
　開催期日　　平成２９年９月２日(土)

　競技場 佐久総合運動公園陸上競技場（コード202060 ）

　主催　東信地区陸上競技協会　佐久市陸上競技協会

　　　　東信地区高等学校体育連盟陸上競技部

　　　　東信地区中学校体育連盟陸上競技専門部

　審判長　 由井　正巳

　記録主任 山野井宏彰

　

気象状況

時刻 天候 気温 湿度

 8:40 くもり 北北東   0.7m/sec.  18.0 ℃  73.0 %

 9:00 くもり 北東   0.8m/sec.  19.0 ℃  72.0 %

10:00 晴れ 南   0.5m/sec.  22.0 ℃  62.0 %

11:00 晴れ 南西   0.4m/sec.  27.0 ℃  50.0 %

12:00 晴れ 北   1.4m/sec.  24.0 ℃  56.0 %

13:00 晴れ 南南西   1.7m/sec.  24.5 ℃  53.0 %

14:00 くもり 西   1.1m/sec.  25.0 ℃  51.0 %

15:00 くもり 北東   0.1m/sec.  24.0 ℃  53.0 %

16:00 晴れ 北   2.9m/sec.  24.5 ℃  54.0 %

本大会で樹立された記録
種目 ラウンド 所属 記録 風

1 100mYH(0.762m) 決 更北中 14.18  +1.8 県中学新

風
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平成29年度東信地区ジュニア・ユース陸上競技秋季記録会                            
　主催　東信地区陸上競技協会　佐久市陸上競技協会                                
　　　東信地区高等学校体育連盟陸上競技部                                        
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決勝記録一覧表
男  子 【競技場】172060  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

09/02 中学男子 宮崎 日向(2) 11.44  市川 凌大(2) 11.81 石井 佑磨(2) 12.12 鈴木 崚太(2) 12.20 中沢 一晴(2) 12.25 漆原奏哉(2) 12.57 中澤 光希(1) 12.67 林 亮典(2) 12.74
100m 中学生･佐久長聖中 中学生･木祖中 中学生･小諸東中 中学生･佐久浅間中 中学生･東御東部 中学生･芦原中 中学生･東御東部 中学生･野沢中

09/02 宮崎 日向(2) 22.78 伊藤 司騎(2) 24.11 石井 佑磨(2) 24.56 尾沼 優(2) 24.64 矢花 竜也(3) 24.73 中村 洋平(2) 25.46 飯塚 啓真(2) 25.72 秋山 智行(2) 25.82
200m 中学生･佐久長聖中 中学生･望月AC 中学生･小諸東中 中学生･上田第五中 中学生･望月AC 中学生･望月AC 中学生･佐久浅間中 中学生･佐久浅間中

09/02 尾沼 優(2) 54.59 秋山 智行(2) 56.80 柳澤 直希(2) 1,00.77 掛川裕貴(2) 1,02.04 飯田 悠誠(2) 1,02.18 福島 翔太(1) 1,02.62 楢原 累斗(1) 1,02.85 箱山 昂希(2) 1,04.86
400m 中学生･上田第五中 中学生･佐久浅間中 中学生･東御東部 中学生･芦原中 中学生･佐久東中 中学生･野沢中 中学生･東御東部 中学生･上田第四中

09/02 北村 隆之介(2) 4,35.78 木村 歩峻(2) 4,44.02 土屋 由木(2) 4,46.82 柳澤 直希(2) 4,46.96 市川 和英(1) 中学生･野沢中 4,47.37 久松 賢悟(2) 4,51.76 新井 虎次郎(1) 4,52.65
1500m 中学生･佐久長聖中 中学生･佐久長聖中 中学生･小諸東中 中学生･東御東部 福島 翔太(1) 中学生･野沢中 中学生･野沢中 中学生･佐久長聖中

09/02 土赤 本気(2) 9,54.66 田口紫音(2) 10,17.40 竹花 翔太(1) 10,30.74 成澤 爽(1) 10,31.37 今野 駿太(2) 11,02.83 大神 健太(1) 11,08.27 竹内 暖(2) 11,11.24 宮下 輝海(1) 11,21.61
3000m 中学生･小諸東中 中学生･芦原中 中学生･丸子中 中学生･丸子中 中学生･軽井沢中 中学生･丸子中 中学生･腰越JSC 中学生･東御東部

09/02  +2.3 漆原奏哉(2) 16.39 滝沢 諒(2) 19.67 小林 奎斗(2) 20.22 渡邉 泰成(2) 20.36
110mH(0.914m) 中学生･芦原中 中学生･上田第五中 中学生･東御東部 中学生･佐久東中

09/02  +2.1 原 惇也(3) 15.46 宮澤 武流(3) 15.85
110mJH(0.990m) 中学生･佐久浅間中 中学生･堀金中

09/02 関戸 勝琉(2) 1.65 土屋 海斗(2) 1.60 入口 哉人(2) 1.40 瀬切 陽紀(1) 1.20
走高跳 中学生･野沢中 中学生･上田第五中 中学生･東御東部 中学生･丸子中

09/02 深尾 光希(3) 3.80 山浦 聖(2) 2.80 今野 駿太(2) 2.60 染野 才輝(2) 2.20 村木 竜馬(2) 2.10
棒高跳 中学生･三郷中 中学生･上田第一中 中学生･軽井沢中 中学生･上田第一中 中学生･上田第五中

09/02 矢花 竜也(3) 5.97(-1.0) 中村 洋平(2) 中学生･望月AC 5.43(-1.3) 田崎 佑冴(2) 5.31(-0.7) 辻浦 知主(2) 5.26(-0.7) 南澤 爽太(1) 4.98(+0.1) 古村 拓海(1) 4.97(-0.9) 高根 大樹(2) 4.80(-1.7)
走幅跳 中学生･望月AC 林 亮典(2) 中学生･野沢中 中学生･小諸東中 中学生･東御東部 中学生･小諸東中 中学生･佐久浅間中 中学生･佐久浅間中

09/02 鈴木 崚太(2) 9.17 金澤拓夢(2) 7.95 塩川 築(2) 5.99 鷹野 羽也斗(2) 5.18 久保川 優士(3)
砲丸投(5.000kg) 中学生･佐久浅間中 中学生･芦原中 中学生･小諸東中 中学生･野沢中 中学生･丸子北

09/02 東御東部       47.66 佐久浅間中       48.45 小諸東中       49.10 望月AC       49.89 野沢中       50.11 上田第五中       50.64 上田第一中       53.35 佐久東中       54.90
4x100mR 入口 哉人(2) 秋山 智行(2) 田崎 佑冴(2) 林 樹生(2) 相澤 勇太朗(1) 滝沢 諒(2) 井尻 晴登(1) 谷津 航太(1)

中沢 一晴(2) 古村 拓海(1) 石井 佑磨(2) 伊藤 司騎(2) 林 亮典(2) 土屋 海斗(2) 内海 亮平(1) 飯田 悠誠(2)
辻浦 知主(2) 飯塚 啓真(2) 土屋 由木(2) 寺島 恒輔(1) 関戸 勝琉(2) 望月 眞斗(1) 新井 翔太(1) 渡邉 泰成(2)
中澤 光希(1) 鈴木 崚太(2) 横須賀 大翼(2) 中村 洋平(2) 木内 温斗(2) 尾沼 優(2) 山浦 聖(2) 土屋 諒平(1)

09/02 小学男子 藤巻 大和(3) 10.12 橋詰 蓮平(3) 10.15 山口 亨哉(2) 10.37 齋藤 響(2) 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 10.45 佐藤 暖門(3) 10.50 小島 颯斗(2) 10.61 南澤 侑吾(3) 10.66
60m 小学生･岸野小 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･軽井沢A&AC 柳沢 魁志(2) 小学生･望月AC 小学生･軽井沢中部小 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

09/02 伊藤 壮一郎(6) 12.75 小林 碧空(6) 12.84 千葉 大輝(6) 13.32 菊池 優介(6) 13.51 坂田 涼真(6) 14.09 山浦 悠大(6) 14.50 滝澤 智博(5) 14.73 柳澤 孔軌(6) 14.79
100m 小学生･あさまねSC 小学生･望月AC 小学生･軽井沢A&AC 小学生･T&F佐久平 小学生･軽井沢A&AC 小学生･あさまねSC 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ 小学生･望月AC

09/02 内堀 翼(5) 3,12.70 土赤 仁義(4) 3,18.17 金子 倖大(5) 3,20.01 熊倉 正之(6) 3,30.45 滝澤 智博(5) 3,30.51 横山 廉汰郎(6) 3,31.51 児玉 大河(4) 3,32.27 土屋 聖瑛(6) 3,32.62
1000m 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ 小学生･腰越JSC小 小学生･T&F佐久平 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ 小学生･腰越JSC小 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

09/02  +1.2 柳澤 翔逢(4) 11.63 中澤 珀翔(4) 12.46 橋詰 蓮平(3) 14.05 遠藤 大志(4) 15.58
60mH 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･佐久浅間AC 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･T&F佐久平

09/02 坂田 涼真(6) 13.27 菊池 優介(6) 13.43 大木 咲翔(6) 14.50 櫻井 絢悠(6) 14.82 工藤 優真(5) 15.02 百瀬 裕吏(6) 15.13 小林 誠史(6) 15.33 片井 蓮仁(6) 15.75
80mH 小学生･軽井沢A&AC 小学生･T&F佐久平 小学生･軽井沢A&AC 小学生･T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･T&F佐久平 小学生･真田ﾏﾗｿﾝ教室 小学生･T&F佐久平

金澤 歩夢(5)
小学生･軽井沢A&AC

09/02 櫻井 絢悠(6) 1.25 井出 博人(6) 小学生･T&F佐久平 1.15
走高跳 小学生･T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ 柳澤 透偉(6) 小学生･T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ

百瀬 裕吏(6) 小学生･T&F佐久平
09/02 小林 碧空(6) 4.82(-0.8) 小林 誠史(6) 3.94(-0.9) 小山 翔平(6) 3.90(-2.1) 金澤 歩夢(5) 3.90(-1.9) 柳澤 孔軌(6) 3.74(-0.6) 柿澤 一護(5) 3.66(-0.2) 大草 芽生(5) 3.60(-0.1) 小林 美海(4) 3.37(-1.2)

走幅跳 小学生･望月AC 小学生･真田ﾏﾗｿﾝ教室 小学生･望月AC 小学生･軽井沢A&AC 小学生･望月AC 小学生･安茂里小 小学生･望月AC 小学生･望月AC
09/02 竹内 大智(6) 42.61 片井 和道(5) 38.63 工藤 優真(5) 36.96 齋藤 音吹(6) 36.00 安本 桜太郎(6) 34.47 林 悠翔(4) 29.59 清水 稜介(2) 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 27.50

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学生･上田JSC 小学生･岸野小 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ 南澤 侑吾(3) 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
09/02 望月AC(A)       53.93 軽井沢A&AC       56.42 あさまねSC       57.45 T&F佐久平       57.56 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ       59.84 上田JSC     1,00.16 望月AC(B)     1,00.57 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ    1,01.46

4x100mR 山浦 雅斗(6) 金澤 歩夢(5) 美斉津 岳(4) 井出 博人(6) 土屋 聖瑛(6) 竹内 大智(6) 柳澤 孔軌(6) 中山 瑛生(6)
小林 碧空(6) 坂田 涼真(6) 山浦 悠大(6) 百瀬 裕吏(6) 工藤 優真(5) 武田 大輔(5) 大草 芽生(5) 柳澤 透偉(6)
小山 翔平(6) 大木 咲翔(6) 山口 遼真(4) 片井 蓮仁(6) 土屋 太木(5) 五十里 英太(5) 小林 美海(4) 櫻井 絢悠(6)
佐々木 隆之介(6) 千葉 大輝(6) 伊藤 壮一郎(6) 菊池 優介(6) 齋藤 音吹(6) 小池 海嘉(5) 依田 惺那(4) 中條 太智(6)
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決勝記録一覧表
男  子 【競技場】172060  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
09/02 高校男子 山浦 渓斗(2) 11.14 髙木 涼(2) 11.19 原 泰三(1) 11.23 佐々木 悠登(2) 11.25 菅沢 晴樹(2) 11.29 與川 夢翔(1) 11.34 小林 嶺(3) 11.44 井出 直哉(2) 11.55

100m 高校生･小諸 高校生･上田千曲高 高校生･小諸 高校生･野沢南高 高校生･野沢南高 高校生･上田西高 高校生･長野高専[高] 高校生･小諸
堀込 碧(1)
高校生･小諸

09/02 田中 皐裕(2) 51.64 岡村 州紘(2) 51.73 柏木 優(1) 51.87 堀込 碧(1) 52.19 井出 洲大(2) 52.60 佐藤 公一郎(1) 53.91 土屋 舜太朗(1) 53.93 竹内 滉一(2) 54.94
400m 高校生･上田西高 高校生･岩村田高 高校生･佐久長聖[高] 高校生･小諸 高校生･小諸 高校生･上田染谷丘高 高校生･岩村田高 高校生･岩村田高

09/02 廣瀬 洸(3) 1,59.33 中島 優太朗(1) 2,01.78 野村 純也(2) 2,02.25 鷹野 光佑(2) 2,02.46 上原 拓(2) 2,02.83 佐藤 公一郎(1) 2,02.84 小宮山 貴大(2) 2,05.91 小宮山 達也(2) 2,07.23
800m 高校生･長野高専[高] 高校生･小諸 高校生･上田西高 高校生･岩村田高 高校生･上田染谷丘高 高校生･上田染谷丘高 高校生･上田千曲高 高校生･上田西高

09/02 川島 翔太(2) 4,13.81 笹澤 健司(3) 4,15.12 鷹野 光佑(2) 4,19.46 木下 陽平(2) 4,19.83 木次 航太(2) 4,24.09 寺尾 昴(2) 4,24.28 小山 琉弥(1) 4,30.55 清水 駿(1) 4,53.01
1500m 高校生･上田西高 高校生･上田西高 高校生･岩村田高 高校生･上田西高 高校生･岩村田高 高校生･上田西高 高校生･上田西高 高校生･岩村田高

09/02  -0.6 木次 航太(2) 16,58.89 並木 久幸(2) 17,23.05 高橋 響希(1) 17,28.32 井出 匡紀(1) 18,10.40 須藤 竜聖(1) 19,24.97 築山 祐太(2) 19,47.52
5000m 高校生･岩村田高 高校生･野沢北高 高校生･上田西高 高校生･岩村田高 高校生･野沢南高 高校生･岩村田高

09/02  +1.2 岡村 州紘(2) 16.02 小泉 陸人(1) 19.11
110mH 高校生･岩村田高 高校生･野沢南高

09/02 遠山 舜也(2) 1.80
走高跳 高校生･岩村田高

09/02 佐々木 悠登(2)6.24(-1.8) 原 泰三(1) 6.24(-1.1) 上野 太暉(1) 5.95(-1.2) 茂木 達哉(2) 5.90(-1.7) 井出 直哉(2) 5.67(-1.1) 遠山 舜也(2) 5.55(-0.9) 土屋 舜太朗(1)5.53(-1.2) 新海 悠貴(2) 5.21(-0.2)
走幅跳 高校生･野沢南高 高校生･小諸 高校生･丸子修学館高 高校生･岩村田高 高校生･小諸 高校生･岩村田高 高校生･岩村田高 高校生･野沢北高

09/02 赤尾 聡良(1) 9.94 土屋 瑞希(2) 9.86 田村 匠(2) 9.19 飯塚 亮介(1) 8.04 北澤 拓巳(1) 7.95 掛川 晃都(2) 7.12
砲丸投 高校生･上田染谷丘高 高校生･東御清翔高 高校生･望月高 高校生･野沢北高 高校生･上田染谷丘高 高校生･野沢北高

09/02 上條 俊(3) 47.74 小泉 陸人(1) 45.21 丸山 優輝(2) 39.03 宮沢 颯助(1) 33.95 北澤 拓巳(1) 33.23
やり投 高校生･長野高専[高] 高校生･野沢南高 高校生･野沢南高 高校生･野沢北高 高校生･上田染谷丘高

09/02 小諸       43.29 上田西高       44.43 佐久長聖[高]      44.76 野沢南高       45.92 野沢北高       46.49 岩村田高       47.09 東御清翔高       47.61 上田染谷丘高      51.68
4x100mR 山浦 渓斗(2) 清水 貴弘(2) 井出 翔真(2) 小泉 陸人(1) 早坂 晃太(1) 土屋 舜太朗(1) 羽毛田 諒(1) 藤島 大翔(1)

堀込 碧(1) 田中 皐裕(2) 篠澤 蒼平(1) 佐々木 悠登(2) 新海 悠貴(2) 遠山 舜也(2) 土屋 瑞希(2) 上原 一輝(1)
井出 直哉(2) 與川 夢翔(1) 柏木 優(1) 小松 風雅(1) 岩崎 凌大(1) 茂木 達哉(2) 濱村 和(1) 成田 良(1)
原 泰三(1) 小林 涼真(1) 古厩 海聖(1) 柏木 佑太(2) 飯塚 亮介(1) 岡村 州紘(2) 翠川 拓真(1) 上原 拓(2)

09/02 中学1年男子  +0.4 古村 拓海(1) 15.87 内海 亮平(1) 16.57 南澤 爽太(1) 16.87 星野 緑風(1) 18.63 木内 心大(1) 19.67 手塚 嵐太(1) 19.96 村上 鷹翔(1) 20.53 望月 眞斗(1) 20.69
100mH(0.838m) 中学生･佐久浅間中 中学生･上田第一中 中学生･小諸東中 中学生･野沢中 中学生･佐久浅間中 中学生･小諸東中 中学生･軽井沢中 中学生･上田第五中

中島 良(1)
中学生･佐久東中

09/02 北澤 直也(1) 8.96 木藤海琉(1) 8.86 菊地 祐吾(1) 7.24 豊島 誉生(1) 5.97 小林 一成(1) 4.93 中島 良(1) 4.83 京野 倖太(1) 3.83
砲丸投(4.000kg) 中学生･上田第四中 中学生･芦原中 中学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 中学生･佐久浅間中 中学生･佐久浅間中 中学生･佐久東中 中学生･佐久浅間中



決勝 9月2日 11:45

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -0.3

 1 丸山 優輝(2) 高校生     12.26  1 飯塚 亮介(1) 高校生     12.18 
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 野沢南高 ｲｲｽﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 野沢北高

 2 岩崎 凌大(1) 高校生     12.36  2 塚田 陽樹(1) 高校生     12.26 
ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ 野沢北高 ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 小諸

 3 羽毛田 諒(1) 高校生     12.41  3 市ヶ谷 将英(1) 高校生     12.29 
ﾊｹﾀ ﾘｮｳ 東御清翔高 ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ 岩村田高

 4 早坂 晃太(1) 高校生     12.41  4 新海 悠貴(2) 高校生     12.30 
ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ 野沢北高 ｼﾝｶﾞｲ ﾊﾙｷ 野沢北高

 5 石川 泰地(1) 高校生     12.41  5 翠川 拓真(1) 高校生     12.31 
ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 野沢北高 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾀｸﾏ 東御清翔高

 6 小松 大和(1) 高校生     12.66  6 茂木 達哉(2) 高校生     12.37 
ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ 小諸 ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ 岩村田高

 7 小松 風雅(1) 高校生     12.70  7 松﨑 悠弥(1) 高校生     12.42 
ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 野沢南高 ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾔ 佐久長聖[高]

 8 山本 拳心(1) 高校生     13.15 高橋 涼(2) 高校生
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 野沢南高 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 野沢北高

[ 3組] 風速 +0.2 [ 4組] 風速 +2.3

 1 井出 翔真(2) 高校生     11.99  1 小林 嶺(3) 高校生     11.44 
ｲﾃﾞ ｼｮｳﾏ 佐久長聖[高] ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲ 長野高専[高]

 2 柏木 優(1) 高校生     12.04  2 井出 直哉(2) 高校生     11.55 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 佐久長聖[高] ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸

 3 一之瀬 弘聖(1) 高校生     12.14  2 堀込 碧(1) 高校生     11.55 
ｲﾁﾉｾ  ﾋﾛｱｷ 上田千曲高 ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 小諸

 4 宮下 駿介(1) 高校生     12.27  4 藤島 大翔(1) 高校生     11.62 
ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 丸子修学館高 ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ 上田染谷丘高

 5 清水 貴弘(2) 高校生     12.36  5 篠澤 蒼平(1) 高校生     11.63 
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 上田西高 ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 佐久長聖[高]

 6 柏木 佑太(2) 高校生     12.49  6 古厩 海聖(1) 高校生     11.66 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ 野沢南高 ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 佐久長聖[高]
糸氏 柊矢(2) 高校生 西澤 雅志(2) 高校生
ｲﾄｳｼﾞ ﾄｳﾔ 佐久長聖[高] ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 野沢南高

[ 5組] 風速 +3.9

 1 山浦 渓斗(2) 高校生     11.14 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 小諸

 2 髙木 涼(2) 高校生     11.19 
ﾀｶｷﾞ  ﾘｮｳ 上田千曲高

 3 原 泰三(1) 高校生     11.23 
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小諸

 4 佐々木 悠登(2) 高校生     11.25 
ｻｻｷ ﾕｳﾄ 野沢南高

 5 菅沢 晴樹(2) 高校生     11.29 
ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 野沢南高

 6 與川 夢翔(1) 高校生     11.34 
ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ 上田西高

 7 小林 涼真(1) 高校生     12.01 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 上田西高

8  1909

5  1558

4  1908

2  1707

7  1550

6  1703

3  1882

欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  2814 4  1546

7  1547 3  2808

5  2773 5  2810
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3  1878 8  1706

4  2809 6  1701

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  2806 2  3533
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ
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3  1548 6  1532

高校男子

100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ



   1 山浦 渓斗(2) 高校生 小諸     11.14 (+3.9)   5   1
   2 髙木 涼(2) 高校生 上田千曲高     11.19 (+3.9)   5   2
   3 原 泰三(1) 高校生 小諸     11.23 (+3.9)   5   3
   4 佐々木 悠登(2) 高校生 野沢南高     11.25 (+3.9)   5   4
   5 菅沢 晴樹(2) 高校生 野沢南高     11.29 (+3.9)   5   5
   6 與川 夢翔(1) 高校生 上田西高     11.34 (+3.9)   5   6
   7 小林 嶺(3) 高校生 長野高専[高]     11.44 (+2.3)   4   1
   8 井出 直哉(2) 高校生 小諸     11.55 (+2.3)   4   2
   8 堀込 碧(1) 高校生 小諸     11.55 (+2.3)   4   2
  10 藤島 大翔(1) 高校生 上田染谷丘高     11.62 (+2.3)   4   4
  11 篠澤 蒼平(1) 高校生 佐久長聖[高]     11.63 (+2.3)   4   5
  12 古厩 海聖(1) 高校生 佐久長聖[高]     11.66 (+2.3)   4   6
  13 井出 翔真(2) 高校生 佐久長聖[高]     11.99 (+0.2)   3   1
  14 小林 涼真(1) 高校生 上田西高     12.01 (+3.9)   5   7
  15 柏木 優(1) 高校生 佐久長聖[高]     12.04 (+0.2)   3   2
  16 一之瀬 弘聖(1) 高校生 上田千曲高     12.14 (+0.2)   3   3
  17 飯塚 亮介(1) 高校生 野沢北高     12.18 (-0.3)   2   1
  18 丸山 優輝(2) 高校生 野沢南高     12.26 (-0.7)   1   1
  18 塚田 陽樹(1) 高校生 小諸     12.26 (-0.3)   2   2
  20 宮下 駿介(1) 高校生 丸子修学館高     12.27 (+0.2)   3   4
  21 市ヶ谷 将英(1) 高校生 岩村田高     12.29 (-0.3)   2   3
  22 新海 悠貴(2) 高校生 野沢北高     12.30 (-0.3)   2   4
  23 翠川 拓真(1) 高校生 東御清翔高     12.31 (-0.3)   2   5
  24 岩崎 凌大(1) 高校生 野沢北高     12.36 (-0.7)   1   2
  24 清水 貴弘(2) 高校生 上田西高     12.36 (+0.2)   3   5
  26 茂木 達哉(2) 高校生 岩村田高     12.37 (-0.3)   2   6
  27 羽毛田 諒(1) 高校生 東御清翔高     12.41 (-0.7)   1   3
  27 早坂 晃太(1) 高校生 野沢北高     12.41 (-0.7)   1   4
  27 石川 泰地(1) 高校生 野沢北高     12.41 (-0.7)   1   5
  30 松﨑 悠弥(1) 高校生 佐久長聖[高]     12.42 (-0.3)   2   7
  31 柏木 佑太(2) 高校生 野沢南高     12.49 (+0.2)   3   6
  32 小松 大和(1) 高校生 小諸     12.66 (-0.7)   1   6
  33 小松 風雅(1) 高校生 野沢南高     12.70 (-0.7)   1   7
  34 山本 拳心(1) 高校生 野沢南高     13.15 (-0.7)   1   8 1569
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決勝 9月2日  9:20

[ 1組] [ 2組]

 1 佐藤 公一郎(1) 高校生     53.91  1 田中 皐裕(2) 高校生     51.64 
ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 上田染谷丘高 ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ 上田西高

 2 土屋 舜太朗(1) 高校生     53.93  2 岡村 州紘(2) 高校生     51.73 
ﾂﾁﾔ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岩村田高 ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 岩村田高

 3 竹内 滉一(2) 高校生     54.94  3 柏木 優(1) 高校生     51.87 
ﾀｹｳﾁ ｺｳｲﾁ 岩村田高 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 佐久長聖[高]

 4 松﨑 悠弥(1) 高校生     55.61  4 堀込 碧(1) 高校生     52.19 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾔ 佐久長聖[高] ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 小諸

 5 石川 泰地(1) 高校生     56.13  5 井出 洲大(2) 高校生     52.60 
ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 野沢北高 ｲﾃﾞ ｸﾆﾋﾛ 小諸

 6 上原 一輝(1) 高校生     56.17  6 荻原 慎二(2) 高校生     55.79 
ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｷ 上田染谷丘高 ｵｷﾞﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 佐久長聖[高]

 7 成田 良(1) 高校生     57.18 西澤 雅志(2) 高校生
ﾅﾘﾀ ﾘｮｳ 上田染谷丘高 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 野沢南高

 8 沖浦 大地(2) 高校生   1,00.23 髙木 涼(2) 高校生
ｵｷｳﾗ ﾀﾞｲﾁ 野沢南高 ﾀｶｷﾞ  ﾘｮｳ 上田千曲高
早坂 晃太(1) 高校生
ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ 野沢北高

欠場
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欠場

欠場
1  1549 8  1882
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2  1529 6  1704
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No. 氏  名 所属名 記録／備考
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高校男子

400m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ



   1 田中 皐裕(2) 高校生 上田西高       51.64   2   1
   2 岡村 州紘(2) 高校生 岩村田高       51.73   2   2
   3 柏木 優(1) 高校生 佐久長聖[高]       51.87   2   3
   4 堀込 碧(1) 高校生 小諸       52.19   2   4
   5 井出 洲大(2) 高校生 小諸       52.60   2   5
   6 佐藤 公一郎(1) 高校生 上田染谷丘高       53.91   1   1
   7 土屋 舜太朗(1) 高校生 岩村田高       53.93   1   2
   8 竹内 滉一(2) 高校生 岩村田高       54.94   1   3
   9 松﨑 悠弥(1) 高校生 佐久長聖[高]       55.61   1   4
  10 荻原 慎二(2) 高校生 佐久長聖[高]       55.79   2   6
  11 石川 泰地(1) 高校生 野沢北高       56.13   1   5
  12 上原 一輝(1) 高校生 上田染谷丘高       56.17   1   6
  13 成田 良(1) 高校生 上田染谷丘高       57.18   1   7
  14 沖浦 大地(2) 高校生 野沢南高     1,00.23   1   8
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高校男子



決勝 9月2日 12:15

 1 廣瀬 洸(3) 高校生   1,59.33 
ﾋﾛｾ ｺｳ 長野高専[高]

 2 中島 優太朗(1) 高校生   2,01.78 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 小諸

 3 野村 純也(2) 高校生   2,02.25 
ﾉﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 上田西高

 4 鷹野 光佑(2) 高校生   2,02.46 
ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ 岩村田高

 5 上原 拓(2) 高校生   2,02.83 
ｳｴﾊﾗ ﾀｸ 上田染谷丘高

 6 佐藤 公一郎(1) 高校生   2,02.84 
ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 上田染谷丘高

 7 小宮山 貴大(2) 高校生   2,05.91 
ｺﾐﾔﾏ  ﾀｶﾋﾛ 上田千曲高

 8 小宮山 達也(2) 高校生   2,07.23 
ｺﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 上田西高

 9 小林 礼生(2) 高校生   2,13.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾗｲｷ 上田西高

10 塩沢 大智(1) 高校生   2,32.12 
ｼｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 上田染谷丘高
竹内 滉一(2) 高校生
ﾀｹｳﾁ ｺｳｲﾁ 岩村田高

3  1600
欠場
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8  1708

高校男子

800m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月2日 15:25

 1 川島 翔太(2) 高校生   4,13.81 
ｶﾜｼﾏ ｼｮｳﾀ 上田西高

 2 笹澤 健司(3) 高校生   4,15.12 
ｻｻｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 上田西高

 3 鷹野 光佑(2) 高校生   4,19.46 
ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ 岩村田高

 4 木下 陽平(2) 高校生   4,19.83 
ｷｼﾀ ﾖｳﾍｲ 上田西高

 5 木次 航太(2) 高校生   4,24.09 
ｷﾂｷﾞ ｺｳﾀ 岩村田高

 6 寺尾 昴(2) 高校生   4,24.28 
ﾃﾗｵ ｽﾊﾞﾙ 上田西高

 7 小山 琉弥(1) 高校生   4,30.55 
ｺﾔﾏ ﾘｭｳﾔ 上田西高

 8 清水 駿(1) 高校生   4,53.01 
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝ 岩村田高

 9 栁澤 春希(2) 高校生   4,53.10 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 東御清翔高

10 井出 匡紀(1) 高校生   4,54.39 
ｲﾃﾞ ﾏｻｷ 岩村田高

11 築山 祐太(2) 高校生   4,57.48 
ﾂｷﾔﾏ ﾕｳﾀ 岩村田高

12 重田 隆明(2) 高校生   5,13.17 
ｼｹﾞﾀ ﾀｶｱｷ 上田染谷丘高

13 宮沢 颯助(1) 高校生   5,19.25 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｽｹ 野沢北高
沖浦 大地(2) 高校生
ｵｷｳﾗ ﾀﾞｲﾁ 野沢南高

2  1531

1  1549
欠場

10  1599

9  1840

12  1740

6  1606

13  2786

8  1608

4  1602

7  1914

14  1605

5  2772

3  1912

11  1907

高校男子

1500m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月2日  8:40

 1 木次 航太(2) 高校生  16,58.89 
ｷﾂｷﾞ ｺｳﾀ 岩村田高

 2 並木 久幸(2) 高校生  17,23.05 
ﾅﾐｷ ﾋｻﾕｷ 野沢北高

 3 高橋 響希(1) 高校生  17,28.32 
ﾀｶﾊｼ ﾋﾋﾞｷ 上田西高

 4 井出 匡紀(1) 高校生  18,10.40 
ｲﾃﾞ ﾏｻｷ 岩村田高

 5 須藤 竜聖(1) 高校生  19,24.97 
ｽﾄﾞｳ ﾘｭｳｾｲ 野沢南高

 6 築山 祐太(2) 高校生  19,47.52 
ﾂｷﾔﾏ ﾕｳﾀ 岩村田高

5  1566

4  1599

3  2789

6  1606

2  1602

1  1527

高校男子

5000m
順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月2日 16:10

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 小諸  1703 山浦 渓斗(2)     43.29 

ｺﾓﾛ ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ
 1706 堀込 碧(1)

ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ
 1701 井出 直哉(2)

ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ
 1707 原 泰三(1)

ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ
 2   5 上田西高  2773 清水 貴弘(2)     44.43 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ
 2788 田中 皐裕(2)

ﾀﾅｶ ｺｳｽｹ
 1908 與川 夢翔(1)

ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ
 1909 小林 涼真(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ
 3   3 佐久長聖[高]  2806 井出 翔真(2)     44.76 

ｻｸﾁｮｳｾｲ ｲﾃﾞ ｼｮｳﾏ
 2810 篠澤 蒼平(1)

ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ
 2809 柏木 優(1)

ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ
 2808 古厩 海聖(1)

ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ
 4   8 野沢南高  1567 小泉 陸人(1)     45.92 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ
 1550 佐々木 悠登(2)

ｻｻｷ ﾕｳﾄ
 1565 小松 風雅(1)

ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ
 1547 柏木 佑太(2)

ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ
 5   9 野沢北高  1533 早坂 晃太(1)     46.49 

ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ
 1525 新海 悠貴(2)

ｼﾝｶﾞｲ ﾊﾙｷ
 1530 岩崎 凌大(1)

ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ
 1532 飯塚 亮介(1)

ｲｲｽﾞｶ ﾘｮｳｽｹ
 6   4 岩村田高  1607 土屋 舜太朗(1)     47.09 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾂﾁﾔ ｼｭﾝﾀﾛｳ
 1598 遠山 舜也(2)

ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ
 1601 茂木 達哉(2)

ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ
 1603 岡村 州紘(2)

ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ
 7   2 東御清翔高  1733 羽毛田 諒(1)     47.61 

ﾄｳﾐｾｲｼｮｳｺｳ ﾊｹﾀ ﾘｮｳ
 1739 土屋 瑞希(2)

ﾂﾁﾔ ﾐｽﾞｷ
 1734 濱村 和(1)

ﾊﾏﾑﾗ ﾜﾀﾙ
 1735 翠川 拓真(1)

ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾀｸﾏ
 8   6 上田染谷丘高  1846 藤島 大翔(1)     51.68 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ
 1843 上原 一輝(1)

ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｷ
 1842 成田 良(1)

ﾅﾘﾀ ﾘｮｳ
 1839 上原 拓(2)

ｳｴﾊﾗ ﾀｸ

高校男子

4x100mR



決勝 9月2日 13:55

風速 +1.2

 1 岡村 州紘(2) 高校生     16.02 
ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 岩村田高

 2 小泉 陸人(1) 高校生     19.11 
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 野沢南高

2  1603

3  1567

高校男子

110mH

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月2日 10:00

遠山 舜也(2) 高校生
ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 岩村田高
山本 拳心(1) 高校生 欠場
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 野沢南高

 1.80

1  1569

XXX

記録 備考
1 2  1598

- O O XO

1m80 1m85

高校男子

走高跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m65 1m70 1m75



決勝 9月2日 14:00

佐々木 悠登(2) 高校生   5.95    X   6.24    6.24 
ｻｻｷ ﾕｳﾄ 野沢南高   -1.9   -1.8    -1.8
原 泰三(1) 高校生   5.74   5.90   6.24    6.24 
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小諸   -1.0   -0.9   -1.1    -1.1
上野 太暉(1) 高校生   5.72   5.71   5.95    5.95 
ｳｴﾉ ﾀｲｷ 丸子修学館高   -0.1   -0.6   -1.2    -1.2
茂木 達哉(2) 高校生   5.68   5.90   5.76    5.90 
ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ 岩村田高   -0.7   -1.7   -0.2    -1.7
井出 直哉(2) 高校生   5.58   5.65   5.67    5.67 
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸   -1.1   -1.9   -1.1    -1.1
遠山 舜也(2) 高校生   5.03   5.38   5.55    5.55 
ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 岩村田高   -0.6   -1.0   -0.9    -0.9
土屋 舜太朗(1) 高校生    X   5.42   5.53    5.53 
ﾂﾁﾔ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岩村田高   -1.4   -1.2    -1.2
新海 悠貴(2) 高校生   5.19   5.21   5.13    5.21 
ｼﾝｶﾞｲ ﾊﾙｷ 野沢北高   -1.0   -0.2   -0.4    -0.2
小松 風雅(1) 高校生   5.13   4.69   5.02    5.13 
ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 野沢南高   +0.2   -0.5   -1.0    +0.2
濱村 和(1) 高校生   4.48   4.39   5.05    5.05 
ﾊﾏﾑﾗ ﾜﾀﾙ 東御清翔高   +0.2   -1.0   -0.8    -0.8
柏木 佑太(2) 高校生   3.91   4.61   4.79    4.79 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ 野沢南高   -0.1   -0.4   -0.8    -0.8
市ヶ谷 将英(1) 高校生 欠場
ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ 岩村田高
糸氏 柊矢(2) 高校生 欠場
ｲﾄｳｼﾞ ﾄｳﾔ 佐久長聖[高]

4  1609

10 3  1734

9  2814

11 2  1547

8 1  1525

9 5  1565

6 6  1598

7 8  1607

4 11  1601

5 10  1701

2 12  1707

3 7  1747

-4- -5- -6- 記録 備考
1 13  1550

高校男子

走幅跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



決勝 9月2日  9:30

赤尾 聡良(1) 高校生
ｱｶｵ ｿﾗ 上田染谷丘高
土屋 瑞希(2) 高校生
ﾂﾁﾔ ﾐｽﾞｷ 東御清翔高
田村 匠(2) 高校生
ﾀﾑﾗ ﾀｸﾐ 望月高
飯塚 亮介(1) 高校生
ｲｲｽﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 野沢北高
北澤 拓巳(1) 高校生
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 上田染谷丘高
掛川 晃都(2) 高校生
ｶｹｶﾞﾜ ｱｷﾄ 野沢北高

  7.12 

  7.95  7.95

6 6  1526
 6.87  7.12  6.33

 7.53   8.04 

5 5  1844
 7.49  7.80

 9.19   9.19 

4 4  1532
 7.40  8.04

 9.86   9.86 

3 3  1676
 8.98  8.94

  X   9.94 

2 2  1739
 3.64  3.12

-4- -5- -6- 記録 備考
1 1  1841

 9.94  9.27

高校男子

砲丸投
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



決勝 9月2日 14:00

上條 俊(3) 高校生
ｶﾐｼﾞｮｳ ﾀｶｼ 長野高専[高]
小泉 陸人(1) 高校生
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 野沢南高
丸山 優輝(2) 高校生
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 野沢南高
宮沢 颯助(1) 高校生
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｽｹ 野沢北高
北澤 拓巳(1) 高校生
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 上田染谷丘高
工藤 利季(1) 高校生 欠場
ｸﾄﾞｳ ﾄｼｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 33.23 33.23

1   214

  X  33.95 

5 2  1844
  O   O

39.03  39.03 

4 4  1531
  O 33.95

  O  45.21 

3 3  1548
  O   O

  O  47.74 

2 5  1567
  O 45.21

-4- -5- -6- 記録 備考
1 6  3548

  O 47.74

高校男子

やり投
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



決勝 9月2日 11:20

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +1.4

 1 小林 廉(1) 中学生     14.86  1 三浦 渓太(1) 中学生     13.81 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 上田第五中 ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 野沢中

 2 村木 竜馬(2) 中学生     14.94  2 大井 奏汰(1) 中学生     13.86 
ﾑﾗｷ ﾘｮｳﾏ 上田第五中 ｵｵｲ ｿｳﾀ 佐久浅間中

 3 佐藤 良太(1) 中学生     14.94  3 土屋 諒平(1) 中学生     13.96 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 小諸東中 ﾂﾁﾔ ﾘｮｳﾍｲ 佐久東中

 4 太田 京平(1) 中学生     15.31  4 小林 一成(1) 中学生     14.47 
ｵｵﾀ ｷｮｳﾍｲ 佐久東中 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ 佐久浅間中

 5 加藤 颯人(1) 中学生     15.43  5 市川 和英(1) 中学生     14.61 
ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 軽井沢中 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 野沢中

 6 坪井 泰生(1) 中学生     15.61  6 依田 優輔(2) 中学生     14.61 
ﾂﾎﾞｲ ﾀｲｾｲ 野沢中 ﾖﾀﾞ ﾕｳｽｹ 小諸東中

 7 生島 寛人(1) 中学生     17.26  7 阿部 優汰(2) 中学生     14.66 
ｵｼﾞﾏ ﾋﾛﾄ 佐久東中 ｱﾍﾞ ﾕｳﾀ 野沢中
島谷 泰青(1) 中学生  8 内田 洸太(1) 中学生     14.85 
ｼﾏﾔ ﾀｲｾｲ 野沢中 ｳﾁﾀﾞ ｺｳﾀ 野沢中
正橋 明峰(1) 中学生  9 星野 緑風(1) 中学生     14.87 
ﾏｻﾊｼ ｱｷﾐﾈ 上田第四中 ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 野沢中

[ 3組] 風速 -0.1 [ 4組] 風速 -1.8

 1 滝沢 諒(2) 中学生     13.57  1 小林 奎斗(2) 中学生     12.99 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳ 上田第五中 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 東御東部

 2 佐藤 颯真(1) 中学生     13.69  2 金澤拓夢(2) 中学生     13.04 
ｻﾄｳ ｿｳﾏ 野沢中 ｶﾅｻﾞﾜﾀｳﾑ 芦原中

 3 井尻 晴登(1) 中学生     13.75  3 小林 蒼空(2) 中学生     13.12 
ｲｼﾞﾘ ﾊﾙﾄ 上田第一中 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 東御東部

 4 谷津 航太(1) 中学生     13.76  4 箱山 昂希(2) 中学生     13.24 
ﾔﾂ ｺｳﾀ 佐久東中 ﾊｺﾔﾏ ｱｷ 上田第四中

 5 藤原 陸生(1) 中学生     13.84  5 小泉 迅矢(2) 中学生     13.36 
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｷ 佐久浅間中 ｺｲｽﾞﾐ ﾄｷﾔ 東御東部

 6 足立 晃悠(1) 中学生     13.89  6 相澤 勇太朗(1) 中学生     13.40 
ｱﾀﾞﾁ ﾃﾙﾁｶ 佐久浅間中 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 野沢中

 7 渡邉 泰成(2) 中学生     14.18  7 掛川裕貴(2) 中学生     13.53 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 佐久東中 ｶｹｶﾞﾜﾕｳｷ 芦原中

 8 櫻井 英輝(1) 中学生     14.25 寺尾 朝陽(1) 中学生
ｻｸﾗｲ ｱｲｷ 丸子中 ﾃﾗｵ ｱｻﾋ 野沢中

 9 徳嶽 温仁(1) 中学生     15.19 
ﾄｸﾀｹ ﾊﾙﾄ 上田第一中

[ 5組] 風速 -0.8 [ 6組] 風速 +1.3

 1 漆原奏哉(2) 中学生     12.57  1 宮崎 日向(2) 中学生     11.44 
ｳﾙｼﾊﾞﾗｶﾅﾔ 芦原中 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 佐久長聖中

 2 林 亮典(2) 中学生     12.74  2  市川 凌大(2) 中学生     11.81 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 野沢中 ｲﾁｶﾜ ﾘｮｳﾀ 木祖中

 3 田崎 佑冴(2) 中学生     12.94  3 石井 佑磨(2) 中学生     12.12 
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 小諸東中 ｲｼｲ ﾕｳﾏ 小諸東中

 4 木内 温斗(2) 中学生     13.04  4 鈴木 崚太(2) 中学生     12.20 
ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ 野沢中 ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 佐久浅間中

 5 柳澤亮也(2) 中学生     13.07  5 中沢 一晴(2) 中学生     12.25 
ﾔﾅｷﾞｻﾜﾘｮｳﾔ 芦原中 ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾊﾙ 東御東部

 6 入口 哉人(2) 中学生     13.21  6 中澤 光希(1) 中学生     12.67 
ｲﾘｸﾞﾁ ｶﾅﾄ 東御東部 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 東御東部

 7 内海 亮平(1) 中学生     13.40  7 土屋 海斗(2) 中学生     12.79 
ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ 上田第一中 ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 上田第五中

 8 関戸 勝琉(2) 中学生     13.53  8 三井 智世(1) 中学生     14.99 
ｾｷﾄﾞ ｽｸﾞﾙ 野沢中 ﾐﾂｲ ﾄﾓｾ 南牧中

木藤海琉(1) 中学生
ｷﾄﾞｳｶｲﾙ 芦原中

4  4310
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5  4363
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中学男子

100m

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 順 ﾚｰﾝ



   1 宮崎 日向(2) 中学生 佐久長聖中     11.44 (+1.3)   6   1
   2  市川 凌大(2) 中学生 木祖中     11.81 (+1.3)   6   2
   3 石井 佑磨(2) 中学生 小諸東中     12.12 (+1.3)   6   3
   4 鈴木 崚太(2) 中学生 佐久浅間中     12.20 (+1.3)   6   4
   5 中沢 一晴(2) 中学生 東御東部     12.25 (+1.3)   6   5
   6 漆原奏哉(2) 中学生 芦原中     12.57 (-0.8)   5   1
   7 中澤 光希(1) 中学生 東御東部     12.67 (+1.3)   6   6
   8 林 亮典(2) 中学生 野沢中     12.74 (-0.8)   5   2
   9 土屋 海斗(2) 中学生 上田第五中     12.79 (+1.3)   6   7
  10 田崎 佑冴(2) 中学生 小諸東中     12.94 (-0.8)   5   3
  11 小林 奎斗(2) 中学生 東御東部     12.99 (-1.8)   4   1
  12 金澤拓夢(2) 中学生 芦原中     13.04 (-1.8)   4   2
  12 木内 温斗(2) 中学生 野沢中     13.04 (-0.8)   5   4
  14 柳澤亮也(2) 中学生 芦原中     13.07 (-0.8)   5   5
  15 小林 蒼空(2) 中学生 東御東部     13.12 (-1.8)   4   3
  16 入口 哉人(2) 中学生 東御東部     13.21 (-0.8)   5   6
  17 箱山 昂希(2) 中学生 上田第四中     13.24 (-1.8)   4   4
  18 小泉 迅矢(2) 中学生 東御東部     13.36 (-1.8)   4   5
  19 相澤 勇太朗(1) 中学生 野沢中     13.40 (-1.8)   4   6
  19 内海 亮平(1) 中学生 上田第一中     13.40 (-0.8)   5   7
  21 掛川裕貴(2) 中学生 芦原中     13.53 (-1.8)   4   7
  21 関戸 勝琉(2) 中学生 野沢中     13.53 (-0.8)   5   8
  23 滝沢 諒(2) 中学生 上田第五中     13.57 (-0.1)   3   1
  24 佐藤 颯真(1) 中学生 野沢中     13.69 (-0.1)   3   2
  25 井尻 晴登(1) 中学生 上田第一中     13.75 (-0.1)   3   3
  26 谷津 航太(1) 中学生 佐久東中     13.76 (-0.1)   3   4
  27 三浦 渓太(1) 中学生 野沢中     13.81 (+1.4)   2   1
  28 藤原 陸生(1) 中学生 佐久浅間中     13.84 (-0.1)   3   5
  29 大井 奏汰(1) 中学生 佐久浅間中     13.86 (+1.4)   2   2
  30 足立 晃悠(1) 中学生 佐久浅間中     13.89 (-0.1)   3   6
  31 土屋 諒平(1) 中学生 佐久東中     13.96 (+1.4)   2   3
  32 渡邉 泰成(2) 中学生 佐久東中     14.18 (-0.1)   3   7
  33 櫻井 英輝(1) 中学生 丸子中     14.25 (-0.1)   3   8
  34 小林 一成(1) 中学生 佐久浅間中     14.47 (+1.4)   2   4
  35 市川 和英(1) 中学生 野沢中     14.61 (+1.4)   2   5
  35 依田 優輔(2) 中学生 小諸東中     14.61 (+1.4)   2   6
  37 阿部 優汰(2) 中学生 野沢中     14.66 (+1.4)   2   7
  38 内田 洸太(1) 中学生 野沢中     14.85 (+1.4)   2   8
  39 小林 廉(1) 中学生 上田第五中     14.86 (+0.4)   1   1
  40 星野 緑風(1) 中学生 野沢中     14.87 (+1.4)   2   9
  41 村木 竜馬(2) 中学生 上田第五中     14.94 (+0.4)   1   2
  41 佐藤 良太(1) 中学生 小諸東中     14.94 (+0.4)   1   3
  43 三井 智世(1) 中学生 南牧中     14.99 (+1.3)   6   8
  44 徳嶽 温仁(1) 中学生 上田第一中     15.19 (-0.1)   3   9
  45 太田 京平(1) 中学生 佐久東中     15.31 (+0.4)   1   4
  46 加藤 颯人(1) 中学生 軽井沢中     15.43 (+0.4)   1   5
  47 坪井 泰生(1) 中学生 野沢中     15.61 (+0.4)   1   6
  48 生島 寛人(1) 中学生 佐久東中     17.26 (+0.4)   1   7
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備考



決勝 9月2日 14:15

[ 1組] 風速 +1.8 [ 2組] 風速 +1.9

 1 菊地 祐吾(1) 中学生     27.22  1 中村 洋平(2) 中学生     25.46 
ｷｸﾁ  ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 望月AC

 2 木内 心大(1) 中学生     27.45  2 飯塚 啓真(2) 中学生     25.72 
ｷｳﾁ ｺｺﾛ 佐久浅間中 ｲｲﾂﾞｶ ｹｲﾏ 佐久浅間中

 3 藤原 陸生(1) 中学生     28.11  3 秋山 智行(2) 中学生     25.82 
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｷ 佐久浅間中 ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 佐久浅間中

 4 足立 晃悠(1) 中学生     28.19  4 中澤 光希(1) 中学生     26.23 
ｱﾀﾞﾁ ﾃﾙﾁｶ 佐久浅間中 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 東御東部

 5 寺島 恒輔(1) 中学生     28.58  5 関 旭流(2) 中学生     26.91 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 望月AC ｾｷ ｱｹﾙ 上田第四中

 6 田嶋 隼人(2) 中学生     28.73  6 林 樹生(2) 中学生     27.49 
ﾀｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 丸子中 ﾊﾔｼ ﾐｷｵ 望月AC

 7 佐藤 良太(1) 中学生     30.07  7 高根 大樹(2) 中学生     27.87 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 小諸東中 ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ 佐久浅間中
島谷 泰青(1) 中学生  8 飯田 悠誠(2) 中学生     28.50 
ｼﾏﾔ ﾀｲｾｲ 野沢中 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｾｲ 佐久東中

[ 3組] 風速 +1.4

 1 宮崎 日向(2) 中学生     22.78 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 佐久長聖中

 2 伊藤 司騎(2) 中学生     24.11 
ｲﾄｳ ｼｷ 望月AC

 3 石井 佑磨(2) 中学生     24.56 
ｲｼｲ ﾕｳﾏ 小諸東中

 4 尾沼 優(2) 中学生     24.64 
ｵﾇﾏ ﾕｳ 上田第五中

 5 矢花 竜也(3) 中学生     24.73 
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ 望月AC

 6 柳澤亮也(2) 中学生     26.02 
ﾔﾅｷﾞｻﾜﾘｮｳﾔ 芦原中
原 惇也(3) 中学生
ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 佐久浅間中
村石 稜(3) 中学生
ﾑﾗｲｼ ﾘｮｳ 三郷中
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3   209 7    19

中学男子
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ



   1 宮崎 日向(2) 中学生 佐久長聖中     22.78 (+1.4)   3   1
   2 伊藤 司騎(2) 中学生 望月AC     24.11 (+1.4)   3   2
   3 石井 佑磨(2) 中学生 小諸東中     24.56 (+1.4)   3   3
   4 尾沼 優(2) 中学生 上田第五中     24.64 (+1.4)   3   4
   5 矢花 竜也(3) 中学生 望月AC     24.73 (+1.4)   3   5
   6 中村 洋平(2) 中学生 望月AC     25.46 (+1.9)   2   1
   7 飯塚 啓真(2) 中学生 佐久浅間中     25.72 (+1.9)   2   2
   8 秋山 智行(2) 中学生 佐久浅間中     25.82 (+1.9)   2   3
   9 柳澤亮也(2) 中学生 芦原中     26.02 (+1.4)   3   6
  10 中澤 光希(1) 中学生 東御東部     26.23 (+1.9)   2   4
  11 関 旭流(2) 中学生 上田第四中     26.91 (+1.9)   2   5
  12 菊地 祐吾(1) 中学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     27.22 (+1.8)   1   1
  13 木内 心大(1) 中学生 佐久浅間中     27.45 (+1.8)   1   2
  14 林 樹生(2) 中学生 望月AC     27.49 (+1.9)   2   6
  15 高根 大樹(2) 中学生 佐久浅間中     27.87 (+1.9)   2   7
  16 藤原 陸生(1) 中学生 佐久浅間中     28.11 (+1.8)   1   3
  17 足立 晃悠(1) 中学生 佐久浅間中     28.19 (+1.8)   1   4
  18 飯田 悠誠(2) 中学生 佐久東中     28.50 (+1.9)   2   8
  19 寺島 恒輔(1) 中学生 望月AC     28.58 (+1.8)   1   5
  20 田嶋 隼人(2) 中学生 丸子中     28.73 (+1.8)   1   6
  21 佐藤 良太(1) 中学生 小諸東中     30.07 (+1.8)   1   7

 4145
 4160
   10
 4475
 4294

 4661
  209
 4133
   26
 4158
 4141

   22
   19
 4156
 4147
 4322
 8777

組 順位
 4363
    3
 4292
 4690

中学男子

200m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考



決勝 9月2日  9:30

[ 1組] [ 2組]

 1 飯田 悠誠(2) 中学生   1,02.18  1 尾沼 優(2) 中学生     54.59 
ｲｲﾀﾞ ﾕｳｾｲ 佐久東中 ｵﾇﾏ ﾕｳ 上田第五中

 2 福島 翔太(1) 中学生   1,02.62  2 秋山 智行(2) 中学生     56.80 
ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 野沢中 ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 佐久浅間中

 3 楢原 累斗(1) 中学生   1,02.85  3 柳澤 直希(2) 中学生   1,00.77 
ﾅﾗﾊﾗ ﾙｲﾄ 東御東部 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵｷ 東御東部

 4 依田 優輔(2) 中学生   1,10.50  4 掛川裕貴(2) 中学生   1,02.04 
ﾖﾀﾞ ﾕｳｽｹ 小諸東中 ｶｹｶﾞﾜﾕｳｷ 芦原中

 5 小山 洸(1) 中学生   1,12.43  5 箱山 昂希(2) 中学生   1,04.86 
ｺﾔﾏ ﾋﾛ 丸子北 ﾊｺﾔﾏ ｱｷ 上田第四中
中山 悠(2) 中学生 木内 温斗(2) 中学生
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳ 丸子中 ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ 野沢中
小林 蒼空(2) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 東御東部

欠場 欠場
8  4402

欠場

2  4476 7  4073

3  4513 2  4662

7  4291 6  4324

6  8776 5  8770

4  4086 4  4147

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  4160 3  4690

中学男子

400m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ



   1 尾沼 優(2) 中学生 上田第五中       54.59   2   1
   2 秋山 智行(2) 中学生 佐久浅間中       56.80   2   2
   3 柳澤 直希(2) 中学生 東御東部     1,00.77   2   3
   4 掛川裕貴(2) 中学生 芦原中     1,02.04   2   4
   5 飯田 悠誠(2) 中学生 佐久東中     1,02.18   1   1
   6 福島 翔太(1) 中学生 野沢中     1,02.62   1   2
   7 楢原 累斗(1) 中学生 東御東部     1,02.85   1   3
   8 箱山 昂希(2) 中学生 上田第四中     1,04.86   2   5
   9 依田 優輔(2) 中学生 小諸東中     1,10.50   1   4
  10 小山 洸(1) 中学生 丸子北     1,12.43   1   5
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決勝 9月2日 15:10

[ 1組] [ 2組]

 1 大井 奏汰(1) 中学生   5,11.43  1 北村 隆之介(2) 中学生   4,35.78 
ｵｵｲ ｿｳﾀ 佐久浅間中 ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖中

 2 栁澤 佑斗(1) 中学生   5,14.25  2 木村 歩峻(2) 中学生   4,44.02 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 野沢中 ｷﾑﾗ ﾎﾀﾞｶ 佐久長聖中

 3 三浦 渓太(1) 中学生   5,16.42  3 土屋 由木(2) 中学生   4,46.82 
ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 野沢中 ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 小諸東中

 4 関 旭流(2) 中学生   5,17.76  4 柳澤 直希(2) 中学生   4,46.96 
ｾｷ ｱｹﾙ 上田第四中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵｷ 東御東部

 5 三石 勇太(1) 中学生   5,17.90  5 市川 和英(1) 中学生   4,47.37 
ﾐﾂｲｼ ﾕｳﾀ 佐久東中 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 野沢中

 6 坂本 智哉(2) 中学生   5,22.91  5 福島 翔太(1) 中学生   4,47.37 
ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾔ 上田第二中 ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 野沢中

 7 内田 洸太(1) 中学生   5,23.70  7 久松 賢悟(2) 中学生   4,51.76 
ｳﾁﾀﾞ ｺｳﾀ 野沢中 ﾋｻﾏﾂ ｹﾝｺﾞ 野沢中

 8 佐藤 将大(1) 中学生   5,24.00  8 新井 虎次郎(1) 中学生   4,52.65 
ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 佐久浅間中 ｱﾗｲ ｺｼﾞﾛｳ 佐久長聖中

 9 甘利 優雅(2) 中学生   5,25.76  9 加藤 大雅(6) 中学生   4,57.86 
ｱﾏﾘ ﾕｳｶﾞ 小諸東中 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 軽井沢A&AC

10 古越 大翔(2) 中学生   5,40.68 10 楢原 累斗(1) 中学生   4,59.72 
ﾌﾙｺｼ ﾀﾞｲﾄ 東御東部 ﾅﾗﾊﾗ ﾙｲﾄ 東御東部

11 土屋 諒平(1) 中学生   5,42.35 11 小林 康楠(1) 中学生   4,59.91 
ﾂﾁﾔ ﾘｮｳﾍｲ 佐久東中 ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾅﾝ 上田第二中

12 京野 倖太(1) 中学生   5,47.12 12 望月 眞斗(1) 中学生   5,09.54 
ｷｮｳﾉ ｺｳﾀ 佐久浅間中 ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅﾄ 上田第五中
鷹野 匠(1) 中学生 13 太田 京平(1) 中学生   5,11.44 
ﾀｶﾉ ﾀｸﾐ 小諸東中 ｵｵﾀ ｷｮｳﾍｲ 佐久東中
小高 颯人(1) 中学生 14 豊島 誉生(1) 中学生   5,11.96 
ｺﾀﾞｶ ﾊﾔﾄ 上田第四中 ﾄﾖｼﾏ ﾀｶｵ 佐久浅間中
林 奏(1) 中学生
ﾊﾔｼ ｶﾅﾃﾞ 上田第四中

欠場
15  4641

欠場

欠場
13  4640 2  4131

6  4295 5  4166

14  4134 6  4674

10  4168 4  4600

1  4398 7  8776

4  4289 8   153

8  4146 14  4367

5  4081 13  4078

9  4602 3  4086

2  4164 1  4080

11  4661 11  8770

3  4088 9  4287

7  4089 10  4362

No. 氏  名 所属名 記録／備考
12  4132 12  4361

中学男子

1500m

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 北村 隆之介(2) 中学生 佐久長聖中     4,35.78   2   1
   2 木村 歩峻(2) 中学生 佐久長聖中     4,44.02   2   2
   3 土屋 由木(2) 中学生 小諸東中     4,46.82   2   3
   4 柳澤 直希(2) 中学生 東御東部     4,46.96   2   4
   5 市川 和英(1) 中学生 野沢中     4,47.37   2   5
   5 福島 翔太(1) 中学生 野沢中     4,47.37   2   5
   7 久松 賢悟(2) 中学生 野沢中     4,51.76   2   7
   8 新井 虎次郎(1) 中学生 佐久長聖中     4,52.65   2   8
   9 加藤 大雅(6) 中学生 軽井沢A&AC     4,57.86   2   9
  10 楢原 累斗(1) 中学生 東御東部     4,59.72   2  10
  11 小林 康楠(1) 中学生 上田第二中     4,59.91   2  11
  12 望月 眞斗(1) 中学生 上田第五中     5,09.54   2  12
  13 大井 奏汰(1) 中学生 佐久浅間中     5,11.43   1   1
  14 太田 京平(1) 中学生 佐久東中     5,11.44   2  13
  15 豊島 誉生(1) 中学生 佐久浅間中     5,11.96   2  14
  16 栁澤 佑斗(1) 中学生 野沢中     5,14.25   1   2
  17 三浦 渓太(1) 中学生 野沢中     5,16.42   1   3
  18 関 旭流(2) 中学生 上田第四中     5,17.76   1   4
  19 三石 勇太(1) 中学生 佐久東中     5,17.90   1   5
  20 坂本 智哉(2) 中学生 上田第二中     5,22.91   1   6
  21 内田 洸太(1) 中学生 野沢中     5,23.70   1   7
  22 佐藤 将大(1) 中学生 佐久浅間中     5,24.00   1   8
  23 甘利 優雅(2) 中学生 小諸東中     5,25.76   1   9
  24 古越 大翔(2) 中学生 東御東部     5,40.68   1  10
  25 土屋 諒平(1) 中学生 佐久東中     5,42.35   1  11
  26 京野 倖太(1) 中学生 佐久浅間中     5,47.12   1  12

 4289
 4398
 4168
 4134

 4088
 4661
 4164
 4602
 4081
 4146

 4600
 4674
 4132
 4166
 4131
 4089

 4080
 4086
 4078
 4367
  153
 8776

組 順位
 4361
 4362
 4287
 8770

1500m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

中学男子



決勝 9月2日  9:00

 1 土赤 本気(2) 中学生   9,54.66 
ﾂﾁｱｶ ﾏｼﾞ 小諸東中

 2 田口紫音(2) 中学生  10,17.40 
ﾀｸﾞﾁｼｵﾝ 芦原中

 3 竹花 翔太(1) 中学生  10,30.74 
ﾀｹﾊﾅ ｼｮｳﾀ 丸子中

 4 成澤 爽(1) 中学生  10,31.37 
ﾅﾙｻﾜ ｱｷﾗ 丸子中

 5 今野 駿太(2) 中学生  11,02.83 
ｺﾝﾉ ｼｭﾝﾀ 軽井沢中

 6 大神 健太(1) 中学生  11,08.27 
ｵｵｶﾞﾐ ｹﾝﾀ 丸子中

 7 竹内 暖(2) 中学生  11,11.24 
ﾀｹｳﾁ ﾋﾅﾀ 腰越JSC

 8 宮下 輝海(1) 中学生  11,21.61 
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾐ 東御東部

 9 福島 大志郎(1) 中学生  11,52.59 
ﾌｸｼﾏ ﾀｲｼﾛｳ 東御東部

8  8775

9  4330

2  8773

5  4240

3  4479

7  4478

1  4477

6  4284

4  4326

中学男子

3000m

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月2日 13:45

風速 +2.3

 1 漆原奏哉(2) 中学生     16.39 
ｳﾙｼﾊﾞﾗｶﾅﾔ 芦原中

 2 滝沢 諒(2) 中学生     19.67 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳ 上田第五中

 3 小林 奎斗(2) 中学生     20.22 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 東御東部

 4 渡邉 泰成(2) 中学生     20.36 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 佐久東中
飯塚 啓真(2) 中学生
ｲｲﾂﾞｶ ｹｲﾏ 佐久浅間中

決勝 9月2日 13:50

風速 +2.1

 1 原 惇也(3) 中学生     15.46 
ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 佐久浅間中

 2 宮澤 武流(3) 中学生     15.85 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 堀金中

決勝 9月2日 13:30

風速 +0.4

 1 古村 拓海(1) 中学生     15.87 
ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ 佐久浅間中

 2 内海 亮平(1) 中学生     16.57 
ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ 上田第一中

 3 南澤 爽太(1) 中学生     16.87 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 小諸東中

 4 星野 緑風(1) 中学生     18.63 
ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 野沢中

 5 木内 心大(1) 中学生     19.67 
ｷｳﾁ ｺｺﾛ 佐久浅間中

 6 手塚 嵐太(1) 中学生     19.96 
ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ 小諸東中

 7 村上 鷹翔(1) 中学生     20.53 
ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾄ 軽井沢中

 8 望月 眞斗(1) 中学生     20.69 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅﾄ 上田第五中

 8 中島 良(1) 中学生     20.69 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 佐久東中

7  4163

9  4245

3  4674

1  4133

2  4293

4  4296

8  4087

5  4130

6  4594

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  4156
失格

中学1年男子

100mH(0.838m)

5  8771

7  4161

6  4323

4  4692

中学男子

110mH(0.914m)

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

中学男子

110mJH(0.990m)

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  4154

3  6693



決勝 9月2日 15:55

[ 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 小諸東中  4288 田崎 佑冴(2)     49.10  1   3 東御東部  4404 入口 哉人(2)     47.66 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ｲﾘｸﾞﾁ ｶﾅﾄ
 4292 石井 佑磨(2)  4399 中沢 一晴(2)

ｲｼｲ ﾕｳﾏ ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾊﾙ
 4287 土屋 由木(2)  4401 辻浦 知主(2)

ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ
 4285 横須賀 大翼(2)  8777 中澤 光希(1)

ﾖｺｽｶ ﾀﾞｲﾄ ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ
 2   6 野沢中  4079 相澤 勇太朗(1)     50.11  2   5 佐久浅間中  4147 秋山 智行(2)     48.45 

ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾛｳ ｻｸｱｻﾏﾁｭｳ ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ
 4077 林 亮典(2)  4130 古村 拓海(1)

ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ
 4074 関戸 勝琉(2)  4156 飯塚 啓真(2)

ｾｷﾄﾞ ｽｸﾞﾙ ｲｲﾂﾞｶ ｹｲﾏ
 4073 木内 温斗(2)  4157 鈴木 崚太(2)

ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ
 3   2 上田第一中  4596 井尻 晴登(1)     53.35  3   4 望月AC    26 林 樹生(2)     49.89 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁﾁｭｳ ｲｼﾞﾘ ﾊﾙﾄ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ﾊﾔｼ ﾐｷｵ
 4594 内海 亮平(1)     3 伊藤 司騎(2)

ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ ｲﾄｳ ｼｷ
 4593 新井 翔太(1)    10 寺島 恒輔(1)

ｱﾗｲ ｼｮｳﾀ ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ
 4592 山浦 聖(2)    19 中村 洋平(2)

ﾔﾏｳﾗ ｼｮｳ ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ
 4   3 佐久東中  4162 谷津 航太(1)     54.90  4   6 上田第五中  4692 滝沢 諒(2)     50.64 

ｻｸﾋｶﾞｼ ﾔﾂ ｺｳﾀ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳ
 4160 飯田 悠誠(2)  4693 土屋 海斗(2)

ｲｲﾀﾞ ﾕｳｾｲ ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ
 4161 渡邉 泰成(2)  4674 望月 眞斗(1)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅﾄ
 4168 土屋 諒平(1)  4690 尾沼 優(2)

ﾂﾁﾔ ﾘｮｳﾍｲ ｵﾇﾏ ﾕｳ
  5 丸子中   2 芦原中

ﾏﾙｺﾁｭｳ 欠場 ｱｼﾊｱﾁｭｳ 欠場

中学男子

4x100mR



   1 東御東部     47.66 入口 哉人(2) 中沢 一晴(2) 辻浦 知主(2) 中澤 光希(1)   2   1
   2 佐久浅間中     48.45 秋山 智行(2) 古村 拓海(1) 飯塚 啓真(2) 鈴木 崚太(2)   2   2
   3 小諸東中     49.10 田崎 佑冴(2) 石井 佑磨(2) 土屋 由木(2) 横須賀 大翼(2)   1   1
   4 望月AC     49.89 林 樹生(2) 伊藤 司騎(2) 寺島 恒輔(1) 中村 洋平(2)   2   3
   5 野沢中     50.11 相澤 勇太朗(1) 林 亮典(2) 関戸 勝琉(2) 木内 温斗(2)   1   2
   6 上田第五中     50.64 滝沢 諒(2) 土屋 海斗(2) 望月 眞斗(1) 尾沼 優(2)   2   4
   7 上田第一中     53.35 井尻 晴登(1) 内海 亮平(1) 新井 翔太(1) 山浦 聖(2)   1   3
   8 佐久東中     54.90 谷津 航太(1) 飯田 悠誠(2) 渡邉 泰成(2) 土屋 諒平(1)   1   4

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

中学男子

4x100mR
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ2



決勝 9月2日 10:00

1m50 1m55 1m60 1m65 1m70
関戸 勝琉(2) 中学生 - - - - - - - - - O
ｾｷﾄﾞ ｽｸﾞﾙ 野沢中 O XO O XXO XXX
土屋 海斗(2) 中学生 - - - - - - - - - -
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 上田第五中 O XO O XXX
入口 哉人(2) 中学生 - - - - - O XO O O XXX
ｲﾘｸﾞﾁ ｶﾅﾄ 東御東部
瀬切 陽紀(1) 中学生 O O O XO O XXX
ｾｷﾞﾘ ﾊﾙｷ 丸子中

4 1  4482
 1.20

2 4  4693
 1.60

3 2  4404
 1.40

1m40 1m45
記録 備考

1 3  4074
 1.65

1m10 1m15 1m20 1m25 1m30 1m35

中学男子

走高跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m00 1m05



決勝 9月2日 10:30

3m20 3m30 3m40 3m50 3m60 3m70 3m80 3m85
深尾 光希(3) 中学生 - - - - - - - - - -
ﾌｶｵ ｺｳｷ 三郷中 O O - O XO XXO XO XXX
山浦 聖(2) 中学生 - - O O O O O O XXO XXX
ﾔﾏｳﾗ ｼｮｳ 上田第一中
今野 駿太(2) 中学生 - - O O O O XO XXX
ｺﾝﾉ ｼｭﾝﾀ 軽井沢中
染野 才輝(2) 中学生 O XO O XXX
ｿﾒﾉ ｻｲｷ 上田第一中
村木 竜馬(2) 中学生 O XO XXX
ﾑﾗｷ ﾘｮｳﾏ 上田第五中

4 2  4591
 2.20

5 1  4694
 2.10

2 4  4592
 2.80

3 3  4240
 2.60

2m80 2m90
記録 備考

1 5  6705
 3.80

2m20 2m30 2m70

中学男子

棒高跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
2m00 2m10 2m40 2m50 2m60



決勝 9月2日  9:00

矢花 竜也(3) 中学生   5.96   5.97   5.73    5.97 
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ 望月AC   -0.5   -1.0   -0.8    -1.0
中村 洋平(2) 中学生   5.43    X    X    5.43 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 望月AC   -1.3    -1.3
林 亮典(2) 中学生    X   5.43    X    5.43 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 野沢中   -1.1    -1.1
田崎 佑冴(2) 中学生   5.31   5.20   5.09    5.31 
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 小諸東中   -0.7   -0.6   -0.6    -0.7
辻浦 知主(2) 中学生   5.22   5.26   5.15    5.26 
ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 東御東部   -0.8   -0.7   +0.6    -0.7
南澤 爽太(1) 中学生   4.92   4.95   4.98    4.98 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 小諸東中   -0.8   -0.4   +0.1    +0.1
古村 拓海(1) 中学生   4.94   4.84   4.97    4.97 
ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ 佐久浅間中   -1.0   -1.9   -0.9    -0.9
高根 大樹(2) 中学生   4.66   4.80   4.80    4.80 
ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ 佐久浅間中   -1.1   -1.7   -0.9    -1.7
林 樹生(2) 中学生    X   4.64    X    4.64 
ﾊﾔｼ ﾐｷｵ 望月AC   -0.6    -0.6
寺島 恒輔(1) 中学生    X   4.62    X    4.62 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 望月AC   -0.5    -0.5
大藪 知隼(1) 中学生   4.43    X   4.47    4.47 
ｵｵﾔﾌﾞ ﾁﾊﾔ 丸子中   -1.0   -0.4    -0.4
谷津 航太(1) 中学生   4.28   4.27   4.43    4.43 
ﾔﾂ ｺｳﾀ 佐久東中   -0.5   -0.8   -1.1    -1.1
佐藤 将大(1) 中学生   4.04   4.27   4.21    4.27 
ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 佐久浅間中   -0.7   -1.1   -0.4    -1.1
遠藤 光(2) 中学生   2.59   3.22   4.08    4.08 
ｴｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 丸子北   +0.3   -0.9   -1.1    -1.1
手塚 嵐太(1) 中学生   3.97    X    X    3.97 
ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ 小諸東中   -1.0    -1.0
寺尾 朝陽(1) 中学生   3.62   3.90   3.91    3.91 
ﾃﾗｵ ｱｻﾋ 野沢中   -1.1   -1.0   -0.6    -0.6
新井 翔太(1) 中学生    X   3.89    X    3.89 
ｱﾗｲ ｼｮｳﾀ 上田第一中   -1.2    -1.2
小林 廉(1) 中学生   3.62    X   3.74    3.74 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 上田第五中   +0.6   -0.7    -0.7
坪井 泰生(1) 中学生   3.37   3.44   3.69    3.69 
ﾂﾎﾞｲ ﾀｲｾｲ 野沢中   -0.1   -0.7   -0.8    -0.8
生島 寛人(1) 中学生   2.92   3.49    X    3.49 
ｵｼﾞﾏ ﾋﾛﾄ 佐久東中   +0.9   -1.1    -1.1
古田 力斗(1) 中学生   3.48    X   3.28    3.48 
ﾌﾙﾀ ﾘｷﾄ 東御東部   -0.3   -0.9    -0.3
伊藤 司騎(2) 中学生    X    X    X 記録なし
ｲﾄｳ ｼｷ 望月AC

22 20     3

20 1  4167

21 2  8772

18 5  4675

19 3  4084

16 7  4085

17 13  4593

14 4  4511

15 6  4293

12 8  4162

13 12  4146

10 11    10

11 9  4481

8 14  4158

9 16    26

6 17  4296

7 10  4130

4 15  4288

5 19  4401

2 18    19

2 21  4077

-4- -5- -6- 記録 備考
1 22    22

中学男子

走幅跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



決勝 9月2日  9:30

鈴木 崚太(2) 中学生
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 佐久浅間中
金澤拓夢(2) 中学生
ｶﾅｻﾞﾜﾀｳﾑ 芦原中
塩川 築(2) 中学生
ｼｵｶﾜ ｷｽﾞｸ 小諸東中
鷹野 羽也斗(2) 中学生
ﾀｶﾉ ﾊﾔﾄ 野沢中
久保川 優士(3) 中学生 記録なし
ｸﾎﾞｶﾜ ﾕｳﾄ 丸子北
本木 快渡(2) 中学生 欠場
ﾓﾄｷ ｶｲﾄ 上田第四中

決勝 9月2日  9:30

北澤 直也(1) 中学生
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 上田第四中
木藤海琉(1) 中学生
ｷﾄﾞｳｶｲﾙ 芦原中
菊地 祐吾(1) 中学生
ｷｸﾁ  ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
豊島 誉生(1) 中学生
ﾄﾖｼﾏ ﾀｶｵ 佐久浅間中
小林 一成(1) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ 佐久浅間中
中島 良(1) 中学生
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 佐久東中
京野 倖太(1) 中学生
ｷｮｳﾉ ｺｳﾀ 佐久浅間中

  3.83 

  4.83 

7 1  4134
 3.37  3.83  3.64

  4.93 

6 2  4163
 4.83  4.83  4.70

  5.97 

5 3  4139
 4.58  4.65  4.93

  7.24 

4 5  4131
 5.97   X  5.72

  8.86 

3 4   209
 6.68  6.91  7.24

  8.96 

2 7  4310
 7.72  8.86  8.68

-5- -6- 記録 備考
1 6  4644

 8.09  8.96  8.79

砲丸投(4.000kg)
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4-

中学1年男子

  X

3  4663

 4.93   5.18 

5 6  4503
  X   X

 5.77   5.99 

4 1  4075
 5.18  5.04

 7.64   7.95 

3 2  4297
 5.89  5.99

 9.16   9.17 

2 4  4325
 7.08  7.95

-4- -5- -6- 記録 備考
1 5  4157

 8.46  9.17

中学男子

砲丸投(5.000kg)

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-



決勝 9月2日  9:55

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -0.3

 1 藤巻 大和(3) 小学生     10.12  1 佐藤 徠夢(1) 小学生     11.26 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾔﾏﾄ 岸野小 ｻﾄｳ ﾗｲﾑ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 山口 亨哉(2) 小学生     10.37  2 倉嶋 駿吾(2) 中学生     11.79 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｳﾔ 軽井沢A&AC ｸﾗｼﾏ ｼｭﾝｺﾞ 安茂里小

 3 齋藤 嶺(2) 小学生     10.74  3 中村 悠真(1) 小学生     11.82 
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 御代田南小 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾏ 上田JSC

 4 甘利 晴史郎(1) 小学生     10.78  4 山宮 圭貴(2) 小学生     11.88 
ｱﾏﾘ ｾｲｼﾛｳ 軽井沢A&AC ﾔﾏﾐﾔ ｷﾖﾀｶ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 5 金子 哲大(2) 小学生     11.20  5 武田 伊織(2) 小学生     12.11 
ｶﾈｺ  ﾃﾂﾀ T&F佐久平 ﾀｹﾀﾞ ｲｵﾘ 岸野小

 6 米田 太一(2) 中学生     11.35  6 片井 翔太(2) 小学生     12.27 
ﾏｲﾀ ﾀｲﾁ 安茂里小 ｶﾀｲ ｼｮｳﾀ 岸野小

 7 高塚 翼(1) 小学生     11.37  7 尾沼 星河(1) 小学生     13.80 
ﾀｶﾂｶ ﾂﾊﾞｻ 望月AC ｵﾇﾏ ｾｲｶﾞ 岸野小

 8 大森 俊太朗(1) 小学生     11.50  8 齋藤 佑樹(1) 小学生     13.94 
ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝﾀﾛｳ 軽井沢A&AC ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

[ 3組] 風速 +0.9 [ 4組] 風速 +0.5

 1 佐藤 暖門(3) 小学生     10.50  1 橋詰 蓮平(3) 小学生     10.15 
ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 軽井沢中部小 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 小島 颯斗(2) 小学生     10.61  2 齋藤 響(2) 小学生     10.45 
ｺｼﾞﾏ ﾌｳﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｻｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 小林 春琉(2) 小学生     10.73  3 柳沢 魁志(2) 小学生     10.45 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ 東御市陸上教室 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｲｼﾞ 望月AC

 4 小池 秀吾(2) 小学生     11.17  4 小池 澄空(3) 小学生     10.69 
ｺｲｹ ｼｭｳｺﾞ 中佐都小 ｺｲｹ ﾄｵｱ 上田JSC

 5 甘利 颯士(2) 小学生     12.08  4 清水 稜介(2) 小学生     10.69 
ｱﾏﾘ ｿｳｼ 岸野小 ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 6 中島 爽(1) 小学生     12.24  6 柳澤 雄飛(2) 小学生     10.85 
ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳ 岸野小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 望月AC

 7 小宮山 蓮(1) 小学生     12.36  7 小宮山 翔喜(3) 小学生     11.09 
ｺﾐﾔﾏ ﾚﾝ 岸野小 ｺﾐﾔﾏ ｼｮｳｷ 岸野小

 8 田村 勇斗(1) 小学生     12.37 
ﾀﾑﾗ ﾊﾔﾄ 岸野小

[ 5組] 風速 +1.6

 1 南澤 侑吾(3) 小学生     10.66 
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 山口 越史(1) 小学生     10.75 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｴﾂｼ あさまねSC

 3 田中 莉駆(3) 小学生     10.78 
ﾀﾅｶ ﾘｸ あさまねSC

 4 丸山 輝南(2) 小学生     11.24 
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅﾀ 上田JSC

 5 風巻 諒(1) 小学生     12.16 
ｶｻﾞﾏｷ ﾘｮｳ あさまねSC
井出 竣(3) 小学生
ｲﾃﾞ ｼｭﾝ 東御市陸上教室
重田 天希(3) 小学生
ｼｹﾞﾀ ﾃﾝｷ 岸野小

欠場
5   137

欠場

8   130

3   287

4   124

7   237

記録／備考
2   225

6   119

2   141

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

4   138 4   139

6   140 3    25

8   136 8   221

7   285 7   247

5   295 5    23

3   219 6   231

No. 氏  名 所属名 記録／備考
9   173 2   210

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

4   164 9   232

6     5 2   143

5   132 6   146

3   103 8   144

2   154 7   279

9   193 4   254

8   159 3   131

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   142 5   215

小学男子

60m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ



   1 藤巻 大和(3) 小学生 岸野小     10.12 (0.0)   1   1
   2 橋詰 蓮平(3) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     10.15 (+0.5)   4   1
   3 山口 亨哉(2) 小学生 軽井沢A&AC     10.37 (0.0)   1   2
   4 齋藤 響(2) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     10.45 (+0.5)   4   2
   4 柳沢 魁志(2) 小学生 望月AC     10.45 (+0.5)   4   3
   6 佐藤 暖門(3) 小学生 軽井沢中部小     10.50 (+0.9)   3   1
   7 小島 颯斗(2) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     10.61 (+0.9)   3   2
   8 南澤 侑吾(3) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     10.66 (+1.6)   5   1
   9 小池 澄空(3) 小学生 上田JSC     10.69 (+0.5)   4   4
   9 清水 稜介(2) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     10.69 (+0.5)   4   4
  11 小林 春琉(2) 小学生 東御市陸上教室     10.73 (+0.9)   3   3
  12 齋藤 嶺(2) 小学生 御代田南小     10.74 (0.0)   1   3
  13 山口 越史(1) 小学生 あさまねSC     10.75 (+1.6)   5   2
  14 田中 莉駆(3) 小学生 あさまねSC     10.78 (+1.6)   5   3
  14 甘利 晴史郎(1) 小学生 軽井沢A&AC     10.78 (0.0)   1   4
  16 柳澤 雄飛(2) 小学生 望月AC     10.85 (+0.5)   4   6
  17 小宮山 翔喜(3) 小学生 岸野小     11.09 (+0.5)   4   7
  18 小池 秀吾(2) 小学生 中佐都小     11.17 (+0.9)   3   4
  19 金子 哲大(2) 小学生 T&F佐久平     11.20 (0.0)   1   5
  20 丸山 輝南(2) 小学生 上田JSC     11.24 (+1.6)   5   4
  21 佐藤 徠夢(1) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     11.26 (-0.3)   2   1
  22 米田 太一(2) 中学生 安茂里小     11.35 (0.0)   1   6
  23 高塚 翼(1) 小学生 望月AC     11.37 (0.0)   1   7
  24 大森 俊太朗(1) 小学生 軽井沢A&AC     11.50 (0.0)   1   8
  25 倉嶋 駿吾(2) 中学生 安茂里小     11.79 (-0.3)   2   2
  26 中村 悠真(1) 小学生 上田JSC     11.82 (-0.3)   2   3
  27 山宮 圭貴(2) 小学生 真田ﾏﾗｿﾝ教室     11.88 (-0.3)   2   4
  28 甘利 颯士(2) 小学生 岸野小     12.08 (+0.9)   3   5
  29 武田 伊織(2) 小学生 岸野小     12.11 (-0.3)   2   5
  30 風巻 諒(1) 小学生 あさまねSC     12.16 (+1.6)   5   5
  31 中島 爽(1) 小学生 岸野小     12.24 (+0.9)   3   6
  32 片井 翔太(2) 小学生 岸野小     12.27 (-0.3)   2   6
  33 小宮山 蓮(1) 小学生 岸野小     12.36 (+0.9)   3   7
  34 田村 勇斗(1) 小学生 岸野小     12.37 (+0.9)   3   8
  35 尾沼 星河(1) 小学生 岸野小     13.80 (-0.3)   2   7
  36 齋藤 佑樹(1) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     13.94 (-0.3)   2   8

  138
  141
  143
  232

  279
  136
  144
  130
  140
  146

  215
  132
    5
  164
  131
  254

  154
   25
  139
  285
  103
  237

  247
  221
  295
  193
  119
  124

  159
  231
   23
  173
  219
  225

記録（風） 備考 組 順位
  142
  210

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

小学男子

60m



決勝 9月2日 10:35

[ 1組] 風速 +3.6 [ 2組] 風速 +4.2

 1 齋藤 音吹(6) 小学生     15.11  1 滝澤 智博(5) 小学生     14.73 
ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 真田ｸﾗﾌﾞ

 2 保科 承太郎(4) 小学生     16.31  2 児玉 大河(4) 小学生     16.23 
ﾎｼﾅ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 望月AC ｺﾀﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 腰越JSC小

 3 中澤 珀翔(4) 小学生     16.37  3 遠藤 大志(4) 小学生     16.45 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊｸﾄ 佐久浅間AC ｴﾝﾄﾞｳ  ﾀｲｼ T&F佐久平

 4 丸山 桔平(5) 小学生     16.53  4 佐藤 亮太(4) 小学生     16.53 
ﾏﾙﾔﾏ  ｷｯﾍﾟｲ T&F佐久平 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 軽井沢中部小

 5 櫻井 颯汰(4) 小学生     16.77  5 田中 紫月(5) 小学生     16.61 
ｻｸﾗｲ ｿｳﾀ 望月AC ﾀﾅｶ  ｼﾂﾞｷ T&F佐久平

 6 津島 輝(4) 小学生     17.43  6 佐原 雅玖(4) 小学生     16.80 
ﾂｼﾏ ﾋｶﾙ 軽井沢中部小 ｻﾊﾗ  ｶﾞｸ T&F佐久平

 7 津留 拓哉(5) 小学生     17.52  7 五十里 英太(5) 小学生     16.90 
ﾂﾙ ﾀｸﾔ 東御市陸上教室 ｲｶﾘ ｴｲﾀ 上田JSC

 8 岩藤 海門(4) 小学生     17.77  8 豊田 大夢(4) 小学生     17.21 
ｲﾜﾄｳ ｶｲﾄ 軽井沢中部小 ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾑ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 9 森泉 昌幸(4) 小学生     18.63  9 児玉 大和(4) 小学生     18.30 
ﾓﾘｲｽﾞﾐ ﾏｻﾕｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｺﾀﾞﾏ ﾔﾏﾄ 腰越JSC小

[ 3組] 風速 +1.9 [ 4組] 風速 +3.0

 1 依田 惺那(4) 小学生     15.51  1 武田 大輔(5) 小学生     15.13 
ﾖﾀﾞ ｾﾅ 望月AC ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 上田JSC

 2 古賀 琥太郎(4) 小学生     15.78  2 中條 太智(6) 小学生     15.72 
ｺｶﾞ ｺﾀﾛｳ 上田JSC ﾅｶｼﾞｮｳ  ﾀｲﾁ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ

 3 小林 美海(4) 小学生     15.79  3 小池 海嘉(5) 小学生     15.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月AC ｺｲｹ ｶｲｶﾞ 上田JSC

 4 大草 芽生(5) 小学生     15.79  4 柳澤 翔逢(4) 小学生     16.01 
ｵｵｸｻ ｲﾌﾞｷ 望月AC ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 与川 竜陽(5) 小学生     16.69  5 金子 倖大(5) 小学生     16.07 
ﾖｶﾜ ﾘｭｳﾋ 東御市陸上教室 ｶﾈｺ  ｺｳﾀ T&F佐久平

 6 村山 凱斗(4) 小学生     16.71  6 上島 拓人(5) 小学生     16.44 
ﾑﾗﾔﾏ ｶｲﾄ 軽井沢中部小 ｶﾐｼﾞﾏ  ﾀｸﾄ 軽井沢中部小

 7 甲田 創士(5) 小学生     17.01  7 山口 遼真(4) 小学生     16.61 
ｺｳﾀﾞ ｿｳｼ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾏ あさまねSC

 8 諸星 駿介(5) 小学生     17.49  8 黒沢 颯(4) 小学生     16.70 
ﾓﾛﾎｼ ｼｭﾝｽｹ 軽井沢中部小 ｸﾛｻﾜ ﾊﾔﾃ 東御市陸上教室
井出 康成(5) 小学生  9  小林 大真 小学生     17.58 
ｲﾃﾞ ｺｳｾｲ 小海小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｼﾝ あさまねSC

[ 5組] 風速 +0.2 [ 6組] 風速 +0.5

 1 柳澤 孔軌(6) 小学生     14.79  1 山浦 雅斗(6) 小学生     14.85 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 望月AC ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 望月AC

 2 井出 博人(6) 小学生     15.04  2 小山 翔平(6) 小学生     14.87 
ｲﾃﾞ  ﾋﾛﾄ T&F佐久平 ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 望月AC

 3 片井 蓮仁(6) 小学生     15.06  3 竹内 睦喜(5) 小学生     14.91 
ｶﾀｲ  ﾚﾝﾄ T&F佐久平 ﾀｹｳﾁ  ﾄﾓｷ T&F佐久平

 4 木藤 誉秀阿(6) 小学生     15.26  4 美斉津 岳(4) 小学生     14.98 
ｷﾄﾞｳ ｼﾞｮｼｭｱ 千曲小 ﾐｻｲｽﾞ ｶﾞｸ あさまねSC

 5 山本 祐弥(5) 小学生     15.37  5 竹内 大智(6) 小学生     14.98 
ﾔﾏﾓﾄ  ﾕｳﾔ T&F佐久平 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 上田JSC

 6 中山 瑛生(6) 小学生     15.45  6 山口 大和(5) 小学生     15.06 
ﾅｶﾔﾏ  ｴｲｷ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ 軽井沢A&AC

 7 柳澤 透偉(6) 小学生     15.52  7 塚田 陽音(5) 小学生     15.55 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾄｳｲ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 東御市陸上教室

 8 土屋 太木(5) 小学生     15.84 榊原 歩(6) 小学生
ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ あさまねSC
雨宮 伊吹(5) 小学生
ｱﾒﾐﾔ ｲﾌﾞｷ 軽井沢A&AC

欠場
2   149

欠場

7   223 5   117

8    31 8   298

6    34 7   160

9   107 9   253

4   284 3   128

1   113 4   109

3    96 6    11

No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    24 2     8

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

3   235 1   122

4   175 2   291

8   277 5   120

2   177 7   176

6   300 9   102

5    17 3   229

1    12 4   245

7   238 8    33

No. 氏  名 所属名 記録／備考
9     4 6   255

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

8   220 2   200

5   172 6   227

4   297 7   239

3   178 3   105

9    28 5   111

1    99 8   174

6   233 9    97

7    21 4   199

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2   230 1   269

小学男子

100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ



[ 7組] 風速 +1.3

 1 伊藤 壮一郎(6) 小学生     12.75 
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ あさまねSC

 2 小林 碧空(6) 小学生     12.84 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月AC

 3 千葉 大輝(6) 小学生     13.32 
ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 軽井沢A&AC

 4 菊池 優介(6) 小学生     13.51 
ｷｸﾁ  ﾕｳｽｹ T&F佐久平

 5 坂田 涼真(6) 小学生     14.09 
ｻｶﾀ ﾘｮｳﾏ 軽井沢A&AC

 6 山浦 悠大(6) 小学生     14.50 
ﾔﾏｳﾗ ﾕｳﾀﾞｲ あさまねSC

 7 大木 咲翔(6) 小学生     15.10 
ｵｵｷ ｻｸﾄ 軽井沢A&AC
佐々木 隆之介(6)小学生
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 望月AC

2   166

5     7
欠場

4   158

3   118

8   162

6   100

9   115

7    13

100m
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

小学男子



   1 伊藤 壮一郎(6) 小学生 あさまねSC     12.75 (+1.3)   7   1
   2 小林 碧空(6) 小学生 望月AC     12.84 (+1.3)   7   2
   3 千葉 大輝(6) 小学生 軽井沢A&AC     13.32 (+1.3)   7   3
   4 菊池 優介(6) 小学生 T&F佐久平     13.51 (+1.3)   7   4
   5 坂田 涼真(6) 小学生 軽井沢A&AC     14.09 (+1.3)   7   5
   6 山浦 悠大(6) 小学生 あさまねSC     14.50 (+1.3)   7   6
   7 滝澤 智博(5) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     14.73 (+4.2)   2   1
   8 柳澤 孔軌(6) 小学生 望月AC     14.79 (+0.2)   5   1
   9 山浦 雅斗(6) 小学生 望月AC     14.85 (+0.5)   6   1
  10 小山 翔平(6) 小学生 望月AC     14.87 (+0.5)   6   2
  11 竹内 睦喜(5) 小学生 T&F佐久平     14.91 (+0.5)   6   3
  12 美斉津 岳(4) 小学生 あさまねSC     14.98 (+0.5)   6   4
  12 竹内 大智(6) 小学生 上田JSC     14.98 (+0.5)   6   5
  14 井出 博人(6) 小学生 T&F佐久平     15.04 (+0.2)   5   2
  15 片井 蓮仁(6) 小学生 T&F佐久平     15.06 (+0.2)   5   3
  15 山口 大和(5) 小学生 軽井沢A&AC     15.06 (+0.5)   6   6
  17 大木 咲翔(6) 小学生 軽井沢A&AC     15.10 (+1.3)   7   7
  18 齋藤 音吹(6) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.11 (+3.6)   1   1
  19 武田 大輔(5) 小学生 上田JSC     15.13 (+3.0)   4   1
  20 木藤 誉秀阿(6) 小学生 千曲小     15.26 (+0.2)   5   4
  21 山本 祐弥(5) 小学生 T&F佐久平     15.37 (+0.2)   5   5
  22 中山 瑛生(6) 小学生 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ     15.45 (+0.2)   5   6
  23 依田 惺那(4) 小学生 望月AC     15.51 (+1.9)   3   1
  24 柳澤 透偉(6) 小学生 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ     15.52 (+0.2)   5   7
  25 塚田 陽音(5) 小学生 東御市陸上教室     15.55 (+0.5)   6   7
  26 中條 太智(6) 小学生 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ     15.72 (+3.0)   4   2
  27 古賀 琥太郎(4) 小学生 上田JSC     15.78 (+1.9)   3   2
  28 小林 美海(4) 小学生 望月AC     15.79 (+1.9)   3   3
  28 大草 芽生(5) 小学生 望月AC     15.79 (+1.9)   3   4
  30 土屋 太木(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.84 (+0.2)   5   8
  31 小池 海嘉(5) 小学生 上田JSC     15.85 (+3.0)   4   3
  32 柳澤 翔逢(4) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.01 (+3.0)   4   4
  33 金子 倖大(5) 小学生 T&F佐久平     16.07 (+3.0)   4   5
  34 児玉 大河(4) 小学生 腰越JSC小     16.23 (+4.2)   2   2
  35 保科 承太郎(4) 小学生 望月AC     16.31 (+3.6)   1   2
  36 中澤 珀翔(4) 小学生 佐久浅間AC     16.37 (+3.6)   1   3
  37 上島 拓人(5) 小学生 軽井沢中部小     16.44 (+3.0)   4   6
  38 遠藤 大志(4) 小学生 T&F佐久平     16.45 (+4.2)   2   3
  39 丸山 桔平(5) 小学生 T&F佐久平     16.53 (+3.6)   1   4
  39 佐藤 亮太(4) 小学生 軽井沢中部小     16.53 (+4.2)   2   4
  41 田中 紫月(5) 小学生 T&F佐久平     16.61 (+4.2)   2   5
  41 山口 遼真(4) 小学生 あさまねSC     16.61 (+3.0)   4   7
  43 与川 竜陽(5) 小学生 東御市陸上教室     16.69 (+1.9)   3   5
  44 黒沢 颯(4) 小学生 東御市陸上教室     16.70 (+3.0)   4   8
  45 村山 凱斗(4) 小学生 軽井沢中部小     16.71 (+1.9)   3   6
  46 櫻井 颯汰(4) 小学生 望月AC     16.77 (+3.6)   1   5
  47 佐原 雅玖(4) 小学生 T&F佐久平     16.80 (+4.2)   2   6
  48 五十里 英太(5) 小学生 上田JSC     16.90 (+4.2)   2   7
  49 甲田 創士(5) 小学生 真田ﾏﾗｿﾝ教室     17.01 (+1.9)   3   7
  50 豊田 大夢(4) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     17.21 (+4.2)   2   8
  51 津島 輝(4) 小学生 軽井沢中部小     17.43 (+3.6)   1   6
  52 諸星 駿介(5) 小学生 軽井沢中部小     17.49 (+1.9)   3   8
  53 津留 拓哉(5) 小学生 東御市陸上教室     17.52 (+3.6)   1   7
  54  小林 大真 小学生 あさまねSC     17.58 (+3.0)   4   9
  55 岩藤 海門(4) 小学生 軽井沢中部小     17.77 (+3.6)   1   8
  56 児玉 大和(4) 小学生 腰越JSC小     18.30 (+4.2)   2   9
  57 森泉 昌幸(4) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     18.63 (+3.6)   1   9
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小学男子
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タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考



決勝 9月2日 14:45

[ 1組] [ 2組]

 1 木戸 大李(5) 小学生   3,52.73  1 内堀 翼(5) 小学生   3,12.70 
ｷﾄﾞ ﾀﾞｲﾘ 御代田南小 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾂﾊﾞｻ 真田ｸﾗﾌﾞ

 2 小林 宇宙(5) 小学生   3,55.13  2 土赤 仁義(4) 小学生   3,18.17 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 東御市陸上教室 ﾂﾁｱｶ ｼﾞﾝ 腰越JSC小

 3 黒木 勇翔(4) 小学生   3,56.55  3 金子 倖大(5) 小学生   3,20.01 
ｸﾛｷ ﾕｳﾄ 腰越JSC小 ｶﾈｺ  ｺｳﾀ T&F佐久平

 4 花岡 蓮(4) 小学生   3,59.96  4 熊倉 正之(6) 小学生   3,30.45 
ﾊﾅｵｶ ﾚﾝ 真田ｸﾗﾌﾞ ｸﾏｸﾗ ﾏｻﾕｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

 5 金井 崚惺(4) 小学生   4,03.05  5 滝澤 智博(5) 小学生   3,30.51 
ｶﾅｲ ﾘｮｳｾｲ 腰越JSC小 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 真田ｸﾗﾌﾞ

 6 児玉 大和(4) 小学生   4,03.70  6 横山 廉汰郎(6) 小学生   3,31.51 
ｺﾀﾞﾏ ﾔﾏﾄ 腰越JSC小 ﾖｺﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ 真田ｸﾗﾌﾞ

 7 清水 颯太(3) 小学生   4,04.08  7 児玉 大河(4) 小学生   3,32.27 
ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ 真田ｸﾗﾌﾞ ｺﾀﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 腰越JSC小

 8 中村 勇陽(2) 小学生   4,06.04  8 土屋 聖瑛(6) 小学生   3,32.62 
ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ 腰越JSC小 ﾂﾁﾔ ｾｲﾔ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 9 小島 颯斗(2) 小学生   4,06.98  9 依田 魁星(5) 小学生   3,42.76 
ｺｼﾞﾏ ﾌｳﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾖﾀﾞ  ｶｲｾｲ T&F佐久平

10 小池 澄空(3) 小学生   4,07.81 10 安本 桜太郎(6) 小学生   3,43.91 
ｺｲｹ ﾄｵｱ 上田JSC ﾔｽﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ 真田ｸﾗﾌﾞ

11 諸山 琉生(4) 小学生   4,08.57 11 黒木 玲雄(2) 小学生   3,45.35 
ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｸﾛｷ ﾚｵ 腰越JSC小

12 伊坂 蓮(3) 小学生   4,11.72 12 黒沢 颯(4) 小学生   3,51.02 
ｲｻｶ ﾚﾝ 岸野小 ｸﾛｻﾜ ﾊﾔﾃ 東御市陸上教室

13 横沢 岳弥(2) 小学生   4,20.80 13 林 悠翔(4) 小学生   3,57.22 
ﾖｺｻﾜ ﾀｹﾔ 真田ｸﾗﾌﾞ ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ

14 金井 瑛斗(2) 小学生   4,22.28 14 西澤 紀仁(4) 小学生   4,01.26 
ｶﾅｲ ｴｲﾄ 腰越JSC小 ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾋﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ

15 林 眞翔(1) 小学生   4,25.09 15 楢原 舜斗(4) 小学生   4,06.21 
ﾊﾔｼ ﾏﾅﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ ﾅﾗﾊﾗ ｼｭﾝﾄ 東御市陸上教室

16 横山 司竜(3) 小学生   4,25.18 加藤 大雅(6) 中学生
ﾖｺﾔﾏ ｼﾘｭｳ 東御市陸上教室 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 軽井沢A&AC 欠場
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8   258 2   273

3   133 7   291
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15   206 4   222

10   263 3   199

9   200 14   257

1   196 12   269

2   259 10   262

5   197 1   102

4   294 13   207

No. 氏  名 所属名 記録／備考
12   190 16   270

小学男子

1000m

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 内堀 翼(5) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     3,12.70   2   1
   2 土赤 仁義(4) 小学生 腰越JSC小     3,18.17   2   2
   3 金子 倖大(5) 小学生 T&F佐久平     3,20.01   2   3
   4 熊倉 正之(6) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     3,30.45   2   4
   5 滝澤 智博(5) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     3,30.51   2   5
   6 横山 廉汰郎(6) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     3,31.51   2   6
   7 児玉 大河(4) 小学生 腰越JSC小     3,32.27   2   7
   8 土屋 聖瑛(6) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,32.62   2   8
   9 依田 魁星(5) 小学生 T&F佐久平     3,42.76   2   9
  10 安本 桜太郎(6) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     3,43.91   2  10
  11 黒木 玲雄(2) 小学生 腰越JSC小     3,45.35   2  11
  12 黒沢 颯(4) 小学生 東御市陸上教室     3,51.02   2  12
  13 木戸 大李(5) 小学生 御代田南小     3,52.73   1   1
  14 小林 宇宙(5) 小学生 東御市陸上教室     3,55.13   1   2
  15 黒木 勇翔(4) 小学生 腰越JSC小     3,56.55   1   3
  16 林 悠翔(4) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     3,57.22   2  13
  17 花岡 蓮(4) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     3,59.96   1   4
  18 西澤 紀仁(4) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     4,01.26   2  14
  19 金井 崚惺(4) 小学生 腰越JSC小     4,03.05   1   5
  20 児玉 大和(4) 小学生 腰越JSC小     4,03.70   1   6
  21 清水 颯太(3) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     4,04.08   1   7
  22 中村 勇陽(2) 小学生 腰越JSC小     4,06.04   1   8
  23 楢原 舜斗(4) 小学生 東御市陸上教室     4,06.21   2  15
  24 小島 颯斗(2) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     4,06.98   1   9
  25 小池 澄空(3) 小学生 上田JSC     4,07.81   1  10
  26 諸山 琉生(4) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     4,08.57   1  11
  27 伊坂 蓮(3) 小学生 岸野小     4,11.72   1  12
  28 横沢 岳弥(2) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     4,20.80   1  13
  29 金井 瑛斗(2) 小学生 腰越JSC小     4,22.28   1  14
  30 林 眞翔(1) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     4,25.09   1  15
  31 横山 司竜(3) 小学生 東御市陸上教室     4,25.18   1  16
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決勝 9月2日 12:35

風速 +1.2

 1 柳澤 翔逢(4) 小学生     11.63 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 中澤 珀翔(4) 小学生     12.46 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊｸﾄ 佐久浅間AC

 3 橋詰 蓮平(3) 小学生     14.05 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 遠藤 大志(4) 小学生     15.58 
ｴﾝﾄﾞｳ  ﾀｲｼ T&F佐久平
古賀 琥太郎(4) 小学生
ｺｶﾞ ｺﾀﾛｳ 上田JSC

決勝 9月2日 12:55

[ 1組] 風速 +1.9 [ 2組] 風速 -1.8

 1 櫻井 絢悠(6) 小学生     14.82  1 坂田 涼真(6) 小学生     13.27 
ｻｸﾗｲ  ｹﾝﾕｳ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ ｻｶﾀ ﾘｮｳﾏ 軽井沢A&AC

 2 百瀬 裕吏(6) 小学生     15.13  2 菊池 優介(6) 小学生     13.43 
ﾓﾓｾ  ﾕｳﾘ T&F佐久平 ｷｸﾁ  ﾕｳｽｹ T&F佐久平

 3 小林 誠史(6) 小学生     15.33  3 大木 咲翔(6) 小学生     14.50 
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ｵｵｷ ｻｸﾄ 軽井沢A&AC

 4 片井 蓮仁(6) 小学生     15.75  4 工藤 優真(5) 小学生     15.02 
ｶﾀｲ  ﾚﾝﾄ T&F佐久平 ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 伊坂 煌(5) 小学生     17.42  5 金澤 歩夢(5) 小学生     15.75 
ｲｻｶ ｷﾗ 岸野小 ｶﾅｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 軽井沢A&AC

 6 土屋 太木(5) 小学生     18.02 雨宮 伊吹(5) 小学生
ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｱﾒﾐﾔ ｲﾌﾞｷ 軽井沢A&AC

   1 坂田 涼真(6) 小学生 軽井沢A&AC     13.27 (-1.8)   2   1
   2 菊池 優介(6) 小学生 T&F佐久平     13.43 (-1.8)   2   2
   3 大木 咲翔(6) 小学生 軽井沢A&AC     14.50 (-1.8)   2   3
   4 櫻井 絢悠(6) 小学生 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ     14.82 (+1.9)   1   1
   5 工藤 優真(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.02 (-1.8)   2   4
   6 百瀬 裕吏(6) 小学生 T&F佐久平     15.13 (+1.9)   1   2
   7 小林 誠史(6) 小学生 真田ﾏﾗｿﾝ教室     15.33 (+1.9)   1   3
   8 片井 蓮仁(6) 小学生 T&F佐久平     15.75 (+1.9)   1   4
   8 金澤 歩夢(5) 小学生 軽井沢A&AC     15.75 (-1.8)   2   5
  10 伊坂 煌(5) 小学生 岸野小     17.42 (+1.9)   1   5
  11 土屋 太木(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     18.02 (+1.9)   1   6  223

  212
  112
  280
  113
  156
  134

組 順位
  158
  100
  166
   29

小学男子

80mH
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

2   223 6   149
失格

3   134 4   156

5   113 5   212

4   280 2   166

7   112 3   100

6    29 7   158
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   238
欠場

小学男子

80mH

4   210

5    97

6   229

2   233

小学男子

60mH

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月2日 15:40

[ 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 あさまねSC   128 美斉津 岳(4)     57.45  1   6 望月AC(A)     8 山浦 雅斗(6)     53.93 

ｱｻﾏﾈSC ﾐｻｲｽﾞ ｶﾞｸ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰA ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ
  118 山浦 悠大(6)    13 小林 碧空(6)

ﾔﾏｳﾗ ﾕｳﾀﾞｲ ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ
  120 山口 遼真(4)    11 小山 翔平(6)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾏ ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ
  115 伊藤 壮一郎(6)     7 佐々木 隆之介(6)

ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
 2   6 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   222 土屋 聖瑛(6)     59.84  2   5 軽井沢A&AC   156 金澤 歩夢(5)     56.42 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ ﾂﾁﾔ ｾｲﾔ ｶﾙｲｻﾞﾜA&AC ｶﾅｻﾞﾜ ｱﾕﾑ
  212 工藤 優真(5)   158 坂田 涼真(6)

ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ ｻｶﾀ ﾘｮｳﾏ
  223 土屋 太木(5)   166 大木 咲翔(6)

ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ ｵｵｷ ｻｸﾄ
  230 齋藤 音吹(6)   162 千葉 大輝(6)

ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ
 3   2 上田JSC   253 竹内 大智(6)   1,00.16  3   3 T&F佐久平    96 井出 博人(6)     57.56 

ｳｴﾀﾞｼﾞｪｲｴｽｼｰ ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲﾁ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ｲﾃﾞ  ﾋﾛﾄ
  255 武田 大輔(5)   112 百瀬 裕吏(6)

ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ ﾓﾓｾ  ﾕｳﾘ
  239 五十里 英太(5)   113 片井 蓮仁(6)

ｲｶﾘ ｴｲﾀ ｶﾀｲ  ﾚﾝﾄ
  245 小池 海嘉(5)   100 菊池 優介(6)

ｺｲｹ ｶｲｶﾞ ｷｸﾁ  ﾕｳｽｹ
 4   5 望月AC(B)    24 柳澤 孔軌(6)   1,00.57  4   4 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ    34 中山 瑛生(6)   1,01.46 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰB ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ﾅｶﾔﾏ  ｴｲｷ
   17 大草 芽生(5)    31 柳澤 透偉(6)

ｵｵｸｻ ｲﾌﾞｷ ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾄｳｲ
   12 小林 美海(4)    29 櫻井 絢悠(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ ｻｸﾗｲ  ｹﾝﾕｳ
    4 依田 惺那(4)    33 中條 太智(6)

ﾖﾀﾞ ｾﾅ ﾅｶｼﾞｮｳ  ﾀｲﾁ
 5   3 東御市陸上教室   298 塚田 陽音(5)   1,06.28  5   2 岸野小   133 伊坂 蓮(3)   1,10.27 

ﾄｳﾐｼﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｷｼﾉｼｮｳ ｲｻｶ ﾚﾝ
  291 黒沢 颯(4)   142 藤巻 大和(3)

ｸﾛｻﾜ ﾊﾔﾃ ﾌｼﾞﾏｷ ﾔﾏﾄ
  297 津留 拓哉(5)   145 片井 和道(5)

ﾂﾙ ﾀｸﾔ ｶﾀｲ ｶｽﾞﾐﾁ
  300 与川 竜陽(5)   134 伊坂 煌(5)

ﾖｶﾜ ﾘｭｳﾋ ｲｻｶ ｷﾗ

小学男子

4x100mR



   1 望月AC(A)     53.93 山浦 雅斗(6) 小林 碧空(6) 小山 翔平(6) 佐々木 隆之介(   2   1
   2 軽井沢A&AC     56.42 金澤 歩夢(5) 坂田 涼真(6) 大木 咲翔(6) 千葉 大輝(6)   2   2
   3 あさまねSC     57.45 美斉津 岳(4) 山浦 悠大(6) 山口 遼真(4) 伊藤 壮一郎(6)   1   1
   4 T&F佐久平     57.56 井出 博人(6) 百瀬 裕吏(6) 片井 蓮仁(6) 菊池 優介(6)   2   3
   5 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     59.84 土屋 聖瑛(6) 工藤 優真(5) 土屋 太木(5) 齋藤 音吹(6)   1   2
   6 上田JSC   1,00.16 竹内 大智(6) 武田 大輔(5) 五十里 英太(5) 小池 海嘉(5)   1   3
   7 望月AC(B)   1,00.57 柳澤 孔軌(6) 大草 芽生(5) 小林 美海(4) 依田 惺那(4)   1   4
   8 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ   1,01.46 中山 瑛生(6) 柳澤 透偉(6) 櫻井 絢悠(6) 中條 太智(6)   2   4
   9 東御市陸上教室   1,06.28 塚田 陽音(5) 黒沢 颯(4) 津留 拓哉(5) 与川 竜陽(5)   1   5
  10 岸野小   1,10.27 伊坂 蓮(3) 藤巻 大和(3) 片井 和道(5) 伊坂 煌(5)   2   5

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

小学男子

4x100mR
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ2



決勝 9月2日  9:00

櫻井 絢悠(6) 小学生
ｻｸﾗｲ  ｹﾝﾕｳ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ
井出 博人(6) 小学生
ｲﾃﾞ  ﾋﾛﾄ T&F佐久平
柳澤 透偉(6) 小学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾄｳｲ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ
百瀬 裕吏(6) 小学生
ﾓﾓｾ  ﾕｳﾘ T&F佐久平

 1.15XXX

 1.15

2 3   112
O O O XO

O XO XXX

 1.15

2 2    31
O O

 1.25

2 1    96
O O O XO XXX

O O XXX

記録 備考
1 4    29

O O O O

1m15 1m20 1m25 1m30

小学男子

走高跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m00 1m05 1m10



決勝 9月2日 12:00

小林 碧空(6) 小学生   4.70   4.82   4.66    4.82 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月AC   -1.6   -0.8    0.0    -0.8
小林 誠史(6) 小学生   3.62   3.94    X    3.94 
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ 真田ﾏﾗｿﾝ教室   -1.2   -0.9    -0.9
小山 翔平(6) 小学生   3.90   3.80   3.82    3.90 
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 望月AC   -2.1   -0.4   +0.1    -2.1
金澤 歩夢(5) 小学生   3.90    X   3.30    3.90 
ｶﾅｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 軽井沢A&AC   -1.9   +1.3    -1.9
柳澤 孔軌(6) 小学生    X   3.70   3.74    3.74 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 望月AC   +0.1   -0.6    -0.6
柿澤 一護(5) 小学生   3.50   3.29   3.66    3.66 
ｶｷｻﾞﾜ ｲﾁｺﾞ 安茂里小   +0.2   +0.4   -0.2    -0.2
大草 芽生(5) 小学生    X    X   3.60    3.60 
ｵｵｸｻ ｲﾌﾞｷ 望月AC   -0.1    -0.1
小林 美海(4) 小学生   3.08   3.37   3.19    3.37 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月AC   -0.5   -1.2   -0.2    -1.2
依田 惺那(4) 小学生   2.98   3.17   3.28    3.28 
ﾖﾀﾞ ｾﾅ 望月AC   -0.4   -2.2   -0.3    -0.3
田中 紫月(5) 小学生   3.06    X   2.97    3.06 
ﾀﾅｶ  ｼﾂﾞｷ T&F佐久平   -1.7   +0.6    -1.7
丸山 桔平(5) 小学生   2.79   2.76   3.05    3.05 
ﾏﾙﾔﾏ  ｷｯﾍﾟｲ T&F佐久平   -1.2   -1.8   +0.6    +0.6
柳沢 魁志(2) 小学生   3.04   2.84   2.90    3.04 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｲｼﾞ 望月AC   -1.6   -0.2   +0.5    -1.6
馬場 大晴(5) 小学生   2.77   2.89   3.03    3.03 
ﾊﾞﾊﾞ ﾀｲｾｲ 御代田南小   -0.4   -1.5   +1.1    +1.1
保科 承太郎(4) 小学生   2.67   2.83   2.93    2.93 
ﾎｼﾅ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 望月AC   +0.3   -1.0   +1.3    +1.3
諸山 琉生(4) 小学生   2.87   2.92    X    2.92 
ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   -0.9   -0.3    -0.3
柳澤 雄飛(2) 小学生   2.88   2.78   2.82    2.88 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 望月AC   -0.1   -1.2   +0.4    -0.1
櫻井 颯汰(4) 小学生   2.45   2.61   2.82    2.82 
ｻｸﾗｲ ｿｳﾀ 望月AC   -0.3   -0.7   +0.9    +0.9
豊田 大夢(4) 小学生   2.78   2.61   2.64    2.78 
ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾑ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ    0.0   -1.2   +0.3     0.0
佐原 雅玖(4) 小学生   2.55   2.54   2.57    2.57 
ｻﾊﾗ  ｶﾞｸ T&F佐久平   +0.5   -0.2   +1.3    +1.3
高塚 翼(1) 小学生    X    X   2.41    2.41 
ﾀｶﾂｶ ﾂﾊﾞｻ 望月AC   +0.2    +0.2
甘利 千晴(4) 小学生   2.36   2.16   2.06    2.36 
ｱﾏﾘ ﾁﾊﾙ 軽井沢A&AC   -0.1   -0.5   -1.2    -0.1
中村 悠真(1) 小学生   2.09   2.09   2.11    2.11 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾏ 上田JSC   -2.2   -1.1   +0.5    +0.5
山浦 雅斗(6) 小学生    X    X    X 記録なし
ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 望月AC
佐々木 隆之介(6) 小学生 欠場
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 望月AC

23     7

22 1   254

22     8

20 3     5

21 14   155

18 8   227

19 10   105

16 4    25

17 5    28

14 7    21

15 15   218

12 13    23

13 9   188

10 6   111

11 2    99

8 12    12

9 11     4

6 17    39

7 21    17

4 20   156

5 16    24

2 19   280

3 18    11

-4- -5- -6- 記録 備考
1 24    13

小学男子

走幅跳
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-
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竹内 大智(6) 小学生
ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 上田JSC
片井 和道(5) 小学生
ｶﾀｲ ｶｽﾞﾐﾁ 岸野小
工藤 優真(5) 小学生
ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
齋藤 音吹(6) 小学生
ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
安本 桜太郎(6) 小学生
ﾔｽﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ 真田ｸﾗﾌﾞ
林 悠翔(4) 小学生
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ
清水 稜介(2) 小学生
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
南澤 侑吾(3) 小学生
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
竹内 睦喜(5) 小学生
ﾀｹｳﾁ  ﾄﾓｷ T&F佐久平
齋藤 響(2) 小学生
ｻｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 24.34 

 25.61   O

10 1   231
24.34   O   O

27.50  27.50 

9 8   109
25.61   O

  O  27.50 

7 3   225
  O   O

  O  29.59 

7 2   221
27.50   O

  O  34.47 

6 6   273
  O 29.59

  O  36.00 

5 4   256
34.47   X

  O  36.96 

4 5   230
  O 36.00

  O  38.63 

3 7   212
  O 36.96

42.61  42.61 

2 10   145
38.63   O

-4- -5- -6- 記録 備考
1 9   253

  O   O

小学男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-
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