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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

5/11 女子１００ｍＨ 決 14"54 中津 晴葉 女 佐久長聖 15"03

5/11 女子４００ｍ 決 57"81 秋山 咲花 女 岩村田 58"26

5/12 男子砲丸投 決 12m98 小林　篤央 男 上田 12m56

5/12 男子４００ｍＨ 決 53"29 岡村 州紘 男 岩村田 54"75

5/12 男子８００ｍ 予 1'58"99 濱野 将基 男 佐久長聖 1'59"42

5/12 男子８００ｍ 決 1'58"43 林 亮太 男 上田 1'59"42

5/12 女子４００ｍＲ 決 48"81
橋本・深澤・
中津・前田

女 佐久長聖 49"14

5/13 男子円盤投 決 38m25 小林　篤央 男 上田 37m83

5/13 男子５０００ｍ 決 14'22"25 服部 凱杏 男 佐久長聖 14'33"84

5/13 男子５０００ｍ 決    14'23"70 鈴木 芽吹 男 佐久長聖 14'33"84

5/13 女子三段跳 決 10m48 伊東 海菜美 女 上田千曲 10m47

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１１日（金） １０：００ 晴れ 南 ０．７ １７．０ ４３

１１：００ 晴れ 北西 １．０ １８．０ ３６

１２：００ 晴れ 北東 ０．１ ２１．０ ４２

１３：００ 晴れ 北 ０．８ ２１．５ ４２

１４：００ 晴れ 北西 ０．７ ２２．０ ４３

１５：００ 晴れ 北西 １．８ ２２．５ ４３

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

５月１２日（土） １０：００ 曇り 北 ０．５ ２０．５ ４０

１１：００ 曇り 北西 １．１ ２０．５ ４０

１２：００ 晴れ 北西 １．８ ２２．０ ４３

１３：００ 晴れ 南東 １．２ ２３．５ ４５

１４：００ 晴れ 南東 ２．８ ２４．０ ４６

１５：００ 晴れ 東 ３．６ ２３．０ ４５

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

５月１３日（日） １０：００ 曇り 北 ０．８ １８．５ ４２

１１：００ 雨 北北東 １．５ ２０．５ ４０

１２：００ 曇り 北 ０．７ ２０．０ ４８

１３：００ 雨 東 ０．４ １８．０ ７１

１４：００ 雨 東 １．４ １６．５ ８９



決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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

05/12 男子  -1.3山下 幹生(3) 11.22 佐野 希汐(1) 11.34 髙木 涼(3) 11.41 原 泰三(2) 11.60 鴨志田 巽(2) 11.65 西澤 雅志(3) 11.68 岩井 遼太郎(3) 12.90
１００ｍ 高校･上田 高校･佐久長聖 高校･上田千曲 高校･小諸 高校･上田 高校･野沢南 高校･上田

05/13  -1.0山下 幹生(3) 22.25 髙木 涼(3) 22.40 與川 夢翔(2) 22.60 原 泰三(2) 22.84 佐々木 悠登(3) 22.95 篠澤 蒼平(2) 23.02 古厩 海聖(2) 23.16 西澤 雅志(3) 23.63
２００ｍ 高校･上田 高校･上田千曲 高校･上田西 高校･小諸 高校･野沢南 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･野沢南

05/11 髙木 涼(3) 49.57 岡村 州紘(3) 50.46 柏木 優(2) 51.07 井出 洲大(3) 51.16 與川 夢翔(2) 51.36 竹内 滉一(3) 52.13 上原 拓(3) 53.02 土屋 舜太朗(2) 54.34
４００ｍ 高校･上田千曲 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･上田西 高校･岩村田 高校･上田染谷丘 高校･岩村田

05/12 林 亮太(2) 1,58.43 濱野 将基(3) 2,00.01 上原 拓(3) 2,00.43 野村 純也(3) 2,02.17 堀内 晟壱(3) 2,02.52 鷹野 光佑(3) 2,03.02 佐藤 公一郎(2) 2,03.14 竹内 滉一(3) 2,08.31
８００ｍ 高校･上田 GR 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･上田染谷丘 高校･岩村田

05/11 服部 凱杏(2) 3,57.04 富田 陸空(2) 4,00.76 伊藤 大志(1) 4,04.26 阿藤 紘己(3) 4,04.50 矢野 大和(3) 4,05.84 木下 陽平(3) 4,08.28 野村 純也(3) 4,10.13 鷹野 光佑(3) 4,14.14
１５００ｍ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田 高校･上田西 高校･上田西 高校･上田西 高校･岩村田

05/13 服部 凱杏(2) 14,22.25 鈴木 芽吹(2) 14,23.70 依田 健汰(1) 15,45.31 矢野 大和(3) 15,53.00 阿藤 紘己(3) 16,00.70 松崎 咲人(3) 16,03.40 木次 航太(3) 16,13.23 川島 翔太(3) 16,25.48
５０００ｍ 高校･佐久長聖 GR 高校･佐久長聖 GR 高校･上田西 高校･上田西 高校･上田 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･上田西

05/11  +2.5岡村 州紘(3) 15.29 堀込 碧(2) 15.64 原 惇也(1) 16.13 宮澤 武流(1) 16.19 飯島 大陽(1) 16.20 塚田  響(1) 17.89 一場 稜(2) 17.93 浅沼  都夫(1) 18.92
１１０ｍＨ 高校･岩村田 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･軽井沢 高校･岩村田

05/12 岡村 州紘(3) 53.29 堀込 碧(2) 56.92 與川 夢翔(2) 57.83 上原 一輝(2) 1,00.82 成田 良(2) 1,01.32 丸山 優輝(3) 1,02.64 新海 悠貴(3) 1,02.97 山崎 伶弥(1) 1,03.23
４００ｍＨ 高校･岩村田 GR 高校･小諸 高校･上田西 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘 高校･野沢南 高校･野沢北 高校･上田染谷丘

05/12 三島 颯太(3) 9,29.34 内堀 太一(3) 9,36.82 小池 彪(3) 9,47.72 征矢 快誠(1) 10,18.13 木次 航太(3) 10,18.75 小山 琉弥(2) 10,31.99 小宮山 貴大(3) 10,42.12 並木 久幸(3) 10,49.15
３０００ｍＳＣ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･岩村田 高校･上田西 高校･上田千曲 高校･野沢北

05/13 23,55.58 井出 匡紀(2) 24,02.70 重田 隆明(3) 24,53.70 築山 祐太(3) 25,27.65 上原 拓(3) 26,24.65 高橋 響希(2) 27,21.65 片井 尊仁(1) 36,14.32
５０００ｍＷ 高校･上田西 高校･岩村田 高校･上田染谷丘 高校･岩村田 高校･上田染谷丘 高校･上田西 高校･野沢南

05/12 遠山 舜也(3) 1.75 市ヶ谷 晴輝(1) 高校･野沢南 1.60
走高跳 高校･岩村田 井出 紋次郎(1) 高校･小諸

05/12 片桐  岳(1) 2.70
棒高跳 高校･岩村田

05/11 山浦 渓斗(3) 7.07(+1.6) 原 惇也(1) 6.64(+1.3) 原 泰三(2) 6.55(+0.7) 宮下 駿介(2) 6.51(+1.9) 糸氏 柊矢(3) 6.35(+2.0) 土屋舜太朗(2)6.32(+1.1) 茂木 達哉(3) 6.31(+1.0) 佐々木悠登(3)6.26(+2.1)
走幅跳 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･丸子修学館 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･野沢南

05/13 山浦 渓斗(3)13.19(+1.1) 一之瀬弘聖(2)12.53(+2.4) 宮下 駿介(2)12.39(+1.8) 新海 悠貴(3)12.38(+2.0) 遠山 舜也(3)12.34(+2.6) 市ヶ谷将英(2)11.96(+1.9) 糸氏 柊矢(3)11.77(+1.5) 小松 風雅(2)11.59(+1.4)
三段跳 高校･小諸 高校･上田千曲 高校･丸子修学館 高校･野沢北 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･野沢南

05/12 小林 篤央(3) 12.98 久保川 優士(1) 10.92 赤尾 聡良(2) 10.56 田村 匠(3) 10.34 土屋 瑞希(3) 10.13 松崎 悠弥(2) 9.35 佐藤 麟平(2) 9.03 神津 宏尚(2) 8.92
砲丸投(6.000kg) 高校･上田 GR 高校･上田東 高校･上田染谷丘 高校･望月 高校･東御清翔 高校･佐久長聖 高校･佐久平総合 高校･佐久平総合

05/13 小林 篤央(3) 38.25 赤尾 聡良(2) 32.25 土屋 瑞希(3) 29.92 久保川 優士(1) 26.58 田村 匠(3) 23.86 掛川 晃都(3) 23.49 北澤 拓巳(2) 22.70 神津 宏尚(2) 22.47
円盤投(1.750kg) 高校･上田 GR 高校･上田染谷丘 高校･東御清翔 高校･上田東 高校･望月 高校･野沢北 高校･上田染谷丘 高校･佐久平総合

05/11 小林 篤央(3) 44.24 佐藤 麟平(2) 28.34 赤尾 聡良(2) 25.95 北澤 拓巳(2) 23.16
ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 高校･上田 高校･佐久平総合 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘

05/11 茂木 達哉(3) 53.98 小泉 陸人(2) 49.18 丸山 優輝(3) 44.25 井出 洲大(3) 43.28 関口 謙太(2) 42.89 宮沢 颯助(2) 42.01 北澤 拓巳(2) 40.30 田澤 友希(2) 38.67
やり投(0.800kg) 高校･岩村田 高校･野沢南 高校･野沢南 高校･小諸 高校･佐久平総合 高校･野沢北 高校･上田染谷丘 高校･佐久平総合

05/12 小諸       42.73 上田       43.67 野沢南       43.94 岩村田       44.91 野沢北       45.29 上田染谷丘       45.41 上田千曲       46.06 東御清翔       46.48
４×１００ｍＲ 山浦 渓斗(3) 鴨志田 巽(2) 丸山 優輝(3) 市ヶ谷 将英(2) 早坂 晃太(2) 上原 一輝(2) 春原 拓実(1) 羽毛田 諒(2)

堀込 碧(2) 山下 幹生(3) 佐々木 悠登(3) 遠山 舜也(3) 岩崎 凌大(2) 藤島 大翔(2) 髙木 涼(3) 翠川 拓真(2)
井出 直哉(3) 伊藤 宏行(3) 西澤 雅志(3) 茂木 達哉(3) 高橋 涼(3) 成田 良(2) 一之瀬 弘聖(2) 濱村 和(2)
原 泰三(2) 岩井 遼太郎(3) 菅沢 晴樹(3) 岡村 州紘(3) 新海 悠貴(3) 赤尾 聡良(2) 東 大翔(1) 土屋 瑞希(3)

05/13 小諸     3,24.24 岩村田     3,29.47 佐久長聖     3,31.83 上田染谷丘     3,36.62 上田     3,37.50 上田千曲     3,38.26 野沢南     3,40.10 上田西     3,43.65
４×４００ｍＲ 井出 洲大(3) 竹内 滉一(3) 柏木 優(2) 上原 一輝(2) 正村 圭一郎(2) 髙木 涼(3) 西澤 雅志(3) 與川 夢翔(2)

井出 直哉(3) 土屋 舜太朗(2) 古厩 海聖(2) 上原 拓(3) 小泉 雅樹(3) 一之瀬 弘聖(2) 丸山 優輝(3) 寺尾 昴(3)
堀込 碧(2) 遠山 舜也(3) 白澤 稜馬(1) 佐藤 公一郎(2) 阿藤 紘己(3) 花岡 侑(1) 山本 拳心(2) 松下 祥徳(1)
山浦 渓斗(3) 岡村 州紘(3) 篠澤 蒼平(2) 藤島 大翔(2) 林 亮太(2) 小宮山 貴大(3) 佐々木 悠登(3) 手塚 智也(1)

05/12 井出 直哉(3) 4815 星野 青空(1) 3672 中澤  颯太(1) 3048
八種競技 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･岩村田

05/13 学校対抗 佐久長聖 岩村田 小諸 上田 上田染谷丘 上田西 野沢南 上田千曲
133 108 86.5 74 66 62 42.5 35

寺澤 アンドリュウ(3)



予選 5月11日 15:20
準決勝 5月12日 11:20
決勝 5月12日 13:20

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

[ 1組] 風速 -2.6 [ 2組] 風速 -1.8

 1 岩井 遼太郎(3) 高校     11.64 Q  1 鴨志田 巽(2) 高校     11.45 Q
ｲﾜｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 上田 ｶﾓｼﾀﾞ ﾀﾂﾐ 上田

 2 菅沢 晴樹(3) 高校     11.92 Q  2 佐々木 悠登(3) 高校     11.54 Q
ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 野沢南 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 野沢南

 3 一之瀬 弘聖(2) 高校     11.97 q  3 永井 颯太(1) 高校     11.64 q
ｲﾁﾉｾ ﾋﾛｱｷ 上田千曲 ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 軽井沢

 4 井出 翔真(3) 高校     12.02 q  4 市ヶ谷 将英(2) 高校     12.11 q
ｲﾃﾞ ｼｮｳﾏ 佐久長聖 ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ 岩村田

 5 高橋 涼(3) 高校     12.36  5 清水 貴弘(3) 高校     12.17 
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 野沢北 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 上田西

 6 外川 亮太(1) 高校     13.24  6 翠川 拓真(2) 高校     12.17 
ﾄｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 小諸 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾀｸﾏ 東御清翔

 7 吉澤 毅(1) 高校     14.65 栁沢 拓海(1) 高校
ﾖｼｻﾞﾜ ﾂﾖｼ 佐久平総合 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾐ 上田染谷丘
藤村 知季(2) 高校 田澤 友希(2) 高校
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ 軽井沢 ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久平総合

[ 3組] 風速 -1.8 [ 4組] 風速 -4.5

 1 原 泰三(2) 高校     11.56 Q  1 篠澤 蒼平(2) 高校     11.51 Q
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小諸 ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 佐久長聖

 2 山下 幹生(3) 高校     11.98 Q  2 髙木 涼(3) 高校     11.73 Q
ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ 上田 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳ 上田千曲

 3 深井 成志朗(2) 高校     12.14  3 藤島 大翔(2) 高校     11.93 q
ﾌｶｲ ｾｲｼﾛｳ 上田染谷丘 ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ 上田染谷丘

 4 関口 謙太(2) 高校     12.23  4 茂木 達哉(3) 高校     12.37 
ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 佐久平総合 ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ 岩村田

 5 春原 拓実(1) 高校     12.71  5 羽毛田 諒(2) 高校     12.72 
ｽﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ 上田千曲 ﾊｹﾀ ﾘｮｳ 東御清翔

 6 細田 夏希(1) 高校     13.26  6 上野 太暉(2) 高校     12.84 
ﾎｿﾀﾞ ﾅﾂｷ 上田西 ｳｴﾉ ﾀｲｷ 丸子修学館

 7 飯塚 亮介(2) 高校     13.43  7 古越 大輝(1) 高校     13.19 
ｲｲｽﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 野沢北 ﾌﾙｺｼ ﾀﾞｲｷ 軽井沢

[ 5組] 風速 -4.1

 1 佐野 希汐(1) 高校     11.50 Q
ｻﾉ ｷｾｷ 佐久長聖

 2 西澤 雅志(3) 高校     11.87 Q
ﾆｼｻﾞ ﾜﾏｻｼ 野沢南

 3 遠山 舜也(3) 高校     12.10 q
ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 岩村田

 4 宮下 駿介(2) 高校     12.14 
ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 丸子修学館

 5 新海 悠貴(3) 高校     12.34 
ｼﾝｶﾞｲ ﾊﾙｷ 野沢北

 6 松下 祥徳(1) 高校     12.63 
ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾉﾘ 上田西

 7 関 介飛(1) 高校     14.31 
ｾｷ ｶｲﾄ 東御清翔

3  1732

2  1748

8  1525

6  2788

4  2805

7  1546

5  1598

5  1532 3  1694

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  1883 2  1733

4  2790 7  1747

7  1848 4  1846

2  1629 8  1601

8  1707 5  2810

6  1793 6  1882

欠場
6  1692 9  1631

欠場 欠場

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

8  1712 5  1735

3  1633 7  1850

7  2806 6  1609

4  1528 8  2773

2  1558 2  1550

9  1878 4  1693

記録／備考 順 ﾚｰﾝNo. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

男子

１００ｍ

予選 通過基準  5組  2着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
5  1794 3  1766



[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +0.4

 1 篠澤 蒼平(2) 高校     11.07 Q  1 山下 幹生(3) 高校     11.04 Q
ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 佐久長聖 ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ 上田

 2 原 泰三(2) 高校     11.22 Q  2 佐野 希汐(1) 高校     11.15 Q
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小諸 ｻﾉ ｷｾｷ 佐久長聖

 3 鴨志田 巽(2) 高校     11.27 Q  3 髙木 涼(3) 高校     11.30 Q
ｶﾓｼﾀﾞ ﾀﾂﾐ 上田 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳ 上田千曲

 4 西澤 雅志(3) 高校     11.41 q  4 岩井 遼太郎(3) 高校     11.35 q
ﾆｼｻﾞ ﾜﾏｻｼ 野沢南 ｲﾜｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 上田

 5 藤島 大翔(2) 高校     11.52  5 佐々木 悠登(3) 高校     11.44 
ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ 上田染谷丘 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 野沢南

 6 一之瀬 弘聖(2) 高校     11.68  6 永井 颯太(1) 高校     11.52 
ｲﾁﾉｾ ﾋﾛｱｷ 上田千曲 ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 軽井沢

 7 菅沢 晴樹(3) 高校     11.69  7 遠山 舜也(3) 高校     11.86 
ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 野沢南 ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 岩村田

 8 市ヶ谷 将英(2) 高校     11.80  8 井出 翔真(3) 高校     11.87 
ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ 岩村田 ｲﾃﾞ ｼｮｳﾏ 佐久長聖

風速 -1.3

 1 山下 幹生(3) 高校     11.22 
ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ 上田

 2 佐野 希汐(1) 高校     11.34 
ｻﾉ ｷｾｷ 佐久長聖

 3 髙木 涼(3) 高校     11.41 
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳ 上田千曲

 4 原 泰三(2) 高校     11.60 
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小諸

 5 鴨志田 巽(2) 高校     11.65 
ｶﾓｼﾀﾞ ﾀﾂﾐ 上田

 6 西澤 雅志(3) 高校     11.68 
ﾆｼｻﾞ ﾜﾏｻｼ 野沢南

 7 岩井 遼太郎(3) 高校     12.90 
ｲﾜｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 上田
篠澤 蒼平(2) 高校
ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 佐久長聖

3  1794

4  2810
失格

7  1707

9  1766

2  1546

6  1793

5  2805

8  1882

男子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  1558 3  1598

3  1609 2  2806

8  1846 7  1550

2  1878 8  1693

7  1766 6  1882

6  1546 4  1794

5  2810 9  1793

4  1707 5  2805

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. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 5月13日 10:00
準決勝 5月13日 11:40
決勝 5月13日 13:05

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

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 +0.1

 1 髙木 涼(3) 高校     22.85 Q  1 佐々木 悠登(3) 高校     22.86 Q
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳ 上田千曲 ｻｻｷ ﾕｳﾄ 野沢南

 2 永井 颯太(1) 高校     23.36 Q  2 篠澤 蒼平(2) 高校     23.15 Q
ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 軽井沢 ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 佐久長聖

 3 西澤 雅志(3) 高校     23.91 Q  3 土屋 舜太朗(2) 高校     23.75 Q
ﾆｼｻﾞ ﾜﾏｻｼ 野沢南 ﾂﾁﾔ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岩村田

 4 松下 祥徳(1) 高校     24.49 q  4 山崎 伶弥(1) 高校     24.48 q
ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾉﾘ 上田西 ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲﾔ 上田染谷丘

 5 遠藤 佳斗(1) 高校     25.00  5 清水 貴弘(3) 高校     24.74 
ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ 上田東 ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 上田西

 6 佐々木  優麻(1) 高校     25.76  6 上野 太暉(2) 高校     25.41 
ｻｻｷ ﾕｳﾏ 岩村田 ｳｴﾉ ﾀｲｷ 丸子修学館
岩井 遼太郎(3) 高校 鴨志田 巽(2) 高校
ｲﾜｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 上田 ｶﾓｼﾀﾞ ﾀﾂﾐ 上田
石川 泰地(2) 高校 一之瀬 弘聖(2) 高校
ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 野沢北 ｲﾁﾉｾ ﾋﾛｱｷ 上田千曲
羽毛田 諒(2) 高校 高橋 涼(3) 高校
ﾊｹﾀ ﾘｮｳ 東御清翔 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 野沢北

[ 3組] 風速 +0.8 [ 4組] 風速 -0.2

 1 原 泰三(2) 高校     22.47 Q  1 與川 夢翔(2) 高校     22.80 Q
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小諸 ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ 上田西

 2 古厩 海聖(2) 高校     23.15 Q  2 藤島 大翔(2) 高校     23.40 Q
ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 佐久長聖 ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ 上田染谷丘

 3 山下 幹生(3) 高校     23.47 Q  3 神津 颯冬(1) 高校     23.79 Q
ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ 上田 ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ 佐久長聖

 4 一場 稜(2) 高校     23.89 q  4 関口 謙太(2) 高校     24.62 
ｲﾁﾊﾞ ﾘｮｳ 軽井沢 ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 佐久平総合

 5 岩崎 凌大(2) 高校     24.39 q  5 菅沢 晴樹(3) 高校     24.68 
ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ 野沢北 ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 野沢南

 6 竹内 滉一(3) 高校     24.64  6 森 紘輔(1) 高校     25.12 
ﾀｹｳﾁ ｺｳｲﾁ 岩村田 ﾓﾘ ｺｳｽｹ 上田東

 7 浅沼 大貴(1) 高校     26.30  7 東 大翔(1) 高校     26.89 
ｱｻﾇﾏ ﾀﾞｲｷ 佐久平総合 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛﾄ 上田千曲
翠川 拓真(2) 高校 堀込 碧(2) 高校
ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾀｸﾏ 東御清翔 ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 小諸
深井 成志朗(2) 高校
ﾌｶｲ ｾｲｼﾛｳ 上田染谷丘

[ 1組] 風速 +2.2 [ 2組] 風速 +2.1

 1 原 泰三(2) 高校     22.41 Q  1 髙木 涼(3) 高校     22.46 Q
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小諸 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳ 上田千曲

 2 山下 幹生(3) 高校     22.56 Q  2 與川 夢翔(2) 高校     22.71 Q
ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ 上田 ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ 上田西

 3 佐々木 悠登(3) 高校     22.57 Q  3 篠澤 蒼平(2) 高校     22.83 Q
ｻｻｷ ﾕｳﾄ 野沢南 ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 佐久長聖

 4 古厩 海聖(2) 高校     22.93 q  4 西澤 雅志(3) 高校     23.06 q
ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 佐久長聖 ﾆｼｻﾞ ﾜﾏｻｼ 野沢南

 5 藤島 大翔(2) 高校     23.17  5 永井 颯太(1) 高校     23.09 
ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ 上田染谷丘 ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 軽井沢

 6 神津 颯冬(1) 高校     23.53  6 土屋 舜太朗(2) 高校     23.60 
ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ 佐久長聖 ﾂﾁﾔ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岩村田

 7 一場 稜(2) 高校     24.33  7 岩崎 凌大(2) 高校     24.33 
ｲﾁﾊﾞ ﾘｮｳ 軽井沢 ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ 野沢北

 8 松下 祥徳(1) 高校     24.47  8 山崎 伶弥(1) 高校     24.69 
ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾉﾘ 上田西 ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲﾔ 上田染谷丘

3  1691 3  1530

2  2788 2  1851

7  1846 7  1693

9  2803 8  1607

6  1550 4  2810

4  2808 9  1546

5  1707 6  1882

8  1793 5  1908

欠場 欠場
8  1848

欠場

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. 氏  名 所属名 記録／備考

9  1634 7  1884

1  1735 5  1706

2  1530 3  1558

7  1600 8  1798

5  1793 6  2803

6  1691 1  1629

3  1707 4  1908

4  2808 2  1846

欠場 欠場
9  1733 8  1528

欠場 欠場

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

6  1794 3  1766
欠場 欠場

7  1529 4  1878

1  1797 9  2773

8  1614 1  1747

4  1546 2  1607

3  2788 7  1851

5  1882 5  1550

2  1693 6  2810

記録／備考

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

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



風速 -1.0

 1 山下 幹生(3) 高校     22.25 
ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ 上田

 2 髙木 涼(3) 高校     22.40 
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳ 上田千曲

 3 與川 夢翔(2) 高校     22.60 
ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ 上田西

 4 原 泰三(2) 高校     22.84 
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小諸

 5 佐々木 悠登(3) 高校     22.95 
ｻｻｷ ﾕｳﾄ 野沢南

 6 篠澤 蒼平(2) 高校     23.02 
ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 佐久長聖

 7 古厩 海聖(2) 高校     23.16 
ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 佐久長聖

 8 西澤 雅志(3) 高校     23.63 
ﾆｼｻﾞ ﾜﾏｻｼ 野沢南

3  2808

2  1546

6  1707

8  1550

9  2810

7  1793

4  1882

5  1908

男子

２００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 5月11日 10:30
決勝 5月11日 14:15

県高新(KR)          46.98
大会新(GR)          49.17

[ 1組] [ 2組]

 1 柏木 優(2) 高校     51.25 Q  1 髙木 涼(3) 高校     50.95 Q
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 佐久長聖 ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳ 上田千曲

 2 井出 洲大(3) 高校     51.42 Q  2 土屋 舜太朗(2) 高校     52.50 Q
ｲﾃﾞ ｸﾆﾋﾛ 小諸 ﾂﾁﾔ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岩村田

 3 竹内 滉一(3) 高校     52.34 q  3 上原 拓(3) 高校     52.78 q
ﾀｹｳﾁ ｺｳｲﾁ 岩村田 ｳｴﾊﾗ ﾀｸ 上田染谷丘

 4 上原 一輝(2) 高校     53.94  4 白澤 稜馬(1) 高校     54.81 
ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｷ 上田染谷丘 ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ 佐久長聖

 5 森 紘輔(1) 高校     54.47  5 丸山 優輝(3) 高校     55.13 
ﾓﾘ ｺｳｽｹ 上田東 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 野沢南

 6 山本 拳心(2) 高校     57.47  6 松下 祥徳(1) 高校     56.57 
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 野沢南 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾉﾘ 上田西

 7 清水 貴弘(3) 高校     58.14  7 外川 亮太(1) 高校   1,04.48 
ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ 上田西 ﾄｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 小諸

[ 3組]

 1 岡村 州紘(3) 高校     50.50 Q
ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 岩村田

 2 與川 夢翔(2) 高校     52.04 Q
ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ 上田西

 3 松崎 悠弥(2) 高校     54.48 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾔ 佐久長聖

 4 成田 良(2) 高校     55.50 
ﾅﾘﾀ ﾘｮｳ 上田染谷丘

 5 遠藤 佳斗(1) 高校     56.10 
ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ 上田東

 6 柏木 佑太(3) 高校     57.18 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ 野沢南

 1 髙木 涼(3) 高校     49.57 
ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳ 上田千曲

 2 岡村 州紘(3) 高校     50.46 
ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 岩村田

 3 柏木 優(2) 高校     51.07 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 佐久長聖

 4 井出 洲大(3) 高校     51.16 
ｲﾃﾞ ｸﾆﾋﾛ 小諸

 5 與川 夢翔(2) 高校     51.36 
ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ 上田西

 6 竹内 滉一(3) 高校     52.13 
ﾀｹｳﾁ ｺｳｲﾁ 岩村田

 7 上原 拓(3) 高校     53.02 
ｳｴﾊﾗ ﾀｸ 上田染谷丘

 8 土屋 舜太朗(2) 高校     54.34 
ﾂﾁﾔ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岩村田
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 5月12日 10:35
決勝 5月12日 12:45

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

[ 1組] [ 2組]

 1 林 亮太(2) 高校   1,59.50 Q  1 濱野 将基(3) 高校   1,58.99 Q
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ 上田 ﾊﾏﾉ ﾏｻｷ 佐久長聖

 2 上原 拓(3) 高校   2,00.12 Q  2 野村 純也(3) 高校   1,59.79 Q
ｳｴﾊﾗ ﾀｸ 上田染谷丘 ﾉﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 上田西

 3 鷹野 光佑(3) 高校   2,00.50 q  3 佐藤 公一郎(2) 高校   2,01.63 q
ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ 岩村田 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 上田染谷丘

 4 手塚 智也(1) 高校   2,03.79  4 小泉 雅樹(3) 高校   2,09.47 
ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓﾔ 上田西 ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻｷ 上田

 5 柳澤 春希(3) 高校   2,09.49  5 小澤  優希(1) 高校   2,11.67 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 東御清翔 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 岩村田

 6 岩井 優希(1) 高校   2,27.61  6 柏木 佑太(3) 高校   2,15.98 
ｲﾜｲ ﾕｳｷ 野沢南 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ 野沢南

 7 関 京之輔(1) 高校   2,34.63 小宮山 貴大(3) 高校
ｾｷ ｷｮｳﾉｽｹ 上田千曲 ｺﾐﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 上田千曲

[ 3組]

 1 堀内 晟壱(3) 高校   1,59.97 Q
ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｮｳｲﾁ 佐久長聖

 2 竹内 滉一(3) 高校   2,00.36 Q
ﾀｹｳﾁ ｺｳｲﾁ 岩村田

 3 正村 圭一郎(2) 高校   2,04.30 
ｼｮｳﾑﾗ ｹｲｲﾁﾛｳ 上田

 4 小宮山 達也(3) 高校   2,05.06 
ｺﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 上田西

 5 花岡 侑(1) 高校   2,10.52 
ﾊﾅｵｶ ｱﾂﾑ 上田千曲

 6 小林 将弥(3) 高校   2,14.99 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 佐久平総合

 7 町田 駿(1) 高校   2,15.80 
ﾏﾁﾀﾞ ｼｭﾝ 野沢南

 1 林 亮太(2) 高校   1,58.43 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ 上田

 2 濱野 将基(3) 高校   2,00.01 
ﾊﾏﾉ ﾏｻｷ 佐久長聖

 3 上原 拓(3) 高校   2,00.43 
ｳｴﾊﾗ ﾀｸ 上田染谷丘

 4 野村 純也(3) 高校   2,02.17 
ﾉﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 上田西

 5 堀内 晟壱(3) 高校   2,02.52 
ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｮｳｲﾁ 佐久長聖

 6 鷹野 光佑(3) 高校   2,03.02 
ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ 岩村田

 7 佐藤 公一郎(2) 高校   2,03.14 
ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 上田染谷丘

 8 竹内 滉一(3) 高校   2,08.31 
ﾀｹｳﾁ ｺｳｲﾁ 岩村田

2  1845

8  1600

7  2771
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3  1605

5  1768
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名



予選 5月11日 10:00
決勝 5月11日 13:05

県高新            3,38.49
大会新            3,56.71

[ 1組] [ 2組]

 1 服部 凱杏(2) 高校   3,57.33 Q  1 伊藤 大志(1) 高校   4,16.31 Q
ﾊｯﾄﾘ ｶｲｼﾝ 佐久長聖 ｲﾄｳ ﾀｲｼ 佐久長聖

 2 富田 陸空(2) 高校   3,57.61 Q  2 木下 陽平(3) 高校   4,19.10 Q
ﾄﾐﾀ ﾘｸ 佐久長聖 ｷｼﾀ ﾖｳﾍｲ 上田西

 3 阿藤 紘己(3) 高校   4,04.28 Q  3 鷹野 光佑(3) 高校   4,24.57 Q
ｱﾄｳ ﾋﾛｷ 上田 ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ 岩村田

 4 野村 純也(3) 高校   4,11.98 Q  4 瀧澤 裕之(2) 高校   4,25.16 Q
ﾉﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 上田西 ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 上田

 5 矢野 大和(3) 高校   4,12.10 Q  5 小宮山 貴大(3) 高校   4,25.33 Q
ﾔﾉ ﾔﾏﾄ 上田西 ｺﾐﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 上田千曲

 6 木次 航太(3) 高校   4,16.51 q  6 柳澤 春希(3) 高校   4,27.58 
ｷﾂｷﾞ ｺｳﾀ 岩村田 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 東御清翔

 7 並木 久幸(3) 高校   4,26.44 q  7 清水 駿(2) 高校   4,34.86 
ﾅﾐｷ ﾋｻﾕｷ 野沢北 ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝ 岩村田

 8 沖浦 大地(3) 高校   4,28.37  8 花岡 侑(1) 高校   4,39.20 
ｵｷｳﾗ ﾀﾞｲﾁ 野沢南 ﾊﾅｵｶ ｱﾂﾑ 上田千曲

 9 矢嶋 由弦(2) 高校   4,39.45  9 町田 駿(1) 高校   4,45.85 
ﾔｼﾞﾏ ﾕﾂﾞﾙ 上田 ﾏﾁﾀﾞ ｼｭﾝ 野沢南

10 小林 将弥(3) 高校   4,43.23 10 中島 佑大(2) 高校   4,47.25 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 佐久平総合 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 佐久平総合

11 塩沢 大智(2) 高校   4,55.33 11 松本 啓吾(1) 高校   4,48.30 
ｼｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 上田染谷丘 ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｺﾞ 上田染谷丘

12 山下 智久(1) 高校   4,59.82 12 佐々木 龍也(1) 高校   4,53.46 
ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾋｻ 上田千曲 ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 野沢北
佐藤 公一郎(2) 高校 13 飯島 詢平(1) 高校   5,10.98 
ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 上田染谷丘 ｲｲｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 野沢北
渡部 佳移(1) 高校 14 岩井 優希(1) 高校   5,14.22 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲ 小諸 ｲﾜｲ ﾕｳｷ 野沢南

 1 服部 凱杏(2) 高校   3,57.04 
ﾊｯﾄﾘ ｶｲｼﾝ 佐久長聖

 2 富田 陸空(2) 高校   4,00.76 
ﾄﾐﾀ ﾘｸ 佐久長聖

 3 伊藤 大志(1) 高校   4,04.26 
ｲﾄｳ ﾀｲｼ 佐久長聖

 4 阿藤 紘己(3) 高校   4,04.50 
ｱﾄｳ ﾋﾛｷ 上田

 5 矢野 大和(3) 高校   4,05.84 
ﾔﾉ ﾔﾏﾄ 上田西

 6 木下 陽平(3) 高校   4,08.28 
ｷｼﾀ ﾖｳﾍｲ 上田西

 7 野村 純也(3) 高校   4,10.13 
ﾉﾑﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 上田西

 8 鷹野 光佑(3) 高校   4,14.14 
ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ 岩村田

 9 木次 航太(3) 高校   4,16.99 
ｷﾂｷﾞ ｺｳﾀ 岩村田

10 小宮山 貴大(3) 高校   4,26.40 
ｺﾐﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 上田千曲

11 瀧澤 裕之(2) 高校   4,27.14 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 上田

12 並木 久幸(3) 高校   4,37.99 
ﾅﾐｷ ﾋｻﾕｷ 野沢北
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予選 通過基準  2組  5着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 記録／備考
12  1651 6  1656



決勝 5月13日 12:10

県高新(KR)       13,45.23
大会新(GR)       14,33.84

 1 服部 凱杏(2) 高校  14,22.25 
ﾊｯﾄﾘ ｶｲｼﾝ 佐久長聖

 2 鈴木 芽吹(2) 高校  14,23.70 
ｽｽﾞｷ ﾒﾌﾞｷ 佐久長聖

 3 依田 健汰(1) 高校  15,45.31 
ﾖﾀﾞ ｹﾝﾀ 上田西

 4 矢野 大和(3) 高校  15,53.00 
ﾔﾉ ﾔﾏﾄ 上田西

 5 阿藤 紘己(3) 高校  16,00.70 
ｱﾄｳ ﾋﾛｷ 上田

 6 松崎 咲人(3) 高校  16,03.40 
ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ 佐久長聖

 7 木次 航太(3) 高校  16,13.23 
ｷﾂｷﾞ ｺｳﾀ 岩村田

 8 川島 翔太(3) 高校  16,25.48 
ｶﾜｼﾏ ｼｮｳﾀ 上田西

 9 並木 久幸(3) 高校  17,09.34 
ﾅﾐｷ ﾋｻﾕｷ 野沢北

10 矢嶋 由弦(2) 高校  17,31.71 
ﾔｼﾞﾏ ﾕﾂﾞﾙ 上田

11 清水 駿(2) 高校  17,50.71 
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝ 岩村田

12 中島 佑大(2) 高校  18,19.98 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 佐久平総合

13 塩沢 大智(2) 高校  18,27.47 
ｼｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 上田染谷丘

14 片井 尊仁(1) 高校  19,11.46 
ｶﾀｲ ﾀｶﾋﾄ 野沢南
重田 隆明(3) 高校
ｼｹﾞﾀ ﾀｶｱｷ 上田染谷丘
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決勝 5月11日 12:20

県高新  (KR )       14.44
大会新  (GR )       15.25

風速 +2.5

 1 岡村 州紘(3) 高校     15.29 
ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 岩村田

 2 堀込 碧(2) 高校     15.64 
ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 小諸

 3 原 惇也(1) 高校     16.13 
ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 佐久長聖

 4 宮澤 武流(1) 高校     16.19 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 佐久長聖

 5 飯島 大陽(1) 高校     16.20 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 佐久長聖

 6 塚田  響(1) 高校     17.89 
ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 岩村田

 7 一場 稜(2) 高校     17.93 
ｲﾁﾊﾞ ﾘｮｳ 軽井沢

 8 浅沼  都夫(1) 高校     18.92 
ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ 岩村田

 9 成田 良(2) 高校     20.05 
ﾅﾘﾀ ﾘｮｳ 上田染谷丘

6  1842

2  1691

1  1611

3  2813

8  2842

5  2802
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男子
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決勝 5月12日 12:00

県高新(KR)          51.36
大会新(GR)          54.75

[ 1組] [ 2組]

 1 上原 一輝(2) 高校   1,00.82  1 岡村 州紘(3) 高校     53.29 
ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｷ 上田染谷丘 ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 岩村田

 2 新海 悠貴(3) 高校   1,02.97  2 堀込 碧(2) 高校     56.92 
ｼﾝｶﾞｲ ﾊﾙｷ 野沢北 ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 小諸

 3 山崎 伶弥(1) 高校   1,03.23  3 與川 夢翔(2) 高校     57.83 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲﾔ 上田染谷丘 ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ 上田西

 4 塚田  響(1) 高校   1,03.81  4 成田 良(2) 高校   1,01.32 
ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 岩村田 ﾅﾘﾀ ﾘｮｳ 上田染谷丘

 5 山本 拳心(2) 高校   1,04.13  5 丸山 優輝(3) 高校   1,02.64 
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 野沢南 ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 野沢南

 6 浅沼  都夫(1) 高校   1,07.46  6 早坂 晃太(2) 高校   1,04.07 
ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ 岩村田 ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ 野沢北

石川 泰地(2) 高校
ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 野沢北
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 氏  名



   1 岡村 州紘(3) 高校 岩村田       53.29 大会新   2   1
   2 堀込 碧(2) 高校 小諸       56.92   2   2
   3 與川 夢翔(2) 高校 上田西       57.83   2   3
   4 上原 一輝(2) 高校 上田染谷丘     1,00.82   1   1
   5 成田 良(2) 高校 上田染谷丘     1,01.32   2   4
   6 丸山 優輝(3) 高校 野沢南     1,02.64   2   5
   7 新海 悠貴(3) 高校 野沢北     1,02.97   1   2
   8 山崎 伶弥(1) 高校 上田染谷丘     1,03.23   1   3
   9 塚田  響(1) 高校 岩村田     1,03.81   1   4
  10 早坂 晃太(2) 高校 野沢北     1,04.07   2   6
  11 山本 拳心(2) 高校 野沢南     1,04.13   1   5
  12 浅沼  都夫(1) 高校 岩村田     1,07.46   1   6

 1843

 1569
 1611

 1842
 1548
 1525
 1851
 1615
 1533

組 順位
 1603
 1706
 1908

４００ｍＨ

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

男子



決勝 5月12日 14:30

県高新(KR)        8,51.11
大会新(GR)        9,15.30

 1 三島 颯太(3) 高校   9,29.34 
ﾐｼﾏ ｿｳﾀ 佐久長聖

 2 内堀 太一(3) 高校   9,36.82 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｲﾁ 佐久長聖

 3 小池 彪(3) 高校   9,47.72 
ｺｲｹ ｱｷﾗ 佐久長聖

 4 征矢 快誠(1) 高校  10,18.13 
ｿﾔ ｶｲｾｲ 上田西

 5 木次 航太(3) 高校  10,18.75 
ｷﾂｷﾞ ｺｳﾀ 岩村田

 6 小山 琉弥(2) 高校  10,31.99 
ｺﾔﾏ ﾘｭｳﾔ 上田西

 7 小宮山 貴大(3) 高校  10,42.12 
ｺﾐﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ 上田千曲

 8 並木 久幸(3) 高校  10,49.15 
ﾅﾐｷ ﾋｻﾕｷ 野沢北

 9 内田 飛河(1) 高校  10,55.25 
ｳﾁﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 上田西

10 沖浦 大地(3) 高校  11,14.37 
ｵｷｳﾗ ﾀﾞｲﾁ 野沢南

11 佐藤 海里(3) 高校  11,31.83 
ｻﾄｳ ｶｲﾘ 佐久平総合

12 清水 駿(2) 高校  11,57.36 
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝ 岩村田

13 小金沢 勇貴(3) 高校  11,59.99 
ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久平総合

14 塩沢 大智(2) 高校  12,02.53 
ｼｵｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 上田染谷丘

15 岩井 優希(1) 高校  13,43.31 
ｲﾜｲ ﾕｳｷ 野沢南

15  1570

2  1623

14  1847

11  1911

3  1549

12  1626

1  1608

9  1602

7  2786

13  1880

4  1527

8  1669

6  1653

10  1662

5  1906

男子

３０００ｍＳＣ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月13日 10:50

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

 1 高校  23,55.58 
ﾃﾗｻﾜ ｱﾝﾄﾞﾘｭｳ 上田西

 2 井出 匡紀(2) 高校  24,02.70 
ｲﾃﾞ ﾏｻｷ 岩村田

 3 重田 隆明(3) 高校  24,53.70 
ｼｹﾞﾀ ﾀｶｱｷ 上田染谷丘

 4 築山 祐太(3) 高校  25,27.65 
ﾂｷﾔﾏ ﾕｳﾀ 岩村田

 5 上原 拓(3) 高校  26,24.65 
ｳｴﾊﾗ ﾀｸ 上田染谷丘

 6 高橋 響希(2) 高校  27,21.65 
ﾀｶﾊｼ ﾋﾋﾞｷ 上田西

 7 片井 尊仁(1) 高校  36,14.32 
ｶﾀｲ ﾀｶﾋﾄ 野沢南

2  1572

6  1839

5  2789

3  1915

1  1606

4  1840

記録／備考
寺澤 アンドリュウ(3)

7  1599

男子

５０００ｍＷ

決勝

順 No. 氏  名 所属名



決勝 5月13日  9:00
決勝 5月12日 15:10

県高新(KR)          40.95
大会新(GR)          42.59

[ 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 野沢北  1533 早坂 晃太(2)     45.29  1   4 小諸  1703 山浦 渓斗(3)     42.73 

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ ｺﾓﾛ ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ
 1530 岩崎 凌大(2)  1706 堀込 碧(2)

ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ
 1528 高橋 涼(3)  1701 井出 直哉(3)

ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ
 1525 新海 悠貴(3)  1707 原 泰三(2)

ｼﾝｶﾞｲ ﾊﾙｷ ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ
 2   5 上田染谷丘  1843 上原 一輝(2)     45.41  2   2 上田  1766 鴨志田 巽(2)     43.67 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｷ ｳｴﾀﾞ ｶﾓｼﾀﾞ ﾀﾂﾐ
 1846 藤島 大翔(2)  1793 山下 幹生(3)

ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ
 1842 成田 良(2)  1795 伊藤 宏行(3)

ﾅﾘﾀ ﾘｮｳ ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ
 1841 赤尾 聡良(2)  1794 岩井 遼太郎(3)

ｱｶｵ ｿﾗ ｲﾜｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ
 3   3 上田千曲  1883 春原 拓実(1)     46.06  3   3 野沢南  1548 丸山 優輝(3)     43.94 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏ ｽﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ
 1882 髙木 涼(3)  1550 佐々木 悠登(3)

ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳ ｻｻｷ ﾕｳﾄ
 1878 一之瀬 弘聖(2)  1546 西澤 雅志(3)

ｲﾁﾉｾ ﾋﾛｱｷ ﾆｼｻﾞ ﾜﾏｻｼ
 1884 東 大翔(1)  1558 菅沢 晴樹(3)

ｱｽﾞﾏ ﾋﾛﾄ ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ
 4   6 東御清翔  1733 羽毛田 諒(2)     46.48  4   7 岩村田  1609 市ヶ谷 将英(2)     44.91 

ﾄｳﾐｾｲｼｮｳ ﾊｹﾀ ﾘｮｳ ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ
 1735 翠川 拓真(2)  1598 遠山 舜也(3)

ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾀｸﾏ ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ
 1734 濱村 和(2)  1601 茂木 達哉(3)

ﾊﾏﾑﾗ ﾜﾀﾙ ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ
 1739 土屋 瑞希(3)  1603 岡村 州紘(3)

ﾂﾁﾔ ﾐｽﾞｷ ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ
  2 軽井沢  5   6 上田西  2790 細田 夏希(1)     49.42 

ｶﾙｲｻﾞﾜ 欠場 ｳｴﾀﾞﾆｼ ﾎｿﾀﾞ ﾅﾂｷ
 2788 松下 祥徳(1)

ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾉﾘ
 2773 清水 貴弘(3)

ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ
 1908 與川 夢翔(2)

ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ
  5 佐久長聖  2813 原 惇也(1)

ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 失格
 2810 篠澤 蒼平(2)

ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ
 2805 佐野 希汐(1)

ｻﾉ ｷｾｷ
 2809 柏木 優(2)

ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ

男子

４×１００ｍＲ

決勝



   1 小諸     42.73 山浦 渓斗(3) 堀込 碧(2) 井出 直哉(3) 原 泰三(2)   2   1
   2 上田     43.67 鴨志田 巽(2) 山下 幹生(3) 伊藤 宏行(3) 岩井 遼太郎(3)  2   2
   3 野沢南     43.94 丸山 優輝(3) 佐々木 悠登(3)西澤 雅志(3) 菅沢 晴樹(3)   2   3
   4 岩村田     44.91 市ヶ谷 将英(2)遠山 舜也(3) 茂木 達哉(3) 岡村 州紘(3)   2   4
   5 野沢北     45.29 早坂 晃太(2) 岩崎 凌大(2) 高橋 涼(3) 新海 悠貴(3)   1   1
   6 上田染谷丘     45.41 上原 一輝(2) 藤島 大翔(2) 成田 良(2) 赤尾 聡良(2)   1   2
   7 上田千曲     46.06 春原 拓実(1) 髙木 涼(3) 一之瀬 弘聖(2)東 大翔(1)   1   3
   8 東御清翔     46.48 羽毛田 諒(2) 翠川 拓真(2) 濱村 和(2) 土屋 瑞希(3)   1   4
   9 上田西     49.42 細田 夏希(1) 松下 祥徳(1) 清水 貴弘(3) 與川 夢翔(2)   2   5

順位

タイムレース

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

４×１００ｍＲ
男子



決勝 5月13日 14:40

県高新(KR)        3,15.22
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   4 上田染谷丘  1843 上原 一輝(2)   3,36.62  1   4 小諸  1704 井出 洲大(3)   3,24.24 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｷ ｺﾓﾛ ｲﾃﾞ ｸﾆﾋﾛ
 1839 上原 拓(3)  1701 井出 直哉(3)

ｳｴﾊﾗ ﾀｸ ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ
 1845 佐藤 公一郎(2)  1706 堀込 碧(2)

ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ
 1846 藤島 大翔(2)  1703 山浦 渓斗(3)

ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ
 2   3 上田  1771 正村 圭一郎(2)   3,37.50  2   5 岩村田  1600 竹内 滉一(3)   3,29.47 

ｳｴﾀﾞ ｼｮｳﾑﾗ ｹｲｲﾁﾛｳ ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ﾀｹｳﾁ ｺｳｲﾁ
 1791 小泉 雅樹(3)  1607 土屋 舜太朗(2)

ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻｷ ﾂﾁﾔ ｼｭﾝﾀﾛｳ
 1790 阿藤 紘己(3)  1598 遠山 舜也(3)

ｱﾄｳ ﾋﾛｷ ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ
 1768 林 亮太(2)  1603 岡村 州紘(3)

ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ
 3   2 上田千曲  1882 髙木 涼(3)   3,38.26  3   3 佐久長聖  2809 柏木 優(2)   3,31.83 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏ ﾀｶｷﾞ ﾘｮｳ ｻｸﾁｮｳｾｲ ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ
 1878 一之瀬 弘聖(2)  2808 古厩 海聖(2)

ｲﾁﾉｾ ﾋﾛｱｷ ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ
 1885 花岡 侑(1)  2812 白澤 稜馬(1)

ﾊﾅｵｶ ｱﾂﾑ ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ
 1880 小宮山 貴大(3)  2810 篠澤 蒼平(2)

ｺﾐﾔﾏ ﾀｶﾋﾛ ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ
 4   6 東御清翔  1735 翠川 拓真(2)   3,45.54  4   6 野沢南  1546 西澤 雅志(3)   3,40.10 

ﾄｳﾐｾｲｼｮｳ ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾀｸﾏ ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐ ﾆｼｻﾞ ﾜﾏｻｼ
 1740 柳澤 春希(3)  1548 丸山 優輝(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾙｷ ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ
 1733 羽毛田 諒(2)  1569 山本 拳心(2)

ﾊｹﾀ ﾘｮｳ ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ
 1734 濱村 和(2)  1550 佐々木 悠登(3)

ﾊﾏﾑﾗ ﾜﾀﾙ ｻｻｷ ﾕｳﾄ
 5   5 野沢北  1531 宮沢 颯助(2)   3,46.27  5   2 上田西  1908 與川 夢翔(2)   3,43.65 

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｽｹ ｳｴﾀﾞﾆｼ ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ
 1525 新海 悠貴(3)  1914 寺尾 昴(3)

ｼﾝｶﾞｲ ﾊﾙｷ ﾃﾗｵ ｽﾊﾞﾙ
 1530 岩崎 凌大(2)  2788 松下 祥徳(1)

ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾉﾘ
 1533 早坂 晃太(2)  1913 手塚 智也(1)

ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓﾔ

男子

４×４００ｍＲ

決勝



   1 小諸   3,24.24 井出 洲大(3) 井出 直哉(3) 堀込 碧(2) 山浦 渓斗(3)   2   1
   2 岩村田   3,29.47 竹内 滉一(3) 土屋 舜太朗(2)遠山 舜也(3) 岡村 州紘(3)   2   2
   3 佐久長聖   3,31.83 柏木 優(2) 古厩 海聖(2) 白澤 稜馬(1) 篠澤 蒼平(2)   2   3
   4 上田染谷丘   3,36.62 上原 一輝(2) 上原 拓(3) 佐藤 公一郎(2)藤島 大翔(2)   1   1
   5 上田   3,37.50 正村 圭一郎(2)小泉 雅樹(3) 阿藤 紘己(3) 林 亮太(2)   1   2
   6 上田千曲   3,38.26 髙木 涼(3) 一之瀬 弘聖(2)花岡 侑(1) 小宮山 貴大(3)  1   3
   7 野沢南   3,40.10 西澤 雅志(3) 丸山 優輝(3) 山本 拳心(2) 佐々木 悠登(3)  2   4
   8 上田西   3,43.65 與川 夢翔(2) 寺尾 昴(3) 松下 祥徳(1) 手塚 智也(1)   2   5
   9 東御清翔   3,45.54 翠川 拓真(2) 柳澤 春希(3) 羽毛田 諒(2) 濱村 和(2)   1   4
  10 野沢北   3,46.27 宮沢 颯助(2) 新海 悠貴(3) 岩崎 凌大(2) 早坂 晃太(2)   1   5

男子

４×４００ｍＲ

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2備考

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録



決勝 5月12日 13:40

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

遠山 舜也(3) 高校
ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 岩村田
市ヶ谷 晴輝(1) 高校
ｲﾁｶﾞﾔ ﾊﾙｷ 野沢南
井出 紋次郎(1) 高校
ｲﾃﾞ ﾓﾝｼﾞﾛｳ 小諸
松本 啓吾(1) 高校 欠場
ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｺﾞ 上田染谷丘
小泉 陸人(2) 高校 欠場
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 野沢南

3  1567

 1.60

1  1849

 1.60

2 4  1711 - - - O O XXX

O O O XXX2 2  1573 O O

記録 備考

1 5  1598 - - - - - O - XXO XXX  1.75

1m65 1m70 1m75 1m80

男子

走高跳

決勝

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



決勝 5月12日 11:00

県高新               5.11
大会新               4.30

片桐  岳(1) 高校
ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾞｸ 岩村田

記録 備考

1 1  1617 XXO O O  2.70XXX

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m50 2m60 2m70 2m80



決勝 5月11日 13:30

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

山浦 渓斗(3) 高校   6.80   7.07    -    X    -    -    7.07 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 小諸   -0.5   +1.6    +1.6
原 惇也(1) 高校   5.97   6.53   6.21   6.44   6.64   6.52    6.64 
ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 佐久長聖   -0.6   +1.8   +0.6   +1.1   +1.3   +1.7    +1.3
原 泰三(2) 高校    X   6.34    X   6.55    X   6.32    6.55 
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小諸   +1.5   +0.7   +0.9    +0.7
宮下 駿介(2) 高校    X   6.36   6.51   6.42   6.49    X    6.51 
ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 丸子修学館   +2.6   +1.9   +0.8   +2.1    +1.9
糸氏 柊矢(3) 高校   6.11   6.24   6.35   6.29   6.13   6.25    6.35 
ｲﾄｳｼﾞ ﾄｳﾔ 佐久長聖   +1.8   +1.7   +2.0   +0.5   +2.8   +1.6    +2.0
土屋 舜太朗(2) 高校   5.95   6.29   6.32   6.10   6.23   6.23    6.32 
ﾂﾁﾔ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岩村田   -0.4   +0.5   +1.1    0.0   +1.5   +1.7    +1.1
茂木 達哉(3) 高校    X   6.19   6.20   6.31   6.20   6.25    6.31 
ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ 岩村田   +1.9   +2.1   +1.0   +1.1   +0.7    +1.0
佐々木 悠登(3) 高校    X   6.26   6.05    X   6.12    X    6.26 
ｻｻｷ ﾕｳﾄ 野沢南   +2.1   +0.5   +1.4    +2.1
小須田 亮祐(1) 高校   5.42   5.69   5.92    5.92 
ｺｽﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 野沢北   -0.2   +1.7   +1.3    +1.3
上野 太暉(2) 高校    X    X   5.89    5.89 
ｳｴﾉ ﾀｲｷ 丸子修学館   +1.3    +1.3
市ヶ谷 将英(2) 高校   5.75    X   5.83    5.83 
ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ 岩村田   +1.5   +0.9    +0.9
矢花 竜也(1) 高校   5.77    X    X    5.77 
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ 望月   +0.3    +0.3
井出 紋次郎(1) 高校   5.75    X   5.66    5.75 
ｲﾃﾞ ﾓﾝｼﾞﾛｳ 小諸   +0.4   +1.5    +0.4
濱村 和(2) 高校   3.76   5.57   5.41    5.57 
ﾊﾏﾑﾗ ﾜﾀﾙ 東御清翔   +0.3   -0.6   +2.2    -0.6
古越 大輝(1) 高校   5.42   5.03   5.55    5.55 
ﾌﾙｺｼ ﾀﾞｲｷ 軽井沢   +2.1   +0.7   +2.7    +2.7
細田 夏希(1) 高校    X   5.50    X    5.50 
ﾎｿﾀﾞ ﾅﾂｷ 上田西   +0.3    +0.3
上原 一輝(2) 高校   5.18   5.26   5.33    5.33 
ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｷ 上田染谷丘   +1.5   +0.2   +3.0    +3.0
小林 優介(1) 高校   5.13   5.11   5.01    5.13 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 佐久長聖   +2.8   +3.5   +2.3    +2.8
藤本 憲綺(1) 高校   4.66   4.89    -    4.89 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ 野沢南   -0.4   +0.6    +0.6
春原 拓実(1) 高校   4.66   4.76   4.61    4.76 
ｽﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ 上田千曲   -0.2   +2.8   +2.3    +2.8
藤島 大翔(2) 高校 欠場
ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ 上田染谷丘
小松 風雅(2) 高校 欠場
ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 野沢南

8  1846

10  1565

19 5  1574

20 4  1883

17 11  1843

18 12  2804

15 9  1694

16 7  2790

13 19  1711

14 6  1734

11 14  1609

12 20  1673

9 3  1518

10 18  1747

7 16  1601

8 21  1550

5 15  2814

6 17  1607

3 23  1707

4 13  1748

1 24  1703

2 22  2813

記録 備考

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-



決勝 5月13日 11:10

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

山浦 渓斗(3) 高校  13.10  13.11    -  13.19    X  12.33   13.19 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 小諸   +1.6   +1.6   +1.1   +1.5    +1.1
一之瀬 弘聖(2) 高校  12.53    -    -  12.02    -    -   12.53 
ｲﾁﾉｾ ﾋﾛｱｷ 上田千曲   +2.4   +0.8    +2.4
宮下 駿介(2) 高校    X  12.39  12.29    X    X    -   12.39 
ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 丸子修学館   +1.8   +1.2    +1.8
新海 悠貴(3) 高校  12.16  12.38  12.13  12.24  12.32  12.25   12.38 
ｼﾝｶﾞｲ ﾊﾙｷ 野沢北   +1.8   +2.0   +2.4   +0.4   +0.5   +1.9    +2.0
遠山 舜也(3) 高校  12.34    X    X  11.84  12.18  12.28   12.34 
ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 岩村田   +2.6   +1.1   +1.0   +0.2    +2.6
市ヶ谷 将英(2) 高校  11.30  11.96  11.46    X  11.43  11.40   11.96 
ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ 岩村田   +1.8   +1.9   +2.1   -0.1   -0.8    +1.9
糸氏 柊矢(3) 高校  10.83  11.15  11.77  11.69  11.76  11.60   11.77 
ｲﾄｳｼﾞ ﾄｳﾔ 佐久長聖   +3.0   +2.2   +1.5   +1.3   +0.6   +0.1    +1.5
小松 風雅(2) 高校  11.59  11.27  11.19    X  11.55  11.44   11.59 
ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 野沢南   +1.4   +2.4   +1.5   +0.5   -0.6    +1.4
早坂 晃太(2) 高校  11.54  11.39    X   11.54 
ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ 野沢北   +1.3   +2.4    +1.3
宮沢 颯助(2) 高校    X  11.37  11.33   11.37 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｽｹ 野沢北   +2.5   +1.4    +2.5
柏木 佑太(3) 高校   9.96  10.84  10.98   10.98 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ 野沢南   +2.6   +2.1   +1.6    +1.6
春原 拓実(1) 高校  10.82  10.45  10.72   10.82 
ｽﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ 上田千曲   +2.1   +2.8   +2.3    +2.1
坪井  康生(1) 高校 欠場
ﾂﾎﾞｲ ｺｳｾｲ 岩村田

4  1613

11 6  1547

12 5  1883

9 2  1533

10 1  1531

7 9  2814

8 7  1565

5 10  1598

6 8  1609

3 11  1748

4 3  1525

1 13  1703

2 12  1878

記録 備考

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-



決勝 5月12日 10:00

県高新(KR)          14.76
大会新(GR)          12.56

小林 篤央(3) 高校 大会新
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｵ 上田
久保川 優士(1) 高校
ｸﾎﾞｶﾜ ﾕｳﾄ 上田東
赤尾 聡良(2) 高校
ｱｶｵ ｿﾗ 上田染谷丘
田村 匠(3) 高校
ﾀﾑﾗ ﾀｸﾐ 望月
土屋 瑞希(3) 高校
ﾂﾁﾔ ﾐｽﾞｷ 東御清翔
松崎 悠弥(2) 高校
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾔ 佐久長聖
佐藤 麟平(2) 高校
ｻﾄｳ ﾘﾝﾍﾟｲ 佐久平総合
神津 宏尚(2) 高校
ｺｳｽﾞ ﾋﾛﾀｶ 佐久平総合
飯塚 亮介(2) 高校
ｲｲｽﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 野沢北
林 瞭輔(2) 高校
ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 佐久平総合
掛川 晃都(3) 高校
ｶｹｶﾞﾜ ｱｷﾄ 野沢北

  7.74 

  7.99 

  8.64 

10 2  1630  7.99  7.66  7.96

9 4  1532  7.58  8.62  8.64

11 1  1526  7.37  7.54  7.74

  8.92 

7 5  1627  8.66  8.72  8.92  7.52  8.38  9.03   9.03 

8 3  1632  6.95  8.66  8.50  8.92  8.46  8.87

 9.58 10.34

  9.35 

5 7  1739 10.13  9.36  9.16  9.95  9.30  9.35  10.13 

6 6  2807  9.01  8.85  9.35  8.79  9.13  8.76

2 9  1796 10.30 10.57 10.51

 10.34 

3 10  1841 10.26   X  9.34 10.23 10.56  9.73  10.56 

4 8  1676  9.66 10.10  9.58  9.54

1 11  1792 11.69 12.98 11.22   X   X 12.04

10.86 10.92   X  10.92 

-3- -4- -5- -6- 記録

 12.98 

-2- 備考

男子

砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 5月13日 10:00

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

小林 篤央(3) 高校 大会新
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｵ 上田
赤尾 聡良(2) 高校
ｱｶｵ ｿﾗ 上田染谷丘
土屋 瑞希(3) 高校
ﾂﾁﾔ ﾐｽﾞｷ 東御清翔
久保川 優士(1) 高校
ｸﾎﾞｶﾜ ﾕｳﾄ 上田東
田村 匠(3) 高校
ﾀﾑﾗ ﾀｸﾐ 望月
掛川 晃都(3) 高校
ｶｹｶﾞﾜ ｱｷﾄ 野沢北
北澤 拓巳(2) 高校
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 上田染谷丘
神津 宏尚(2) 高校
ｺｳｽﾞ ﾋﾛﾀｶ 佐久平総合
関 介飛(1) 高校
ｾｷ ｶｲﾄ 東御清翔

9 5  1732

8 1  1632   O   O 22.47

7 4  1844 21.88   O   X

  X 20.93   X

  X   O

 23.49 

 23.86 

 20.93 

  O   O   X  22.47 

 22.70   X 22.70   O

5 6  1676   O   O 23.86   O   O   O

6 2  1526   O   O 23.49   X   O   X

2 8  1841 31.07   O   O

 26.58 

3 7  1739 28.85   O   O 29.92   O   O  29.92 

4 3  1796   O 26.58   O   O

1 9  1792   O 38.25   O   O   X   O

  O   O 32.25  32.25 

-3- -4- -5- -6- 記録

 38.25 

-2- 備考

男子

円盤投(1.750kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 5月11日 10:00

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

小林 篤央(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｵ 上田
佐藤 麟平(2) 高校
ｻﾄｳ ﾘﾝﾍﾟｲ 佐久平総合
赤尾 聡良(2) 高校
ｱｶｵ ｿﾗ 上田染谷丘
北澤 拓巳(2) 高校
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 上田染谷丘

23.164 2  1844   O   X   X   O   O  23.16 

  X

28.34   O  28.34 

  X

2 1

  O 25.95  25.95 3 3  1841 22.81   X

 1627   O   O

41.80   O

27.03   O

44.24   X  44.24 1 4  1792   X   O

記録 備考

男子

ハンマー投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-



決勝 5月11日 11:30

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

茂木 達哉(3) 高校
ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ 岩村田
小泉 陸人(2) 高校
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 野沢南
丸山 優輝(3) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 野沢南
井出 洲大(3) 高校
ｲﾃﾞ ｸﾆﾋﾛ 小諸
関口 謙太(2) 高校
ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 佐久平総合
宮沢 颯助(2) 高校
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｽｹ 野沢北
北澤 拓巳(2) 高校
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 上田染谷丘
田澤 友希(2) 高校
ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久平総合
市ヶ谷 晴輝(1) 高校
ｲﾁｶﾞﾔ ﾊﾙｷ 野沢南
栁沢 拓海(1) 高校 欠場
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾐ 上田染谷丘

 40.30 

8 4  1631   O 37.40   O

9 2  1573 18.80   O   O

 42.01 

5 1  1629 42.89   O   O

 18.80 

3

  X   X 38.67  38.67 

7 5  1844   X 40.30   O   O   O   O

 1850

6 6  1531   X   O 42.01   O   O   O

  O   -   O

 44.25 

4 8  1704   X   X 38.64

  X   O   O

 42.89 

1 10  1601

 43.28 

3 7  1548 44.25   O   O

  O 43.28   X

2 9  1567 46.07   -   -  49.18 

-3- -4- -5- -6- 記録

  O   O 53.98

49.18   -   -

 53.98 

-2-

  O   X   O

備考

男子

やり投(0.800kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



Ｐ　

コード

コード

13"07 456 11"27 801 12"41 573

+3.3 456 +3.3 801 +3.3 573

5m07 396 6m31 655 5m57 496

+0.2 852 0.0 1456 +1.2 1069

6m92 303 8m40 390 6m16 258

1155 1846 1327

60"06 411 50"79 779 59"33 436

1566 2625 1763

第　１　日

得　点　計

順　　　位

19"31 406 16"81 644 17"71 552

+1.5 1972 +1.5 3269 +1.5 2315

28m16 273 37m89 412 35m43 376

2245 3681 2691

1m45 352 1m74 577 1m60 464

2597 4258 3155

5´19"76 451 5´00"45 557 5´07"56 517

3048 4815 3672

第　２　日

得　点　計

総　得　点

順　　　位

1616 1701 2841 1529 1567

陸協名　　　長野陸上競技協会　コード 競技会名　第163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３０　年　　５　月　１１　日（　金　曜）～　　５　月　１３　日（　日　曜）

１００ｍ

岩村田 1 小諸 3 佐久長聖 1 野沢北 2 野沢南 2

中澤  颯太 井出 直哉 星野 青空 石川 泰地 小泉 陸人

1763

走幅跳

砲丸投

４００ｍ

1566 2625

1482 2190 1909

１１０ｍＨ

やり投

走高跳

１５００ｍ

3 1 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。

3 1 2

3048 4815 3672

種 目

都
道

府県 所 属

競 技者 名

ナ ン

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 箕 輪 健 二

1 7 2 ０ ６ ０

名 N 1 葉 １ 種目コー ２ １ ０

２ ０ １ ８ １ ７ ２ ０ ０ 9



予選 5月11日 10:20

県高新              10.32
大会新              10.91

[ 1組] 風速 +3.3

 1 井出 直哉(3) 高校 11.27(801)
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸

 2 星野 青空(1) 高校 12.41(573)
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖

 3 中澤  颯太(1) 高校 13.07(456)
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田
石川 泰地(2) 高校
ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 野沢北
小泉 陸人(2) 高校
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 野沢南

欠場
6  1567

欠場

2  1616

5  1529

記録／備考
3  1701

4  2841

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

混成男子

八種１００ｍ

予選 通過基準  1組  0着 + 0 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



決勝 5月11日 12:00

県高新               7.61
大会新               7.14

井出 直哉(3) 高校   6.31   4.57   6.19    6.31 
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸    0.0   +0.6   +0.5     0.0 (655)
星野 青空(1) 高校   5.47   5.57   5.41    5.57 
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖    0.0   +1.2   +0.3    +1.2 (496)
中澤  颯太(1) 高校   4.82   4.80   5.07    5.07 
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田   +2.0   -0.5   +0.2    +0.2 (396)
石川 泰地(2) 高校 欠場
ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 野沢北
小泉 陸人(2) 高校 欠場
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 野沢南

5  1567

3 1  1616

4  1529

1 2  1701

2 3  2841

記録 備考

混成男子

八種走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-



決勝 5月11日 13:00

県高新              14.76
大会新              12.56

井出 直哉(3) 高校
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸 (390)
中澤  颯太(1) 高校
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田 (303)
星野 青空(1) 高校
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖 (258)
小泉 陸人(2) 高校 欠場
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 野沢南
石川 泰地(2) 高校 欠場
ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 野沢北

4  1529

  6.16 3 5

3  1567

 2841   X  5.48

 6.92

 6.16

  6.92 2 2  1616  6.46  6.65

 8.40   8.40 1 1  1701  8.20  7.65

記録 備考

混成男子

八種砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-



決勝 5月11日 14:25

県高新              46.98
大会新              49.17

 1 井出 直哉(3) 高校 50.79(779)
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸

 2 星野 青空(1) 高校 59.33(436)
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖

 3 中澤  颯太(1) 高校 1,00.06(411)
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田
小泉 陸人(2) 高校
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 野沢南
石川 泰地(2) 高校
ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 野沢北

3  1529
欠場

6  1616

2  1567
欠場

混成男子

八種４００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1701

4  2841



決勝 5月12日 10:15

県高新              14.44
大会新              15.25

風速 +1.5

 1 井出 直哉(3) 高校 16.81(644)
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸

 2 星野 青空(1) 高校 17.71(552)
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖

 3 中澤  颯太(1) 高校 19.31(406)
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田
石川 泰地(2) 高校
ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 野沢北
小泉 陸人(2) 高校
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 野沢南

6  1567
欠場

3  1616

4  1529
欠場

混成男子

八種１１０ｍH       

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  1701

2  2841



決勝 5月12日 11:00

県高新              62.58
大会新              57.42

井出 直哉(3) 高校
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸 (412)
星野 青空(1) 高校
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖 (376)
中澤  颯太(1) 高校
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田 (273)
石川 泰地(2) 高校 欠場
ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 野沢北
小泉 陸人(2) 高校 欠場
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 野沢南

2  1567

 28.16 3 3

1  1529

 1616   O   X

  O

28.16

 35.43 2 5  2841 35.43   X

37.89  37.89 1 4  1701   O   X

記録 備考

混成男子

八種やり投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-



決勝 5月12日 12:10

県高新               2.17
大会新               2.01

1m77 1m80
井出 直哉(3) 高校 - - - - - O O - O XO
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸 XXX (577)
星野 青空(1) 高校 O O O XO XXO XO XXX
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖 (464)
中澤  颯太(1) 高校 O XXO XXO XXX
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田 (352)
石川 泰地(2) 高校 欠場
ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 野沢北
小泉 陸人(2) 高校 欠場
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 野沢南

1  1529

5  1567

2 2  2841  1.60

3 4  1616  1.45

1m71 1m74
記録 備考

1 3  1701  1.74

1m45 1m50 1m60 1m65 1m68

混成男子

八種走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m35 1m40 1m55



決勝 5月12日 14:00

県高新            3,38.49
大会新            3,56.71

 1 井出 直哉(3) 高校 5,00.45(557)
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸

 2 星野 青空(1) 高校 5,07.56(517)
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖

 3 中澤  颯太(1) 高校 5,19.76(451)
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田

3  1616

1  1701

2  2841

混成男子

八種１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月11日 15:10

県高新              10.32
大会新              10.91

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 -0.5

 1 古厩 海聖(2) 高校     11.54  1 糸氏 柊矢(3) 高校     11.64 
ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 佐久長聖 ｲﾄｳｼﾞ ﾄｳﾔ 佐久長聖

 2 山口 大貴(1) 高校     11.57  2 白澤 稜馬(1) 高校     11.72 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 佐久長聖 ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ 佐久長聖

 3 柏木 優(2) 高校     11.68  3 伊藤 宏行(3) 高校     12.05 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 佐久長聖 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 上田

 4 神津 颯冬(1) 高校     11.75  4 市ヶ谷 晴輝(1) 高校     12.32 
ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ 佐久長聖 ｲﾁｶﾞﾔ ﾊﾙｷ 野沢南

 5 岩崎 凌大(2) 高校     12.17  5 小須田 亮祐(1) 高校     12.63 
ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ 野沢北 ｺｽﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 野沢北

 6 早坂 晃太(2) 高校     12.23  6 小林 優介(1) 高校     12.70 
ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ 野沢北 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 佐久長聖

 7 藤本 憲綺(1) 高校     12.24  7 東 大翔(1) 高校     13.10 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ 野沢南 ｱｽﾞﾏ ﾋﾛﾄ 上田千曲

 8 小須田 知新(1) 高校     12.75 浜 太智(1) 高校
ｺｽﾀﾞ ﾁｼﾝ 上田 ﾊﾏ ﾀｲﾁ 上田

 9 佐々木  優麻(1) 高校     12.84 
ｻｻｷ ﾕｳﾏ 岩村田

7  1773 8  1774
欠場

1  1614

8  1574 1  1884

2  1533 5  2804

3  1530 6  1518

9  2803 3  1573

5  2843 7  2812

4  2809 4  1795

所属名 記録／備考
6  2808 2  2814

ﾚｰﾝ No.

ｵｰﾌﾟﾝ男子

１００ｍ            

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 氏  名



   1 古厩 海聖(2) 高校 佐久長聖     11.54 (+0.4)   1   1
   2 山口 大貴(1) 高校 佐久長聖     11.57 (+0.4)   1   2
   3 糸氏 柊矢(3) 高校 佐久長聖     11.64 (-0.5)   2   1
   4 柏木 優(2) 高校 佐久長聖     11.68 (+0.4)   1   3
   5 白澤 稜馬(1) 高校 佐久長聖     11.72 (-0.5)   2   2
   6 神津 颯冬(1) 高校 佐久長聖     11.75 (+0.4)   1   4
   7 伊藤 宏行(3) 高校 上田     12.05 (-0.5)   2   3
   8 岩崎 凌大(2) 高校 野沢北     12.17 (+0.4)   1   5
   9 早坂 晃太(2) 高校 野沢北     12.23 (+0.4)   1   6
  10 藤本 憲綺(1) 高校 野沢南     12.24 (+0.4)   1   7
  11 市ヶ谷 晴輝(1) 高校 野沢南     12.32 (-0.5)   2   4
  12 小須田 亮祐(1) 高校 野沢北     12.63 (-0.5)   2   5
  13 小林 優介(1) 高校 佐久長聖     12.70 (-0.5)   2   6
  14 小須田 知新(1) 高校 上田     12.75 (+0.4)   1   8
  15 佐々木  優麻(1) 高校 岩村田     12.84 (+0.4)   1   9
  16 東 大翔(1) 高校 上田千曲     13.10 (-0.5)   2   7 1884

 2812
 2803
 1795
 1530
 1533
 1574
 1573
 1518
 2804
 1773
 1614

組 順位
 2808
 2843
 2814
 2809

１００ｍ            

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

ｵｰﾌﾟﾝ男子



決勝 5月13日 10:01

県高新              20.93
大会新              22.40

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +2.7

 1 山口 大貴(1) 高校     22.84  1 佐野 希汐(1) 高校     22.67 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 佐久長聖 ｻﾉ ｷｾｷ 佐久長聖

 2 井出 翔真(3) 高校     24.40  2 原 惇也(1) 高校     23.78 
ｲﾃﾞ ｼｮｳﾏ 佐久長聖 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 佐久長聖

 3 山本 拳心(2) 高校     24.72  3 宮澤 武流(1) 高校     24.01 
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 野沢南 ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 佐久長聖

 4 飯島 大陽(1) 高校     25.05  4 小松 風雅(2) 高校     25.32 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 佐久長聖 ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 野沢南

 5 細田 夏希(1) 高校     26.17  5 津留  大輔(1) 高校     26.54 
ﾎｿﾀﾞ ﾅﾂｷ 上田西 ﾂﾙ ﾀﾞｲｽｹ 岩村田
藤本 憲綺(1) 高校
ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ 野沢南

6  2790 5  1612

3  1574
欠場

5  2802 3  1565

2  2806 2  2813

7  1569 6  2842

所属名 記録／備考
4  2843 4  2805

ﾚｰﾝ No.

ｵｰﾌﾟﾝ男子

２００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 氏  名



   1 佐野 希汐(1) 高校 佐久長聖     22.67 (+2.7)   2   1
   2 山口 大貴(1) 高校 佐久長聖     22.84 (+0.4)   1   1
   3 原 惇也(1) 高校 佐久長聖     23.78 (+2.7)   2   2
   4 宮澤 武流(1) 高校 佐久長聖     24.01 (+2.7)   2   3
   5 井出 翔真(3) 高校 佐久長聖     24.40 (+0.4)   1   2
   6 山本 拳心(2) 高校 野沢南     24.72 (+0.4)   1   3
   7 飯島 大陽(1) 高校 佐久長聖     25.05 (+0.4)   1   4
   8 小松 風雅(2) 高校 野沢南     25.32 (+2.7)   2   4
   9 細田 夏希(1) 高校 上田西     26.17 (+0.4)   1   5
  10 津留  大輔(1) 高校 岩村田     26.54 (+2.7)   2   5 1612

組 順位
 2805
 2843
 2813
 2842
 2806
 1569
 2802
 1565
 2790

２００ｍ

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

ｵｰﾌﾟﾝ男子



決勝 5月11日 10:35

県高新              46.98
大会新              49.86

[ 1組] [ 2組]

小澤  優希(1) 高校 津留  大輔(1) 高校
ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 岩村田 ﾂﾙ ﾀﾞｲｽｹ 岩村田

所属名 記録／備考No.
 1610 8  1612

ｵｰﾌﾟﾝ男子

４００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 氏  名
9

所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ



   1 小澤  優希(1) 高校 岩村田       56.26   1
   2 津留  大輔(1) 高校 岩村田       59.78   2

所属名 記録 備考

 1612

ｵｰﾌﾟﾝ男子

４００ｍ

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 組 順位
 1610



決勝 5月12日 10:40

県高新            1,48.46
大会新            1,59.42

[ 1組] [ 2組]

 1 梅沢 弘(2) 高校   2,24.47  1 中村 春稀(1) 高校   2,15.31 
ｳﾒｻﾞﾜ ｺｳ 上田 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ 上田西

[ 3組]

 1 齊藤 拓夢(1) 高校   2,18.98 
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾑ 上田西

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  2778

順 氏  名 所属名 記録／備考

ｵｰﾌﾟﾝ男子

８００ｍ            

決勝

順 No. No.
9  1767 9  2776

氏  名 所属名 記録／備考



   1 中村 春稀(1) 高校 上田西     2,15.31   2   1
   2 齊藤 拓夢(1) 高校 上田西     2,18.98   3   1
   3 梅沢 弘(2) 高校 上田     2,24.47   1   1

備考 組 順位
 2776
 2778

所属名 記録

 1767

順位 No. 氏  名 都道府県

タイムレース

８００ｍ            
ｵｰﾌﾟﾝ男子



決勝 5月11日 11:00

県高新            3,38.49
大会新            3,56.71

[ 1組] [ 2組]

 1 手塚 智也(1) 高校   4,14.39  1 鈴木 芽吹(2) 高校   4,01.71 
ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓﾔ 上田西 ｽｽﾞｷ ﾒﾌﾞｷ 佐久長聖

 2 杉田 真英(2) 高校   4,17.41  2 濱野 将基(3) 高校   4,03.49 
ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾋﾃﾞ 佐久長聖 ﾊﾏﾉ ﾏｻｷ 佐久長聖

 3 花田 樹(2) 高校   4,17.95  3 内堀 太一(3) 高校   4,06.12 
ﾊﾅﾀﾞ ｲﾂｷ 佐久長聖 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｲﾁ 佐久長聖

 4 内田 飛河(1) 高校   4,19.48  4 米山 哲弘(3) 高校   4,07.24 
ｳﾁﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 上田西 ｺﾒﾔﾏ ﾃﾂﾋﾛ 佐久長聖

 5 金田 凜太郎(3) 高校   4,20.09  5 木村 暁仁(2) 高校   4,08.38 
ｶﾈﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 佐久長聖 ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾄ 佐久長聖

 6 征矢 快誠(1) 高校   4,25.13  6 三島 颯太(3) 高校   4,10.26 
ｿﾔ ｶｲｾｲ 上田西 ﾐｼﾏ ｿｳﾀ 佐久長聖

 7 上野 鼓喜(1) 高校   4,25.24  7 古旗 朝輝(1) 高校   4,11.00 
ｳｴﾉ ﾂﾂﾞｷ 佐久長聖 ﾌﾙﾊﾀ ﾄﾓｷ 佐久長聖

 8 真柳 則希(1) 高校   4,27.60  8 小板橋 恭征(1) 高校   4,11.47 
ﾏﾔﾅｷﾞ ﾉﾘｷ 上田西 ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾀｶﾕｷ 上田西

 9 井出 匡紀(2) 高校   4,39.12  9 川島 翔太(3) 高校   4,12.22 
ｲﾃﾞ ﾏｻｷ 岩村田 ｶﾜｼﾏ ｼｮｳﾀ 上田西

10 中村 春稀(1) 高校   4,39.28 10 小山 琉弥(2) 高校   4,13.97 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ 上田西 ｺﾔﾏ ﾘｭｳﾔ 上田西

11 佐藤 楓馬(2) 高校   4,41.86 11 依田 健汰(1) 高校   4,15.68 
ｻﾄｳ ﾌｳﾏ 佐久長聖 ﾖﾀﾞ ｹﾝﾀ 上田西

12 齊藤 拓夢(1) 高校   4,51.21 12 宇津野 篤(2) 高校   4,16.45 
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾑ 上田西 ｳﾂﾉ ｱﾂｼ 佐久長聖

13 片井 尊仁(1) 高校   4,54.25 13 越 陽汰(1) 高校   4,16.92 
ｶﾀｲ ﾀｶﾋﾄ 野沢南 ｺｼ ﾊﾙﾀ 佐久長聖

14 築山 祐太(3) 高校   4,55.95 14 寺澤 アンドリュ 高校   4,21.74 
ﾂｷﾔﾏ ﾕｳﾀ 岩村田 ﾃﾗｻﾜ ｱﾝﾄﾞﾘｭｳ 上田西

15 梅沢 弘(2) 高校   5,00.92 15 寺尾 昴(3) 高校   4,22.60 
ｳﾒｻﾞﾜ ｺｳ 上田 ﾃﾗｵ ｽﾊﾞﾙ 上田西

16 林 直樹(1) 高校   5,25.54 16 高橋 響希(2) 高校   4,22.78 
ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 上田 ﾀｶﾊｼ ﾋﾋﾞｷ 上田西
池田 悠司(3) 高校 眞田 稜生(2) 高校
ｲｹﾀﾞ ﾁｶｼ 佐久長聖 ｻﾅﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖
中谷 楓(2) 高校 宮内 斗輝(3) 高校
ﾅｶﾔ ｶｴﾃﾞ 佐久長聖 ﾐﾔｳﾁ ﾄｷ 佐久長聖
石川 晃大(2) 高校 小池 彪(3) 高校
ｲｼｶﾜ ｺｳﾀ 佐久長聖 ｺｲｹ ｱｷﾗ 佐久長聖
植松 孝太(1) 高校 松崎 咲人(3) 高校
ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 佐久長聖 ﾏﾂｻﾞｷ ｻｷﾄ 佐久長聖
羽物 裕人(3) 高校 小宮山 達也(3) 高校
ﾊﾌﾞﾂ ﾕｳﾄ 佐久長聖 ｺﾐﾔﾏ ﾀﾂﾔ 上田西
安坂 光瑠(1) 高校 堀内 晟壱(3) 高校
ｱｻﾞｶ ﾋｶﾙ 佐久長聖 ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｮｳｲﾁ 佐久長聖
片桐 陽和(2) 高校
ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾖﾘ 佐久長聖 欠場

欠場 欠場
20  1655 22  1667

欠場 欠場
21  1643

欠場 欠場
14  1658 14  1668

欠場 欠場
19  1665 20  2784

欠場 欠場
4  1650 5  1670

欠場 欠場
13  1641 9  1662

23  1775 3  2789

3  1652 4  1646

8  1599 8  1915

22  1767 17  1914

15  2778 1  1642

16  1572 6  1659

5  2776 11  2786

17  1645 15  1907

10  2775 18  2774

18  1606 10  1912

11  1906 2  1669

6  1657 21  1660

7  1911 19  1663

12  1654 7  1644

所属名 記録／備考
2  1913 12  1648

No. 氏  名

9  1647 16  1666

1  2801 13  1653

ｵｰﾌﾟﾝ男子

１５００ｍ          

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 鈴木 芽吹(2) 高校 佐久長聖     4,01.71   2   1
   2 濱野 将基(3) 高校 佐久長聖     4,03.49   2   2
   3 内堀 太一(3) 高校 佐久長聖     4,06.12   2   3
   4 米山 哲弘(3) 高校 佐久長聖     4,07.24   2   4
   5 木村 暁仁(2) 高校 佐久長聖     4,08.38   2   5
   6 三島 颯太(3) 高校 佐久長聖     4,10.26   2   6
   7 古旗 朝輝(1) 高校 佐久長聖     4,11.00   2   7
   8 小板橋 恭征(1) 高校 上田西     4,11.47   2   8
   9 川島 翔太(3) 高校 上田西     4,12.22   2   9
  10 小山 琉弥(2) 高校 上田西     4,13.97   2  10
  11 手塚 智也(1) 高校 上田西     4,14.39   1   1
  12 依田 健汰(1) 高校 上田西     4,15.68   2  11
  13 宇津野 篤(2) 高校 佐久長聖     4,16.45   2  12
  14 越 陽汰(1) 高校 佐久長聖     4,16.92   2  13
  15 杉田 真英(2) 高校 佐久長聖     4,17.41   1   2
  16 花田 樹(2) 高校 佐久長聖     4,17.95   1   3
  17 内田 飛河(1) 高校 上田西     4,19.48   1   4
  18 金田 凜太郎(3) 高校 佐久長聖     4,20.09   1   5
  19 寺澤 アンドリュウ(3高校 上田西     4,21.74   2  14
  20 寺尾 昴(3) 高校 上田西     4,22.60   2  15
  21 高橋 響希(2) 高校 上田西     4,22.78   2  16
  22 征矢 快誠(1) 高校 上田西     4,25.13   1   6
  23 上野 鼓喜(1) 高校 佐久長聖     4,25.24   1   7
  24 真柳 則希(1) 高校 上田西     4,27.60   1   8
  25 井出 匡紀(2) 高校 岩村田     4,39.12   1   9
  26 中村 春稀(1) 高校 上田西     4,39.28   1  10
  27 佐藤 楓馬(2) 高校 佐久長聖     4,41.86   1  11
  28 齊藤 拓夢(1) 高校 上田西     4,51.21   1  12
  29 片井 尊仁(1) 高校 野沢南     4,54.25   1  13
  30 築山 祐太(3) 高校 岩村田     4,55.95   1  14
  31 梅沢 弘(2) 高校 上田     5,00.92   1  15
  32 林 直樹(1) 高校 上田     5,25.54   1  16 1775

 1657
 2775
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 2776
 1645
 2778

 1911
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 2774
 1912
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 1659
 1647
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ｵｰﾌﾟﾝ男子

１５００ｍ          

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考



決勝 5月13日 13:50

県高新           13,45.23
大会新           14,33.84

 1 富田 陸空(2) 高校  14,56.42 
ﾄﾐﾀ ﾘｸ 佐久長聖

 2 木村 暁仁(2) 高校  14,59.79 
ｷﾑﾗ ｱｷﾋﾄ 佐久長聖

 3 内堀 太一(3) 高校  15,09.13 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾀｲﾁ 佐久長聖

 4 濱野 将基(3) 高校  15,19.18 
ﾊﾏﾉ ﾏｻｷ 佐久長聖

 5 越 陽汰(1) 高校  15,21.13 
ｺｼ ﾊﾙﾀ 佐久長聖

 6 三島 颯太(3) 高校  15,26.83 
ﾐｼﾏ ｿｳﾀ 佐久長聖

 7 米山 哲弘(3) 高校  15,30.19 
ｺﾒﾔﾏ ﾃﾂﾋﾛ 佐久長聖

 8 宇津野 篤(2) 高校  15,31.23 
ｳﾂﾉ ｱﾂｼ 佐久長聖

 9 花田 樹(2) 高校  15,33.38 
ﾊﾅﾀﾞ ｲﾂｷ 佐久長聖

10 杉田 真英(2) 高校  15,37.98 
ｽｷﾞﾀ ﾏｻﾋﾃﾞ 佐久長聖

11 古旗 朝輝(1) 高校  15,53.76 
ﾌﾙﾊﾀ ﾄﾓｷ 佐久長聖

12 金田 凜太郎(3) 高校  16,03.18 
ｶﾈﾀﾞ ﾘﾝﾀﾛｳ 佐久長聖

13 小板橋 恭征(1) 高校  16,14.95 
ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾀｶﾕｷ 上田西

14 木下 陽平(3) 高校  16,34.34 
ｷｼﾀ ﾖｳﾍｲ 上田西

15 上野 鼓喜(1) 高校  16,36.29 
ｳｴﾉ ﾂﾂﾞｷ 佐久長聖

16 菊池 洸希(1) 高校  16,41.49 
ｷｸﾁ ｺｳｷ 佐久長聖

17 真柳 則希(1) 高校  16,46.06 
ﾏﾔﾅｷﾞ ﾉﾘｷ 上田西

18 佐藤 楓馬(2) 高校  16,57.20 
ｻﾄｳ ﾌｳﾏ 佐久長聖
堀内 晟壱(3) 高校
ﾎﾘｳﾁ ｼﾞｮｳｲﾁ 佐久長聖
池田 悠司(3) 高校
ｲｹﾀﾞ ﾁｶｼ 佐久長聖
中谷 楓(2) 高校
ﾅｶﾔ ｶｴﾃﾞ 佐久長聖
片桐 陽和(2) 高校
ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾖﾘ 佐久長聖
石川 晃大(2) 高校
ｲｼｶﾜ ｺｳﾀ 佐久長聖
寺尾 昴(3) 高校
ﾃﾗｵ ｽﾊﾞﾙ 上田西
羽物 裕人(3) 高校
ﾊﾌﾞﾂ ﾕｳﾄ 佐久長聖
眞田 稜生(2) 高校
ｻﾅﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖
伊藤 大志(1) 高校
ｲﾄｳ ﾀｲｼ 佐久長聖
小池 彪(3) 高校
ｺｲｹ ｱｷﾗ 佐久長聖
植松 孝太(1) 高校
ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 佐久長聖
安坂 光瑠(1) 高校
ｱｻﾞｶ ﾋｶﾙ 佐久長聖
宮内 斗輝(3) 高校
ﾐﾔｳﾁ ﾄｷ 佐久長聖
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欠場

18  1665
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11  1641
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3  1667
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4  1652
欠場

8  1650
欠場
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27  2775
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9  2772

14  1657

23  1647

15  1660

1  1654
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6  1642

5  2801

2  1666

12  1659

16  1669

31  1649

28  1644

21  1653

ｵｰﾌﾟﾝ男子
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決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 5月11日 13:31

県高新               7.61
大会新               7.14

片桐  岳(1) 高校   4.92   5.08   5.11    5.11 
ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾞｸ 岩村田   +0.5   +0.9   +0.6    +0.6
坪井  康生(1) 高校 欠場
ﾂﾎﾞｲ ｺｳｾｲ 岩村田

1 1  1617

2  1613

記録 備考

ｵｰﾌﾟﾝ男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6-
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