南
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