
　

　

　

　 大会コード　19170521

　

期日　　令和元年　８月１１日（日）

場所　　佐久総合運動公園陸上競技場　（コード　１７２０６０）

審判長　　細田　完二（トラック）　由井　正巳（フィールド）

気象状況

時刻 天候 気温 湿度

 9:00 晴れ 北西   0.4m/sec. 30.0 ℃ 70.0％
10:00 晴れ 北西   0.5m/sec. 30.5 ℃  65.0 %
11:00 晴れ 南東   1.5m/sec. 31.0 ℃  65.0 %
12:00 晴れ 南   2.7m/sec. 29.5 ℃ 60.0 %
13:00 晴れ 南南西   3.4m/sec. 29.5 ℃  65.0 %
14:00 晴れ 南   2.6m/sec. 29.0 ℃ 68.0 %
15:00 晴れ 南西   1.5m/sec. 29.5 ℃  68.0 %
16:00 晴れ 南西   3.0m/sec. 28.5 ℃  71.0 %

この大会で樹立された記録

ラウンド 記録 従来の記録 備考

決勝 2.23.19 2.27.40 大会新

決勝 14.86 15.16 大会新

決勝 15.08 15.16 大会新

決勝 50.92 53.56 大会新中学女子4×100mR 軽井沢A&AC

中学女子100mH

中学女子100mH

大森 里香(軽井沢A&AC3)
荻原 希乃愛(軽井沢A&AC3)

市川　笑花(野沢中3）中学女子800m

種目

記録集

主催　(一財）長野陸上競技協会　東信地区陸上競技協会

風

第47回東信地区陸上競技選手権大会

共催　佐久市体育協会

氏名・所属

後援　上小地区地教委連絡協議会　佐久地区地教委連絡協議会



第47回東信陸上競技選手権大会

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】172060  佐久総合運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

08/11 男子  -5.5 三澤 駿之介(3) 11.61 辻浦 知主(1) 11.93 佐藤 裕樹(3) 11.94 本多 倖基(2) 12.06 外川 亮太(2) 12.24 小須田 亮祐(2) 12.36 石井  佑磨(1) 12.41 栁澤  亮也(1) 12.51
１００ｍ 一般･信州大 高校･小諸高 一般･信州大 一般･信州大 高校･小諸高 高校･野沢北高 高校･岩村田高 高校･岩村田高

08/11  -1.1 三澤 駿之介(3) 22.33 辻浦 知主(1) 22.42 栁澤  亮也(1) 23.62 石井  佑磨(1) 23.65 尾沼 優(1) 23.67 小倉 稔(1) 24.29 関 旭流(1) 24.79 宮澤 脩也(1) 25.12
２００ｍ 一般･信州大 高校･小諸高 高校･岩村田高 高校･岩村田高 高校･上田高 高校･上田染谷丘高 高校･上田高 高校･上田高

08/11 堀込 碧(3) 50.51 尾沼 優(1) 53.92 木内 温斗(1) 54.00 遠藤 佳斗(2) 54.57 花岡 侑(2) 54.85 津留  大輔(2) 55.90 飯塚  啓真(1) 56.27 小宮山  登生(1) 58.34
４００ｍ 高校･小諸高 高校･上田高 高校･小諸高 高校･上田東高 高校･上田千曲高 高校･岩村田高 高校･岩村田高 高校･岩村田高

08/11 森 紘輔(2) 2,03.73 松本 啓吾(2) 2,07.12 栁澤 直希(1) 2,10.00 髙野 竜志(1) 2,18.89 大場 柊也(1) 2,29.02 坂本 智哉(1) 2,35.55
８００ｍ 高校･上田東高 高校･上田染谷丘高 高校･上田千曲高 高校･上田千曲高 高校･上田染谷丘高 高校･上田千曲高

08/11 宮入 一海 4,06.24 吉澤 洋樹(1) 4,25.11 佐々木 龍也(2) 4,26.34 小林 勝太 4,29.34 栁澤 直希(1) 4,32.76 出口 哲也(1) 4,35.02 飯嶋 雄大(1) 4,35.93 髙野 竜志(1) 4,37.81
１５００ｍ 一般･北佐久陸協 高校･上田高 高校･野沢北高 一般･北佐久郡陸協 高校･上田千曲高 高校･上田高 高校･上田染谷丘高 高校･上田千曲高

08/11 牧内 祥広 16,08.93 松久 哲治 16,19.23 小林 勝太 16,55.80 藤沢 優一 17,29.54 杉浦 啓(4) 17,49.82 佐々木 龍也(2) 18,37.92 小林 颯太(1) 18,47.86 撹上 翔大(1) 19,20.13
５０００ｍ 一般･腰越JSC 一般･腰越JSC 一般･北佐久郡陸協 一般･ｳｴﾀﾞﾘｯｷｮｳ 一般･信州大 高校･野沢北高 高校･野沢南高 高校･上田高

08/11  -0.9 中澤  颯太(2) 17.28 関戸 勝琉(1) 17.57 遠藤 佳斗(2) 17.94 田崎 佑冴(1) 20.55 尾沢 栄治(2) 26.22
１１０ｍＨ 高校･岩村田高 高校･野沢北高 高校･上田東高 高校･野沢北高 高校･野沢北高

08/11 関戸 勝琉(1) 1.75 宮原 清司 1.60 中澤  颯太(2) 1.55
走高跳 高校･野沢北高 一般･佐久市陸競 高校･岩村田高

08/11 山浦 渓斗(1) 6.92(-2.7) 佐藤 智哉(2) 6.50(+1.2) 小須田 亮祐(2) 6.12(-0.1) 上野 太暉(3) 5.90(-0.8) 中村 洋平(1) 5.80(-0.7) 春原 拓実(2) 5.71(-0.8) 高根  大樹(1) 5.40(-1.6)
走幅跳 一般･国武大 高校･上田東高 高校･野沢北高 高校･丸子修学館高 高校･小諸高 高校･上田千曲高 高校･岩村田高

08/11 春原 拓実(2) 13.44(+0.4) 佐藤 智哉(2) 13.02(+2.2) 中村 洋平(1) 12.96(+0.3) 高根  大樹(1) 11.86(+1.5)
三段跳 高校･上田千曲高 高校･上田東高 高校･小諸高 高校･岩村田高

08/11 針尾 大生(1) 7.28
砲丸投(6.000kg) 高校･小諸高

08/11 飯島 詢平(2) 21.42 飯塚  啓真(1) 20.07 尾沢 栄治(2) 19.83
円盤投(1.750kg) 高校･野沢北高 高校･岩村田高 高校･野沢北高

08/11 小泉 陸人(3) 52.98 柳澤 和也(2) 47.88 碓氷  大樹(1) 45.28 田崎 佑冴(1) 38.51 飯島 詢平(2) 33.22 中澤  颯太(2) 30.89 外川 亮太(2) 23.20 針尾 大生(1) 22.92
やり投(0.800kg) 高校･野沢南高 高校･上田東高 高校･岩村田高 高校･野沢北高 高校･野沢北高 高校･岩村田高 高校･小諸高 高校･小諸高

08/11 信州大       43.98 小諸高       44.43 岩村田高       45.40 野沢北高       45.86
４×１００ｍＲ 佐藤 裕樹(3) 外川 亮太(2) 石井  佑磨(1) 尾沢 栄治(2)

本多 倖基(2) 髙野 来斗(1) 栁澤  亮也(1) 小須田 亮祐(2)
三澤 駿之介(3) 中村 洋平(1) 高根  大樹(1) 関戸 勝琉(1)
藤川 想詩(2) 辻浦 知主(1) 碓氷  大樹(1) 飯島 詢平(2)

08/11 上田東高     3,37.59 信州大     3,41.56 上田千曲高     3,42.78 岩村田高     3,42.88 野沢北高     3,45.10
４×４００ｍＲ 遠藤 佳斗(2) 佐藤 裕樹(3) 岡部 礁(1) 中澤  颯太(2) 小須田 亮祐(2)

佐藤 智哉(2) 藤川 想詩(2) 春原 拓実(2) 津留  大輔(2) 尾沢 栄治(2)
小林 蒼空(1) 三澤 駿之介(3) 栁澤 直希(1) 飯塚  啓真(1) 林 樹生(1)
森 紘輔(2) 本多 倖基(2) 花岡 侑(2) 小宮山  登生(1) 飯島 詢平(2)

08/11 中学男子  -2.3 山本 赳瑠(2) 11.62 南澤 爽太(3) 12.15 石井 光祐(2) 12.24 佐々木 隆之介(2) 12.25 榊原 歩(2) 12.27 荒井 陽呂実(2) 12.35 髙畑 良太(2) 12.43 寺尾 朝陽(3) 12.51
１００ｍ 中学･小諸東中 中学･小諸東中 中学･中込中 中学･小諸東中 中学･小諸東中 中学･上田第三中 中学･中込中 中学･野沢中

08/11 今関 隼也(2) 56.41 備後 琉空(2) 57.65 木内 心太(3) 57.95 久保田 誠(2) 58.10 佐藤 良太(3) 59.60 金子 綾斗(2) 59.82 大木 咲翔(2) 1,00.26 田崎 巧人(2) 1,01.06
４００ｍ 中学･御代田中 中学･東御東部中 中学･浅間中 中学･上田第三中 中学･小諸東中 中学･上田第五中 中学･御代田中 中学･小諸東中

08/11 市川 和英(3) 4,28.96 成沢 翔英(3) 4,32.23 加藤 大雅(2) 4,34.03 中原 龍太(2) 4,39.24 後藤 桐哉(3) 4,41.53 田下 輝稀(2) 4,43.83 楢原 累斗(3) 4,47.08 滝沢 智博(1) 4,55.69
１５００ｍ 中学･野沢中 中学･上田第六中 中学･佐久長聖中 中学･野沢中 中学･上田第六中 中学･浅間中 中学･東御東部中 中学･上田第五中

08/11 加藤 大雅(2) 10,07.94 市川 和英(3) 10,13.63 田下 輝稀(2) 10,22.35 内藤 悠大(2) 10,35.75 福島 大志郎(3) 10,49.23 中山 瑛生(2) 10,57.23 新井 拓実(2) 11,02.81 阿部 良祐(2) 11,24.17
３０００ｍ 中学･佐久長聖中 中学･野沢中 中学･浅間中 中学･小諸東中 中学･東御東部中 中学･浅間中 中学･上田第三中 中学･小諸東中

08/11  -2.4 佐藤 悠輝(1) 17.20 尾﨑 蒼太(1) 18.69 山本 祐弥(1) 19.04 森角 魁斗(1) 19.87 花見 唯斗(1) 22.07
１００ｍH 中学･上田第一中 中学･上田第一中 中学･小諸東中 中学･軽井沢中 中学･上田第五中

08/11 内海 亮平(3) 15.44 古村 拓海(3) 15.98 菊池 優介(2) 16.14 木内 心太(3) 17.18 降幡 諒成(2) 17.63 坂口 和音(2) 18.02 小林 草太(2) 18.11 今関 隼也(2) 18.12
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･上田第五中 中学･上田第一中 中学･軽井沢中 中学･御代田中

08/11 古村 拓海(3) 1.75 櫻井 絢悠(2) 1.60 降幡 諒成(2) 1.55 小林 草太(2) 1.45 飯田 更(2) 1.40 小林 成生(1) 1.30
走高跳 中学･浅間中 中学･野沢中 中学･上田第五中 中学･軽井沢中 中学･御代田中 中学･小諸東中

08/11 北村 櫂(2) 2.10 早川 湊人(1) 中学･上田第一中 1.70
棒高跳 中学･上田第五中 柏木 健太(1) 中学･上田第一中

08/11 西 俊弥(2) 5.80(+0.1) 荒井 陽呂実(2) 5.71(-2.1) 南澤 爽太(3) 5.67(+0.4) 佐々木 隆之介(2)5.17(-3.9) 木内 光波(1) 4.98(+0.9) 小林 一成(3) 4.90(+0.7) 古田 力斗(3) 4.73(+0.2) 竹内 睦喜(1) 4.71(-3.4)
走幅跳 中学･上田第五中 中学･上田第三中 中学･小諸東中 中学･小諸東中 中学･浅間中 中学･浅間中 中学･東御東部中 中学･野沢中

08/11 依田 遼(2) 7.75 小林 一成(3) 7.42 宮澤 健人(2) 7.06 小林 珀琢(2) 6.36
砲丸投(5.000kg) 中学･佐久東中 中学･浅間中 中学･浅間中 中学･中込中

08/11 林 琉昊(1) 6.57
砲丸投(4.000kg) 中学･上田第五中

08/11 小諸東中A       44.86 浅間中       47.78 御代田中       48.96 上田第四中       49.20 中込中       49.34 上田第五中       50.37 小諸東中B       51.20 佐久東中       51.46
４×１００ｍＲ 山本 赳瑠(2) 木内 光波(1) 中山 雄心(2) 樋口 優宝(2) 土屋 春喜(1) 金子 綾斗(2) 中根 司(1) 清水 大輝(1)

伊藤 壮一郎(2) 菊池 優介(2) 山本 一輝(2) 西田 陸人(2) 石井 光祐(2) 西 俊弥(2) 北村 海晴(1) 藤牧 奏夢(2)
南澤 爽太(3) 田下 輝稀(2) 金澤 蒼海(2) 篠田 啓太(1) 関口 凰雅(2) 滝沢 智博(1) 東城 俊太(1) 依田 遼(2)
佐々木 隆之介(2) 宮澤 健人(2) 今関 隼也(2) 熊谷 槍一(2) 髙畑 良太(2) 降幡 諒成(2) 藤沢 政信(1) 大工原 政斗(1)



予選 8月11日 11:25
決勝 8月11日 13:10

県新(KR)            10.15
大会新(GR)          10.92

[ 1組] 風速 -1.5 [ 2組] 風速 -3.3

 1 本多 倖基(2) 一般     11.68 q  1 三澤 駿之介(3) 一般     11.45 q
ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ 信州大 ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大

 2 栁澤  亮也(1) 高校     12.17 q  2 辻浦 知主(1) 高校     11.84 q
ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 岩村田高 ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 小諸高

 3 藤本 憲綺(2) 高校     12.26  3 藤川 想詩(2) 一般     12.27 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ 野沢南高 ﾌｼﾞｶﾜ ｿｳｼ 信州大

 4 小須田 知新(2) 高校     12.53  4 佐々木 悠登 一般     12.29 
ｺｽﾀﾞ ﾁｼﾝ 上田高 ｻｻｷ  ﾕｳﾄ 南佐久郡陸協

 5 宮澤 脩也(1) 高校     12.53  5 碓氷  大樹(1) 高校     12.35 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭｳﾔ 上田高 ｳｽｲ ﾀｲｷ 岩村田高

 6 小林 蒼空(1) 高校     12.72  6 浜 太智(2) 高校     12.52 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 上田東高 ﾊﾏ ﾀｲﾁ 上田高

 7 天沼昭彦 一般     14.73  7 間島 聖(1) 高校     12.54 
ｱﾏﾇﾏｱｷﾋｺ 長野マスターズ ﾏｼﾏ ﾋｼﾞﾘ 野沢南高
佐野 浩二 一般  8 関 旭流(1) 高校     12.78 
ｻﾉ ｺｳｼﾞ 北佐久郡陸協 ｾｷ ｱｹﾙ 上田高
内堀 直也 一般  9 小泉 迅矢(1) 高校     12.87 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ ｺｲｽﾞﾐ ﾄｷﾔ 上田東高

[ 3組] 風速 -3.7

 1 佐藤 裕樹(3) 一般     11.83 q
ｻﾄｳ ﾕｳｷ 信州大

 2 石井  佑磨(1) 高校     12.04 q
ｲｼｲ ﾕｳﾏ 岩村田高

 3 小須田 亮祐(2) 高校     12.13 q
ｺｽﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 野沢北高

 3 外川 亮太(2) 高校     12.13 q
ﾄｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 小諸高

 5 小倉 稔(1) 高校     12.58 
ｵｸﾞﾗ ﾐﾉﾙ 上田染谷丘高

 6 岡部 礁(1) 高校     12.58 
ｵｶﾍﾞ  ｼｮｳ 上田千曲高

 7 田中 淳 一般     13.02 
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 長野マスターズ

 8 出口 哲也(1) 高校     13.05 
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 上田高

 9 柳澤 聖二(1) 高校     13.13 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｾｲｼﾞ 上田高

風速 -5.5

 1 三澤 駿之介(3) 一般     11.61 
ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大

 2 辻浦 知主(1) 高校     11.93 
ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 小諸高

 3 佐藤 裕樹(3) 一般     11.94 
ｻﾄｳ ﾕｳｷ 信州大

 4 本多 倖基(2) 一般     12.06 
ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ 信州大

 5 外川 亮太(2) 高校     12.24 
ﾄｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 小諸高

 6 小須田 亮祐(2) 高校     12.36 
ｺｽﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 野沢北高

 7 石井  佑磨(1) 高校     12.41 
ｲｼｲ ﾕｳﾏ 岩村田高

 8 栁澤  亮也(1) 高校     12.51 
ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 岩村田高

9  1588

2  1585

3  1712

8  1518

6    10

4    15

5    11

7  2823

1  1782

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5    18

7  1780

6  1852

4  1880

2  1518

9  1712

8    10

3  1588

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6     4 5  1815
欠場

3    20 6  1779
途中棄権

8    17 4  1575

4  1814 8  1774

7  1781 2  1583

9  1773 1    19

5  1574 7    14

2  1585 9  2823

1    15 3    11

男子

１００ｍ

予選 通過基準  3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No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



予選 8月11日  9:35
決勝 8月11日 13:40

県新(KR)            20.35
大会新(GR)          22.22

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 +0.5

 1 栁澤  亮也(1) 高校     23.81 q  1 三澤 駿之介(3) 一般     22.52 q
ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 岩村田高 ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大

 2 小倉 稔(1) 高校     24.54 q  2 石井  佑磨(1) 高校     23.52 q
ｵｸﾞﾗ ﾐﾉﾙ 上田染谷丘高 ｲｼｲ ﾕｳﾏ 岩村田高

 3 宮澤 脩也(1) 高校     24.72 q  3 尾沼 優(1) 高校     23.92 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭｳﾔ 上田高 ｵﾇﾏ ﾕｳ 上田高

 4 藤本 憲綺(2) 高校     24.90  4 関 旭流(1) 高校     24.69 q
ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ 野沢南高 ｾｷ ｱｹﾙ 上田高

 5 林 樹生(1) 高校     26.52  5 小林 蒼空(1) 高校     24.85 
ﾊﾔｼ ﾐｷｵ 野沢北高 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 上田東高

 6 佐野 浩二 一般     26.92  6 田中 淳 一般     25.84 
ｻﾉ ｺｳｼﾞ 北佐久郡陸協 ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 長野マスターズ
内堀 直也 一般
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

[ 3組] 風速 -2.4

 1 辻浦 知主(1) 高校     23.09 q
ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 小諸高

 2 小須田 知新(2) 高校     25.08 
ｺｽﾀﾞ ﾁｼﾝ 上田高

 3 津留  大輔(2) 高校     25.54 
ﾂﾙ ﾀﾞｲｽｹ 岩村田高

 4 小泉 迅矢(1) 高校     25.82 
ｺｲｽﾞﾐ ﾄｷﾔ 上田東高
吉田 晃太朗(2) 高校
ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 上田高

風速 -1.1

 1 三澤 駿之介(3) 一般     22.33 
ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ 信州大

 2 辻浦 知主(1) 高校     22.42 
ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 小諸高

 3 栁澤  亮也(1) 高校     23.62 
ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 岩村田高

 4 石井  佑磨(1) 高校     23.65 
ｲｼｲ ﾕｳﾏ 岩村田高

 5 尾沼 優(1) 高校     23.67 
ｵﾇﾏ ﾕｳ 上田高

 6 小倉 稔(1) 高校     24.29 
ｵｸﾞﾗ ﾐﾉﾙ 上田染谷丘高

 7 関 旭流(1) 高校     24.79 
ｾｷ ｱｹﾙ 上田高

 8 宮澤 脩也(1) 高校     25.12 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭｳﾔ 上田高

3  1779

2  1781

8  1777

9  1852

7  1585

6  1588

4    11

5  2823

5  1776
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  1612

4  1815

6  2823

7  1773

6     4
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4    20 6    18

7  1539 4  1814

8  1574 7  1779

5  1781 2  1777

2  1852 5  1588

3  1585 3    11

男子

２００ｍ

予選 通過基準  3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No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



決勝 8月11日 12:45

県新(KR)            46.54
大会新(GR)          48.19

[ 1組] [ 2組]

 1 遠藤 佳斗(2) 高校     54.57  1 堀込 碧(3) 高校     50.51 
ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ 上田東高 ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 小諸高

 2 津留  大輔(2) 高校     55.90  2 尾沼 優(1) 高校     53.92 
ﾂﾙ ﾀﾞｲｽｹ 岩村田高 ｵﾇﾏ ﾕｳ 上田高

 3 飯塚  啓真(1) 高校     56.27  3 木内 温斗(1) 高校     54.00 
ｲｲｽﾞｶ ｹｲﾏ 岩村田高 ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ 小諸高

 4 小宮山  登生(1) 高校     58.34  4 花岡 侑(2) 高校     54.85 
ｺﾐﾔﾏ ﾄｳｲ 岩村田高 ﾊﾅｵｶ  ｱﾂﾑ 上田千曲高

 5 針尾 大生(1) 高校   1,00.58 浅沼  都夫(2) 高校
ﾊﾘｵ ﾀﾞｲｷ 小諸高 ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ 岩村田高

   1 堀込 碧(3) 高校 小諸高       50.51   2   1
   2 尾沼 優(1) 高校 上田高       53.92   2   2
   3 木内 温斗(1) 高校 小諸高       54.00   2   3
   4 遠藤 佳斗(2) 高校 上田東高       54.57   1   1
   5 花岡 侑(2) 高校 上田千曲高       54.85   2   4
   6 津留  大輔(2) 高校 岩村田高       55.90   1   2
   7 飯塚  啓真(1) 高校 岩村田高       56.27   1   3
   8 小宮山  登生(1) 高校 岩村田高       58.34   1   4
   9 針尾 大生(1) 高校 小諸高     1,00.58   1   5 2825

 2824
 1797
 1885
 1612
 1582
 1586

記録 備考 組 順位
 1706
 1777

欠場

男子

４００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

5  2825 3  1611

2  1586 4  1885

6  1582 2  2824

4  1612 5  1777

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1797 6  1706

男子

４００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 8月11日 10:05

県新(KR)          1,45.75
大会新(GR)        1,53.90

 1 森 紘輔(2) 高校   2,03.73 
ﾓﾘ ｺｳｽｹ 上田東高

 2 松本 啓吾(2) 高校   2,07.12 
ﾏﾂﾓﾄ ｹｲｺﾞ 上田染谷丘高

 3 栁澤 直希(1) 高校   2,10.00 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾅｵｷ 上田千曲高

 4 髙野 竜志(1) 高校   2,18.89 
ﾀｶﾉ  ﾘｭｳｼﾞ 上田千曲高

 5 大場 柊也(1) 高校   2,29.02 
ｵｵﾊﾞ ｼｭｳﾔ 上田染谷丘高

 6 坂本 智哉(1) 高校   2,35.55 
ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾔ 上田千曲高
町田 駿(2) 高校
ﾏﾁﾀﾞ ｼｭﾝ 野沢南高

男子

８００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1798

7  1849

4  1882

6  1881

2  1571
欠場

5  1854

8  1886



決勝 8月11日 16:15

県新(KR)          3,38.49
大会新(GR)        4,04.37

 1 宮入 一海 一般   4,06.24 
ﾐﾔｲﾘ ﾓﾄﾐ 北佐久陸協

 2 吉澤 洋樹(1) 高校   4,25.11 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 上田高

 3 佐々木 龍也(2) 高校   4,26.34 
ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 野沢北高

 4 小林 勝太 一般   4,29.34 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 北佐久郡陸協

 5 栁澤 直希(1) 高校   4,32.76 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾅｵｷ 上田千曲高

 6 出口 哲也(1) 高校   4,35.02 
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 上田高

 7 飯嶋 雄大(1) 高校   4,35.93 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾛ 上田染谷丘高

 8 髙野 竜志(1) 高校   4,37.81 
ﾀｶﾉ  ﾘｭｳｼﾞ 上田千曲高

 9 依田 柊人(1) 高校   4,41.74 
ﾖﾀﾞ ｼｭｳﾄ 上田高

10 竹内 暖(1) 高校   4,43.85 
ﾀｹｳﾁ ﾋﾅﾀ 小諸高

11 丸尾 遼(1) 高校   5,00.64 
ﾏﾙｵ ﾊﾙｶ 上田東高

12 松澤 由治(1) 高校   5,14.81 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼﾊﾙ 野沢北高

男子

１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
11    22

8  1783

1  1517

5    21

3  1882

12  1780

2  1853

9  1881

4  1785

10  2826

6  1809

7  1534



決勝 8月11日  8:45

県新(KR)         13,20.80
大会新(GR)       15,05.87

 1 牧内 祥広 一般  16,08.93 
ﾏｷｳﾁ ｱｷﾋﾛ 腰越JSC

 2 松久 哲治 一般  16,19.23 
ﾏﾂﾋｻ ﾃﾂﾊﾙ 腰越JSC

 3 小林 勝太 一般  16,55.80 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 北佐久郡陸協

 4 藤沢 優一 一般  17,29.54 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾕｳｲﾁ ｳｴﾀﾞﾘｯｷｮｳ

 5 杉浦 啓(4) 一般  17,49.82 
ｽｷﾞｳﾗ ﾋﾛ 信州大

 6 佐々木 龍也(2) 高校  18,37.92 
ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 野沢北高

 7 小林 颯太(1) 高校  18,47.86 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 野沢南高

 8 撹上 翔大(1) 高校  19,20.13 
ｶｸｱｹﾞ ｼｮｳﾀ 上田高

 9 松澤 由治(1) 高校  19,52.62 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼﾊﾙ 野沢北高
臼井 隆之 一般
ｳｽｲ ﾀｶﾕｷ HIOKI
宮入 一海 一般
ﾐﾔｲﾘ ﾓﾄﾐ 北佐久陸協

男子

５０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5     8

7     7

9    21

2     3

6    13

10  1517

1  1577

3  1778

11    22
欠場

4  1534

8     1
欠場



決勝 8月11日 12:25

県新(KR)            13.84
大会新(GR)          15.40

風速 -0.9

 1 中澤  颯太(2) 高校     17.28 
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田高

 2 関戸 勝琉(1) 高校     17.57 
ｾｷﾄﾞ ｽｸﾞﾙ 野沢北高

 3 遠藤 佳斗(2) 高校     17.94 
ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ 上田東高

 4 田崎 佑冴(1) 高校     20.55 
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 野沢北高

 5 尾沢 栄治(2) 高校     26.22 
ｵｻﾞﾜ ｴｲｼﾞ 野沢北高
五十嵐 大樹 一般
ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｷ 野沢北ｸﾗﾌﾞ
浅沼  都夫(2) 高校
ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ 岩村田高

5  1611
欠場

2  1519

4    23
欠場

7  1797

6  1537

3  1616

8  1536

男子

１１０ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月11日 15:00

県新(KR)            40.62
大会新(GR)          41.61

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 信州大    10 佐藤 裕樹(3)     43.98 

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ｻﾄｳ ﾕｳｷ
   15 本多 倖基(2)

ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ
   11 三澤 駿之介(3)

ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ
   14 藤川 想詩(2)

ﾌｼﾞｶﾜ ｿｳｼ
 2   4 小諸高  1712 外川 亮太(2)     44.43 

ｺﾓﾛｺｳ ﾄｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ
 2827 髙野 来斗(1)

ﾀｶﾉ ﾗｲﾄ
 2822 中村 洋平(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ
 2823 辻浦 知主(1)

ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ
 3   3 岩村田高  1588 石井  佑磨(1)     45.40 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｲｼｲ ﾕｳﾏ
 1585 栁澤  亮也(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ
 1584 高根  大樹(1)

ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ
 1583 碓氷  大樹(1)

ｳｽｲ ﾀｲｷ
 4   5 野沢北高  1519 尾沢 栄治(2)     45.86 

ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ｵｻﾞﾜ ｴｲｼﾞ
 1518 小須田 亮祐(2)

ｺｽﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ
 1536 関戸 勝琉(1)

ｾｷﾄﾞ ｽｸﾞﾙ
 1516 飯島 詢平(2)

ｲｲｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ
  6 上田高  1774 浜 太智(2)

ｳｴﾀﾞｺｳ ﾊﾏ ﾀｲﾁ 失格
 1777 尾沼 優(1)

ｵﾇﾏ ﾕｳ
 1781 宮澤 脩也(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭｳﾔ
 1773 小須田 知新(2)

ｺｽﾀﾞ ﾁｼﾝ

男子

４×１００ｍＲ

決勝



決勝 8月11日 15:40

県新(KR)          3,13.48
大会新(GR)        3,29.12

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 上田東高  1797 遠藤 佳斗(2)   3,37.59 

ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼｺｳ ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ
 1813 佐藤 智哉(2)

ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ
 1814 小林 蒼空(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ
 1798 森 紘輔(2)

ﾓﾘ ｺｳｽｹ
 2   5 信州大    10 佐藤 裕樹(3)   3,41.56 

ｼﾝｼｭｳﾀﾞｲ ｻﾄｳ ﾕｳｷ
   14 藤川 想詩(2)

ﾌｼﾞｶﾜ ｿｳｼ
   11 三澤 駿之介(3)

ﾐｻﾜ ｼｭﾝﾉｽｹ
   15 本多 倖基(2)

ﾎﾝﾀﾞ ｺｳｷ
 3   6 上田千曲高  1880 岡部 礁(1)   3,42.78 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｵｶﾍﾞ  ｼｮｳ
 1883 春原 拓実(2)

ｽﾉﾊﾗ  ﾀｸﾐ
 1882 栁澤 直希(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾅｵｷ
 1885 花岡 侑(2)

ﾊﾅｵｶ  ｱﾂﾑ
 4   4 岩村田高  1616 中澤  颯太(2)   3,42.88 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ
 1612 津留  大輔(2)

ﾂﾙ ﾀﾞｲｽｹ
 1582 飯塚  啓真(1)

ｲｲｽﾞｶ ｹｲﾏ
 1586 小宮山  登生(1)

ｺﾐﾔﾏ ﾄｳｲ
 5   2 野沢北高  1518 小須田 亮祐(2)   3,45.10 

ﾉｻﾞﾜｷﾀｺｳ ｺｽﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ
 1519 尾沢 栄治(2)

ｵｻﾞﾜ ｴｲｼﾞ
 1539 林 樹生(1)

ﾊﾔｼ ﾐｷｵ
 1516 飯島 詢平(2)

ｲｲｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ

男子

４×４００ｍＲ

決勝



決勝 8月11日 13:00

県新(KR)             2.18
大会新(GR)           2.10

関戸 勝琉(1) 高校
ｾｷﾄﾞ ｽｸﾞﾙ 野沢北高
宮原 清司 一般
ﾐﾔﾊﾗ ｷﾖｼ 佐久市陸競
中澤  颯太(2) 高校
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田高
田崎 佑冴(1) 高校
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 野沢北高
五十嵐 大樹 一般 欠場
ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｷ 野沢北ｸﾗﾌﾞ

3    23

 1.55

2  1537 XXX

XXX3 1  1616 O XO XXO

 1.60

 1.75

2 5     9 - - - O XXX

O O XXO XO XXX

記録 備考

1 4  1536 - - O

1m55 1m60 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 1m45 1m50



決勝 8月11日 10:30

県新(KR)             7.94
大会新(GR)           7.09

山浦 渓斗(1) 一般    X    X   6.91   6.83   5.61   6.92    6.92 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 国武大   +0.7   -2.0   -4.1   -2.7    -2.7
佐藤 智哉(2) 高校    X   6.26   6.50   6.13   6.34   6.18    6.50 
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 上田東高   -0.6   +1.2   -0.9   -2.6   -4.3    +1.2
小須田 亮祐(2) 高校   6.07   6.09   6.12   5.64   6.05   5.90    6.12 
ｺｽﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 野沢北高   -0.1   -1.2   -0.1   -3.3   -4.9   -2.3    -0.1
上野 太暉(3) 高校   5.75   5.90   5.71   5.77    X   5.64    5.90 
ｳｴﾉ ﾀｲｷ 丸子修学館高   +1.6   -0.8   -1.2   -1.4   -3.8    -0.8
中村 洋平(1) 高校   5.80   5.76    X    X    X    X    5.80 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 小諸高   -0.7   +1.9    -0.7
春原 拓実(2) 高校    X   5.61   5.71   5.33    -    -    5.71 
ｽﾉﾊﾗ  ﾀｸﾐ 上田千曲高   -1.4   -0.8   -3.1    -0.8
高根  大樹(1) 高校    X    X   5.10   5.40    X    X    5.40 
ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ 岩村田高   +0.1   -1.6    -1.6
吉田 晃太朗(2) 高校 欠場
ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 上田高

7 2  1584

1  1776

5 3  2822

6 6  1883

3 4  1518

4 7  1747

1 8     6

2 5  1813

-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 8月11日 14:30

県新(KR)            16.98
大会新(GR)          14.53

春原 拓実(2) 高校  12.59  12.91  12.69  12.73  13.44  12.81   13.44 
ｽﾉﾊﾗ  ﾀｸﾐ 上田千曲高   +2.6   +3.4   +0.8   -1.9   +0.4   +1.9    +0.4
佐藤 智哉(2) 高校  12.47  12.81  12.37  12.49  12.65  13.02   13.02 
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 上田東高   +2.6   +3.4   +0.4   +1.7   +0.6   +2.2    +2.2
中村 洋平(1) 高校  12.54  12.94  12.87  12.80  12.96  12.91   12.96 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 小諸高   -0.1   +1.1   +0.8   -2.0   +0.3   +0.7    +0.3
高根  大樹(1) 高校  11.52  11.86  11.17  11.70  11.35  11.84   11.86 
ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ 岩村田高   +2.2   +1.5   -0.4   -0.9   +1.7   -0.9    +1.5

3 3  2822

4 1  1584

1 2  1883

2 4  1813

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



決勝 8月11日 15:00

県高新(KR)          14.76
大会新(GR)          12.53

針尾 大生(1) 高校
ﾊﾘｵ ﾀﾞｲｷ 小諸高

男子

砲丸投(6.000kg)

決勝

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

 6.88  6.52  6.87   7.28 1 1  2825  7.28  6.91  6.78



決勝 8月11日  9:00

県高新(KR)          45.21
大会新(GR)          34.80

飯島 詢平(2) 高校
ｲｲｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 野沢北高
飯塚  啓真(1) 高校
ｲｲｽﾞｶ ｹｲﾏ 岩村田高
尾沢 栄治(2) 高校
ｵｻﾞﾜ ｴｲｼﾞ 野沢北高
沼田 尚路(3) 一般 欠場
ﾇﾏﾀ ﾅｵﾐﾁ 信州大

  X   O   O  19.83 

4    12

  O   O   O  20.07 

3 1  1519   X   O 19.83

  O   X   X  21.42 

2 2  1582 20.07   O   O

1 3  1516   O   O 21.42

-3- -4- -5- -6- 記録 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- -2-



決勝 8月11日 13:30

県新(KR)            72.50
大会新(GR)          63.18

小泉 陸人(3) 高校
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 野沢南高
柳澤 和也(2) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾔ 上田東高
碓氷  大樹(1) 高校
ｳｽｲ ﾀｲｷ 岩村田高
田崎 佑冴(1) 高校
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 野沢北高
飯島 詢平(2) 高校
ｲｲｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 野沢北高
中澤  颯太(2) 高校
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田高
外川 亮太(2) 高校
ﾄｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 小諸高
針尾 大生(1) 高校
ﾊﾘｵ ﾀﾞｲｷ 小諸高
山本 健太郎 一般 欠場
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 長野マスターズ

男子

やり投(0.800kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 9  1567 52.98   O   O   O   O   O  52.98 

2 6  1808   X 46.17   O   O 47.88   O  47.88 

3 7  1583   O   O 44.05   O   X 45.28  45.28 

4 2  1537   O   O 38.51   O   O   O  38.51 

5 4  1516   O   O 33.22   O   X   O  33.22 

6 5  1616 30.66   O   O   O   X 30.89  30.89 

7 1  1712   O 19.36   O   O   O 23.20  23.20 

8 3  2825   O 21.88   O

8    16

  O   O 22.92  22.92 



予選 8月11日 10:45
決勝 8月11日 13:00

県中新(KR)          10.85
大会新(GR)          11.43

[ 1組] 風速 -3.7 [ 2組] 風速 -2.0

 1 西 俊弥(2) 中学     12.51  1 荒井 陽呂実(2) 中学     12.31 q
ﾆｼ ｼｭﾝﾔ 上田第五中 ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 上田第三中

 2 樋口 優宝(2) 中学     12.82  2 寺尾 朝陽(3) 中学     12.38 q
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾎ 上田第四中 ﾃﾗｵ ｱｻﾋ 野沢中

 3 中山 雄心(2) 中学     13.41  3 金澤 蒼海(2) 中学     13.12 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｼ 御代田中 ｶﾅｻﾞﾜ ｱｵﾐ 御代田中

 4 関口 凰雅(2) 中学     13.90  4 北村 海晴(1) 中学     13.64 
ｾｷｸﾞﾁ ｵｳｶﾞ 中込中 ｷﾀﾑﾗ ｶｲｾｲ 小諸東中

 5 佐藤 義明(1) 中学     14.44  5 金子 綾斗(2) 中学     13.78 
ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ 東御東部中 ｶﾈｺ ｱﾔﾄ 上田第五中

 6 中山 瑛生(2) 中学     14.70  6 篠田 啓太(1) 中学     14.03 
ﾅｶﾔﾏ ｴｲｷ 浅間中 ｼﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 上田第四中

 7 横尾 唯吹(1) 中学     14.76  7 土屋 春喜(1) 中学     14.36 
ﾖｺｵ ｲﾌﾞｷ 芦原中 ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ 中込中

 8 依田 遼(2) 中学     15.17  8 柳澤 透偉(2) 中学     14.80 
ﾖﾀﾞ ﾘｮｳ 佐久東中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｳｲ 浅間中

 9 吉田 遊(1) 中学     15.38 大塚 裕斗(1) 中学
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ 軽井沢中 ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾄ 小諸東中

[ 3組] 風速 -1.0 [ 4組] 風速 -0.8

 1 石井 光祐(2) 中学     12.03 q  1 山本 赳瑠(2) 中学     11.65 q
ｲｼｲ ｺｳｽｹ 中込中 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 小諸東中

 2 榊原 歩(2) 中学     12.17 q  2 西田 陸人(2) 中学     12.71 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ 小諸東中 ﾆｼﾀ ﾘｸﾄ 上田第四中

 3 竹内 睦喜(1) 中学     13.54  3 藤牧 奏夢(2) 中学     12.90 
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 野沢中 ﾌｼﾞﾏｷ ｶﾅﾑ 佐久東中

 4 中根 司(1) 中学     13.67  4 山浦 悠大(2) 中学     13.15 
ﾅｶﾈ ﾂｶｻ 小諸東中 ﾔﾏｳﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 小諸東中

 5 鈴木 陽大(1) 中学     13.80  5 早﨑 蒼心(1) 中学     13.38 
ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀﾞｲ 御代田中 ﾊﾔｻｷ ｿｳｼﾞﾝ 御代田中

 6 花見 唯斗(1) 中学     14.33  6 有井 祥悟(2) 中学     14.15 
ﾊﾅﾐ ﾕｲﾄ 上田第五中 ｱﾘｲ ｼｮｳｺﾞ 野沢中

 7 北村 櫂(2) 中学     15.22  7 小林 珀琢(2) 中学     15.08 
ｷﾀﾑﾗ ｶｲ 上田第五中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｸ 中込中
伊東 海翔(1) 中学  8 津留 拓哉(1) 中学     15.86 
ｲﾄｳ ｶｲﾄ 上田第四中 ﾂﾙ ﾀｸﾔ 東御東部中

[ 5組] 風速 +0.1 [ 6組] 風速 -3.0

 1 佐々木 隆之介(2) 中学     12.02 q  1 南澤 爽太(3) 中学     12.20 q
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 小諸東中 ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 小諸東中

 2 菊池 優介(2) 中学     12.43  2 山本 一輝(2) 中学     12.50 
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 浅間中 ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 御代田中

 3 熊谷 槍一(2) 中学     12.52  3 宮澤 健人(2) 中学     12.52 
ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ 上田第四中 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 浅間中

 4 大工原 政斗(1) 中学     12.96  4 中条 太智(2) 中学     13.93 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 佐久東中 ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｲﾁ 野沢中

 5 東城 俊太(1) 中学     13.35  5 清水 大輝(1) 中学     14.11 
ﾄｳｼﾞｮｳ ｼｭﾝﾀ 小諸東中 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ 佐久東中

 6 林 琉昊(1) 中学     14.07  6 滝沢 智博(1) 中学     14.48 
ﾊﾔｼ ﾙｲｺﾞ 上田第五中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 上田第五中

 7 與川 竜陽(1) 中学     14.30  7 平川 哉太(1) 中学     14.48 
ﾖｶﾜ ﾘｭｳﾋ 東御東部中 ﾋﾗｶﾜ ｶﾅﾀ 小諸東中
由井 晴陽(2) 中学 安田 雄祈(2) 中学
ﾕｲ ﾊﾙﾔ 中込中 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ 東御東部中

7  4128 7  4391
欠場 欠場

3  4390 6  4281

4  4682 9  4680

9  4280 4  4176

6  4175 8  4107

8  4646 2  4151

2  4148 5  4277

5  4303 3  4296
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  4647 3  4399
欠場

9  4679 4  4110

3  4681 6  4101

7  4265 2  4264

8  4288 7  4301

6  4078 8  4169

4  4307 5  4645

5  4126 9  4304
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  4212 5  4284
欠場

6  4170 1  4152

8  4311 4  4127

1  4150 6  4654

9  4395 7  4678

5  4129 2  4292

7  4276 9  4275

4  4652 3  4085

2  4576 8  4636

中学男子

１００ｍ

予選 通過基準  7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No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



[ 7組] 風速 -2.7

 1 髙畑 良太(2) 中学     12.41 q
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 中込中

 2 木内 光波(1) 中学     12.77 
ｷｳﾁ ｺｳﾊ 浅間中

 3 藤沢 政信(1) 中学     13.38 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 小諸東中

 4 小須田 翔(1) 中学     13.83 
ｺｽﾀﾞ ｶｹﾙ 浅間中

 5 鈴木 昇汰(1) 中学     13.95 
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 芦原中

 6 関野 佑平(1) 中学     16.14 
ｾｷﾉ ﾕｳﾍｲ 軽井沢中
塚田 陽音(1) 中学
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 東御東部中
成澤 優希(1) 中学
ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ 東御東部中

風速 -2.3

 1 山本 赳瑠(2) 中学     11.62 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 小諸東中

 2 南澤 爽太(3) 中学     12.15 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 小諸東中

 3 石井 光祐(2) 中学     12.24 
ｲｼｲ ｺｳｽｹ 中込中

 4 佐々木 隆之介(2) 中学     12.25 
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 小諸東中

 5 榊原 歩(2) 中学     12.27 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ 小諸東中

 6 荒井 陽呂実(2) 中学     12.35 
ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 上田第三中

 7 髙畑 良太(2) 中学     12.43 
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 中込中

 8 寺尾 朝陽(3) 中学     12.51 
ﾃﾗｵ ｱｻﾋ 野沢中

3  4124

2  4085

7  4307

9  4636

5  4126

6  4303

記録／備考
4  4304

8  4296

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  4396
欠場

7  4397
欠場

8  4315

9  4210

6  4283

5  4156

4  4124

3  4157

中学男子

１００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月11日 12:35

県中新(KR)          50.35
大会新(GR)          51.30

[ 1組] [ 2組]

 1 今関 隼也(2) 中学     56.41  1 備後 琉空(2) 中学     57.65 
ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ 御代田中 ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ 東御東部中

 2 木内 心太(3) 中学     57.95  2 久保田 誠(2) 中学     58.10 
ｷｳﾁ ｺｺﾛ 浅間中 ｸﾎﾞﾀ ﾏｺﾄ 上田第三中

 3 佐藤 良太(3) 中学     59.60  3 金子 綾斗(2) 中学     59.82 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 小諸東中 ｶﾈｺ ｱﾔﾄ 上田第五中

 4 米山 瑠(2) 中学   1,02.86  4 大木 咲翔(2) 中学   1,00.26 
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｭｳ 御代田中 ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 御代田中

 5 山本 祐弥(1) 中学   1,05.49  5 田崎 巧人(2) 中学   1,01.06 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 小諸東中 ﾀｻﾞｷ ﾀｸﾄ 小諸東中

 6 雨宮 伊吹(1) 中学   1,05.70 髙畑 良太(2) 中学
ｱﾒﾐﾔ ｲﾌﾞｷ 軽井沢A&AC ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 中込中

 7 有井 祥悟(2) 中学   1,05.90 重田 剛志(1) 中学
ｱﾘｲ ｼｮｳｺﾞ 野沢中 ｼｹﾞﾀ ﾂﾖｼ 浅間中

   1 今関 隼也(2) 中学 御代田中       56.41   1   1
   2 備後 琉空(2) 中学 東御東部中       57.65   2   1
   3 木内 心太(3) 中学 浅間中       57.95   1   2
   4 久保田 誠(2) 中学 上田第三中       58.10   2   2
   5 佐藤 良太(3) 中学 小諸東中       59.60   1   3
   6 金子 綾斗(2) 中学 上田第五中       59.82   2   3
   7 大木 咲翔(2) 中学 御代田中     1,00.26   2   4
   8 田崎 巧人(2) 中学 小諸東中     1,01.06   2   5
   9 米山 瑠(2) 中学 御代田中     1,02.86   1   4
  10 山本 祐弥(1) 中学 小諸東中     1,05.49   1   5
  11 雨宮 伊吹(1) 中学 軽井沢A&AC     1,05.70   1   6
  12 有井 祥悟(2) 中学 野沢中     1,05.90   1   7

 4279
 4287
    5
 4101

 4133
 4637
 4294
 4678
 4273
 4300

記録 備考 組 順位
 4272
 8778

欠場

中学男子

４００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

欠場
8  4101 8  4158

4     5 2  4124

2  4287 3  4300

7  4279 4  4273

6  4294 5  4678

5  4133 7  4637

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  4272 6  8778

中学男子

４００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 8月11日 15:50

県中新(KR)        3,56.2
大会新(GR)        4,14.78

[ 1組] [ 2組]

 1 安本 桜太郎(2) 中学   4,59.33  1 市川 和英(3) 中学   4,28.96 
ﾔｽﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ 東御東部中 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 野沢中

 2 鷹野 匠(3) 中学   5,13.27  2 成沢 翔英(3) 中学   4,32.23 
ﾀｶﾉ ﾀｸﾐ 小諸東中 ﾅﾙｻﾜ ｼｮｳｴｲ 上田第六中

 3 新井 拓実(2) 中学   5,15.97  3 加藤 大雅(2) 中学   4,34.03 
ｱﾗｲ ﾀｸﾐ 上田第三中 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 佐久長聖中

 4 関口 渓瑚(1) 中学   5,24.95  4 中原 龍太(2) 中学   4,39.24 
ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｺﾞ 佐久東中 ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 野沢中

 5 飯田 更(2) 中学   5,24.95  5 後藤 桐哉(3) 中学   4,41.53 
ｲｲﾀﾞ ｻﾗ 御代田中 ｺﾞﾄｳ ｷﾘﾔ 上田第六中

 6 依田 魁星(1) 中学   5,39.39  6 田下 輝稀(2) 中学   4,43.83 
ﾖﾀﾞ ｶｲｾｲ 小諸東中 ﾀｼﾀ ｺｳｷ 浅間中

 7 市川 公陽(1) 中学   5,43.43  7 楢原 累斗(3) 中学   4,47.08 
ｲﾁｶﾜ ｷﾐﾊﾙ 芦原中 ﾅﾗﾊﾗ ﾙｲﾄ 東御東部中

 8 小林 宇宙(1) 中学   5,44.63  8 滝沢 智博(1) 中学   4,55.69 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 東御東部中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 上田第五中

 9 佐藤 綾哉(2) 中学   5,54.22  9 金子 倖大(1) 中学   4,58.03 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾔ 御代田中 ｶﾈｺ  ｺｳﾀ T&F佐久平

10 常田 芳行(2) 中学   6,22.47 内堀 翼(1) 中学
ﾄｷﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 御代田中 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾂﾊﾞｻ 丸子北中
飯野 隼(1) 中学 塩川 直人(1) 中学
ｲｲﾉ ｼﾞｭﾝ 佐久東中 ｼｵｶﾜ ﾅｵﾄ 中込中

   1 市川 和英(3) 中学 野沢中     4,28.96   2   1
   2 成沢 翔英(3) 中学 上田第六中     4,32.23   2   2
   3 加藤 大雅(2) 中学 佐久長聖中     4,34.03   2   3
   4 中原 龍太(2) 中学 野沢中     4,39.24   2   4
   5 後藤 桐哉(3) 中学 上田第六中     4,41.53   2   5
   6 田下 輝稀(2) 中学 浅間中     4,43.83   2   6
   7 楢原 累斗(3) 中学 東御東部中     4,47.08   2   7
   8 滝沢 智博(1) 中学 上田第五中     4,55.69   2   8
   9 金子 倖大(1) 中学 T&F佐久平     4,58.03   2   9
  10 安本 桜太郎(2) 中学 東御東部中     4,59.33   1   1
  11 鷹野 匠(3) 中学 小諸東中     5,13.27   1   2
  12 新井 拓実(2) 中学 上田第三中     5,15.97   1   3
  13 関口 渓瑚(1) 中学 佐久東中     5,24.95   1   4
  13 飯田 更(2) 中学 御代田中     5,24.95   1   5
  15 依田 魁星(1) 中学 小諸東中     5,39.39   1   6
  16 市川 公陽(1) 中学 芦原中     5,43.43   1   7
  17 小林 宇宙(1) 中学 東御東部中     5,44.63   1   8
  18 佐藤 綾哉(2) 中学 御代田中     5,54.22   1   9
  19 常田 芳行(2) 中学 御代田中     6,22.47   1  10
  20 内堀 翼(1) 中学 丸子北中   2
  20 塩川 直人(1) 中学 中込中   2

中学男子

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
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決勝 8月11日  9:05

県中新(KR)        8,31.86
大会新(GR)        9,43.23

 1 加藤 大雅(2) 中学  10,07.94 
ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 佐久長聖中

 2 市川 和英(3) 中学  10,13.63 
ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 野沢中

 3 田下 輝稀(2) 中学  10,22.35 
ﾀｼﾀ ｺｳｷ 浅間中

 4 内藤 悠大(2) 中学  10,35.75 
ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 小諸東中

 5 福島 大志郎(3) 中学  10,49.23 
ﾌｸｼﾏ ﾀｲｼﾛｳ 東御東部中

 6 中山 瑛生(2) 中学  10,57.23 
ﾅｶﾔﾏ ｴｲｷ 浅間中

 7 新井 拓実(2) 中学  11,02.81 
ｱﾗｲ ﾀｸﾐ 上田第三中

 8 阿部 良祐(2) 中学  11,24.17 
ｱﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 小諸東中

 9 齋藤 音吹(2) 中学  11,33.61 
ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 野沢中

10 土屋 聖瑛(2) 中学  11,39.00 
ﾂﾁﾔ ｾｲｱ 小諸東中

11 山越 暖(2) 中学  11,59.13 
ﾔﾏｺｼ ﾀﾞﾝ 小諸東中

12 大工原 礼人(1) 中学  12,01.02 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｱﾔﾄ 佐久東中
横山 廉汰郎(2) 中学
ﾖｺﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ 東御東部中
成澤 爽(3) 中学
ﾅﾙｻﾜ ｱｷﾗ 丸子中
榎本 一朗(2) 中学
ｴﾉﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 野沢中
大神 健太(3) 中学
ｵｵｶﾞﾐ ｹﾝﾀ 丸子中
宮下 輝海(3) 中学
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾐ 東御東部中

中学男子

３０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
11  4372

4  4080

17  4149

13  4306

12  8775
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3  4635

5  4305
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2  4177

6  4393
途中棄権

7  4477
欠場

10  8773
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8  4103
欠場

9  4479
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決勝 8月11日 12:15

県中新(KR)          14.19
大会新(GR)          15.26

[ 1組] 風速 -4.0 [ 2組] 風速 -4.3

 1 小林 草太(2) 中学     18.11  1 内海 亮平(3) 中学     15.44 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 軽井沢中 ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ 上田第一中

 2 今関 隼也(2) 中学     18.12  2 古村 拓海(3) 中学     15.98 
ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ 御代田中 ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ 浅間中

 3 新井 アンジ(2) 中学     18.74  3 菊池 優介(2) 中学     16.14 
ｱﾗｲ ｱﾝｼﾞ 上田第一中 ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 浅間中

 4 大木 咲翔(2) 中学     18.91  4 木内 心太(3) 中学     17.18 
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 御代田中 ｷｳﾁ ｺｺﾛ 浅間中

 5 塚田 要(2) 中学     21.45  5 降幡 諒成(2) 中学     17.63 
ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ 小諸東中 ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 上田第五中

 6 櫻井 絢悠(2) 中学     29.86  6 坂口 和音(2) 中学     18.02 
ｻｸﾗｲ ｹﾝﾕｳ 野沢中 ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ 上田第一中

   1 内海 亮平(3) 中学 上田第一中     15.44 (-4.3)   2   1
   2 古村 拓海(3) 中学 浅間中     15.98 (-4.3)   2   2
   3 菊池 優介(2) 中学 浅間中     16.14 (-4.3)   2   3
   4 木内 心太(3) 中学 浅間中     17.18 (-4.3)   2   4
   5 降幡 諒成(2) 中学 上田第五中     17.63 (-4.3)   2   5
   6 坂口 和音(2) 中学 上田第一中     18.02 (-4.3)   2   6
   7 小林 草太(2) 中学 軽井沢中     18.11 (-4.0)   1   1
   8 今関 隼也(2) 中学 御代田中     18.12 (-4.0)   1   2
   9 新井 アンジ(2) 中学 上田第一中     18.74 (-4.0)   1   3
  10 大木 咲翔(2) 中学 御代田中     18.91 (-4.0)   1   4
  11 塚田 要(2) 中学 小諸東中     21.45 (-4.0)   1   5
  12 櫻井 絢悠(2) 中学 野沢中     29.86 (-4.0)   1   6
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決勝 8月11日 11:55

風速 -2.4

 1 佐藤 悠輝(1) 中学     17.20 
ｻﾄｳ ﾕｳｷ 上田第一中

 2 尾﨑 蒼太(1) 中学     18.69 
ｵｻﾞｷ ｿｳﾀ 上田第一中

 3 山本 祐弥(1) 中学     19.04 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 小諸東中

 4 森角 魁斗(1) 中学     19.87 
ﾓﾘｶｸ ｶｲﾄ 軽井沢中

 5 花見 唯斗(1) 中学     22.07 
ﾊﾅﾐ ﾕｲﾄ 上田第五中

3  4681

6  4287

5  4211

2  8813

4  8814

中学男子

１００ｍH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 8月11日 15:20

県中新(KR)          43.57
大会新(GR)          43.67

[ 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   7 浅間中  4157 木内 光波(1)     47.78  1   3 小諸東中A  4304 山本 赳瑠(2)     44.86 

ｱｻﾏﾁｭｳ ｷｳﾁ ｺｳﾊ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ
 4148 菊池 優介(2)  4299 伊藤 壮一郎(2)

ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ
 4149 田下 輝稀(2)  4296 南澤 爽太(3)

ﾀｼﾀ ｺｳｷ ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ
 4151 宮澤 健人(2)  4303 佐々木 隆之介(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
 2   2 小諸東中B  4288 中根 司(1)     51.20  2   4 御代田中  4276 中山 雄心(2)     48.96 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾅｶﾈ ﾂｶｻ ﾐﾖﾀﾁｭｳ ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｼ
 4292 北村 海晴(1)  4277 山本 一輝(2)

ｷﾀﾑﾗ ｶｲｾｲ ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ
 4280 東城 俊太(1)  4275 金澤 蒼海(2)

ﾄｳｼﾞｮｳ ｼｭﾝﾀ ｶﾅｻﾞﾜ ｱｵﾐ
 4283 藤沢 政信(1)  4272 今関 隼也(2)

ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ
 3   3 佐久東中  4176 清水 大輝(1)     51.46  3   5 上田第四中  4652 樋口 優宝(2)     49.20 

ｻｸﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳ ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾎ
 4169 藤牧 奏夢(2)  4645 西田 陸人(2)

ﾌｼﾞﾏｷ ｶﾅﾑ ﾆｼﾀ ﾘｸﾄ
 4170 依田 遼(2)  4654 篠田 啓太(1)

ﾖﾀﾞ ﾘｮｳ ｼﾉﾀﾞ ｹｲﾀ
 4175 大工原 政斗(1)  4646 熊谷 槍一(2)

ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ
 4   5 東御東部中  4395 佐藤 義明(1)     52.52  4   2 中込中  4127 土屋 春喜(1)     49.34 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ ﾅｶｺﾞﾐﾁｭｳ ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ
 8778 備後 琉空(2)  4126 石井 光祐(2)

ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ ｲｼｲ ｺｳｽｹ
 4394 中島 悠貴(1)  4129 関口 凰雅(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ ｾｷｸﾞﾁ ｵｳｶﾞ
 4390 與川 竜陽(1)  4124 髙畑 良太(2)

ﾖｶﾜ ﾘｭｳﾋ ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ
 5   6 野沢中  4078 竹内 睦喜(1)     52.68  5   6 上田第五中  4678 金子 綾斗(2)     50.37 

ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ ｶﾈｺ ｱﾔﾄ
 4101 有井 祥悟(2)  4676 西 俊弥(2)

ｱﾘｲ ｼｮｳｺﾞ ﾆｼ ｼｭﾝﾔ
 4107 中条 太智(2)  4680 滝沢 智博(1)

ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｲﾁ ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ
 4106 櫻井 絢悠(2)  4677 降幡 諒成(2)

ｻｸﾗｲ ｹﾝﾕｳ ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ
  4 軽井沢中

ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳ 欠場

中学男子

４×１００ｍＲ

決勝



   1 小諸東中A     44.86 山本 赳瑠(2) 伊藤 壮一郎(2) 南澤 爽太(3) 佐々木 隆之介(2)   2   1
   2 浅間中     47.78 木内 光波(1) 菊池 優介(2) 田下 輝稀(2) 宮澤 健人(2)   1   1
   3 御代田中     48.96 中山 雄心(2) 山本 一輝(2) 金澤 蒼海(2) 今関 隼也(2)   2   2
   4 上田第四中     49.20 樋口 優宝(2) 西田 陸人(2) 篠田 啓太(1) 熊谷 槍一(2)   2   3
   5 中込中     49.34 土屋 春喜(1) 石井 光祐(2) 関口 凰雅(2) 髙畑 良太(2)   2   4
   6 上田第五中     50.37 金子 綾斗(2) 西 俊弥(2) 滝沢 智博(1) 降幡 諒成(2)   2   5
   7 小諸東中B     51.20 中根 司(1) 北村 海晴(1) 東城 俊太(1) 藤沢 政信(1)   1   2
   8 佐久東中     51.46 清水 大輝(1) 藤牧 奏夢(2) 依田 遼(2) 大工原 政斗(1)   1   3
   9 東御東部中     52.52 佐藤 義明(1) 備後 琉空(2) 中島 悠貴(1) 與川 竜陽(1)   1   4
  10 野沢中     52.68 竹内 睦喜(1) 有井 祥悟(2) 中条 太智(2) 櫻井 絢悠(2)   1   5

ｵｰﾀﾞｰ2

中学男子

４×１００ｍＲ
タイムレース

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



決勝 8月11日 13:00

県中新(KR)           1.97
大会新(GR)           1.80

1m80
古村 拓海(3) 中学 - - - - - - - - O O
ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ 浅間中 XXX
櫻井 絢悠(2) 中学 - - O O O XO O XXX
ｻｸﾗｲ ｹﾝﾕｳ 野沢中
降幡 諒成(2) 中学 - O O O XO XO XXX
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 上田第五中
小林 草太(2) 中学 - O O XO XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 軽井沢中
飯田 更(2) 中学 XO O XXO XXX
ｲｲﾀﾞ ｻﾗ 御代田中
小林 成生(1) 中学 O XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ 小諸東中
山口 禮輝(1) 中学 欠場
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾗｲｷ 小諸東中

1m50 1m55 1m60 1m65

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m30 1m35 1m70 1m75

記録 備考

1 7  4130  1.75

1m40 1m45

2 5  4106  1.60

3 6  4677  1.55

4 4  4246  1.45

5 3  4278  1.40

6 1  4282  1.30

2  4289



決勝 8月11日  9:15

県中新(KR)           4.75
大会新(JR)           2.50

北村 櫂(2) 中学
ｷﾀﾑﾗ ｶｲ 上田第五中
早川 湊人(1) 中学
ﾊﾔｶﾜ ｶﾅﾄ 上田第一中
柏木 健太(1) 中学
ｶｼﾜｷﾞ  ｹﾝﾀ 上田第一中

 1.70XXX2 2  8815 O O XO

 1.70

 2.10

2 1  8816 O O XO XXX

- - O XO XXX

記録 備考

1 3  4679 - - -

1m70 1m80 1m90 2m00 2m10 2m20

中学男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m50 1m60



決勝 8月11日  8:45

県中新(KR)           7.04
大会新(GR)           6.40

西 俊弥(2) 中学   5.80   5.64   5.22   5.46   5.42    X    5.80 
ﾆｼ ｼｭﾝﾔ 上田第五中   +0.1   +0.7   -3.0   -2.9   -3.3    +0.1
荒井 陽呂実(2) 中学    X    X   5.39   5.71   4.81   5.44    5.71 
ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 上田第三中   -1.6   -2.1   -1.6   -1.7    -2.1
南澤 爽太(3) 中学   5.55   5.67   5.59   5.34    X    X    5.67 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 小諸東中   +0.5   +0.4   -1.7   -3.0    +0.4
佐々木 隆之介(2) 中学    X    X   5.12   5.17    X    X    5.17 
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 小諸東中   -2.5   -3.9    -3.9
木内 光波(1) 中学   4.98    X   4.69    -    -    -    4.98 
ｷｳﾁ ｺｳﾊ 浅間中   +0.9   -3.2    +0.9
小林 一成(3) 中学   4.74   4.90   4.69   4.69   4.74    -    4.90 
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ 浅間中   +1.0   +0.7   -3.4   -3.3   -3.4    +0.7
古田 力斗(3) 中学   4.54   4.73   4.72   4.57   4.50   4.12    4.73 
ﾌﾙﾀ ﾘｷﾄ 東御東部中   -0.5   +0.2   -0.2   -2.7   -2.6   -4.0    +0.2
竹内 睦喜(1) 中学   4.65   4.39   4.39   4.56   4.51   4.71    4.71 
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 野沢中   +0.9   +0.7   -1.5   -2.1   -3.5   -3.4    -3.4
大藪 知隼(3) 中学   4.64   4.00   4.43    4.64 
ｵｵﾔﾌﾞ ﾁﾊﾔ 丸子中   +1.3   +0.7   -2.4    +1.3
土屋 春喜(1) 中学   4.38   4.58   3.50    4.58 
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ 中込中    0.0   +1.0   -0.8    +1.0
大工原 政斗(1) 中学   4.50   4.53   4.56    4.56 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 佐久東中   -1.1   +0.8   -0.5    -0.5
畠山 慎吾(2) 中学   4.45   4.39    X    4.45 
ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 御代田中   -0.6   +0.9    -0.6
中条 太智(2) 中学   4.17   3.83   4.15    4.17 
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｲﾁ 野沢中   -0.7   +0.9   -1.0    -0.7
土屋 太木(1) 中学    X   4.08   4.12    4.12 
ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ 小諸東中   +0.9   -0.2    -0.2
清水 大輝(1) 中学    X   3.77   3.82    3.82 
ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ 佐久東中   +0.6   -0.4    -0.4
丹羽 丈琉(1) 中学   3.51   2.75   3.82    3.82 
ﾆﾜ ﾀｹﾙ 上田第四中   +0.1   +1.4   +0.5    +0.5
常田 芳行(2) 中学    X   3.55   3.26    3.55 
ﾄｷﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 御代田中   +0.7   +0.9    +0.7
安藤 雅人(1) 中学   2.34   2.43   2.14    2.43 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ｢ 芦原中   -0.1   +0.7   +0.9    +0.7
柳澤 透偉(2) 中学    X    X    X
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｳｲ 浅間中
清水 律希(1) 中学 欠場
ｼﾐｽﾞ ﾘﾂｷ 芦原中
伊東 海翔(1) 中学 欠場
ｲﾄｳ ｶｲﾄ 上田第四中
堤 優次朗(2) 中学 欠場
ﾂﾂﾐ ﾕｳｼﾞﾛｳ 軽井沢中

5  4647

7  4248

19 22  4152

4  4314

17 2  4263

18 1  4312

15 6  4176

16 3  4650

13 8  4107

14 10  4285

11 9  4175

12 13  4274

9 18  4481

10 11  4127

7 12  8772

8 15  4078

5 21  4157

6 20  4139

3 14  4296

4 19  4303

1 16  4576

2 17  4636

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 8月11日 10:30

県中新(KR)          13.45
大会新(GR)          11.83

依田 遼(2) 中学
ﾖﾀﾞ ﾘｮｳ 佐久東中
小林 一成(3) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ 浅間中
宮澤 健人(2) 中学
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 浅間中
小林 珀琢(2) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｸ 中込中
竹本 伊浬真(2) 中学 欠場
ﾀｹﾓﾄ ｲﾘﾏ 軽井沢中

  -   -   -   6.36 

3  4247

  -   -   -   7.06 

4 1  4110  6.36  6.09  6.23

 7.35  6.87  7.42   7.42 

3 5  4151  6.21  7.00  7.06

  -   -   -   7.75 

2 4  4139  7.23   X  7.16

1 2  4170  7.75  7.36  7.20

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月11日 10:30

県中新(KR)          15.78
大会新(GR)           7.81

林 琉昊(1) 中学
ﾊﾔｼ ﾙｲｺﾞ 上田第五中

 6.57  5.71  6.53   6.57 1 1  4682  6.04  5.84  5.21

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 8月11日  9:36

県高新              20.93
大会新              22.1

風速 -2.4

 1 伊藤 壮一郎(2) 一般     23.72 
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 小諸東中
由井 晴陽(2) 中学
ﾕｲ ﾊﾙﾔ 中込中

10  4299

1  4128
欠場

ｵｰﾌﾟﾝ男子

２００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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