
大会コード 19170011

： 20１9年7月13日(土)
： 菅平高原ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場（競技場コード173080）  
： 上田市・上田市教育委員会・(財)上田市体育協会

長野県教育委員会・一般財団法人長野陸上競技協会　
： 上田陸上競技協会
： 杉崎　憲男
： 細田　完二(トラック)　

内堀　俊彦(跳躍)　 小林　至(投てき)　
由井　正巳(招集所）

： 山野井 宏彰

■この大会で樹立された記録

田所 夢太郎(3)
田近 資武(3)
丸山 竜平(6)
土赤 仁義(6)
児玉 大河(6)
鈴木 士愛(5)
柳澤 航希(6)
栗原 賢(5)
諸山 琉生(6)
中村 颯人(3)
中島 花梨(2)
犬飼 楓(3)
松本 優花(3)
牧内 大華(2)
大森 里香(3)
岡田 莉歩(2)
中村 羽来(6)
北原 和(5)
成澤 あん里(5)
山本 萌華(6)
梨子田 乃々果(
足立 晃悠(3)
佐藤 将大(3)
藤原 陸生(3)
古村 拓海(3)
茅野 雅也(3)
夏目 士瑠(3)
伊藤 燦(1)
德永 龍亮(3)
荒井 菜々美(2)
小柳 梨乃(2)
細田 怜奈(3)
三輪 希々葉(3)
梅原 小梅(2)
佐伯 風帆(2)
岡田 莉歩(2)
荻原 希乃愛(3)

■グラウンドコンディション

決勝
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会 場
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総 務
審 判 長

記録・情報主任

日付 男女 種目
中学男子 3000m 決勝 9'10"73 富士見中

ﾗｳﾝﾄﾞ 記録 氏名(学年) 所属
9'24"5 大会新

0７/１３ 中学男子 砲丸投(5.000kg) 12m19 王滝中 11m99 大会新
0７/１３

0７/１３ 小学男子 100m 決勝 12秒41 +1.9 豊洲小 13秒2 大会新
0７/１３ 小学男子 1000m 決勝 3'14"71 腰越JSC 3'22"4 大会新
0７/１３ 小学男子 1000m 決勝 3'18"74 腰越JSC 3'22"4 大会新
0７/１３ 小学男子 1000m 決勝 3'19"48 木島平小 3'22"4 大会新
0７/１３ 小学男子 1000m 決勝 3'19"60 真田陸上教室 3'22"4 大会新
0７/１３ 小学男子 1000m 決勝 3'20"92 諏訪FA 3'22"4 大会新
0７/１３ 小学男子 1000m 決勝 3'22"24 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 3'22"4 大会新
0７/１３ 一般・高校男子 100m 予選 10秒79 ＋0.7 長野工業高 11秒0 大会新
0７/１３ 一般・高校女子 走高跳 決勝 1m64 市立長野高 1m60 大会新
0７/１３ 一般・高校女子 やり投 決勝 42m21 小諸高 39m76 大会新
0７/１３ 一般・高校女子 やり投 決勝 40ｍ06 更級農業高 39m76 大会新
0７/１３ 中学女子 800m 決勝 2'23"73 丸子北中 2'23"8 大会新
0７/１３ 中学女子 走高跳 決勝 1m55 軽井沢A&AC 1m55 大会ﾀｲ
0７/１３ 中学女子 棒高跳 決勝 3m10 軽井沢中 3m00 大会新
0７/１３ 小学女子 1000m 決勝 3'17"58 腰越JSC 3'29"9 大会新
0７/１３ 小学女子 1000m 決勝 3'25"20 真田ｸﾗﾌﾞ 3'29"9 大会新
0７/１３ 小学女子 1000m 決勝 3'27"11 腰越JSC 3'29"9 大会新
0７/１３ 小学女子 100m 決勝 13秒76 +1.5 木島小 14秒1 大会新
0７/１３ 小学女子 100m 決勝 13秒82 +1.5 北安松川小 14秒1 大会新
0７/１３ 中学男子 4x100mR 決勝 46秒06 浅間中A 47秒2 大会新

0７/１３ 中学男子 4x100mR 決勝 46秒75 裾花中A 47秒2 大会新

0７/１３ 中学女子 4x100mR 決勝 52秒27 東御東部中A 47秒2 大会新

0７/１３ 中学女子 4x100mR 決勝 52秒42 軽井沢中A 47秒2 大会新

時刻 天候 風向 風速 気温 湿度 時刻 天候 風向 風速 気温 湿度
(m/s) (℃) (%) (m/s) (℃) (%)

09:00 曇り 南 2.2  20.5 53.0 13:00 晴れ 南東 3.2  24.0 50.0
10:00 曇り 南東 2.3  22.0 51.0 14:00 曇り 南 1.3  24.0 56.0
11:00 曇り 南 1.7  23.5 49.0 15:00 曇り 東 1.2  22.0 58.0
12:00 曇り 南南東 1.4  24.0 48.0 16:00 曇り 東 2.3  20.5 73.0



第71回全信州陸上競技大会
　主催　上田市・上田市教育委員会・(財)上田市体育協会
　　　　長野県教育委員会・長野陸上競技協会
　主管　上田陸上競技協会

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】173080  菅平高原ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
07/13 男子  +2.2中村 颯人(3) 10.76 齊藤 舜太郎(2) 10.85 小根山 慶汰(2) 11.12 曽根 康太(1) 11.32 塚田  響(2) 11.36 小山 敦司(2) 11.38 原 泰三(3) 15.08

100m 高校･長野工業高 高校･市立長野高 高校･長野俊英高 高校･市立長野高 高校･岩村田高 高校･市立長野高 高校･小諸高
07/13 塚田  響(2) 50.60 森 紘輔(2) 51.40 山崎 伶弥(2) 52.01 渡辺 諒征(2) 52.06 浅沼  都夫(2) 54.03 桑原 勇輝(2) 54.08 花岡 侑(2) 54.88 遠藤 佳斗(2) 56.27

400m 高校･岩村田高 高校･上田東高 高校･上田染谷丘高 高校･市立長野高 高校･岩村田高 高校･長野俊英高 高校･上田千曲高 高校･上田東高
07/13 風間 優佑(1) 4,21.74 永井 慎也 4,22.48 岡村 康太(1) 4,23.02 町田 駿(2) 4,25.16 松本 啓吾(2) 4,26.90 宮島 充悠(1) 4,28.57 永井 蒼己(1) 4,29.05 松久 哲治 4,30.04

1500m 高校･諏訪二葉高 一般･ｺﾄﾋﾗ工業 高校･長野工業高 高校･野沢南高 高校･上田染谷丘高 高校･屋代高 高校･丸子修学館高 一般･腰越JSC
07/13 小山 祐太 15,56.97 牧内 祥広 16,41.27 永井 慎也 16,54.77 北沢 正親 17,02.79 鈴木 丈太(3) 17,08.83 加藤 誠隆 17,13.44 土屋 秀徳 17,18.93 臼井 隆之 17,19.05

5000m 一般･ｺﾄﾋﾗ工業 一般･腰越JSC 一般･ｺﾄﾋﾗ工業 一般･ｺﾄﾋﾗ工業 一般･信州大 一般･白馬AC 一般･上田陸協 一般･HIOKI
07/13  +1.6浅沼  都夫(2) 16.51 玉城 善多(1) 16.63 吉田 真輝(2) 17.14 中澤  颯太(2) 17.62

110mH 高校･岩村田高 高校･市立長野高 高校･長野工業高 高校･岩村田高
07/13 小口 伸太郎(1) 1.85 西沢 翔 1.80 一之瀬 弘聖(3) 1.60 遠藤 佳斗(2) 1.50 上野 桂輔(1) 1.45

走高跳 高校･諏訪二葉高 一般･長野市陸協 高校･上田千曲高 高校･上田東高 高校･長野工業高
07/13 竹内 輔(1) 3.10 宮下 倖盛(1) 2.80

棒高跳 高校･長野工業高 高校･長野工業高
07/13 原 泰三(3) 6.85(+1.6) 宮下 駿介(3) 6.73(0.0) 常田 龍輝(2) 6.54(-0.9) 佐藤 智哉(2) 6.37(-1.2) 小林 蓮(3) 6.35(-0.8) 戸澤 裕介 6.21(+0.4) 上野 太暉(3) 6.10(+1.1) 高根  大樹(1) 5.80(0.0)

走幅跳 高校･小諸高 高校･丸子修学館高 高校･市立長野高 高校･上田東高 高校･諏訪二葉高 一般･FIVETOOL 高校･丸子修学館高 高校･岩村田高
07/13 佐藤 智哉(2)13.08(+1.8) 小口 伸太郎(1)12.57(+0.8) 日馬 正貴 11.62(+1.0) 岡部 礁(1) 11.20(+1.5)

三段跳 高校･上田東高 高校･諏訪二葉高 一般･安曇野陸協 高校･上田千曲高
07/13 上原 隆伸 12.53

砲丸投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
07/13 上原 隆伸 36.95 沼田 尚路(3) 29.07

円盤投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･信州大
07/13 小泉 陸人(3) 52.70 伊藤 文 49.12 碓氷  大樹(1) 48.69 栁澤 和也(2) 46.56 一之瀬 弘聖(3) 45.69 梨子田 峻(2) 43.88 佐藤 学人(2) 41.70 北島 航(1) 40.60

やり投 高校･野沢南高 一般･長野市陸協 高校･岩村田高 高校･上田東高 高校･上田千曲高 高校･飯山高 高校･長野俊英高 高校･長野西高
07/13 市立長野高       42.54 岩村田高A       45.17 野沢南高       45.30 長野俊英高       45.62 岩村田高B       47.84 更級農業高       49.42

4x100mR 常田 龍輝(2) 石井  佑磨(2) 小泉 陸人(3) 髙橋 諒(1) 高根  大樹(1) 村本 悠登(2)
小山 敦司(2) 塚田  響(2) 小松 風雅(3) 桑原 勇輝(2) 津留  大輔(2) 箱山 昴希(1)
曽根 康太(1) 浅沼  都夫(2) 山本 拳心(3) 髙田 翔弥(1) 小宮山  登生(1) 山﨑 裕道(2)
齊藤 舜太郎(2) 中澤  颯太(2) 藤本 憲綺(2) 小根山 慶汰(2) 碓氷  大樹(1) 小林 昴平(1)

07/13 中学男子  +1.3水野 大地(3) 11.37 髙木 柚希(2) 11.62 内海 亮平(3) 11.68 山崎 聡一朗(2) 11.77 夏目 士瑠(3) 11.82 小林 碧空(2) 11.84 丸山 昴(2) 11.86
100m 中学･長野東部中 中学･中野平中 中学･上田第一中 中学･中野平中 中学･裾花中 中学･望月AC 中学･常盤中

07/13  +1.0田所 夢太郎(3) 9,10.73 田下 輝稀(2) 10,13.56 大神 健太(3) 10,16.83 田幸 瞭(3) 10,27.00 嶋田 大輝(2) 10,32.60 内藤 悠大(2) 10,43.62 中山 瑛生(2) 10,44.13 白井充大(2) 10,50.18
3000m 中学･富士見中 大会新 中学･浅間中 中学･丸子中 中学･常盤中 中学･高社中 中学･小諸東中 中学･浅間中 中学･依田窪

07/13  +2.0内海 亮平(3) 14.60 古村 拓海(3) 14.77 菊池 優介(2) 15.35 木内 心大(3) 15.75 坂口 和音(2) 16.63 降幡 諒成(2) 16.77 小林 草太(2) 17.17 川村 佐助(2) 18.46
110mH 中学･上田第一中 中学･浅間中 中学･浅間中 中学･浅間中 中学･上田第一中 中学･上田第五中 中学･軽井沢中 中学･上田第一中

07/13 古村 拓海(3) 1.78 櫻井 絢悠(2) 1.55 浅野 珂生(2) 1.50 降幡 諒成(2) 1.50 小林 草太(2) 1.45 古田 力斗(3) 1.40
走高跳 中学･浅間中 中学･野沢中 中学･相森中 中学･上田第五中 中学･軽井沢中 中学･東御東部中

07/13 中谷 息吹(3) 3.60 湯本 透(2) 中学･常盤中 2.80 徳嶽 温仁(3) 2.40 宮前 拓海(2) 2.40 千葉 正佳(1) 2.20 北村 櫂(2) 2.00 伊藤 琉河(1) 1.80
棒高跳 中学･三郷中 新井 翔太(3) 中学･上田第一中 中学･上田第一中 中学･常盤中 中学･常盤中 中学･上田第五中 中学･常盤中

07/13 小林 碧空(2) 6.27(-0.5) 荒井 陽呂実(2)6.05(-0.8) 大塚 悠生(3) 5.92(-0.8) 吉原 悠(2) 5.48(-1.4) 南澤 爽太(3) 5.46(-1.1) 西 俊弥(2) 5.36(-1.8) 小林 廉(3) 5.30(-1.9) 木内 光波(1) 5.22(-1.8)
走幅跳 中学･望月AC 中学･上田第三中 中学･長野東部中 中学･裾花中 中学･小諸東中 中学･上田第五中 中学･上田第五中 中学･浅間中

07/13 田近 資武(3) 12.19 小山 翔平(2) 9.20 小林 一成(3) 7.56
砲丸投 中学･王滝中 大会新 中学･望月AC 中学･浅間中

07/13 田近 資武(3) 29.73 北澤 直也(3) 27.08
円盤投 中学･王滝中 中学･上田第四中

07/13 手塚 嵐太(3) 52.88 垣内 司(3) 52.38 菊池 優介(2) 49.47 伊藤 燦(1) 32.78 有井 祥悟(2) 28.29 備後 琉空(2) 22.98 京野 倖太(3) 22.69 小林 一成(3) 19.55
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･小諸東中 中学･篠ﾉ井西中 中学･浅間中 中学･裾花中 中学･野沢中 中学･東御東部中 中学･浅間中 中学･浅間中

07/13 浅間中A       46.06 裾花中A       46.75 更北中A       47.64 浅間中B       48.29 望月AC       48.61 裾花中B       48.69 長野東部中       49.25 常盤中A       50.20
4x100mR 足立 晃悠(3) 大会新 茅野 雅也(3) 大会新 前山 響矢(3) 木内 光波(1) 山浦 雅斗(2) 塩原 拓実(2) 寺嶋 玲音(3) 青木 駿二(2)

佐藤 将大(3) 夏目 士瑠(3) 池田 翼(3) 菊池 優介(2) 小林 碧空(2) 吉原 悠(2) 大塚 悠生(3) 下田 知樹(2)
藤原 陸生(3) 伊藤 燦(1) 足立 蒼太(3) 秋山 恵澄(1) 小山 翔平(2) 多門 龍音(2) 山口 大輝(3) 宮川 哲(1)
古村 拓海(3) 德永 龍亮(3) 上原 良太(3) 宮澤 健人(2) 戸枝 篤志(2) 宮本 昇舞(2) 水野 大地(3) 丸山 昴(2)



第71回全信州陸上競技大会
　主催　上田市・上田市教育委員会・(財)上田市体育協会
　　　　長野県教育委員会・長野陸上競技協会
　主管　上田陸上競技協会

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】173080  菅平高原ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
07/13 小学男子 丸山 竜平(6) 12.41 宇佐美 隆悟(6) 13.32 遠藤 晄(6) 13.59 田島 一輝(6) 13.67 依田 惺那(6) 13.68 山田 響(6) 14.14 菊原 煌生(5) 14.22 萩原 汐逢(6) 14.34

100m 小学･豊洲小 大会新 小学･望月AC 小学･諏訪FA 小学･望月AC 小学･望月AC 小学･上田JSC 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
07/13 土赤 仁義(6) 3,14.71 児玉 大河(6) 3,18.74 鈴木 士愛(5) 3,19.48 柳澤 航希(6) 3,19.60 栗原 賢(5) 3,20.92 諸山 琉生(6) 3,22.24 黒木 玲雄(4) 3,22.60 黒沢 燦(6) 3,23.79

1000m 小学･腰越JSC 大会新 小学･腰越JSC 大会新 小学･木島平小 大会新 小学･真田陸上教室 大会新 小学･諏訪FA 大会新 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 大会新 小学･腰越JSC 小学･腰越JSC
07/13 川原 陽貴(6) 12.65 海野 颯人(6) 13.26 栁澤 翔逢(6) 13.49 相場 遥心(6) 14.11 菊原 煌生(5) 14.29 松澤 公佑(6) 15.13 甘利 悠馬(6) 15.60 櫻井 光樹(6) 15.84

80mH 小学･千代田AC(静岡) 小学･千代田AC(静岡)(静岡小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･東御市陸上教室 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･千代田AC(静岡) 小学･T&F佐久平 小学･真田陸上教室
07/13 海野 颯人(6) 1.44 川原 陽貴(6) 1.30 相場 遥心(6) 1.25 栁澤 翔逢(6) 1.15 松澤 公佑(6) 1.10 山嵜 太陽(4) 小学･木島平小 1.05

走高跳 小学･千代田AC(静岡) 小学･千代田AC(静岡) 小学･東御市陸上教室 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･千代田AC(静岡) 松澤 登梧(4) 小学･千代田AC(静岡)
南澤 侑吾(5) 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

07/13 田中 駿埜(6) 4.93(+2.0) 森山 遥斗(6) 4.61(+1.2) 小林 美海(6) 4.34(+2.0) 宇佐美 隆悟(6)4.25(+0.9) 萩原 汐逢(6) 4.21(+1.3) 保科 承太郎(6)4.18(+1.0) 赤尾 悠斗(5) 4.01(+0.7) 橋詰 蓮平(5) 3.86(+1.5)
走幅跳 小学･真田ｸﾗﾌﾞ 小学･千代田AC(静岡) 小学･望月AC 小学･望月AC 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･望月AC 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

07/13 森山 遥斗(6) 44.87 堀内 侑李(6) 38.94 金井 珀人(5) 35.87 丸山 輝南(4) 35.04 伊藤 漣(4) 35.02 柳澤 航希(6) 34.63 内山 煌大郎(6) 34.45 中屋 大和(6) 34.21
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･千代田AC(静岡) 小学･真田陸上教室 小学･NDFｼﾞｭﾆｱ 小学･上田JSC 小学･安茂里小 小学･真田陸上教室 小学･真田陸上教室 小学･真田陸上教室

07/13 高校男子 永田 智哉(2) 12.19 久保川 優士(2) 11.00 西牧 幸太(2) 10.77 山田 大輝(2) 10.59 山﨑 裕道(2) 9.69 玉井 温人(1) 9.51 刈間 隆広(1) 7.51 須田 寛史(2) 6.79
砲丸投 高校･諏訪二葉高 高校･上田東高 高校･長野商高 高校･飯山高 高校･更級農業高 高校･須坂東高 高校･更級農業高 高校･長野工業高

07/13 久保川 優士(2) 36.22 古田 優耶(1) 33.76 赤尾 聡良(3) 32.80 中澤 惇哉(3) 31.54 永田 智哉(2) 27.88 塩川 築(1) 21.54 西牧 幸太(2) 21.37 飯塚  啓真(1) 17.56
円盤投 高校･上田東高 高校･飯山高 高校･上田染谷丘高 高校･飯山高 高校･諏訪二葉高 高校･野沢南高 高校･長野商高 高校･岩村田高



予選 7月13日 12:50
決勝 7月13日 15:15

大会新              11.0

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +2.2

 1 碓氷  大樹(1) 高校     11.82  1 西原 彰人(1) 高校     11.74 
ｳｽｲ ﾀｲｷ 岩村田高 ﾆｼﾊﾗ ｱｷﾄ 屋代高

 2 椎名 啓太 一般     11.98  2 藤川 想詩(2) 一般     11.82 
ｼｲﾅ ｹｲﾀ 松本市陸協 ﾌｼﾞｶﾜ ｿｳｼ 信州大

 3 森 一裕(1) 高校     11.99  3 塚田 陽樹(3) 高校     12.12 
ﾓﾘ ｶｽﾞﾋﾛ 市立長野高 ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 小諸高

 4 高根  大樹(1) 高校     12.35  4 小倉 稔(1) 高校     12.12 
ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ 岩村田高 ｵｸﾞﾗ ﾐﾉﾙ 上田染谷丘高

 5 小林 蒼空(1) 高校     12.48  5 箱山 昴希(1) 高校     12.19 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 上田東高 ﾊｺﾔﾏ ｱｷ 更級農業高

 6 篠原 幸太(1) 高校     12.51  6 間島 聖(1) 高校     12.22 
ｼﾉﾊﾗ ｺｳﾀ 須坂東高 ﾏｼﾏ ﾋｼﾞﾘ 野沢南高

 7 津留  大輔(2) 高校     12.56 小林 奎斗(1) 高校
ﾂﾙ ﾀﾞｲｽｹ 岩村田高 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 丸子修学館高

 8 小宮山  登生(1) 高校     12.72 小林 雅人 一般
ｺﾐﾔﾏ ﾄｳｲ 岩村田高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ FIVETOOL

[ 3組] 風速 +1.3 [ 4組] 風速 +2.9

 1 堀込 碧(3) 高校     11.41  1 小山 敦司(2) 高校     11.27 q
ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 小諸高 ｺﾔﾏ ｱﾂｼ 市立長野高

 2 荒木 涼太(2) 高校     11.65  2 小林 蓮(3) 高校     11.28 q
ｱﾗｷ ﾘｮｳﾀ 市立長野高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪二葉高

 3 玉城 善多(1) 高校     11.74  3 塚田  響(2) 高校     11.28 q
ﾀﾏｷ ｾﾞﾝﾀ 市立長野高 ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 岩村田高

 4 髙橋 諒(1) 高校     11.86  4 石井  佑磨(1) 高校     11.56 
ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 長野俊英高 ｲｼｲ ﾕｳﾏ 岩村田高

 5 藤本 憲綺(2) 高校     11.86  5 山崎 伶弥(2) 高校     11.56 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ 野沢南高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲﾔ 上田染谷丘高

 6 中山 悠(1) 高校     11.92  6 篠澤 啓輔(3) 高校     11.64 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳ 丸子修学館高 ｻｻｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 小諸高

 7 岩波 克飛(1) 高校     12.00  7 栁澤  亮也(1) 高校     11.68 
ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 諏訪二葉高 ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 岩村田高

[ 5組] 風速 +0.7

 1 中村 颯人(3) 高校     10.79 q
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 長野工業高

 2 齊藤 舜太郎(2) 高校     11.00 q
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀﾛｳ 市立長野高

 3 小根山 慶汰(2) 高校     11.14 q
ｵﾈﾔﾏ ｹｲﾀ 長野俊英高

 4 原 泰三(3) 高校     11.20 q
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小諸高

 5 曽根 康太(1) 高校     11.31 
ｿﾈ ｺｳﾀ 市立長野高

 6 宮下 駿介(3) 高校     11.31 
ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 丸子修学館高

 7 山口 大輝(2) 高校     11.37 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 諏訪二葉高

風速 +2.2

 1 中村 颯人(3) 高校     10.76 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾔﾄ 長野工業高

 2 齊藤 舜太郎(2) 高校     10.85 
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀﾛｳ 市立長野高

 3 小根山 慶汰(2) 高校     11.12 
ｵﾈﾔﾏ ｹｲﾀ 長野俊英高

 4 曽根 康太(1) 高校     11.32 
ｿﾈ ｺｳﾀ 市立長野高

 5 塚田  響(2) 高校     11.36 
ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 岩村田高

 6 小山 敦司(2) 高校     11.38 
ｺﾔﾏ ｱﾂｼ 市立長野高

 7 原 泰三(3) 高校     15.08 
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小諸高
小林 蓮(3) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪二葉高

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

男子

100m

予選 通過基準  5組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順
4  1583 2  1464

3   138 6   172

5   872 1  1709

2  1584 5  1852

1  1814 7  2756

7  3084 3  1575

6  1612 4  1751
欠場

8  1586 8     1
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  1706 5   866

4   867 2   131

2   871 8  1615

6  3127 6  1588

5  1574 7  1851

7  1752 3  2821

3  2610 4  1585

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  1169

大会新
6   864

8  3123

3  1707

2   870

5  1748

4  2606

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1169

3   864

5  3123

1   870

8  1615

7   866

4  1707

2   131
欠場



予選 7月13日 10:15
決勝 7月13日 14:00

[ 1組] [ 2組]

 1 神林 和弥(1) 高校     54.77  1 永井 蒼己(1) 高校     55.44 
ｶﾝﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾔ 須坂東高 ﾅｶﾞｲ ｿｳｷ 丸子修学館高

 2 小須田 知新(2) 高校     55.70  2 小林 蒼空(1) 高校     56.00 
ｺｽﾀﾞ ﾁｼﾝ 上田高 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 上田東高

 3 村本 悠登(2) 高校     57.33  3 備後 琉空(2) 中学     56.66 
ﾑﾗﾓﾄ ﾕｳﾄ 更級農業高 ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ 東御東部中

 4 箱山 昴希(1) 高校     57.94  4 津留  大輔(2) 高校     56.80 
ﾊｺﾔﾏ ｱｷ 更級農業高 ﾂﾙ ﾀﾞｲｽｹ 岩村田高

 5 小宮山  登生(1) 高校     59.13  5 宮澤 脩也(1) 高校     58.04 
ｺﾐﾔﾏ ﾄｳｲ 岩村田高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭｳﾔ 上田高

 6 大場 柊也(1) 高校   1,03.32  6 坂本 智哉 高校   1,04.61 
ｵｵﾊﾞ ｼｭｳﾔ 上田染谷丘高 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾔ 上田千曲高

 7 小林 昴平(1) 高校   1,05.84 小林 奎斗(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ 更級農業高 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 丸子修学館高

[ 3組] [ 4組]

 1 遠藤 佳斗(2) 高校     54.10 q  1 塚田  響(2) 高校     50.68 q
ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ 上田東高 ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 岩村田高

 2 桑原 勇輝(2) 高校     54.40 q  2 森 紘輔(2) 高校     51.48 q
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 長野俊英高 ﾓﾘ ｺｳｽｹ 上田東高

 3 花岡 侑(2) 高校     54.57 q  3 渡辺 諒征(2) 高校     52.32 q
ﾊﾅｵｶ  ｱﾂﾑ 上田千曲高 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｾｲ 市立長野高

 4 山本 拳心(3) 高校     54.65  4 山崎 伶弥(2) 高校     52.46 q
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 野沢南高 ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲﾔ 上田染谷丘高

 5 尾沼 優(1) 高校     55.06  5 浅沼  都夫(2) 高校     54.03 q
ｵﾇﾏ ﾕｳ 上田高 ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ 岩村田高

 6 髙田 翔弥(1) 高校     55.33  6 山口 大輝(2) 高校     54.80 
ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳﾔ 長野俊英高 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 諏訪二葉高

 7 岩波 克飛(1) 高校     56.11 小澤  優希(2) 高校
ｲﾜﾅﾐ ｶﾂﾋ 諏訪二葉高 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 岩村田高

 1 塚田  響(2) 高校     50.60 
ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 岩村田高

 2 森 紘輔(2) 高校     51.40 
ﾓﾘ ｺｳｽｹ 上田東高

 3 山崎 伶弥(2) 高校     52.01 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲﾔ 上田染谷丘高

 4 渡辺 諒征(2) 高校     52.06 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾘｮｳｾｲ 市立長野高

 5 浅沼  都夫(2) 高校     54.03 
ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ 岩村田高

 6 桑原 勇輝(2) 高校     54.08 
ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｷ 長野俊英高

 7 花岡 侑(2) 高校     54.88 
ﾊﾅｵｶ  ｱﾂﾑ 上田千曲高

 8 遠藤 佳斗(2) 高校     56.27 
ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ 上田東高

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

男子

400m

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順
7  3083 4  1750

3  1773 3  1814

6  2753 7  8778

8  2756 8  1612

2  1586 2  1781

5  1854 5  1886

4  2758 6  1751
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
3  1797 2  1615

4  3124 3  1798

5  1885 8   868

2  1569 5  1851

7  1777 6  1611

6  3126 7  2606

8  2610 4  1610
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1615

6  1798

5  1851

4   868

8  1611

2  3124

1  1885

7  1797



決勝 7月13日 16:00

[ 1組] [ 2組]

 1 風間 優佑(1) 高校   4,21.74  1 宮島 充悠(1) 高校   4,28.57 
ｶｻﾞﾏ ﾕｳｽｹ 諏訪二葉高 ﾐﾔｼﾞﾏ ｱﾂﾋﾛ 屋代高

 2 永井 慎也 一般   4,22.48  2 竹村 宏太(1) 高校   4,31.63 
ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾔ ｺﾄﾋﾗ工業 ﾀｹﾑﾗ ｺｳﾀ 諏訪二葉高

 3 岡村 康太(1) 高校   4,23.02  3 鈴木 陽人(1) 高校   4,34.76 
ｵｶﾑﾗ ｺｳﾀ 長野工業高 ｽｽﾞｷ ﾊﾙﾄ 諏訪二葉高

 4 町田 駿(2) 高校   4,25.16  4 髙野 竜志(1) 高校   4,40.78 
ﾏﾁﾀﾞ ｼｭﾝ 野沢南高 ﾀｶﾉ  ﾘｭｳｼﾞ 上田千曲高

 5 松本 啓吾(2) 高校   4,26.90  5 飯田  悠誠(1) 高校   4,41.67 
ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｺﾞ 上田染谷丘高 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｾｲ 岩村田高

 6 永井 蒼己(1) 高校   4,29.05  6 小山田 燿次(1) 高校   4,54.90 
ﾅｶﾞｲ ｿｳｷ 丸子修学館高 ｵﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 野沢南高

 7 松久 哲治 一般   4,30.04  7 福島 大志郎(3) 一般   4,55.12 
ﾏﾂﾋｻ ﾃﾂﾊﾙ 腰越JSC ﾌｸｼﾏ ﾀｲｼﾛｳ 東御東部中

 8 児玉 光輝(2) 高校   4,36.54  8 宮尾 淳矢 一般   4,55.98 
ｺﾀﾞﾏ ｺｳｷ 諏訪二葉高 ﾐﾔｵ ｼﾞｭﾝﾔ かもしか倶楽部

 9 笠原 武流(2) 高校   4,38.76  9 荒井 駿伸(1) 高校   4,58.18 
ｶｻﾊﾗ ﾀｹﾙ 諏訪二葉高 ｱﾗｲ ﾄｼﾉﾌﾞ 諏訪二葉高

10 小長谷 祥治 一般   4,42.02 10 田中 優汰(1) 高校   4,59.62 
ｺﾅｶﾞﾔ ﾖｼﾊﾙ FIVETOOL ﾀﾅｶ ﾕｳﾀ 屋代高

11 野澤 一史 一般   4,52.55 11 岡澤 朋也(1) 高校   5,01.81 
ﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞﾋﾄ 諏訪市陸協 ｵｶｻﾞﾜ ﾄﾓﾔ 屋代高

12 薩田  悠成(1) 高校   5,19.62 山口 雄飛(2) 高校
ｻｯﾀ ﾕｳｾｲ 岩村田高 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾋ 更級農業高
沓掛 蒼大(2) 高校 森 紘輔(2) 高校
ｸﾂｶｹ ｿｳﾀﾞｲ 塩尻志学館 ﾓﾘ ｺｳｽｹ 上田東高

男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
13  2612 8  1438

5    51 1  2614

12  1151 11  2613

4  1571 13  1881

11  1849 4  1581

3  1750 7  1576

10    96 10  8775

9  2608 5    47

7  2609 3  2615

6     2 6  1463

8   232 12  1437

2  1587 2  2754
欠場

1  1989 9  1798
欠場 欠場



   1 風間 優佑(1) 高校 諏訪二葉高     4,21.74   1   1
   2 永井 慎也 一般 ｺﾄﾋﾗ工業     4,22.48   1   2
   3 岡村 康太(1) 高校 長野工業高     4,23.02   1   3
   4 町田 駿(2) 高校 野沢南高     4,25.16   1   4
   5 松本 啓吾(2) 高校 上田染谷丘高     4,26.90   1   5
   6 宮島 充悠(1) 高校 屋代高     4,28.57   2   1
   7 永井 蒼己(1) 高校 丸子修学館高     4,29.05   1   6
   8 松久 哲治 一般 腰越JSC     4,30.04   1   7
   9 竹村 宏太(1) 高校 諏訪二葉高     4,31.63   2   2
  10 鈴木 陽人(1) 高校 諏訪二葉高     4,34.76   2   3
  11 児玉 光輝(2) 高校 諏訪二葉高     4,36.54   1   8
  12 笠原 武流(2) 高校 諏訪二葉高     4,38.76   1   9
  13 髙野 竜志(1) 高校 上田千曲高     4,40.78   2   4
  14 飯田  悠誠(1) 高校 岩村田高     4,41.67   2   5
  15 小長谷 祥治 一般 FIVETOOL     4,42.02   1  10
  16 野澤 一史 一般 諏訪市陸協     4,52.55   1  11
  17 小山田 燿次(1) 高校 野沢南高     4,54.90   2   6
  18 福島 大志郎(3) 一般 東御東部中     4,55.12   2   7
  19 宮尾 淳矢 一般 かもしか倶楽部     4,55.98   2   8
  20 荒井 駿伸(1) 高校 諏訪二葉高     4,58.18   2   9
  21 田中 優汰(1) 高校 屋代高     4,59.62   2  10
  22 岡澤 朋也(1) 高校 屋代高     5,01.81   2  11
  23 薩田  悠成(1) 高校 岩村田高     5,19.62   1  12

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 組 順位
 2612
   51
 1151
 1571
 1849
 1438
 1750
   96
 2614
 2613
 2608
 2609
 1881
 1581

 1463
 1437
 1587

    2
  232
 1576
 8775
   47
 2615



決勝 7月13日 14:50

風速 +1.6

 1 浅沼  都夫(2) 高校     16.51 
ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ 岩村田高

 2 玉城 善多(1) 高校     16.63 
ﾀﾏｷ ｾﾞﾝﾀ 市立長野高

 3 吉田 真輝(2) 高校     17.14 
ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ 長野工業高

 4 中澤  颯太(2) 高校     17.62 
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田高

男子

110mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1611

7   871

5  1186

6  1616



決勝 7月13日 16:55

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   7 市立長野高   865 常田 龍輝(2)     42.54 

ｲﾁﾘﾂﾅｶﾞﾉｺｳ ﾄｷﾀ ﾘｭｳｷ
  866 小山 敦司(2)

ｺﾔﾏ ｱﾂｼ
  870 曽根 康太(1)

ｿﾈ ｺｳﾀ
  864 齊藤 舜太郎(2)

ｻｲﾄｳ ｼｭﾝﾀﾛｳ
 2   1 岩村田高A  1588 石井  佑磨(2)     45.17 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｲｼｲ ﾕｳﾏ
 1615 塚田  響(2)

ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ
 1611 浅沼  都夫(2)

ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ
 1616 中澤  颯太(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ
 3   8 野沢南高  1567 小泉 陸人(3)     45.30 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ
 1565 小松 風雅(3)

ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ
 1569 山本 拳心(3)

ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ
 1574 藤本 憲綺(2)

ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ
 4   4 長野俊英高  3127 髙橋 諒(1)     45.62 

ﾅｶﾞﾉｼｭﾝｴｲｺｳ ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ
 3124 桑原 勇輝(2)

ｸﾜﾊﾞﾗ ﾕｳｷ
 3126 髙田 翔弥(1)

ﾀｶﾀﾞ ｼｮｳﾔ
 3123 小根山 慶汰(2)

ｵﾈﾔﾏ ｹｲﾀ
 5   6 岩村田高B  1584 高根  大樹(1)     47.84 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ
 1612 津留  大輔(2)

ﾂﾙ ﾀﾞｲｽｹ
 1586 小宮山  登生(1)

ｺﾐﾔﾏ ﾄｳｲ
 1583 碓氷  大樹(1)

ｳｽｲ ﾀｲｷ
 6   5 更級農業高  2753 村本 悠登(2)     49.42 

ｻﾗｼﾅﾉｳｷﾞｮｳｺｳ ﾑﾗﾓﾄ ﾕｳﾄ
 2756 箱山 昴希(1)

ﾊｺﾔﾏ ｱｷ
 2755 山﨑 裕道(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾐﾁ
 2758 小林 昴平(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾍｲ
  2 上田高

ｳｴﾀﾞｺｳ 欠場

  3 上田千曲高
ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ 欠場

男子

4x100mR

決勝



決勝 7月13日 11:30

1m85 1m90
小口 伸太郎(1) 高校 - - - - - - - - XO O
ｵｸﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 諏訪二葉高 XO XXX
西沢 翔 一般 - - - - - - O O XO XXO
ﾆｼｻﾞﾜ ｼｮｳ 長野市陸協 XXX
一之瀬 弘聖(3) 高校 - - O O XO O XXX
ｲﾁﾉｾ  ﾋﾛｱｷ 上田千曲高
遠藤 佳斗(2) 高校 O O O O XXX
ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ 上田東高
上野 桂輔(1) 高校 - - O XXX
ｳｴﾉ ｹｲｽｹ 長野工業高
小須田 知新(2) 高校 欠場
ｺｽﾀﾞ ﾁｼﾝ 上田高
春原 拓実(2) 高校 欠場
ｽﾉﾊﾗ  ﾀｸﾐ 上田千曲高

2  1773

3  1883

4 1  1797  1.50

5 4  1156  1.45

2 6   252  1.80

3 5  1878  1.60

記録 備考

1 7  2611  1.85

1m45 1m50
氏  名 所属名

1m35 1m40 1m75 1m801m55 1m60 1m65 1m70

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 7月13日  9:30

竹内 輔(1) 高校
ﾀｹｳﾁ ﾀｽｸ 長野工業高
宮下 倖盛(1) 高校
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｾｲ 長野工業高
小山 吉明 一般 欠場
ｺﾔﾏ ﾖｼｱｷ 須坂陸協

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m40 2m60 2m80 3m00 3m10 3m20 記録 備考
1 3  1152 - O XXO XXO XO XXX  3.10

2 1  1153 O O O XXX  2.80

2   233



決勝 7月13日  9:00

原 泰三(3) 高校    X   6.83   6.84   6.85   6.67    X    6.85 
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小諸高   -1.1   -1.0   +1.6   -0.3    +1.6
宮下 駿介(3) 高校   6.68   6.58   6.58   6.42    X   6.73    6.73 
ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 丸子修学館高   -1.6   -1.2   -0.3   +2.0    0.0     0.0
常田 龍輝(2) 高校   6.16   6.10   6.43   6.54    X   6.54    6.54 
ﾄｷﾀ ﾘｭｳｷ 市立長野高   -1.5   -1.5   -0.5   -0.9   +0.2    -0.9
佐藤 智哉(2) 高校   6.06   6.37   4.14   6.32   6.35    X    6.37 
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 上田東高   -1.3   -1.2   -0.7    0.0   +0.8    -1.2
小林 蓮(3) 高校   6.05   6.28   6.35    X   6.35   6.09    6.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 諏訪二葉高   -0.9   -2.1   -0.8   +0.8   +1.1    -0.8
戸澤 裕介 一般   6.06   5.88   5.99   6.13   6.03   6.21    6.21 
ﾄｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ FIVETOOL   -0.5   -0.8   -2.6   -0.4   +0.9   +0.4    +0.4
上野 太暉(3) 高校   5.87   6.05    X    X   5.64   6.10    6.10 
ｳｴﾉ ﾀｲｷ 丸子修学館高   -1.0   -1.0   +1.5   +1.1    +1.1
高根  大樹(1) 高校   5.73   5.71   5.80   5.49   5.69   4.67    5.80 
ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ 岩村田高   +1.0   -1.1    0.0   -1.1   +1.3   +1.4     0.0
宮下 倖盛(1) 高校   5.22    X   5.39    5.39 
ﾐﾔｼﾀ ｺｳｾｲ 長野工業高   +1.3   -0.7    -0.7
中澤  颯太(2) 高校   5.35    X    X    5.35 
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田高    0.0     0.0
百瀬 葵(1) 高校   4.74   4.79   4.75    4.79 
ﾓﾓｾ ｱｵｲ 須坂東高    0.0   -1.3   -1.2    -1.3
吉田 晃太朗(2) 高校 欠場
ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 上田高

11 2  3081

3  1776

9 5  1153

10 1  1616

7 9  1747

8 4  1584

5 8   131

6 6     3

3 10   865

4 7  1813

1 11  1707

2 12  1748

-3- -4- -5- -6- 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-



決勝 7月13日 15:00

佐藤 智哉(2) 高校  12.39  12.49  12.74  12.84  12.58  13.08   13.08 
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 上田東高   +1.3   +1.4   +1.4   +1.2   +2.6   +1.8    +1.8
小口 伸太郎(1) 高校    X  11.62  12.35  12.46    X  12.57   12.57 
ｵｸﾁ ｼﾝﾀﾛｳ 諏訪二葉高   +2.2   +2.0   +1.2   +0.8    +0.8
日馬 正貴 一般  11.62    X    X  10.82  10.96    X   11.62 
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野陸協   +1.0   +1.3   +1.0    +1.0
岡部 礁(1) 高校  11.19  11.17  11.20  10.97  10.93  10.90   11.20 
ｵｶﾍﾞ  ｼｮｳ 上田千曲高   +0.4   +1.3   +1.5   +1.6   +1.0   +1.8    +1.5
春原 拓実(2) 高校 欠場
ｽﾉﾊﾗ  ﾀｸﾐ 上田千曲高

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- 記録 備考
1 5  1813

2 3  2611

4  1883

3 2    63

4 1  1880



決勝 7月13日 10:40

上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野

決勝 7月13日 10:40

永田 智哉(2) 高校
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 諏訪二葉高
久保川 優士(2) 高校
ｸﾎﾞｶﾜ ﾕｳﾄ 上田東高
西牧 幸太(2) 高校
ﾆｼﾏｷ ｺｳﾀ 長野商高
山田 大輝(2) 高校
ﾔﾏﾀﾞ ﾀｲｷ 飯山高
山﨑 裕道(2) 高校
ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾐﾁ 更級農業高
玉井 温人(1) 高校
ﾀﾏｲ ｱﾂﾄ 須坂東高
刈間 隆広(1) 高校
ｶﾘﾏ ﾀｶﾋﾛ 更級農業高
須田 寛史(2) 高校
ｽﾀﾞ ﾋﾛﾉﾘ 長野工業高

11.64 11.76 11.53  12.53 1 1    60   X   X 12.53

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

高校男子

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- 記録 備考
1 8  2607 12.19   X   X   X   X 11.83  12.19 

2 7  1796 11.00   X   X   X   X 10.98  11.00 

3 6  1145 10.46 10.18 10.76 10.77 10.71 10.76  10.77 

4 5   811 10.48 10.59   X   X   X   X  10.59 

5 4  2755  9.34  9.38  9.18  9.69  9.13   X   9.69 

6 3   983  9.33  9.20   X  9.32   X  9.51   9.51 

7 1  2757  7.41   X  6.97

8 2  1184  6.43  6.79  6.52  6.14  6.20  5.95   6.79 

 7.51  7.47   X   7.51 



決勝 7月13日  9:00

大会新              39.24

上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
沼田 尚路(3) 一般
ﾇﾏﾀ ﾅｵﾐﾁ 信州大

決勝 7月13日  9:00

久保川 優士(2) 高校
ｸﾎﾞｶﾜ ﾕｳﾄ 上田東高
古田 優耶(1) 高校
ﾌﾙﾀ ﾕｳﾔ 飯山高
赤尾 聡良(3) 高校
ｱｶｵ ｿﾗ 上田染谷丘高
中澤 惇哉(3) 高校
ﾅｶｻﾞﾜ ｼﾞｭﾝﾔ 飯山高
永田 智哉(2) 高校
ﾅｶﾞﾀ ﾄﾓﾔ 諏訪二葉高
塩川 築(1) 高校
ｼｵｶﾜ ｷｽﾞｸ 野沢南高
西牧 幸太(2) 高校
ﾆｼﾏｷ ｺｳﾀ 長野商高
飯塚  啓真(1) 高校
ｲｲｽﾞｶ ｹｲﾏ 岩村田高
梨子田 峻(2) 高校
ﾅｼﾀﾞ ｼｭﾝ 飯山高

決勝 7月13日  9:00

県中学新            39.00

田近 資武(3) 中学
ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ 王滝中
北澤 直也(3) 中学
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 上田第四中

28.32 26.13 29.07  29.07 

  X 36.68 35.66  36.95 

2 1   173 27.19 28.65 27.21

1 2    60 35.65 35.27 36.95

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

円盤投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

高校男子

円盤投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 8  1796 36.22   X 35.15   X 33.79 34.86  36.22 

2 5   817   X 33.52   X 33.76 28.42 33.44  33.76 

3 9  1847   X   X 32.80   X   X 31.89  32.80 

4 7   825 31.54   X   X 29.50 30.55  31.54 

5 4  2607   X 27.88   X   X   X   X  27.88 

6 3  1578 19.49 18.55 19.31 21.54   X 21.23  21.54 

7 6  1145 18.99 18.86 19.83 21.37 19.42 19.12  21.37 

8 2  1582   X 16.86 17.56 15.82   X 17.11  17.56 

1   808   X   X   X

中学男子

円盤投(1.500kg)

-6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

29.20 25.93

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

27.08 20.15

記録 備考
1 2  6332 26.59 29.61 29.73

23.02  27.08 

29.31  29.73 

2 1  4644 15.81 19.27 22.12



決勝 7月13日 13:10

大会新              63.18

小泉 陸人(3) 高校
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 野沢南高
伊藤 文 一般
ｲﾄｳ ﾌﾞﾝ 長野市陸協
碓氷  大樹(1) 高校
ｳｽｲ ﾀｲｷ 岩村田高
栁澤 和也(2) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾔ 上田東高
一之瀬 弘聖(3) 高校
ｲﾁﾉｾ  ﾋﾛｱｷ 上田千曲高
梨子田 峻(2) 高校
ﾅｼﾀﾞ ｼｭﾝ 飯山高
佐藤 学人(2) 高校
ｻﾄｳ ｶﾞｸﾄ 長野俊英高
北島 航(1) 高校
ｷﾀｼﾞﾏ ｺｳ 長野西高
山本 健太郎 一般
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ
前澤 慧(2) 高校
ﾏｴｻﾞﾜ ｹｲ 飯山高
塩川 築(1) 高校
ｼｵｶﾜ ｷｽﾞｸ 野沢南高
若林 爽太(1) 高校
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 屋代高
吉田 真輝(2) 高校
ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ 長野工業高
岡部 礁(1) 高校
ｵｶﾍﾞ  ｼｮｳ 上田千曲高
小林 海羽飛(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾐｳﾄ 屋代高
竹前 拓海(3) 高校 欠場
ﾀｹﾏｴ ﾀｸﾐ 更級農業高
藤川 想詩(2) 一般 欠場
ﾌｼﾞｶﾜ ｿｳｼ 信州大

男子

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- 記録 備考
1 15  1567 52.70 50.35 51.80 50.41 49.64 45.12  52.70 

2 14   253 47.98 49.12 48.98 44.66   X 47.34  49.12 

3 8  1583   X 48.69 45.93 44.46 44.69 45.66  48.69 

4 12  1808 43.98 44.39 43.89 45.66 44.42 46.56  46.56 

5 9  1878 33.09 39.80   X 37.93 45.69 35.95  45.69 

6 13   808 42.92   X 41.47 43.88 32.16 36.14  43.88 

7 7  3125 39.81 39.23 41.70 39.03 38.27   X  41.70 

8 10  1103   X 38.94 40.29 33.98 40.60 37.16  40.60 

9 11   249 37.48 37.88 38.19  38.19 

10 3   836 29.40 32.00 32.26  32.26 

11 1  1578 19.54 22.34 29.28  29.28 

12 5  1465 26.31 26.23 27.21  27.21 

13 4  1186 26.91   X 22.97  26.91 

14 6  1880 25.56 26.88   X  26.88 

15 2  1462   X 25.25   X  25.25 

16  2756

17   172



予選 7月13日 12:05
決勝 7月13日 15:05

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速  0.0

 1 秋山 恵澄(1) 中学     13.56  1 宮川 哲(1) 中学     13.48 
ｱｷﾔﾏ ｹｲﾄ 浅間中 ﾐﾔｶﾞﾜ ｻﾄｼ 常盤中

 2 澤田 琉斗(1) 中学     14.24  2 古川 綾斗(2) 中学     13.54 
ｻﾜﾀ ﾞﾘｭｳﾄ 木島平中 ﾌﾙｶﾜ ｱﾔﾄ 裾花中

 3 大澤 直道(1) 中学     14.61  3 加藤 一弥(2) 中学     13.73 
ｵｵｻﾜ ﾅｵﾐﾁ 野沢中 ｶﾄｳ ｶｽﾞﾔ 裾花中

 4 丸山 匠(1) 中学     14.62  4 小林 蓮門(1) 中学     13.87 
ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ 常盤中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝﾄ 野沢中

 5 本澤 彩翔(1) 中学     14.64  5 佐藤 悠輝(1) 中学     14.00 
ﾓﾄｻﾞﾜ ｱﾔﾄ 木島平中 ｻﾄｳ ﾕｳｷ 上田第一中

 6 荻原 晴斗(1) 中学     15.18  6 早川 湊人(1) 中学     14.24 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾊﾙﾄ 木島平中 ﾊﾔｶﾜ ｶﾅﾄ 上田第一中

 7 山崎 礼斗(1) 中学     16.23  7 森角 魁斗(1) 中学     14.39 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾗｲﾄ 木島平中 ﾓﾘｶｸ ｶｲﾄ 軽井沢中
津留 拓哉(1) 中学  8 石橋 永輝(1) 中学     15.26 
ﾂﾙ ﾀｸﾔ 東御東部中 ｲｼﾊﾞｼ ｴｲｷ 裾花中

[ 3組] 風速 +1.0 [ 4組] 風速 +0.5

 1 下田 真斗(1) 中学     13.30  1 加藤 颯人(3) 中学     13.21 
ｼﾓﾀﾞ  ﾏﾅﾄ 中野平中 ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 軽井沢中

 2 湯本 毅郎(1) 中学     13.67  2 篠田 啓太(1) 中学     13.91 
ﾕﾓﾄ ﾀｹﾛｳ 高社中 ｼﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 上田第四中

 3 佐藤 義明(1) 中学     13.92  3 上野 新太(2) 中学     13.95 
ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ 東御東部中 ｳｴﾉ ｱﾗﾀ 高社中

 4 峯村 寛大(1) 中学     13.92  4 高津 玲(1) 中学     14.02 
ﾐﾈﾑﾗ ｶﾝﾀ 木島平中 ﾀｶﾂ ﾚｲ 高社中

 5 片山 健(1) 中学     13.97  5 田中 流星(1) 中学     14.11 
ｶﾀﾔﾏ  ｹﾝ 中野平中 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ 上田第二中

 6 柏木 健太(1) 中学     14.43  6 柳澤 透偉(2) 中学     14.37 
ｶｼﾜｷﾞ ｹﾝﾀ 上田第一中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｳｲ 浅間中

 7 北村 櫂(2) 中学     15.05  7 山本 祐弥(2) 中学     14.57 
ｷﾀﾑﾗ ｶｲ 上田第五中 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 小諸東中

 8 齋藤 黎(2) 中学     15.47  8 塚田 陽音(1) 中学     15.02 
ｻｲﾄｳ ﾚｲ 高社中 ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 東御東部中

[ 5組] 風速 +2.7 [ 6組] 風速 +2.7

 1 塩原 拓実(2) 中学     12.90  1 下田 知樹(2) 中学     12.68 
ｼｵﾊﾗ ﾀｸﾐ 裾花中 ｼﾓﾀﾞ ﾄﾓｷ 常盤中

 2 竹内 睦喜(1) 中学     13.13  2 小山 翔平(2) 中学     12.81 
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 野沢中 ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 望月AC

 3 伊東 海翔(1) 中学     13.19  3 豊島 誉夫(3) 中学     13.17 
ｲﾄｳ ｶｲﾄ 上田第四中 ﾄﾖｼﾏ ﾀｶｵ 浅間中

 4 山浦 雅斗(2) 中学     13.20  4 有井 祥悟(2) 中学     13.38 
ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 望月AC ｱﾘｲ ｼｮｳｺﾞ 野沢中

 5 町田 煌季(1) 中学     13.37  5 柳澤 孔軌(2) 中学     13.42 
ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｷ 高社中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 望月AC

 6 花見 唯斗(1) 中学     13.57  6 後藤 穂高(2) 中学     13.53 
ﾊﾅﾐ ﾕｲﾄ 上田第五中 ｺﾞﾄｳ  ﾎﾀｶ 中野平中

 7 林 琉昊(1) 中学     14.01  7 與川 竜陽(1) 中学     14.30 
ﾊﾔｼ ﾙｲｺﾞ 上田第五中 ﾖｶﾜ ﾘｭｳﾋ 東御東部中
工藤 優真(1) 中学 金子 綾斗(2) 中学
ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 野沢中 ｶﾈｺ ｱﾔﾄ 上田第五中

[ 7組] 風速 +1.1 [ 8組] 風速 +0.8

 1 西田 陸人(2) 中学     12.42  1 木内 心大(3) 中学     12.14 
ﾆｼﾀ ﾘｸﾄ 上田第四中 ｷｳﾁ ｺｺﾛ 浅間中

 2 中村 俊介(3) 中学     12.79  2 佐藤 将大(3) 中学     12.37 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 更北中 ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 浅間中

 3 鎌田 蒼生(3) 中学     12.82  3 高橋 旭輝(2) 中学     12.54 
ｶﾏﾀ ｿｵ 更北中 ﾀｶﾊｼ ｱｻｷ 高社中

 4 若林 太翔(2) 中学     12.88  4 伊藤 良真(2) 中学     12.65 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾄ 高社中 ｲﾄｳ ﾘｮｳﾏ 宮川RC

 5 伊藤 燦(1) 中学     13.02  5 池田 翼(3) 中学     12.75 
ｲﾄｳ ｻﾝ 裾花中 ｲｹﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ 更北中

 6 安田 雄祈(2) 中学     13.15  6 田下 輝稀(2) 中学     12.90 
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ 東御東部中 ﾀｼﾀ ｺｳｷ 浅間中

 7 尾﨑 蒼太(1) 中学     14.24  7 大井 奏汰(3) 中学     13.05 
ｵｻﾞｷ ｿｳﾀ 上田第一中 ｵｵｲ ｿｳﾀ 浅間中
藤原 颯槻(3) 中学  8 柳澤 剛生(3) 中学     13.13 
ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳｷ 三郷中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺﾞｳｷ 裾花中

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

中学男子

100m

予選 通過基準  11組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順
6  4144 8  4895

7  5038 7  5720

2  4073 1  5741

8  4894 5  4076

3  5039 6  8813

5  5033 2  8816

1  5035 4  4211

4  4398 3  5744
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
3  5104 5  4244

4  5155 3  4654

5  4395 8  5148

2  5034 2  5154

1  5103 1  4607

8  8815 7  4152

7  4679 4  4287

6  5149 6  4396

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
5  5731 4  4886

1  4078 1   279

8  4647 3  4131

7   281 8  4101

6  5156 7   270

2  4681 5  5100

4  4682 6  4390

3  4074 2  4678
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
2  4645 6  4133

1  6005 4  4146

7  6003 7  5151

6  5153 1  7843

3  5744 3  6013

4  4391 2  4149

8  8814 8  4132

5  6723 5  5740
欠場



[ 9組] 風速 +2.5 [ 10組] 風速 +0.7

 1 水野 大地(3) 中学     11.28 q  1 髙木 柚希(2) 中学     11.66 q
ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ 長野東部中 ﾀｶｷﾞ  ﾕｽﾞｷ 中野平中

 2 夏目 士瑠(3) 中学     11.65 q  2 内海 亮平(3) 中学     11.84 q
ﾅﾂﾒ ｼﾘｭｳ 裾花中 ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ 上田第一中

 3 山崎 聡一朗(2) 中学     11.87 q  3 丸山 昴(2) 中学     11.87 q
ﾔﾏｻﾞｷ  ｿｳｲﾁﾛｳ 中野平中 ﾏﾙﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ 常盤中

 4 上原 良太(3) 中学     12.01  4 藤原 陸生(3) 中学     11.95 q
ｳｴﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 更北中 ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｷ 浅間中

 5 南澤 爽太(3) 中学     12.05  5 西 俊弥(2) 中学     12.05 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 小諸東中 ﾆｼ ｼｭﾝﾔ 上田第五中

 6 木内 光波(1) 中学     12.22  6 宮澤 健人(2) 中学     12.32 
ｷｳﾁ ｺｳﾊ 浅間中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 浅間中

 7 戸枝 篤志(2) 中学     12.26  7 峯村 享明 中学     12.82 
ﾄｴﾀﾞ ｱﾂｼ 望月AC ﾐﾈﾑﾗ ﾐﾁｱｷ 北安松川中

 8 樋口 優宝(2) 中学     12.31 寺島 恒輔(3) 中学
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾎ 上田第四中 ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 望月AC

[ 11組] 風速 +1.4

 1 小林 碧空(2) 中学     11.75 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月AC

 2 足立 晃悠(3) 中学     12.12 
ｱﾀﾞﾁ ﾃﾙﾁｶ 浅間中

 3 井尻 晴登(3) 中学     12.17 
ｲｼﾞﾘ ﾊﾙﾄ 上田第一中

 4 宮本 昇舞(2) 中学     12.17 
ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ 裾花中

 4 中谷 息吹(3) 中学     12.17 
ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ 三郷中

 6 熊谷 槍一(2) 中学     12.22 
ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ 上田第四中
中澤 光希(3) 中学
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 東御東部中

風速 +1.3

 1 水野 大地(3) 中学     11.37 
ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ 長野東部中

 2 髙木 柚希(2) 中学     11.62 
ﾀｶｷﾞ  ﾕｽﾞｷ 中野平中

 3 内海 亮平(3) 中学     11.68 
ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ 上田第一中

 4 山崎 聡一朗(2) 中学     11.77 
ﾔﾏｻﾞｷ  ｿｳｲﾁﾛｳ 中野平中

 5 夏目 士瑠(3) 中学     11.82 
ﾅﾂﾒ ｼﾘｭｳ 裾花中

 6 小林 碧空(2) 中学     11.84 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月AC

 7 丸山 昴(2) 中学     11.86 
ﾏﾙﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ 常盤中
藤原 陸生(3) 中学
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｷ 浅間中

中学男子

100m

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  5496 7  5102

2  5711 3  4594

8  5101 5  4880

5  5996 2  4141

3  4296 4  4676

1  4157 8  4151

4   282 1  6776

7  4652 6   280
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   277

5  4145

4  4596

2  5729

7  6717

8  4646

3  8777
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  5496

4  5102

7  4594

2  5101

5  5711

6   277

8  4880

1  4141
欠場



決勝 7月13日  9:55

 1 田所 夢太郎(3) 中学   9,10.73 
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ 富士見中

 2 田下 輝稀(2) 中学  10,13.56 
ﾀｼﾀ ｺｳｷ 浅間中

 3 大神 健太(3) 中学  10,16.83 
ｵｵｶﾞﾐ ｹﾝﾀ 丸子中

 4 田幸 瞭(3) 中学  10,27.00 
ﾀｺｳ ﾘｮｳ 常盤中

 5 嶋田 大輝(2) 中学  10,32.60 
ｼﾏﾀﾞ ﾀﾞｲｷ 高社中

 6 内藤 悠大(2) 中学  10,43.62 
ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 小諸東中

 7 中山 瑛生(2) 中学  10,44.13 
ﾅｶﾔﾏ ｴｲｷ 浅間中

 8 白井充大(2) 中学  10,50.18 
ｼﾗｲ ﾐﾋﾛ 依田窪

 9 大井 奏汰(3) 中学  10,52.06 
ｵｵｲ ｿｳﾀ 浅間中

10 新井 拓実(2) 中学  10,54.18 
ｱﾗｲ ﾀｸﾐ 上田第三中

11 齋藤 黎(2) 中学  10,54.84 
ｻｲﾄｳ ﾚｲ 高社中

12 土屋 聖瑛(2) 中学  10,55.77 
ﾂﾁﾔ ｾｲｱ 小諸東中

13 京野 倖太(3) 中学  10,56.14 
ｷｮｳﾉ ｺｳﾀ 浅間中

14 豊島 誉夫(3) 中学  11,00.98 
ﾄﾖｼﾏ ﾀｶｵ 浅間中

15 金子 倖大(1) 中学  11,03.90 
ｶﾈｺ  ｺｳﾀ T&F佐久平

16 阿部 良祐(2) 中学  11,09.13 
ｱﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 小諸東中

17 坂口 光志(1) 中学  11,22.03 
ｻｶｸﾞ ﾁｺｳｼ 木島平中

18 峯村 享明 中学  11,22.29 
ﾐﾈﾑﾗ ﾐﾁｱｷ 北安松川中

19 山越 暖(2) 中学  11,22.31 
ﾔﾏｺｼ ﾀﾞﾝ 小諸東中

20 小林 蓮門(1) 中学  12,20.99 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝﾄ 野沢中

21 渡邉 優翔(1) 中学  13,32.18 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾄ 木島平中
湯本 眞生(3) 中学
ﾕﾓﾄ ﾏｲｸ 木島平中
椚原 嵩(2) 中学
ｸﾇｷﾞﾊﾗ ｼｭｳ 木島平中

8  5026
欠場

14  5036

2  5025
欠場

4  4302

19  4076

12  5037

1  6776

7  4065

16  4305

11  4134

9  4131

5  5149

22  4309

3  4132

18  4635

15  4150

10  4527

13  5150

20  4306

6  4479

23  4877

17  7927
大会新

21  4149

中学男子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 7月13日  9:20
決勝 7月13日 14:40

[ 1組] 風速 +2.6 [ 2組] 風速 +1.5

 1 内海 亮平(3) 中学     14.57 q  1 古村 拓海(3) 中学     15.04 q
ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ 上田第一中 ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ 浅間中

 2 菊池 優介(2) 中学     15.38 q  2 木内 心大(3) 中学     16.00 q
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 浅間中 ｷｳﾁ ｺｺﾛ 浅間中

 3 坂口 和音(2) 中学     17.07 q  3 降幡 諒成(2) 中学     16.36 q
ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ 上田第一中 ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 上田第五中

 4 小林 草太(2) 中学     17.89 q  4 新井 アンジ(2) 中学     18.66 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 軽井沢中 ｱﾗｲ ｱﾝｼﾞ 上田第一中

 5 川村 佐助(2) 中学     18.07 q  5 櫻井 絢悠(2) 中学     18.92 
ｶﾜﾑﾗ ｻｽｹ 上田第一中 ｻｸﾗｲ ｹﾝﾕｳ 野沢中

 6 古田 力斗(3) 中学     18.83  6 尾﨑 蒼太(1) 中学     19.74 
ﾌﾙﾀ ﾘｷﾄ 東御東部中 ｵｻﾞｷ ｿｳﾀ 上田第一中

 7 佐藤 悠輝(1) 中学     20.07 井尻 晴登(3) 中学
ｻﾄｳ ﾕｳｷ 上田第一中 ｲｼﾞﾘ ﾊﾙﾄ 上田第一中
金子 綾斗(2) 中学
ｶﾈｺ ｱﾔﾄ 上田第五中

風速 +2.0

 1 内海 亮平(3) 中学     14.60 
ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ 上田第一中

 2 古村 拓海(3) 中学     14.77 
ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ 浅間中

 3 菊池 優介(2) 中学     15.35 
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 浅間中

 4 木内 心大(3) 中学     15.75 
ｷｳﾁ ｺｺﾛ 浅間中

 5 坂口 和音(2) 中学     16.63 
ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ 上田第一中

 6 降幡 諒成(2) 中学     16.77 
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 上田第五中

 7 小林 草太(2) 中学     17.17 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 軽井沢中

 8 川村 佐助(2) 中学     18.46 
ｶﾜﾑﾗ ｻｽｹ 上田第一中

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

中学男子

110mH

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順
1  4594 5  4130

4  4148 3  4133

5  8810 7  4677

6  4246 6  8811

7  8812 8  4106

8  8772 4  8814

3  8813 2  4596
失格

2  4678
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  4594

6  4130

4  4148

3  4133

8  8810

7  4677

1  4246

2  8812



決勝 7月13日 16:35

[ 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 常盤中A  4881 青木 駿二(2)     50.20  1   3 浅間中B  4157 木内 光波(1)     48.29 

ﾄｷﾜﾁｭｳ ｱｵｷ ｼｭﾝｼﾞ ｱｻﾏ ｷｳﾁ ｺｳﾊ
 4886 下田 知樹(2)  4148 菊池 優介(2)

ｼﾓﾀﾞ ﾄﾓｷ ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ
 4895 宮川 哲(1)  4144 秋山 恵澄(1)

ﾐﾔｶﾞﾜ ｻﾄｼ ｱｷﾔﾏ ｹｲﾄ
 4880 丸山 昴(2)  4151 宮澤 健人(2)

ﾏﾙﾔﾏ ｽﾊﾞﾙ ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ
 2   6 上田第四中  4652 樋口 優宝(2)     50.41  2   4 長野東部中  5498 寺嶋 玲音(3)     49.25 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳ ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾎ ﾅｶﾞﾉﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾃﾗｼﾏ ﾚｵ
 4647 伊東 海翔(1)  5491 大塚 悠生(3)

ｲﾄｳ ｶｲﾄ ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ
 4654 篠田 啓太(1)  5497 山口 大輝(3)

ｼﾉﾀﾞ ｹｲﾀ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ
 4646 熊谷 槍一(2)  5496 水野 大地(3)

ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ ﾐｽﾞﾉ ﾀﾞｲﾁ
 3   5 高社中  5156 町田 煌季(1)     50.59  3   7 東御東部中A  8775 福島 大志郎(3)     52.16 

ｺｳｼｬﾁｭｳ ﾏﾁﾀﾞ ｺｳｷ ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾌｸｼﾏ ﾀｲｼﾛｳ
 5151 高橋 旭輝(2)  8778 備後 琉空(2)

ﾀｶﾊｼ ｱｻｷ ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ
 5155 湯本 毅郎(1)  8772 古田 力斗(3)

ﾕﾓﾄ ﾀｹﾛｳ ﾌﾙﾀ ﾘｷﾄ
 5153 若林 太翔(2)  8773 宮下 輝海(3)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾄ ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾐ
 4   8 常盤中B  4887 湯本 透(2)     56.65  4   5 東御東部中B  4396 塚田 陽音(1)     54.63 

ﾄｷﾜﾁｭｳ ﾕﾓﾄ ﾄｵﾙ ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ
 4894 丸山 匠(1)  4391 安田 雄祈(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾀｸﾐ ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ
 4882 市川 優斗(2)  4390 與川 竜陽(1)

ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾄ ﾖｶﾜ ﾘｭｳﾋ
 4885 宮前 拓海(2)  4395 佐藤 義明(1)

ﾐﾔﾏｴ ﾀｸﾐ ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ
  3 上田第五中   8 更北中B  6006 前山 飛晴(3)

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ 欠場 ｺｳﾎｸﾁｭｳ ﾏｴﾔﾏ ﾋﾊﾙ 失格
 6003 鎌田 蒼生(3)

ｶﾏﾀ ｿｵ
 6005 中村 俊介(3)

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ
 6008 竹内 大翔(3)

ﾀｹｳﾁ ﾋﾛﾄ
  7 木島平中   6 中野平中

ｷｼﾞﾏﾀﾞｲﾗﾁｭｳ 欠場 ﾅｶﾉﾀﾞｲﾗﾁｭｳ 欠場

中学男子

4x100mR

決勝



[ 3組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 浅間中A  4145 足立 晃悠(3)     46.06 

ｱｻﾏ ｱﾀﾞﾁ ﾃﾙﾁｶ 大会新
 4146 佐藤 将大(3)

ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ
 4141 藤原 陸生(3)

ﾌｼﾞﾜﾗ ﾘｷ
 4130 古村 拓海(3)

ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ
 2   7 裾花中A  5714 茅野 雅也(3)     46.75 

ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ ﾁﾉ ﾏｻﾔ 大会新
 5711 夏目 士瑠(3)

ﾅﾂﾒ ｼﾘｭｳ
 5744 伊藤 燦(1)

ｲﾄｳ ｻﾝ
 5715 德永 龍亮(3)

ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｭｳｽｹ
 3   4 更北中A  6009 前山 響矢(3)     47.64 

ｺｳﾎｸﾁｭｳ ﾏｴﾔﾏ ｷｮｳﾔ
 6013 池田 翼(3)

ｲｹﾀﾞ ﾂﾊﾞｻ
 6010 足立 蒼太(3)

ｱﾀﾞﾁ ｿｳﾀ
 5996 上原 良太(3)

ｳｴﾊﾗ ﾘｮｳﾀ
 4   8 望月AC   281 山浦 雅斗(2)     48.61 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ
  277 小林 碧空(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ
  279 小山 翔平(2)

ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ
  282 戸枝 篤志(2)

ﾄｴﾀﾞ ｱﾂｼ
 5   6 裾花中B  5731 塩原 拓実(2)     48.69 

ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ ｼｵﾊﾗ ﾀｸﾐ
 5725 吉原 悠(2)

ﾖｼﾊﾗ ﾕｳ
 5723 多門 龍音(2)

ﾀﾓﾝ ﾘｭｳﾄ
 5729 宮本 昇舞(2)

ﾐﾔﾓﾄ ｼｮｳﾌﾞ

   1 浅間中A     46.06大会新 足立 晃悠(3) 佐藤 将大(3) 藤原 陸生(3) 古村 拓海(3)   3   1
   2 裾花中A     46.75大会新 茅野 雅也(3) 夏目 士瑠(3) 伊藤 燦(1) 德永 龍亮(3)   3   2
   3 更北中A     47.64 前山 響矢(3) 池田 翼(3) 足立 蒼太(3) 上原 良太(3)   3   3
   4 浅間中B     48.29 木内 光波(1) 菊池 優介(2) 秋山 恵澄(1) 宮澤 健人(2)   2   1
   5 望月AC     48.61 山浦 雅斗(2) 小林 碧空(2) 小山 翔平(2) 戸枝 篤志(2)   3   4
   6 裾花中B     48.69 塩原 拓実(2) 吉原 悠(2) 多門 龍音(2) 宮本 昇舞(2)   3   5
   7 長野東部中     49.25 寺嶋 玲音(3) 大塚 悠生(3) 山口 大輝(3) 水野 大地(3)   2   2
   8 常盤中A     50.20 青木 駿二(2) 下田 知樹(2) 宮川 哲(1) 丸山 昴(2)   1   1
   9 上田第四中     50.41 樋口 優宝(2) 伊東 海翔(1) 篠田 啓太(1) 熊谷 槍一(2)   1   2
  10 高社中     50.59 町田 煌季(1) 高橋 旭輝(2) 湯本 毅郎(1) 若林 太翔(2)   1   3
  11 東御東部中A     52.16 福島 大志郎(3)備後 琉空(2) 古田 力斗(3) 宮下 輝海(3)   2   3
  12 東御東部中B     54.63 塚田 陽音(1) 安田 雄祈(2) 與川 竜陽(1) 佐藤 義明(1)   2   4
  13 常盤中B     56.65 湯本 透(2) 丸山 匠(1) 市川 優斗(2) 宮前 拓海(2)   1   4

中学男子

4x100mR

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 順位



決勝 7月13日 11:30

1m81
古村 拓海(3) 中学 - - - - - - O XO O O
ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ 浅間中 XXX
櫻井 絢悠(2) 中学 - O O XO XO XXX
ｻｸﾗｲ ｹﾝﾕｳ 野沢中
浅野 珂生(2) 中学 O XO XO O XXX
ｱｻﾉ ｶｲ 相森中
降幡 諒成(2) 中学 O XO XXO XO XXX
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 上田第五中
小林 草太(2) 中学 XO O XXO XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 軽井沢中
古田 力斗(3) 中学 XO XO XXX - -
ﾌﾙﾀ ﾘｷﾄ 東御東部中
山本 祐弥(2) 中学 XXX 記録なし
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 小諸東中
川村 佐助(2) 中学 XXX 記録なし
ｶﾜﾑﾗ ｻｽｹ 上田第一中

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
1m35 1m40 1m75 1m781m55 1m60 1m65 1m70

記録 備考

1 8  4130  1.78

1m45 1m50
氏  名 所属名

2 7  4106  1.55

3 4  4923  1.50

 4287

4 5  4677  1.50

5 6  4246  1.45

2  8812

6 3  8772  1.40

1



決勝 7月13日  9:30

3m40 3m50 3m60 3m70
中谷 息吹(3) 中学 - - - - - - - - - -
ﾅｶﾔ ｲﾌﾞｷ 三郷中 XO - XXO XXX
湯本 透(2) 中学 - O O O O XO XXX
ﾕﾓﾄ ﾄｵﾙ 常盤中
新井 翔太(3) 中学 - - - - O XO XXX
ｱﾗｲ ｼｮｳﾀ 上田第一中
徳嶽 温仁(3) 中学 - - O O XXX
ﾄｸﾀｹ ﾊﾙﾄ 上田第一中
宮前 拓海(2) 中学 - O O XXO XXX
ﾐﾔﾏｴ ﾀｸﾐ 常盤中
千葉 正佳(1) 中学 O XO O XXX
ﾁﾊﾞ ﾏｻﾖｼ 常盤中
北村 櫂(2) 中学 - O XXX
ｷﾀﾑﾗ ｶｲ 上田第五中
伊藤 琉河(1) 中学 XO XXX
ｲﾄｳ ﾘｭｳｶﾞ 常盤中
柏木 健太(1) 中学 XXO XXX
ｶｼﾜｷﾞ ｹﾝﾀ 上田第一中
早川 湊人(1) 中学 XXX
ﾊﾔｶﾜ ｶﾅﾄ 上田第一中
藤原 颯槻(3) 中学 欠場
ﾌｼﾞﾜﾗ ｿｳｷ 三郷中

2m60 2m80 3m00 3m10

中学男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m80 2m00 3m20 3m30

記録 備考

1 11  6717  3.60

2m20 2m40

2 8  4887  2.80

2 10  4593  2.80

4 7  4595  2.40

5 6  4885  2.40

6 4  4893  2.20

7 5  4679  2.00

8 2  4896  1.80

9 1  8815  1.80

3  8816

9  6723



決勝 7月13日 10:40

小林 碧空(2) 中学   6.00    X   5.88    X    X   6.27    6.27 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月AC   -2.0   -0.7   -0.5    -0.5
荒井 陽呂実(2) 中学   5.88   5.73   5.86    -    X   6.05    6.05 
ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 上田第三中   -1.2   -0.6   -1.3   -0.8    -0.8
大塚 悠生(3) 中学    X   5.67   4.98   5.92   5.68   4.84    5.92 
ｵｵﾂｶ ﾕｳｷ 長野東部中   -1.5   -1.0   -0.8   -1.7   -1.6    -0.8
吉原 悠(2) 中学   5.11   5.48   5.22   5.29   5.44   4.13    5.48 
ﾖｼﾊﾗ ﾕｳ 裾花中   -1.9   -1.4   -1.2   -1.1   -0.6   -1.0    -1.4
南澤 爽太(3) 中学   5.43    X    X   5.32    X   5.46    5.46 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 小諸東中   -1.2   -1.4   -1.1    -1.1
西 俊弥(2) 中学    X   5.30    X   5.36    X   5.04    5.36 
ﾆｼ ｼｭﾝﾔ 上田第五中   -1.0   -1.8   -1.5    -1.8
小林 廉(3) 中学   5.23   5.22   5.29   5.30   5.30   5.22    5.30 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 上田第五中   -2.1   -1.6   -1.7   -1.9   -0.6   -1.9    -1.9
木内 光波(1) 中学   5.22   4.96   5.03    5.22 
ｷｳﾁ ｺｳﾊ 浅間中   -1.8   -0.9   -0.9    -1.8
中村 俊介(3) 中学   5.21    -    -    5.21 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾝｽｹ 更北中   -1.8    -1.8
樋口 優宝(2) 中学    X   5.15    X    5.15 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾎ 上田第四中   -0.9    -0.9
寺嶋 玲音(3) 中学   4.90   4.91   5.12    5.12 
ﾃﾗｼﾏ ﾚｵ 長野東部中   -1.3   -1.5   -1.1    -1.1
高橋 旭輝(2) 中学   4.80   5.10   4.34    5.10 
ﾀｶﾊｼ ｱｻｷ 高社中   -2.0   -1.4   -1.2    -1.4
戸枝 篤志(2) 中学   4.91   4.95   4.87    4.95 
ﾄｴﾀﾞ ｱﾂｼ 望月AC   -2.3   -1.5   -1.3    -1.5
西田 陸人(2) 中学   4.86   4.89    -    4.89 
ﾆｼﾀ ﾘｸﾄ 上田第四中   -1.0   -1.6    -1.6
柿澤 一護(1) 中学   4.74   4.74    X    4.74 
ｶｷｻﾞﾜ ｲﾁｺﾞ 裾花中   -1.9   -1.6    -1.9
柳澤 孔軌(2) 中学   4.73    X    X    4.73 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 望月AC   -2.6    -2.6
山口 大輝(3) 中学   4.65   3.16   4.71    4.71 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 長野東部中   -1.8   -0.5   -1.7    -1.7
山浦 雅斗(2) 中学   4.40   4.09   2.68    4.40 
ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 望月AC   -1.7   -1.7   -1.3    -1.7
工藤 優真(1) 中学   3.65    X   4.39    4.39 
ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 野沢中   -1.3   -1.3    -1.3
青木 駿二(2) 中学   4.38   4.35   4.37    4.38 
ｱｵｷ ｼｭﾝｼﾞ 常盤中   -1.7   -0.9   -1.2    -1.7
宮下 輝海(3) 中学   3.83   3.13   4.25    4.25 
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾐ 東御東部中   -1.8   -1.0   -0.7    -0.7
花見 唯斗(1) 中学   3.96   3.80   4.18    4.18 
ﾊﾅﾐ ﾕｲﾄ 上田第五中   -1.0   -1.0   -2.1    -2.1
安本 桜太郎(2) 中学   4.13   4.05   4.08    4.13 
ﾔｽﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ 東御東部中   -1.8   -1.4   -1.3    -1.8
横山 廉汰郎(2) 中学   4.03   4.08   3.78    4.08 
ﾖｺﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ 東御東部中   -2.4   -2.1   -0.8    -2.1
市川 優斗(2) 中学   3.97   3.87   3.79    3.97 
ｲﾁｶﾜ ﾕｳﾄ 常盤中   -0.8   -1.6   -0.5    -0.8
林 琉昊(1) 中学   3.49   3.69   3.63    3.69 
ﾊﾔｼ ﾙｲｺﾞ 上田第五中   -0.8   -1.5   -0.6    -1.5
塚田 陽音(1) 中学   3.52   3.52   3.59    3.59 
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 東御東部中   -1.3   -1.3   -1.2    -1.2
柳澤 透偉(2) 中学    X    X    X 記録なし
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｳｲ 浅間中
德永 龍亮(3) 中学    X    X    X 記録なし
ﾄｸﾅｶﾞ ﾘｭｳｽｹ 裾花中
丹羽 丈琉(1) 中学 欠場
ﾆﾜ ﾀｹﾙ 上田第四中
宮川 哲(1) 中学 欠場
ﾐﾔｶﾞﾜ ｻﾄｼ 常盤中
足立 晃悠(3) 中学 欠場
ｱﾀﾞﾁ ﾃﾙﾁｶ 浅間中
佐藤 将大(3) 中学 欠場
ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 浅間中
寺島 恒輔(3) 中学 欠場
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 望月AC

中学男子

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- 記録 備考
1 31   277

2 34  4636

3 28  5491

4 23  5725

5 29  4296

6 30  4676

7 26  4675

8 27  4157

9 21  6005

10 22  4652

11 18  5498

12 19  5151

13 20   282

14 24  4645

15 8  5750

16 12   270

17 16  5497

18 10   281

19 14  4074

20 17  4881

21 7  8773

22 6  4681

23 13  8774

24 9  4393

25 3  4882

26 2  4682

27 4  4396

28 1  4152

28 25  5715

5  4650

11  4895

15  4145

32  4146

33   280



決勝 7月13日 10:40

田近 資武(3) 中学 大会新
ﾀﾁﾞｶ ﾓﾄﾑ 王滝中
小山 翔平(2) 中学
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 望月AC
小林 一成(3) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ 浅間中
別府 颯空(2) 中学 欠場
ﾍﾞｯﾌﾟ ﾘｭｳｸ 東御東部中

中学男子

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- 記録 備考
1 4  6332   X   X 10.53 12.17   X 12.19  12.19 

2 3   279  9.05  8.94  8.73  8.92   X  9.20   9.20 

3 2  4139  6.78  7.45   X

1  8779

 7.56  7.33  6.65   7.56 



決勝 7月13日 11:20

手塚 嵐太(3) 中学
ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ 小諸東中
垣内 司(3) 中学
ｶｷｳﾁ ﾂｶｻ 篠ﾉ井西中
菊池 優介(2) 中学
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 浅間中
伊藤 燦(1) 中学
ｲﾄｳ ｻﾝ 裾花中
有井 祥悟(2) 中学
ｱﾘｲ ｼｮｳｺﾞ 野沢中
備後 琉空(2) 中学
ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ 東御東部中
京野 倖太(3) 中学
ｷｮｳﾉ ｺｳﾀ 浅間中
小林 一成(3) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ 浅間中

18.88 17.33 19.06  19.55 

16.33 16.33 22.69  22.69 

8 2  4139 18.10 17.33 19.55

21.73 18.40 22.98  22.98 

7 1  4134   - 14.77 14.79

 28.29 

6 5  8778  8.88 19.04 14.38

21.95 20.40 31.17  32.78 

5 3  4101 23.36 22.10 28.29

45.03 42.71 47.36  49.47 

4 6  5744 32.78 31.15 27.64

50.18 42.93 42.58  52.38 

3 4  4148 41.87 49.47 47.16

49.99 49.71 52.88  52.88 

2 7  5878 47.30 46.01 52.38

1 8  4293 46.57 49.45 50.13

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子

ジャベリックスロー  

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 7月13日 11:05

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +2.6

 1 柳原 琉良(4) 小学     16.80  1 増田 大誠(4) 小学     15.99 
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ  ﾙｲ T&F佐久平 ﾏｽﾀﾞ ﾀｲｾｲ 真田陸上教室

 2 関口 誠人(4) 小学     17.57  2 山口 穂高(4) 小学     16.10 
ｾｷｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 真田陸上教室 ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾎﾀｶ T&F佐久平

 3 一之瀬 大雅(5) 小学     18.09  3 寺嶋 陸磨(4) 小学     16.28 
ｲﾁﾉｾ ﾀｲｶﾞ 真田陸上教室 ﾃﾗｼﾏ ﾘｸﾏ 真田陸上教室

 4 宮脇 凛同(4) 小学     18.24  4 清水 瑛太(4) 小学     16.63 
ﾐﾔﾜｷ ﾘﾝﾄﾞｳ 真田陸上教室 ｼﾐｽﾞ ｴｲﾀ 東御市陸上教室

 5 荻原 剛史(4) 小学     18.34  5 渋沢 俐月(5) 小学     16.84 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾂﾖｼ 東御市陸上教室 ｼﾌﾞｻﾜ ﾘﾂｷ 真田陸上教室

 6 若林 快飛(4) 小学     18.81  6 天野 夏樹之助(5)小学     16.84 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 真田陸上教室 ｱﾏﾉ  ﾅﾂｷﾉｽｹ T&F佐久平

 7 内山 煉大郎(4) 小学     19.11  7 永井 浩志(5) 小学     16.94 
ｳﾁﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ 真田陸上教室 ﾅｶﾞｲ ｺｳｼ 真田陸上教室

 8 内藤 竜介(4) 小学     19.13  8 三井 莉玖(4) 小学     17.71 
ﾅｲﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 東御市陸上教室 ﾐﾂｲ ﾘｸ 真田陸上教室

[ 3組] 風速 +1.9 [ 4組] 風速 +0.6

 1 清野 兼宥(4) 小学     16.33  1 伊藤 蓮(6) 小学     15.03 
ｷﾖﾉ ｹﾝｳ 望月AC ｲﾄｳ ﾚﾝ 真田陸上教室

 2 深井 漣晟(4) 小学     16.45  2 柳澤 雄飛(4) 小学     15.57 
ﾌｶｲ ﾚﾝｾｲ 上田JSC ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 望月AC

 3 伊東 吾郎(5) 小学     16.49  3 高見澤 衣吹(5) 小学     15.71 
ｲﾄｳ ｺﾞﾛｳ 真田陸上教室 ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久平

 4 鈴木 巴琥(4) 小学     17.21  4 丸山 輝南(4) 小学     16.34 
ｽｽﾞｷ ﾊｸ 千代田AC(静岡) ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅﾀ 上田JSC

 5 山宮 圭貴(4) 小学     17.30  5 伊藤 漣(4) 小学     16.49 
ﾔﾏﾐﾔ ｷﾖﾀｶ 真田陸上教室 ｲﾄｳ ﾚﾝ 安茂里小

 6 阿部 壮甫(4) 小学     17.47  6 橋詰 きよ(4) 小学     16.69 
ｱﾍﾞ ｿｳｽｹ NDFｼﾞｭﾆｱ ﾊｼﾂﾞﾒ ｷﾖ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 7 小松 希光(4) 小学     17.62  7 松澤 登梧(4) 小学     16.98 
ｺﾏﾂ ﾉｿﾞﾐ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾏﾂｻﾞﾜ ﾄｳｺﾞ 千代田AC(静岡)
小林 陽友(4) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾕｳ 木島平小

[ 5組] 風速 +1.4 [ 6組] 風速 +1.9

 1 辻本 奄汰(6) 小学     15.13  1 楜澤 功大(6) 小学     15.10 
ﾂｼﾞﾓﾄ ｴﾝﾀ 真田陸上教室 ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 北安松川小

 2 石井 湊土(4) 小学     15.39  2 竹内 勇椅(6) 小学     15.27 
ｲｼｲ ﾐﾅﾄ 上田JSC ﾀｹｳﾁ  ﾕｳｲ T&F佐久平

 3 清水 大我(5) 小学     15.46  3 油井 柊磨(4) 小学     15.38 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｶﾞ 真田陸上教室 ﾕｲ  ｼｭｳﾏ T&F佐久平

 4 甘利 颯士(4) 小学     15.91  4 坂口 日成(4) 小学     16.05 
ｱﾏﾘ ｿｳｼ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾅｾ 上田JSC

 5 遠藤 大志(6) 小学     15.93  5 山浦 英純(4) 小学     16.10 
ｴﾝﾄﾞｳ  ﾀｲｼ T&F佐久平 ﾔﾏｳﾗ ｴｲｼﾞｭﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 6 鮎澤 諒(4) 小学     16.01  6 内藤 奨太(5) 小学     16.49 
ｱﾕｻﾞﾜ ﾘｮｳ 上田JSC ﾅｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 7 小池 澄空(5) 小学     16.17  7 西澤 和真(6) 小学     16.56 
ｺｲｹ ﾄｵｱ 上田JSC ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 北安松川小

[ 7組] 風速 +1.7 [ 8組] 風速 +1.0

 1 櫻井 颯汰(6) 小学     15.16  1 高橋 翔輝(6) 小学     14.47 
ｻｸﾗｲ ｿｳﾀ 望月AC ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｷ NDFｼﾞｭﾆｱ

 2 丸山 航汰(6) 小学     15.27  2 藤沢 俊輔(5) 小学     15.02 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ 北安松川小 ﾌｼﾞｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 真田陸上教室

 3 中屋 大和(6) 小学     15.30  3 浦田 勇心(6) 小学     15.06 
ﾅｶﾔ ﾔﾏﾄ 真田陸上教室 ｳﾗﾀ ﾕｳｼﾝ 真田陸上教室

 4 髙橋 侑悟(4) 小学     15.45  4 保科 承太郎(6) 小学     15.14 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ 望月AC ﾎｼﾅ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 望月AC

 5 德武 快哩(5) 小学     15.54  5 諸山 琉生(6) 小学     15.21 
ﾄｸﾀｹ ｶｲﾘ NDFｼﾞｭﾆｱ ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 6 白谷 尊(5) 小学     15.62  6 赤尾 遙斗(4) 小学     15.44 
ｼﾗﾀﾆ ﾐｺﾄ 千代田AC(静岡) ｱｶｵ ﾊﾙﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 7 斉藤 幸大(4) 小学     15.74  7 清野 侑弘(6) 小学     15.51 
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｷﾖﾉ ﾕﾋﾛ 望月AC

[ 9組] 風速 +1.3 [ 10組] 風速 +1.9

 1 山田 響(6) 小学     14.14  1 丸山 竜平(6) 小学     12.41 
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 上田JSC ﾏﾙﾔﾏ ﾘｭｳﾍｲ 豊洲小

 2 菊原 煌生(5) 小学     14.22  2 宇佐美 隆悟(6) 小学     13.32 
ｷｸﾊﾗ ｺｳｾｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｳｻﾐ ﾘｭｳｺﾞ 望月AC

 3 小林 美海(6) 小学     14.41  3 遠藤 晄(6) 小学     13.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月AC ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾘ 諏訪FA

 4 塩原 知弥(5) 小学     14.60  4 田島 一輝(6) 小学     13.67 
ｼｵﾊﾞﾗ ﾄﾓﾔ 長野市TFC ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ 望月AC

 5 赤尾 悠斗(5) 小学     14.74  5 依田 惺那(6) 小学     13.68 
ｱｶｵ ﾕｳﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾖﾀﾞ ｾﾅ 望月AC

 6 古賀 琥太郎(6) 小学     14.83  6 萩原 汐逢(6) 小学     14.34 
ｺｶﾞ ｺﾀﾛｳ 上田JSC ﾊｷﾞﾜﾗ ｾｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 7 橋詰 蓮平(5) 小学     15.17  7 手島 颯冴(6) 小学     14.73 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾃｼﾏ ｿｳｺﾞ 上田JSC

8   126 7   146

3   150 2   109

6   115 4   284

7   250 8   272

4   278 5   231

大会新
2   128 6   283

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   147 3   265

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

4   117 6   273

7   236 7   114

8     5 3   121

2   266 8   271

3   192 2   214

5   289 4   188

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6   267 5    14

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

6   145 5   288

8   153 6   111

2    44 8   123

7   129 3   149

5   199 4    31

4   142 2    34

3   190 7   285
No. 氏  名 所属名順 ﾚｰﾝ

2   295
欠場

記録／備考記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

6   120 5   239

5    20 2   127

3   206 7    67

1   234 4   151

7   218 8    39

8   144 3   269

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   274 6   217

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

3   255 8   207

1   186 2   213

2   203 5    33

7   261 6   202

8   210 7   258

6   215 1   204

4   211 3    38

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    32 4   196

小学男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 丸山 竜平(6) 小学 豊洲小     12.41 (+1.9)大会新  10   1
   2 宇佐美 隆悟(6) 小学 望月AC     13.32 (+1.9)  10   2
   3 遠藤 晄(6) 小学 諏訪FA     13.59 (+1.9)  10   3
   4 田島 一輝(6) 小学 望月AC     13.67 (+1.9)  10   4
   5 依田 惺那(6) 小学 望月AC     13.68 (+1.9)  10   5
   6 山田 響(6) 小学 上田JSC     14.14 (+1.3)   9   1
   7 菊原 煌生(5) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14.22 (+1.3)   9   2
   8 萩原 汐逢(6) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14.34 (+1.9)  10   6
   9 小林 美海(6) 小学 望月AC     14.41 (+1.3)   9   3
  10 高橋 翔輝(6) 小学 NDFｼﾞｭﾆｱ     14.47 (+1.0)   8   1
  11 塩原 知弥(5) 小学 長野市TFC     14.60 (+1.3)   9   4
  12 手島 颯冴(6) 小学 上田JSC     14.73 (+1.9)  10   7
  13 赤尾 悠斗(5) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14.74 (+1.3)   9   5
  14 古賀 琥太郎(6) 小学 上田JSC     14.83 (+1.3)   9   6
  15 藤沢 俊輔(5) 小学 真田陸上教室     15.02 (+1.0)   8   2
  16 伊藤 蓮(6) 小学 真田陸上教室     15.03 (+0.6)   4   1
  17 浦田 勇心(6) 小学 真田陸上教室     15.06 (+1.0)   8   3
  18 楜澤 功大(6) 小学 北安松川小     15.10 (+1.9)   6   1
  19 辻本 奄汰(6) 小学 真田陸上教室     15.13 (+1.4)   5   1
  20 保科 承太郎(6) 小学 望月AC     15.14 (+1.0)   8   4
  21 櫻井 颯汰(6) 小学 望月AC     15.16 (+1.7)   7   1
  22 橋詰 蓮平(5) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.17 (+1.3)   9   7
  23 諸山 琉生(6) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.21 (+1.0)   8   5
  24 竹内 勇椅(6) 小学 T&F佐久平     15.27 (+1.9)   6   2
  24 丸山 航汰(6) 小学 北安松川小     15.27 (+1.7)   7   2
  26 中屋 大和(6) 小学 真田陸上教室     15.30 (+1.7)   7   3
  27 油井 柊磨(4) 小学 T&F佐久平     15.38 (+1.9)   6   3
  28 石井 湊土(4) 小学 上田JSC     15.39 (+1.4)   5   2
  29 赤尾 遙斗(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.44 (+1.0)   8   6
  30 髙橋 侑悟(4) 小学 望月AC     15.45 (+1.7)   7   4
  31 清水 大我(5) 小学 真田陸上教室     15.46 (+1.4)   5   3
  32 清野 侑弘(6) 小学 望月AC     15.51 (+1.0)   8   7
  33 德武 快哩(5) 小学 NDFｼﾞｭﾆｱ     15.54 (+1.7)   7   5
  34 柳澤 雄飛(4) 小学 望月AC     15.57 (+0.6)   4   2
  35 白谷 尊(5) 小学 千代田AC(静岡)     15.62 (+1.7)   7   6
  36 高見澤 衣吹(5) 小学 T&F佐久平     15.71 (+0.6)   4   3
  37 斉藤 幸大(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.74 (+1.7)   7   7
  38 甘利 颯士(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.91 (+1.4)   5   4
  39 遠藤 大志(6) 小学 T&F佐久平     15.93 (+1.4)   5   5
  40 増田 大誠(4) 小学 真田陸上教室     15.99 (+2.6)   2   1
  41 鮎澤 諒(4) 小学 上田JSC     16.01 (+1.4)   5   6
  42 坂口 日成(4) 小学 上田JSC     16.05 (+1.9)   6   4
  43 山口 穂高(4) 小学 T&F佐久平     16.10 (+2.6)   2   2
  43 山浦 英純(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.10 (+1.9)   6   5
  45 小池 澄空(5) 小学 上田JSC     16.17 (+1.4)   5   7
  46 寺嶋 陸磨(4) 小学 真田陸上教室     16.28 (+2.6)   2   3
  47 清野 兼宥(4) 小学 望月AC     16.33 (+1.9)   3   1
  48 丸山 輝南(4) 小学 上田JSC     16.34 (+0.6)   4   4
  49 深井 漣晟(4) 小学 上田JSC     16.45 (+1.9)   3   2
  50 伊東 吾郎(5) 小学 真田陸上教室     16.49 (+1.9)   3   3
  50 伊藤 漣(4) 小学 安茂里小     16.49 (+0.6)   4   5
  50 内藤 奨太(5) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.49 (+1.9)   6   6
  53 西澤 和真(6) 小学 北安松川小     16.56 (+1.9)   6   7
  54 清水 瑛太(4) 小学 東御市陸上教室     16.63 (+2.6)   2   4
  55 橋詰 きよ(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.69 (+0.6)   4   6
  56 柳原 琉良(4) 小学 T&F佐久平     16.80 (+1.7)   1   1
  57 渋沢 俐月(5) 小学 真田陸上教室     16.84 (+2.6)   2   5
  57 天野 夏樹之助(5) 小学 T&F佐久平     16.84 (+2.6)   2   6
  59 永井 浩志(5) 小学 真田陸上教室     16.94 (+2.6)   2   7
  60 松澤 登梧(4) 小学 千代田AC(静岡)     16.98 (+0.6)   4   7
  61 鈴木 巴琥(4) 小学 千代田AC(静岡)     17.21 (+1.9)   3   4
  62 山宮 圭貴(4) 小学 真田陸上教室     17.30 (+1.9)   3   5
  63 阿部 壮甫(4) 小学 NDFｼﾞｭﾆｱ     17.47 (+1.9)   3   6
  64 関口 誠人(4) 小学 真田陸上教室     17.57 (+1.7)   1   2
  65 小松 希光(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     17.62 (+1.9)   3   7
  66 三井 莉玖(4) 小学 真田陸上教室     17.71 (+2.6)   2   8
  67 一之瀬 大雅(5) 小学 真田陸上教室     18.09 (+1.7)   1   3
  68 宮脇 凛同(4) 小学 真田陸上教室     18.24 (+1.7)   1   4
  69 荻原 剛史(4) 小学 東御市陸上教室     18.34 (+1.7)   1   5
  70 若林 快飛(4) 小学 真田陸上教室     18.81 (+1.7)   1   6
  71 内山 煉大郎(4) 小学 真田陸上教室     19.11 (+1.7)   1   7
  72 内藤 竜介(4) 小学 東御市陸上教室     19.13 (+1.7)   1   8
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順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考



決勝 7月13日 16:00

[ 1組] [ 2組]

 1 土赤 仁義(6) 小学   3,14.71  1 塩原 知弥(5) 小学   3,24.68 
ﾂﾁｱｶ ｼﾞﾝ 腰越JSC ｼｵﾊﾞﾗ ﾄﾓﾔ 長野市TFC

 2 児玉 大河(6) 小学   3,18.74  2 山浦 英純(4) 小学   3,32.37 
ｺﾀﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 腰越JSC ﾔﾏｳﾗ ｴｲｼﾞｭﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 鈴木 士愛(5) 小学   3,19.48  3 山本 生吹(5) 小学   3,35.11 
ｽｽﾞｷ ﾄﾜ 木島平小 ﾔﾏﾓﾄ ｲﾌﾞｷ 木島平小

 4 柳澤 航希(6) 小学   3,19.60  4 児玉 大和(6) 小学   3,36.78 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 真田陸上教室 ｺﾀﾞﾏ ﾔﾏﾄ 腰越JSC

 5 栗原 賢(5) 小学   3,20.92  5 藤沢 俊輔(5) 小学   3,38.60 
ｸﾘﾊﾗ ｹﾝ 諏訪FA ﾌｼﾞｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 真田陸上教室

 6 諸山 琉生(6) 小学   3,22.24  6 高寺 翌桧(4) 小学   3,39.32 
ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾀｶﾃﾗ ｱｽﾅﾛ 真田ｸﾗﾌﾞ

 7 黒木 玲雄(4) 小学   3,22.60  7 伊東 吾郎(5) 小学   3,40.81 
ｸﾛｷ ﾚｵ 腰越JSC ｲﾄｳ ｺﾞﾛｳ 真田陸上教室

 8 黒沢 燦(6) 小学   3,23.79  8 辻本 奄汰(6) 小学   3,40.84 
ｸﾛｻﾜ ｱｷﾗ 腰越JSC ﾂｼﾞﾓﾄ ｴﾝﾀ 真田陸上教室

 9 田中 駿埜(6) 小学   3,30.95  9 本島 岳(4) 小学   3,43.52 
ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾔ 真田ｸﾗﾌﾞ ﾓﾄｼﾞﾏ ﾀｹｼ 腰越JSC

10 小島 颯斗(4) 小学   3,31.79 10 小山 颯太(4) 小学   3,44.79 
ｺｼﾞﾏ ﾌｳﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｺﾔﾏ ｿｳﾀ 腰越JSC

11 櫻井 光樹(6) 小学   3,32.50 11 橋詰 きよ(4) 小学   3,45.87 
ｻｸﾗｲ ｺｳｷ 真田陸上教室 ﾊｼﾂﾞﾒ ｷﾖ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

12 金井 崚惺(6) 小学   3,32.74 12 内藤 奨太(5) 小学   3,48.05 
ｶﾅｲ ﾘｮｳｾｲ 腰越JSC ﾅｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

13 内山 煌大郎(6) 小学   3,33.66 13 赤尾 遙斗(4) 小学   3,48.60 
ｳﾁﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 真田陸上教室 ｱｶｵ ﾊﾙﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

14 金井 瑛斗(4) 小学   3,35.57 14 楜澤 功大(6) 小学   3,48.70 
ｶﾅｲ ｴｲﾄ 腰越JSC ｸﾙﾐｻﾞﾜ ｺｳﾀﾞｲ 北安松川小

15 清水 真暉(6) 小学   3,40.24 15 甘利 颯士(4) 小学   3,48.87 
ｼﾐｽﾞ ﾏﾅｷ NDFｼﾞｭﾆｱ ｱﾏﾘ ｿｳｼ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

16 黒木 勇翔(6) 小学   3,41.00 16 井出 旭飛(5) 小学   3,49.49 
ｸﾛｷ ﾕｳﾄ 腰越JSC ｲﾃﾞ ｱｻﾋ 長野市TFC

17 中村 勇陽(4) 小学   3,50.72 17 平林 玄太(4) 小学   3,51.06 
ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ 腰越JSC ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝﾀ 上田JSC
金井 珀人(5) 小学
ｶﾅｲ ﾊｸﾄ NDFｼﾞｭﾆｱ

[ 3組]

 1 増田 大誠(4) 小学   3,40.53 
ﾏｽﾀﾞ ﾀｲｾｲ 真田陸上教室

 2 荻原 蓮(6) 小学   3,41.44 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾚﾝ 真田ｸﾗﾌﾞ

 3 横沢 岳弥(4) 小学   3,58.70 
ﾖｺｻﾜ ﾀｹﾔ 真田ｸﾗﾌﾞ

 4 青木 翔(4) 小学   4,05.36 
ｱｵｷ ｶｹﾙ 真田陸上教室

 5 小松 希光(4) 小学   4,06.04 
ｺﾏﾂ ﾉｿﾞﾐ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 6 杉浦 真之介(4) 小学   4,07.90 
ｽｷﾞｳﾗ ｼﾝﾉｽｹ 上田JSC

 7 大久保 隼琉(6) 小学   4,07.95 
ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙ 真田陸上教室

 8 丸山 逢人(4) 小学   4,11.90 
ﾏﾙﾔﾏ ｱｲﾄ 木島平小

 9 天野 夏樹之助(5)小学   4,17.18 
ｱﾏﾉ  ﾅﾂｷﾉｽｹ T&F佐久平

10 金子 哲大(4) 小学   4,17.79 
ｶﾈｺ  ﾃﾂﾀ T&F佐久平

11 鈴木 幸綱(4) 小学   4,19.01 
ｽｽﾞｷ ﾕｷﾂﾅ 真田陸上教室

12 山宮 圭貴(4) 小学   4,22.97 
ﾔﾏﾐﾔ ｷﾖﾀｶ 真田陸上教室

13 渋沢 俐月(5) 小学   4,22.98 
ｼﾌﾞｻﾜ ﾘﾂｷ 真田陸上教室

14 永井 浩志(5) 小学   4,25.02 
ﾅｶﾞｲ ｺｳｼ 真田陸上教室

15 内藤 竜介(4) 小学   4,27.55 
ﾅｲﾄｳ ﾘｭｳｽｹ 東御市陸上教室

16 横山 司竜(5) 小学   4,30.10 
ﾖｺﾔﾏ ｼﾘｭｳ 東御市陸上教室
小林 春琉(4) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ 東御市陸上教室

小学男子
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   1 土赤 仁義(6) 小学 腰越JSC     3,14.71 大会新   1   1
   2 児玉 大河(6) 小学 腰越JSC     3,18.74 大会新   1   2
   3 鈴木 士愛(5) 小学 木島平小     3,19.48 大会新   1   3
   4 柳澤 航希(6) 小学 真田陸上教室     3,19.60 大会新   1   4
   5 栗原 賢(5) 小学 諏訪FA     3,20.92 大会新   1   5
   6 諸山 琉生(6) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,22.24 大会新   1   6
   7 黒木 玲雄(4) 小学 腰越JSC     3,22.60   1   7
   8 黒沢 燦(6) 小学 腰越JSC     3,23.79   1   8
   9 塩原 知弥(5) 小学 長野市TFC     3,24.68   2   1
  10 田中 駿埜(6) 小学 真田ｸﾗﾌﾞ     3,30.95   1   9
  11 小島 颯斗(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,31.79   1  10
  12 山浦 英純(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,32.37   2   2
  13 櫻井 光樹(6) 小学 真田陸上教室     3,32.50   1  11
  14 金井 崚惺(6) 小学 腰越JSC     3,32.74   1  12
  15 内山 煌大郎(6) 小学 真田陸上教室     3,33.66   1  13
  16 山本 生吹(5) 小学 木島平小     3,35.11   2   3
  17 金井 瑛斗(4) 小学 腰越JSC     3,35.57   1  14
  18 児玉 大和(6) 小学 腰越JSC     3,36.78   2   4
  19 藤沢 俊輔(5) 小学 真田陸上教室     3,38.60   2   5
  20 高寺 翌桧(4) 小学 真田ｸﾗﾌﾞ     3,39.32   2   6
  21 清水 真暉(6) 小学 NDFｼﾞｭﾆｱ     3,40.24   1  15
  22 増田 大誠(4) 小学 真田陸上教室     3,40.53   3   1
  23 伊東 吾郎(5) 小学 真田陸上教室     3,40.81   2   7
  24 辻本 奄汰(6) 小学 真田陸上教室     3,40.84   2   8
  25 黒木 勇翔(6) 小学 腰越JSC     3,41.00   1  16
  26 荻原 蓮(6) 小学 真田ｸﾗﾌﾞ     3,41.44   3   2
  27 本島 岳(4) 小学 腰越JSC     3,43.52   2   9
  28 小山 颯太(4) 小学 腰越JSC     3,44.79   2  10
  29 橋詰 きよ(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,45.87   2  11
  30 内藤 奨太(5) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,48.05   2  12
  31 赤尾 遙斗(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,48.60   2  13
  32 楜澤 功大(6) 小学 北安松川小     3,48.70   2  14
  33 甘利 颯士(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,48.87   2  15
  34 井出 旭飛(5) 小学 長野市TFC     3,49.49   2  16
  35 中村 勇陽(4) 小学 腰越JSC     3,50.72   1  17
  36 平林 玄太(4) 小学 上田JSC     3,51.06   2  17
  37 横沢 岳弥(4) 小学 真田ｸﾗﾌﾞ     3,58.70   3   3
  38 青木 翔(4) 小学 真田陸上教室     4,05.36   3   4
  39 小松 希光(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     4,06.04   3   5
  40 杉浦 真之介(4) 小学 上田JSC     4,07.90   3   6
  41 大久保 隼琉(6) 小学 真田陸上教室     4,07.95   3   7
  42 丸山 逢人(4) 小学 木島平小     4,11.90   3   8
  43 天野 夏樹之助(5) 小学 T&F佐久平     4,17.18   3   9
  44 金子 哲大(4) 小学 T&F佐久平     4,17.79   3  10
  45 鈴木 幸綱(4) 小学 真田陸上教室     4,19.01   3  11
  46 山宮 圭貴(4) 小学 真田陸上教室     4,22.97   3  12
  47 渋沢 俐月(5) 小学 真田陸上教室     4,22.98   3  13
  48 永井 浩志(5) 小学 真田陸上教室     4,25.02   3  14
  49 内藤 竜介(4) 小学 東御市陸上教室     4,27.55   3  15
  50 横山 司竜(5) 小学 東御市陸上教室     4,30.10   3  16

小学男子

1000m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
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[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +2.6

 1 甘利 悠馬(6) 小学     15.60  1 菊原 煌生(5) 小学     14.29 
ｱﾏﾘ  ﾕｳﾏ T&F佐久平 ｷｸﾊﾗ ｺｳｾｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 櫻井 光樹(6) 小学     15.84  2 松澤 公佑(6) 小学     15.13 
ｻｸﾗｲ ｺｳｷ 真田陸上教室 ﾏﾂｻﾞﾜｺｳｽｹ 千代田AC(静岡)

 3 小池 秀吾(4) 小学     17.46  3 小島 颯斗(4) 小学     16.08 
ｺｲｹ  ｼｭｳｺﾞ T&F佐久平 ｺｼﾞﾏ ﾌｳﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 油井 柊磨(4) 小学     17.48 齊藤 響(4) 小学
ﾕｲ  ｼｭｳﾏ T&F佐久平 ｻｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 山口 穂高(4) 小学     18.28 
ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾎﾀｶ T&F佐久平

[ 3組] 風速 +0.3

 1 川原 陽貴(6) 小学     12.65 
ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙｷ 千代田AC(静岡)

 2 海野 颯人(6) 小学     13.26 
ｳﾝﾉ ﾊﾔﾄ 千代田AC(静岡)

 3 栁澤 翔逢(6) 小学     13.49 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 相場 遥心(6) 小学     14.11 
ｱｲﾊﾞ ﾊﾙｼ 東御市陸上教室

   1 川原 陽貴(6) 小学 千代田AC(静岡)     12.65 (+0.3)   3   1
   2 海野 颯人(6) 小学 千代田AC(静岡)     13.26 (+0.3)   3   2
   3 栁澤 翔逢(6) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     13.49 (+0.3)   3   3
   4 相場 遥心(6) 小学 東御市陸上教室     14.11 (+0.3)   3   4
   5 菊原 煌生(5) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14.29 (+2.6)   2   1
   6 松澤 公佑(6) 小学 千代田AC(静岡)     15.13 (+2.6)   2   2
   7 甘利 悠馬(6) 小学 T&F佐久平     15.60 (+0.6)   1   1
   8 櫻井 光樹(6) 小学 真田陸上教室     15.84 (+0.6)   1   2
   9 小島 颯斗(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.08 (+2.6)   2   3
  10 小池 秀吾(4) 小学 T&F佐久平     17.46 (+0.6)   1   3
  11 油井 柊磨(4) 小学 T&F佐久平     17.48 (+0.6)   1   4
  12 山口 穂高(4) 小学 T&F佐久平     18.28 (+0.6)   1   5

   37
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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）

8   106

6   256

記録／備考
7   237

5   245

欠場
6    38

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8    31 5   108

5    37 8   119

7   176 6   240

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    41 7   128

小学男子

80mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順
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1m30 1m35 1m40 1m44 1m46
海野 颯人(6) 小学 - - - - - - - - - O
ｳﾝﾉ ﾊﾔﾄ 千代田AC(静岡) O XO XO O XX
川原 陽貴(6) 小学 - - - - - - - O O O
ｶﾜﾊﾗ ﾊﾙｷ 千代田AC(静岡) O XX
相場 遥心(6) 小学 - - O O O O O O O XO
ｱｲﾊﾞ ﾊﾙｼ 東御市陸上教室 XX
栁澤 翔逢(6) 小学 - - O O O O O XO XX
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
松澤 公佑(6) 小学 - - O O O O O XX
ﾏﾂｻﾞﾜｺｳｽｹ 千代田AC(静岡)
山嵜 太陽(4) 小学 - - O O O O XX
ﾔﾏｻﾞｷ ﾀｲﾖｳ 木島平小
松澤 登梧(4) 小学 O O O O O O XX
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾄｳｺﾞ 千代田AC(静岡)
南澤 侑吾(5) 小学 - - - - O O XX
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

1m00 1m05 1m10 1m15

小学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
m80 m85 1m20 1m25

記録 備考

1 8   245  1.44

m90 m95

2 4   237  1.30

3 5   256  1.25

  239  1.05

4 3   106  1.15

5 6   240  1.10

6 7   110  1.05

6 1   297  1.05

6 2



決勝 7月13日 13:40

田中 駿埜(6) 小学   4.80   4.93    4.93 
ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾔ 真田ｸﾗﾌﾞ   +2.0   +2.0    +2.0
森山 遥斗(6) 小学   4.61    X    4.61 
ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾄ 千代田AC(静岡)   +1.2    +1.2
小林 美海(6) 小学    X   4.34    4.34 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月AC   +2.0    +2.0
宇佐美 隆悟(6) 小学   4.25   4.06    4.25 
ｳｻﾐ ﾘｭｳｺﾞ 望月AC   +0.9   +1.9    +0.9
萩原 汐逢(6) 小学   3.89   4.21    4.21 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｾｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +2.0   +1.3    +1.3
保科 承太郎(6) 小学   4.07   4.18    4.18 
ﾎｼﾅ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 望月AC   +1.8   +1.0    +1.0
赤尾 悠斗(5) 小学   3.85   4.01    4.01 
ｱｶｵ ﾕｳﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +1.2   +0.7    +0.7
橋詰 蓮平(5) 小学   3.76   3.86    3.86 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +1.6   +1.5    +1.5
清水 稜介(4) 小学   3.86   3.62    3.86 
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +1.4   +1.6    +1.4
清野 侑弘(6) 小学   3.67   3.80    3.80 
ｷﾖﾉ ﾕﾋﾛ 望月AC   +1.9   +0.7    +0.7
山田 響(6) 小学   3.71    X    3.71 
ﾔﾏﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 上田JSC   +1.6    +1.6
井出 旭飛(5) 小学   3.46   3.68    3.68 
ｲﾃﾞ ｱｻﾋ 長野市TFC   +1.6   +1.1    +1.1
堀内 侑李(6) 小学   3.65   3.48    3.65 
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾘ 真田陸上教室   +0.8   +2.1    +0.8
岡田 航侑(6) 小学   3.55   3.62    3.62 
ｵｶﾀﾞ ｺｳﾕｳ 真田陸上教室   +0.9   +1.5    +1.5
甘利 悠馬(6) 小学   3.53   3.47    3.53 
ｱﾏﾘ  ﾕｳﾏ T&F佐久平   +1.5   +0.5    +1.5
遠藤 大志(6) 小学   3.07   3.53    3.53 
ｴﾝﾄﾞｳ  ﾀｲｼ T&F佐久平   +2.0   +1.1    +1.1
柳澤 雄飛(4) 小学    X   3.52    3.52 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 望月AC   +1.4    +1.4
古賀 琥太郎(6) 小学   3.37   3.50    3.50 
ｺｶﾞ ｺﾀﾛｳ 上田JSC   +0.7   +2.0    +2.0
櫻井 颯汰(6) 小学    X   3.48    3.48 
ｻｸﾗｲ ｿｳﾀ 望月AC   +0.5    +0.5
清水 大我(5) 小学   3.47   3.44    3.47 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｶﾞ 真田陸上教室   +2.6   +1.7    +2.6
高見澤 衣吹(5) 小学    X   3.47    3.47 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久平   +1.6    +1.6
田島 一輝(6) 小学   3.05   3.29    3.29 
ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ 望月AC   +1.4   +0.8    +0.8
坂口 日成(4) 小学   2.69   3.24    3.24 
ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾅｾ 上田JSC   +1.2   +1.5    +1.5
清野 兼宥(4) 小学   3.02   3.14    3.14 
ｷﾖﾉ ｹﾝｳ 望月AC   +0.4   +1.7    +1.7
大久保 隼琉(6) 小学   3.06   2.31    3.06 
ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙ 真田陸上教室   +0.8   +1.3    +0.8
鈴木 巴琥(4) 小学   2.88   3.04    3.04 
ｽｽﾞｷ ﾊｸ 千代田AC(静岡)   +0.9   +2.2    +2.2
大熊 仁人(5) 小学   2.86    X    2.86 
ｵｵｸﾏ ﾋﾛﾄ 真田陸上教室   +1.7    +1.7
髙橋 侑悟(4) 小学   2.84   2.71    2.84 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ 望月AC   +2.1   +1.3    +2.1
柳原 琉良(4) 小学   2.27   2.21    2.27 
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ  ﾙｲ T&F佐久平   +0.4   +3.4    +0.4
堀内 洋翔(4) 小学   2.13   2.15    2.15 
ﾎﾘｳﾁ ｳﾐﾄ 真田陸上教室   +2.1   +1.7    +1.7
依田 惺那(6) 小学    X    X 記録なし
ﾖﾀﾞ ｾﾅ 望月AC
伊藤 蓮(6) 小学 欠場
ｲﾄｳ ﾚﾝ 真田陸上教室

小学男子

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- 記録 備考
1 32    54

2 28   238

3 27   278

4 29   283

5 15   109

6 21   271

7 24   115

8 30   126

9 26   118

10 23   273

11 19   147

12 22   251

13 17   181

14 20   212

15 14    41

16 16    44

17 9   269

18 6   150

19 11   267

20 7   199

21 12    39

22 25   272

23 8   149

24 2   274

25 5   194

26 18   234

27 10   193

28 13   266

29 4    32

30 1   182

31 31   284

3   217
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森山 遥斗(6) 小学
ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾄ 千代田AC(静岡)
堀内 侑李(6) 小学
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾘ 真田陸上教室
金井 珀人(5) 小学
ｶﾅｲ ﾊｸﾄ NDFｼﾞｭﾆｱ
丸山 輝南(4) 小学
ﾏﾙﾔﾏ ｶﾅﾀ 上田JSC
伊藤 漣(4) 小学
ｲﾄｳ ﾚﾝ 安茂里小
柳澤 航希(6) 小学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 真田陸上教室
内山 煌大郎(6) 小学
ｳﾁﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 真田陸上教室
中屋 大和(6) 小学
ﾅｶﾔ ﾔﾏﾄ 真田陸上教室
小池 秀吾(4) 小学
ｺｲｹ  ｼｭｳｺﾞ T&F佐久平
大熊 仁人(5) 小学
ｵｵｸﾏ ﾋﾛﾄ 真田陸上教室
青木 翔(4) 小学
ｱｵｷ ｶｹﾙ 真田陸上教室
南澤 侑吾(5) 小学
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
清水 稜介(4) 小学
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
金子 哲大(4) 小学
ｶﾈｺ  ﾃﾂﾀ T&F佐久平
斉藤 幸大(4) 小学
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
岡田 航侑(6) 小学
ｵｶﾀﾞ ｺｳﾕｳ 真田陸上教室
竹内 勇椅(6) 小学
ﾀｹｳﾁ  ﾕｳｲ T&F佐久平
白谷 尊(5) 小学
ｼﾗﾀﾆ ﾐｺﾄ 千代田AC(静岡)
鈴木 幸綱(4) 小学
ｽｽﾞｷ ﾕｷﾂﾅ 真田陸上教室
杉浦 真之介(4) 小学
ｽｷﾞｳﾗ ｼﾝﾉｽｹ 上田JSC
堀内 洋翔(4) 小学
ﾎﾘｳﾁ ｳﾐﾄ 真田陸上教室
宮脇 凛同(4) 小学
ﾐﾔﾜｷ ﾘﾝﾄﾞｳ 真田陸上教室
若林 快飛(4) 小学
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 真田陸上教室
内山 煉大郎(4) 小学
ｳﾁﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ 真田陸上教室
三井 莉玖(4) 小学
ﾐﾂｲ ﾘｸ 真田陸上教室
寺嶋 陸磨(4) 小学
ﾃﾗｼﾏ ﾘｸﾏ 真田陸上教室
関口 誠人(4) 小学
ｾｷｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 真田陸上教室
齊藤 響(4) 小学 欠場
ｻｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

小学男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 26   238 42.49 44.87  44.87 

2 28   181 38.94 33.81  38.94 

3 16    16 35.87 31.22  35.87 

4 22   151 24.16 35.04  35.04 

5 20    67 31.87 35.02  35.02 

6 15   180 31.82 34.63  34.63 

7 19   185 34.45 31.84  34.45 

8 18   192 24.26 34.21  34.21 

9 12    37 34.06 30.54  34.06 

10 25   193 33.01 33.39  33.39 

11 11   198   X 31.99  31.99 

12 27   110   X 31.96  31.96 

13 21   118 30.90 29.99  30.90 

14 8    40 29.47 29.88  29.88 

15 13   117 29.46 28.04  29.46 

16 17   212 28.95 23.19  28.95 

17 4    34 27.62 25.39  27.62 

18 23   236 27.42 27.02  27.42 

19 5   177 20.13 26.96  26.96 

20 14   143 25.80 25.05  25.80 

21 3   182 21.91 23.45  23.45 

22 7   210 23.05 22.98  23.05 

23 9   203 19.83 22.55  22.55 

24 6   186 20.42 19.09  20.42 

25 10   207 17.85 19.80  19.80 

26 2   204 18.76   X  18.76 

27 1   211 15.06 12.52

24   108

 15.06 
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[ 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   6 真田陸上教室B   209 黒澤 佳恋(6)   1,00.89  1   4 北安松川小   289 丸山 航汰(6)     57.95 

ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ｸﾛｻﾜ ｶﾚﾝ ﾎｸｱﾝﾏﾂｶﾜｼｮｳ ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ
  214 浦田 勇心(6)   290 横澤 咲蘭(6)

ｳﾗﾀ ﾕｳｼﾝ ﾖｺｻﾜ ｻﾗ
  216 一之瀬 朱音(6)   288 西澤 和真(6)

ｲﾁﾉｾ ｱｶﾈ ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ
  188 藤沢 俊輔(5)   286 梨子田 乃々果(6)

ﾌｼﾞｻﾜ ｼｭﾝｽｹ ﾅｼﾀﾞ ﾉﾉｶ
 2   5 NDFｼﾞｭﾆｱB    18 荻原 綾美(6)   1,01.86  2   5 佐久ﾄﾞﾘｰﾑA   124 佐藤 澪夏(5)     58.47 

ｴﾇ ﾃﾞｲｰ ｴﾌ ｼﾞｭﾆｱ ｵｷﾞﾜﾗ ｱﾔﾐ ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ ｻﾄｳ ﾚｲﾅ
    9 清水 真暉(6)   122 手塚 華(6)

ｼﾐｽﾞ ﾏﾅｷ ﾃﾂﾞｶ ﾊﾅ
   17 関 柊来(6)   106 栁澤 翔逢(6)

ｾｷ ﾋｲﾗ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ
    5 德武 快哩(5)   109 萩原 汐逢(6)

ﾄｸﾀｹ ｶｲﾘ ﾊｷﾞﾜﾗ ｾｱ
 3   4 真田陸上教室A   205 山口 真央(6)   1,03.30  3   8 NDFｼﾞｭﾆｱA    15 工藤 ささら(6)     59.79 

ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾏｵ ｴﾇ ﾃﾞｲｰ ｴﾌ ｼﾞｭﾆｱ ｸﾄﾞｳ ｻｻﾗ
  208 三井 里咲(6)    14 高橋 翔輝(6)

ﾐﾂｲ ﾘｻ ﾀｶﾊｼ ｼｮｳｷ
  185 内山 煌大郎(6)    12 山嵜 彩加(6)

ｳﾁﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ ﾔﾏｻﾞｷ ｻﾔｶ
  180 柳澤 航希(6)    16 金井 珀人(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ ｶﾅｲ ﾊｸﾄ
 4   3 上田JSCB   144 深井 漣晟(4)   1,06.15  4   6 T&F佐久平    29 櫻井 玲未(5)   1,00.85 

ｳｴﾀﾞｼﾞｪｲｴｽｼｰ ﾌｶｲ ﾚﾝｾｲ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ｻｸﾗｲ  ﾚﾐ
  140 箱山 恵莉那(4)    34 竹内 勇椅(6)

ﾊｺﾔﾏ ｴﾘﾅ ﾀｹｳﾁ  ﾕｳｲ
  152 関澤 まほろ(4)    30 林 菜々子(5)

ｾｷｻﾞﾜ ﾏﾎﾛ ﾊﾔｼ  ﾅﾅｺ
  148 坂口 日生(4)    41 甘利 悠馬(6)

ｻｶｸﾞﾁ ﾋﾅｾ ｱﾏﾘ  ﾕｳﾏ
  7 木島平小B  5   7 上田JSCA   146 手島 颯冴(6)   1,01.49 

ｷｼﾞﾏﾀﾞｲﾗｼｮｳ 欠場 ｳｴﾀﾞｼﾞｪｲｴｽｼｰ ﾃｼﾏ ｿｳｺﾞ
  148 坂口 優芽(5)

ｻｶｸﾞﾁ ﾕﾒ
  141 祢津 美成(5)

ﾈﾂ ﾐﾅﾘ
  150 古賀 琥太郎(6)

ｺｶﾞ ｺﾀﾛｳ
  8 木島平小A  6   3 佐久ﾄﾞﾘｰﾑB   112 土屋 まい(5)   1,04.51 

ｷｼﾞﾏﾀﾞｲﾗｼｮｳ 欠場 ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ ﾂﾁﾔ ﾏｲ
  113 田中 杏(4)

ﾀﾅｶ ｱﾝ
  115 赤尾 悠斗(5)

ｱｶｵ ﾕｳﾄ
  128 菊原 煌生(5)

ｷｸﾊﾗ ｺｳｾｲ

   1 北安松川小     57.95 丸山 航汰(6) 横澤 咲蘭(6) 西澤 和真(6) 梨子田 乃々果(  2   1
   2 佐久ﾄﾞﾘｰﾑA     58.47 佐藤 澪夏(5) 手塚 華(6) 栁澤 翔逢(6) 萩原 汐逢(6)   2   2
   3 NDFｼﾞｭﾆｱA     59.79 工藤 ささら(6)高橋 翔輝(6) 山嵜 彩加(6) 金井 珀人(5)   2   3
   4 T&F佐久平   1,00.85 櫻井 玲未(5) 竹内 勇椅(6) 林 菜々子(5) 甘利 悠馬(6)   2   4
   5 真田陸上教室B   1,00.89 黒澤 佳恋(6) 浦田 勇心(6) 一之瀬 朱音(6)藤沢 俊輔(5)   1   1
   6 上田JSCA   1,01.49 手島 颯冴(6) 坂口 優芽(5) 祢津 美成(5) 古賀 琥太郎(6)  2   5
   7 NDFｼﾞｭﾆｱB   1,01.86 荻原 綾美(6) 清水 真暉(6) 関 柊来(6) 德武 快哩(5)   1   2
   8 真田陸上教室A   1,03.30 山口 真央(6) 三井 里咲(6) 内山 煌大郎(6)柳澤 航希(6)   1   3
   9 佐久ﾄﾞﾘｰﾑB   1,04.51 土屋 まい(5) 田中 杏(4) 赤尾 悠斗(5) 菊原 煌生(5)   2   6
  10 上田JSCB   1,06.15 深井 漣晟(4) 箱山 恵莉那(4)関澤 まほろ(4)坂口 日生(4)   1   4

小学混合

4x100mR

決勝

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 順位
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