
大会コード 19170556

： 令和元(２０１９)年７月２８日（日）
： 佐久総合運動公園陸上競技場（競技場コード 1720６0）
： 佐久市・小諸市・北佐久郡・南佐久郡 陸上競技協会
： 佐久市教育委員会　佐久地区地教委連絡協議会

信濃毎日新聞社　佐久市体育協会　小諸市体育協会
南佐久郡体育協会　北佐久郡体育協会

： 柏木　喜雄　小田川利男　由井　正巳
： 森泉　智夫
： 内堀　俊彦

■グラウンドコンディション

■この競技会で樹立された記録

100m 決勝 12.61 久保 愛夏(2) 小諸高 12.70
100m 予選 12.47 前田 望乃花(2) 佐久長聖高 12.70

佐久長聖高 12.70
大会新 女子 100m 決勝 12.37 前田 望乃花(2) 佐久長聖高 12.70
大会新 女子 100m 予選 12.08 深澤 あまね(2)

佐久長聖高 12.01
大会新 女子 100m 決勝 12.00 深澤 あまね(2) 佐久長聖高 12.70

14.11 髙栁  菜乃香(2) 岩村田高 58.54

県高校新 女子 100m 決勝 12.00 深澤 あまね(2)

後 援

大会新 小４男子 100m 予選 15.09

審 判 長
記録・情報主任

時刻 天候

第49回佐久地区陸上競技選手権大会

記 録 集
期 日
会 場
主 催

清水 稜介(4) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 15.17

総 務

大会新 女子

大会新 女子
大会新 女子

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 晴れ 南 1.2 30.9 55.0 13:00 晴れ 東南東 0.2 30.9 49.0
10:00 晴れ 東北東 1.3 30.9 52.0 14:00 晴れ 南 0.7 31.5 48.0
11:00 晴れ 東 0.9 30.4 52.0 15:00 晴れ 南 0.6 30.9 51.0
12:00 晴れ 南南東 1.2 30.5 50.0 16:00 晴れ 東 2.5 30.1 56.0

記録の種類 クラス 種目 ラウンド 記録 氏名(学年) 所属
従来の記録

チーム名 ﾒﾝﾊﾞｰ(学年)

大会タイ 男子 110mH 決勝 14.96 飯島 大陽(2) 佐久長聖高 14.96
大会新 中学男子 110mH 決勝 14.96 古村 拓海(3) 浅間中 15.40
大会新 中学男子 1500m 決勝     4,25.14 市川 和英(3) 野沢中 4,30.36
大会新 中学男子 1500m 決勝     4,25.36 新井 虎次郎(3) 佐久長聖中 4,30.36
大会新 小４男子 100m 決勝 14.90 清水 稜介(4) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 15.17

大会新 男子 やり投げ 決勝 54.97 小泉 陸人(3) 野沢南高 54.10
大会新 小６女子 100m 決勝 14.11 中嶋 杏佳(6)

大会新 小学男子 4x100m 決勝  53.25 田島 一輝(6)
依田 惺那(6)

軽井沢A&AC 14.17

望月AC 53.63
400m 決勝

小林 美海(6)
宇佐美 隆悟(6)



決勝記録一覧表
(GR:大会新,GT:大会タイ) 男  子 【競技場】佐久総合運動公園陸上競技場（172060）

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
07/28 男子  +1.1内堀 直也 10.73 永井 颯太(2) 10.96 原 泰三(3) 11.13 神津 颯冬(2) 11.19 佐野 希汐(2) 11.22 辻浦 知主(1) 11.25 古厩 海聖(3) 11.25 篠澤 蒼平(3) 11.26

１００ｍ 一般･ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ GR 高校･軽井沢高 高校･小諸高 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 高校･小諸高 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高
07/28 柏木 優(3) 49.36 塚田  響(2) 50.26 古厩 海聖(3) 51.37 肥後 琉之介(1) 51.41 佐野 希汐(2) 51.49 森 紘輔(2) 51.57 白澤 稜馬(2) 52.62

４００ｍ 高校･佐久長聖高 高校･岩村田高 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 高校･上田東高 高校･佐久長聖高
07/28 町田 駿(2) 4,24.19 菊地 洸希(2) 4,25.31 佐々木 龍也(2) 4,27.25 小林 勝太 4,27.41 小林 裕太 4,39.10 飯田  悠誠(1) 4,39.21 北村 隆之介(1) 4,39.35 竹内 暖(1) 4,42.06

１５００ｍ 高校･野沢南高 高校･佐久長聖高 高校･野沢北高 小学･北佐久郡陸協 小学･北佐久郡陸協 高校･岩村田高 高校･佐久長聖高 高校･小諸高
07/28  -0.2飯島 大陽(2) 14.96 宮澤 武流(2) 15.79 漆原 奏哉(1) 16.02 浅沼  都夫(2) 16.38 星野 青空(2) 16.65 尾沢 栄治(2) 20.06

１１０ｍＨ 高校･佐久長聖高 GT 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 高校･岩村田高 高校･佐久長聖高 高校･野沢北高
07/28 土屋 海斗(1) 1.85 関戸 勝琉(1) 1.75 林 樹生(1) 1.65 宮原 清司 1.65

走高跳 高校･佐久長聖高 高校･野沢北高 高校･野沢北高 一般･佐久市陸協
07/28 原 泰三(3) 6.60(-0.9) 伊藤 司騎(1) 6.56(-0.4) 原 惇也(2) 6.56(-0.6) 辻浦 知主(1) 6.30(-0.6) 小須田 亮祐(2)6.26(+0.6) 中村 洋平(1) 6.15(-1.6) 小林 優介(2) 6.05(-0.1) 土屋 海斗(1) 5.98(-1.2)

走幅跳 高校･小諸高 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 高校･小諸高 高校･野沢北高 高校･小諸高 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高
07/28 塚田 陽樹(3) 10.62 林 瞭輔(3) 10.16 神津 宏尚(3) 9.72 田崎 佑冴(1) 9.04 飯塚 亮介(3) 8.82

砲丸投 高校･小諸高 高校･佐久平総合高 高校･佐久平総合高 高校･野沢北高 高校･野沢北高
07/28 塚田 陽樹(3) 28.17 塩川 築(1) 23.07 飯塚  啓真(1) 18.88

円盤投 高校･小諸高 高校･野沢南高 高校･岩村田高
07/28 小泉 陸人(3) 54.97 宮沢 颯助(3) 52.83 関口 謙太(3) 48.68 碓氷  大樹(1) 47.03 星野 青空(2) 43.31 田澤 友希(3) 41.72 飯島 詢平(2) 36.57 髙野 来斗(1) 31.40

やり投 高校･野沢南高 高校･野沢北高 高校･佐久平総合高 高校･岩村田高 高校･佐久長聖高 高校･佐久平総合高 高校･野沢北高 高校･小諸高
07/28 中学男子   0.0小林 碧空(2) 11.89 木内 心大(3) 12.14 髙畑 良太(2) 12.22 石井 光祐(2) 12.28 山本 一輝(2) 12.28 戸枝 篤志(2) 12.37 宮澤 健人(2) 12.46 由井 晴陽(2) 12.63

１００ｍ 中学･望月AC 中学･浅間中 中学･中込中 中学･中込中 中学･御代田中 中学･望月AC 中学･浅間中 中学･中込中
07/28 依田 真叶(3) 54.96 三浦 渓太(3) 56.47 今関 隼也(2) 56.63 市川 和英(3) 57.95 福島 翔太(3) 59.49 坪井 泰生(3) 1,00.12

４００ｍ 中学･中込中 中学･野沢中 中学･御代田中 中学･野沢中 中学･野沢中 中学･野沢中
07/28 市川 和英(3) 4,25.14 新井 虎次郎(3) 4,25.36 加藤 大雅(3) 4,33.10 田下 輝稀(2) 4,40.76 中原 龍太(2) 4,43.94 福島 翔太(3) 4,56.98 土屋 聖瑛(2) 4,58.09 金子 倖大(1) 4,59.76

１５００ｍ 中学･野沢中 GR 中学･佐久長聖中 GR 中学･佐久長聖中 中学･浅間中 中学･野沢中 中学･野沢中 中学･小諸東中 中学･T&F佐久平
07/28 古村 拓海(3) 14.96 菊池 優介(2) 15.51 木内 心大(3) 15.89 小林 草太(2) 17.36 今関 隼也(2) 18.27 大木 咲翔(2) 18.39 加藤 颯人(3) 19.25 塚田 要(2) 21.13

１１０ｍＨ 中学･浅間中 GR 中学･浅間中 中学･浅間中 中学･軽井沢A&AC 中学･御代田中 中学･御代田中 中学･軽井沢中 中学･小諸東中
07/28 櫻井 絢悠(2) 1.55 小林 成生(1) 1.30 山本 祐弥(1) 1.25

走高跳 中学･野沢中 中学･小諸東中 中学･小諸東中
07/28 小林 碧空(2) 5.95(+2.4) 寺島 恒輔(3) 5.34(+0.3) 戸枝 篤志(2) 5.09(+0.4) 山本 一輝(2) 4.97(+1.0) 大工原 政斗(1)4.81(0.0) 柳澤 孔軌(2) 4.77(+1.2) 由井 晴陽(2) 4.72(-3.2) 畠山 慎吾(2) 4.50(+0.2)

走幅跳 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･御代田中 中学･佐久東中 中学･望月AC 中学･中込中 中学･御代田中
07/28 渡辺 湧真(3) 8.02 竹本 伊浬真(2) 7.99 宮澤 健人(2) 7.97 小林 一成(3) 7.70 依田 遼(2) 7.05 小林 珀琢(2) 6.27 竹内 陽雲(3) 5.85

砲丸投 中学･中込中 中学･軽井沢中 中学･浅間中 中学･浅間中 中学･佐久東中 中学･中込中 中学･小諸東中
07/28 手塚 嵐太(3) 49.67 有井 祥悟(2) 32.00 藤牧 奏夢(2) 31.69 竹本 伊浬真(2) 30.63 依田 遼(2) 25.11 小林 一成(3) 18.89 竹内 陽雲(3) 12.34

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･小諸東中 中学･野沢中 中学･佐久東中 中学･軽井沢中 中学･佐久東中 中学･浅間中 中学･小諸東中
07/28 小共通男子 山浦 英純(4) 3,28.69 宮川 陽奈太(6) 3,35.62 芦沢 宗紀(6) 3,36.45 有坂 秋我(4) 3,37.46 伊東 諒(4) 3,38.49 寺尾 悠慎(4) 3,46.52 伊東 輝(6) 3,47.96 内藤 奨太(5) 3,48.95

１０００ｍ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･泉小 小学･水明AC 小学･小海小 小学･あさまねSC 小学･浅科小 小学･あさまねSC 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
07/28  -0.4栁澤 翔逢(6) 13.88 中澤 煌牙(6) 15.20 井出 獅楽(5) 15.81 大井 優翔(6) 17.42 井出 都希(4) 20.42

８０ｍＨ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･T&F佐久平 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･T&F佐久平 小学･南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ
07/28 望月AC       53.25 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)      57.89 T&F佐久平       58.96 泉小     1,00.21 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)    1,00.52 佐久穂小     1,02.30 小海小     1,05.97

４×１００ｍＲ 田島 一輝(6) GR 赤尾 悠斗(5) 小林 颯介(5) 岡村 光樹(6) 小林 悠(5) 吉田 光(6) 鹿島 優音(5)
依田 惺那(6) 菊原 煌生(5) 竹内 勇椅(6) 宮川 陽奈太(6) 南澤 侑吾(5) 有賀 颯音(6) 村井 奏音(6)
小林 美海(6) 橋詰 蓮平(5) 中澤 煌牙(6) 臼田 遼人(6) 諸山 琉生(6) 佐藤 悠斗(6) 鷹野 珀(6)
宇佐美 隆悟(6) 萩原 汐逢(6) 甘利 悠馬(6) 柳澤 侑希(6) 井出 獅楽(5) 日向 龍仁(6) 中嶋 大地(6)

07/28 小6男子  -0.1宇佐美 隆悟(6) 13.41 堀込 大介(6) 13.75 小山 哲弥(6) 13.83 田島 一輝(6) 14.09 佐藤 亮太(6) 14.36 萩原 汐逢(6) 14.39 ?澤 京祐(6) 14.61 岡村 光樹(6) 15.02
１００ｍ 小学･望月AC 小学･佐久平浅間 小学･あさまねSC 小学･望月AC 小学･軽井沢中部小 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･切原小 小学･泉小

07/28 依田 惺那(6) 4.53(+1.8) 保科 承太郎(6)4.31(+2.7) 新海晃平(6) 4.12(0.0) 井出隼晟(6) 4.08(+2.0) 鷹野 珀(6) 3.90(+2.9) 神谷 永遠(6) 3.69(+0.3) 遠藤 大志(6) 3.50(-0.4) 甘利 悠馬(6) 3.39(+0.9)
走幅跳 小学･望月AC 小学･望月AC 小学･南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･小海小 小学･水明AC 小学･T&F佐久平 小学･T&F佐久平

07/28 小5男子  -0.2菊原 煌生(5) 14.35 赤尾 悠斗(5) 14.96 小林 颯介(5) 15.03 篠原 昴(5) 15.15 岩松 怜空(5) 15.16 吉田 晴翔(5) 15.19 重田 天希(5) 15.28 工藤 笙真(5) 15.48
１００ｍ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･T&F佐久平 小学･佐久穂小 小学･佐久穂小 小学･あさまねSC 小学･岸野小 小学･泉小

07/28 南澤 侑吾(5) 3.79(-0.7) 小林 悠(5) 3.51(+1.5) 田中 莉駆(5) 3.28(+0.5) 今井 俊輔(5) 3.09(+0.2) 金丸 玲央(5) 2.91(+1.2) 東海林 悠晴(5)2.47(+1.2) 高見澤 浬(5) 2.16(+0.9)
走幅跳 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･あさまねSC 小学･佐久穂小 小学･軽井沢東部小 小学･T&F佐久平 小学･南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ

07/28 小４男子  -0.5清水 稜介(4) 14.90 齊藤 響(4) 15.21 油井 柊磨(4) 15.47 古岩井 聖也(4) 15.95 市川 大楽(4) 16.09 菊嶋 奏良(4) 16.35 齋藤嶺(4) 16.39 美斉津 凛一(4) 16.84
１００ｍ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ GR 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･T&F佐久平 小学･佐久穂小 小学･切原小 小学･川上第一小 小学･御代田南 小学･あさまねSC

07/28 髙橋 侑悟(4) 3.71(+0.2) 小池 秀吾(4) 3.53(-0.3) 柳澤 雄飛(4) 3.52(+1.1) 渡邉 公雅(4) 3.22(-0.1) 町田 樹(4) 3.14(+0.4) 山口 穂高(4) 3.04(+0.3) 上村 晴陽(4) 2.97(-0.4) 石川 凛(4) 2.97(-0.2)
走幅跳 小学･望月AC 小学･T&F佐久平 小学･望月AC 小学･川上第一小 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･T&F佐久平 小学･南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ 小学･小海小



予選 7月28日 10:40
決勝 7月28日 15:00

県小新(KR)          12.27
大会新(GR)          15.17

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 -0.2

 1 清水 稜介(4) 小学     15.09 q  1 齊藤 響(4) 小学     15.32 q
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｻｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 市川 大楽(4) 小学     16.11 q  2 油井 柊磨(4) 小学     15.50 q
ｲﾁｶﾜ ﾀｲﾗ 切原小 ﾕｲ  ｼｭｳﾏ T&F佐久平

 3 美斉津 凛一(4) 小学     16.50 q  3 古岩井 聖也(4) 小学     15.95 q
ﾐｻｲﾂﾞ ﾘｲﾁ あさまねSC ｺｲﾜｲ ｾｲﾔ 佐久穂小

 4 原 大眞(4) 小学     17.33  4 菊嶋 奏良(4) 小学     16.47 q
ﾊﾗ ﾋﾛﾏ 川上第一小 ｷｸｼﾏ ｿﾗ 川上第一小

 5 柳原 琉良(4) 小学     17.46  5 小林 琉唯(4) 小学     16.95 
ﾔﾅｷﾞﾊﾗ  ﾙｲ T&F佐久平 ｺﾊﾞﾔｼ ﾙｲ 泉小

 6 戸澤 泰己(4) 小学     18.96  6 川口 莉央(4) 小学     17.94 
ﾄｻﾞﾜ ﾀｲｷ 軽井沢中部小 ｶﾜｸﾞﾁ ﾘｵ 浅科小

[ 3組] 風速 -1.5

 1 齋藤嶺(4) 小学     16.62 q
ｻｲﾄｳﾘｮｳ 御代田南

 2 清野 兼宥(4) 小学     16.71 
ｷﾖﾉ ｹﾝｳ 望月AC

 3 萩原 大智(4) 小学     16.74 
ﾊｷﾞﾜﾗ ﾀﾞｲﾁ 佐久平浅間

 4 佐藤 空(4) 小学     17.34 
ｻﾄｳ ｸｳ 軽井沢中部小

 5 小野沢 文太(4) 小学     17.50 
ｵﾉｻﾞﾜ ﾌﾞﾝﾀ 浅科小

風速 -0.5

 1 清水 稜介(4) 小学     14.90 
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 齊藤 響(4) 小学     15.21 
ｻｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 油井 柊磨(4) 小学     15.47 
ﾕｲ  ｼｭｳﾏ T&F佐久平

 4 古岩井 聖也(4) 小学     15.95 
ｺｲﾜｲ ｾｲﾔ 佐久穂小

 5 市川 大楽(4) 小学     16.09 
ｲﾁｶﾜ ﾀｲﾗ 切原小

 6 菊嶋 奏良(4) 小学     16.35 
ｷｸｼﾏ ｿﾗ 川上第一小

 7 齋藤嶺(4) 小学     16.39 
ｻｲﾄｳﾘｮｳ 御代田南

 8 美斉津 凛一(4) 小学     16.84 
ﾐｻｲﾂﾞ ﾘｲﾁ あさまねSC

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

小４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
7    50 6    58

大会新
5    83 5    15

6    23 2    65

3    86 7    85

8    14 4    92

4    29 3    98

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    38

7   120

4    61

5    30

6    97

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7    50

大会新
4    58

6    15

5    65

9    83

8    85

2    38

3    23



予選 7月28日 10:50
決勝 7月28日 15:05

県小新(KR)          12.27
大会新(GR)          13.93

[ 1組] 風速 -2.6 [ 2組] 風速 -0.8

 1 赤尾 悠斗(5) 小学     15.13 q  1 岩松 怜空(5) 小学     15.26 q
ｱｶｵ ﾕｳﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｲﾜﾏﾂ ﾘｸ 佐久穂小

 2 篠原 昴(5) 小学     15.52 q  2 吉田 晴翔(5) 小学     15.31 q
ｼﾉﾊﾗ ｽﾊﾞﾙ 佐久穂小 ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ あさまねSC

 3 工藤 笙真(5) 小学     15.80 q  3 小林 颯介(5) 小学     15.40 q
ｸﾄﾞｳ ｼｮｳﾏ 泉小 ｺﾊﾞﾔｼ  ｿｳｽｹ T&F佐久平

 4 池田 恭輔(5) 小学     15.94  4 重田 天希(5) 小学     15.46 q
ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 軽井沢東部小 ｼｹﾞﾀ ﾃﾝｷ 岸野小

 5 吉澤柚希(5) 小学     16.35  5 井出澤 宙(5) 小学     17.20 
ﾖｼｻﾞﾜﾕｽﾞｷ 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ ｲﾃﾞｻﾞﾜ ｿﾗ 南牧南小

 6 佐藤　柾希(5) 小学     16.44  6 畠山 叶虎(5) 小学     19.25 
ｻﾄｳ ﾏｻｷ 御代田北小 ﾊﾀｹﾔﾏｶﾅﾄ 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ

 7 大木勇人(5) 小学     16.79 
ｵｵｷﾊﾔﾄ 御代田南

[ 3組] 風速 -0.8

 1 菊原 煌生(5) 小学     14.59 q
ｷｸﾊﾗ ｺｳｾｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 市村悠人(5) 小学     16.21 
ｲﾁﾑﾗﾕｳﾄ 御代田南

 3 鹿島 優音(5) 小学     16.42 
ｶｼﾏ ﾕﾄ 小海小

 4 多田 浬(5) 小学     16.63 
ﾀﾀﾞ ｶｲﾘ あさまねSC

 5 佐塚 大知(5) 小学     16.70 
ｻﾂｶ  ﾀﾞｲﾁ T&F佐久平

 6 杉田 拓真(5) 小学     16.73 
ｽｷﾞﾀ ﾀｸﾏ 軽井沢東部小

風速 -0.2

 1 菊原 煌生(5) 小学     14.35 
ｷｸﾊﾗ ｺｳｾｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 赤尾 悠斗(5) 小学     14.96 
ｱｶｵ ﾕｳﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 小林 颯介(5) 小学     15.03 
ｺﾊﾞﾔｼ  ｿｳｽｹ T&F佐久平

 4 篠原 昴(5) 小学     15.15 
ｼﾉﾊﾗ ｽﾊﾞﾙ 佐久穂小

 5 岩松 怜空(5) 小学     15.16 
ｲﾜﾏﾂ ﾘｸ 佐久穂小

 6 吉田 晴翔(5) 小学     15.19 
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ あさまねSC

 7 重田 天希(5) 小学     15.28 
ｼｹﾞﾀ ﾃﾝｷ 岸野小

 8 工藤 笙真(5) 小学     15.48 
ｸﾄﾞｳ ｼｮｳﾏ 泉小

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

小5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
6    52 7    63

4    69 4    18

2    91 5     8

7    35 3    26

5   109 2   103

8   133 6   113

3    37

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    41

3    36

2    72

6    20

7     4

4    34

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    41

7    52

9     8

3    69

5    63

4    18

8    26

2    91



予選 7月28日 11:00
決勝 7月28日 15:10

県小新(KR)          12.27
大会新(GR)          13.04

[ 1組] 風速 -0.8 [ 2組] 風速 -0.3

 1 宇佐美 隆悟(6) 小学     13.46 q  1 萩原 汐逢(6) 小学     14.36 q
ｳｻﾐ ﾘｭｳｺﾞ 望月AC ﾊｷﾞﾜﾗ ｾｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 堀込 大介(6) 小学     14.12 q  2 ?澤 京祐(6) 小学     14.58 q
ﾎﾘｺﾐ ﾀﾞｲｽｹ 佐久平浅間 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｷｮｳｽｹ 切原小

 3 岡村 光樹(6) 小学     15.07 q  3 佐藤 亮太(6) 小学     14.70 q
ｵｶﾑﾗ ｺｳｷ 泉小 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 軽井沢中部小

 4 竹内 勇椅(6) 小学     15.71  4 村井 奏音(6) 小学     15.66 
ﾀｹｳﾁ  ﾕｳｲ T&F佐久平 ﾑﾗｲ ｶﾅﾄ 小海小

 5 小野沢 健太(6) 小学     17.64  5 林 應頼(6) 小学     18.93 
ｵﾉｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 浅科小 ﾊﾔｼ ﾏｻﾖﾘ 南牧南小

美斉津 岳(6) 小学
ﾐｻｲﾂﾞ ｶﾞｸ あさまねSC

[ 3組] 風速 +1.1

 1 小山 哲弥(6) 小学     13.71 q
ｺﾔﾏ ﾃﾂﾔ あさまねSC

 2 田島 一輝(6) 小学     13.88 q
ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ 望月AC

 3 中嶋 大地(6) 小学     15.31 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 小海小

 4 吉田 光(6) 小学     15.36 
ﾖｼﾀﾞ ﾋｶﾙ 佐久穂小

 5 村山 凱斗(6) 小学     15.60 
ﾑﾗﾔﾏ ｶｲﾄ 軽井沢中部小

風速 -0.1

 1 宇佐美 隆悟(6) 小学     13.41 
ｳｻﾐ ﾘｭｳｺﾞ 望月AC

 2 堀込 大介(6) 小学     13.75 
ﾎﾘｺﾐ ﾀﾞｲｽｹ 佐久平浅間

 3 小山 哲弥(6) 小学     13.83 
ｺﾔﾏ ﾃﾂﾔ あさまねSC

 4 田島 一輝(6) 小学     14.09 
ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ 望月AC

 5 佐藤 亮太(6) 小学     14.36 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 軽井沢中部小

 6 萩原 汐逢(6) 小学     14.39 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｾｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 7 ?澤 京祐(6) 小学     14.61 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｷｮｳｽｹ 切原小

 8 岡村 光樹(6) 小学     15.02 
ｵｶﾑﾗ ｺｳｷ 泉小

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

小6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
6   118 6    57

3    62 2    84

5    89 4    31

2    10 7    75

4    96 5   104

0 3    22
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    19

3   123

7    77

4    64

6    32

0

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   118

5    62

7    19

6   123

2    31

8    57

9    84

3    89



決勝 7月28日 13:00

県小新(KR)        2,52.94
大会新(GR)        3,13.59

 1 山浦 英純(4) 小学   3,28.69 
ﾔﾏｳﾗ ｴｲｼﾞｭﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 宮川 陽奈太(6) 小学   3,35.62 
ﾐﾔｶﾜ ﾋﾅﾀ 泉小

 3 芦沢 宗紀(6) 小学   3,36.45 
ｱｼｻﾞﾜ ﾑﾈﾉﾘ 水明AC

 4 有坂 秋我(4) 小学   3,37.46 
ｱﾘｻｶ ｼｭｳｶﾞ 小海小

 5 伊東 諒(4) 小学   3,38.49 
ｲﾄｳ ﾘｮｳ あさまねSC

 6 寺尾 悠慎(4) 小学   3,46.52 
ﾃﾗｵ ﾕｳﾏ 浅科小

 7 伊東 輝(6) 小学   3,47.96 
ｲﾄｳ ﾋｶﾙ あさまねSC

 8 内藤 奨太(5) 小学   3,48.95 
ﾅｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 9 中嶋 奏仁(4) 小学   3,50.30 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾅﾄ 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ

10 若杉 慶太(4) 小学   3,50.37 
ﾜｶｽｷﾞ ｹｲﾀ 佐久平浅間

11 菊池 慶(5) 小学   3,51.77 
ｷｸﾁｹｲ 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ

12 今井 琢人(5) 小学   3,55.13 
ｲﾏｲ ﾀｸﾄ 佐久穂小

13 町田 龍之介(6) 小学   3,57.63 
ﾏﾁﾀﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 岸野小

14 並木 想太(4) 小学   3,57.95 
ﾅﾐｷ ｿｳﾀ 浅科小

15 戸矢﨑 遼(5) 小学   4,08.58 
ﾄﾔｻﾞｷ ﾘｮｳ 小諸東小

16 天野 夏樹之助(5)小学   4,09.91 
ｱﾏﾉ  ﾅﾂｷﾉｽｹ T&F佐久平

17 金子 哲大(4) 小学   4,10.72 
ｶﾈｺ  ﾃﾂﾀ T&F佐久平
臼田 遼人(6) 小学
ｳｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ 泉小

小共通男子

１０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
10    44

14    90

3    80

4    78

17    17

8    95

11    16

6    55

19   112

7    60

15   108

12    67

1    27

16    99

18    79

9    12

5     3

2    88
欠場



決勝 7月28日  9:00

県小新(KR)          11.72
大会新(GR)          12.81

風速 -0.4

 1 栁澤 翔逢(6) 小学     13.88 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 中澤 煌牙(6) 小学     15.20 
ﾅｶｻﾞﾜ  ｺｳｶﾞ T&F佐久平

 3 井出 獅楽(5) 小学     15.81 
ｲﾃﾞ ｼﾗｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 大井 優翔(6) 小学     17.42 
ｵｵｲ  ﾕｳﾄ T&F佐久平

 5 井出 都希(4) 小学     20.42 
ｲﾃﾞ ﾄｷ 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ

小共通男子

８０ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4    59

5    11

7   105

6    39

3     9



決勝 7月28日 14:20

大会新(GR)          53.63

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   9 望月AC   123 田島 一輝(6)     53.25 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ 大会新
  117 依田 惺那(6)

ﾖﾀﾞ ｾﾅ
  119 小林 美海(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ
  118 宇佐美 隆悟(6)

ｳｻﾐ ﾘｭｳｺﾞ
 2   6 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)    52 赤尾 悠斗(5)     57.89 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑA ｱｶｵ ﾕｳﾄ
   41 菊原 煌生(5)

ｷｸﾊﾗ ｺｳｾｲ
   43 橋詰 蓮平(5)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ
   57 萩原 汐逢(6)

ﾊｷﾞﾜﾗ ｾｱ
 3   4 T&F佐久平     8 小林 颯介(5)     58.96 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ｺﾊﾞﾔｼ  ｿｳｽｹ
   10 竹内 勇椅(6)

ﾀｹｳﾁ  ﾕｳｲ
   11 中澤 煌牙(6)

ﾅｶｻﾞﾜ  ｺｳｶﾞ
    2 甘利 悠馬(6)

ｱﾏﾘ  ﾕｳﾏ
 4   7 泉小    89 岡村 光樹(6)   1,00.21 

ｲｽﾞﾐｼｮｳ ｵｶﾑﾗ ｺｳｷ
   90 宮川 陽奈太(6)

ﾐﾔｶﾜ ﾋﾅﾀ
   88 臼田 遼人(6)

ｳｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ
   93 柳澤 侑希(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｷ
 5   2 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)    49 小林 悠(5)   1,00.52 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑB ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ
   56 南澤 侑吾(5)

ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ
   46 諸山 琉生(6)

ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ
   39 井出 獅楽(5)

ｲﾃﾞ ｼﾗｸ
 6   5 佐久穂小    64 吉田 光(6)   1,02.30 

ｻｸﾎｼｮｳ ﾖｼﾀﾞ ﾋｶﾙ
   71 有賀 颯音(6)

ｱﾘｶﾞ ﾊﾔﾄ
   68 佐藤 悠斗(6)

ｻﾄｳ ﾕｳﾄ
   70 日向 龍仁(6)

ﾋﾅﾀ ﾘｭｳｼﾞﾝ
 7   8 小海小    72 鹿島 優音(5)   1,05.97 

ｺｳﾐｼｮｳ ｶｼﾏ ﾕﾄ
   75 村井 奏音(6)

ﾑﾗｲ ｶﾅﾄ
   76 鷹野 珀(6)

ﾀｶﾉ ﾊｸ
   77 中嶋 大地(6)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ
  3 あさまねSC

ｱｻﾏﾈSC 欠場

小共通男子

４×１００ｍＲ

決勝



予選 7月28日 12:15
決勝 7月28日 14:55

県中新(KR)          10.85
大会新(GR)          11.34

[ 1組] 風速 -0.4 [ 2組] 風速 -1.6

 1 石井 光祐(2) 中学     12.24 q  1 中山 雄心(2) 中学     13.03 
ｲｼｲ ｺｳｽｹ 中込中 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｼ 御代田中

 2 宮澤 健人(2) 中学     12.37 q  2 山浦 雅斗(2) 中学     13.42 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 浅間中 ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 望月AC

 3 北村 海晴(1) 中学     13.16  3 柳澤 勇太(2) 中学     13.58 
ｷﾀﾑﾗ ｶｲｾｲ 小諸東中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 野沢中

 4 櫻井 絢悠(2) 中学     13.37  4 中根 司(1) 中学     13.70 
ｻｸﾗｲ ｹﾝﾕｳ 野沢中 ﾅｶﾈ ﾂｶｻ 小諸東中

 5 早﨑 蒼心(1) 中学     13.47  5 鈴木 昇汰(1) 中学     14.12 
ﾊﾔｻｷ ｿｳｼﾞﾝ 御代田中 ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 芦原中

 6 柳澤 孔軌(2) 中学     13.80  6 片井 蓮仁(2) 中学     14.19 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 望月AC ｶﾀｲ ﾚﾝﾄ 野沢中

 7 清水 大輝(1) 中学     13.92  7 塩川 直人(1) 中学     14.33 
ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ 佐久東中 ｼｵｶﾜ ﾅｵﾄ 中込中

 8 小林 蓮門(1) 中学     14.07  8 関口 渓瑚(1) 中学     14.40 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝﾄ 野沢中 ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｺﾞ 佐久東中

 9 大塚 裕斗(1) 中学     15.91 榊原 歩(2) 中学
ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾄ 小諸東中 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ 小諸東中

[ 3組] 風速 +1.0 [ 4組] 風速 -0.2

 1 髙畑 良太(2) 中学     12.07 q  1 由井 晴陽(2) 中学     12.47 q
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 中込中 ﾕｲ ﾊﾙﾔ 中込中

 2 戸枝 篤志(2) 中学     12.13 q  2 藤牧 奏夢(2) 中学     12.84 
ﾄｴﾀﾞ ｱﾂｼ 望月AC ﾌｼﾞﾏｷ ｶﾅﾑ 佐久東中

 3 山本 一輝(2) 中学     12.17 q  3 金澤 蒼海(2) 中学     12.88 
ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 御代田中 ｶﾅｻﾞﾜ ｱｵﾐ 御代田中

 4 坪井 泰生(3) 中学     12.78  4 東城 俊太(1) 中学     13.26 
ﾂﾎﾞｲ ﾀｲｾｲ 野沢中 ﾄｳｼﾞｮｳ ｼｭﾝﾀ 小諸東中

 5 藤沢 政信(1) 中学     13.11  5 竹内 睦喜(1) 中学     13.41 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 小諸東中 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 野沢中

 6 柳澤 透偉(2) 中学     14.62  6 秋山 恵澄(1) 中学     13.93 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｳｲ 浅間中 ｱｷﾔﾏ ｹｲﾄ 浅間中

 7 金子 倖大(1) 中学     14.74  7 関野 佑平(1) 中学     15.52 
ｶﾈｺ  ｺｳﾀ T&F佐久平 ｾｷﾉ ﾕｳﾍｲ 軽井沢中

 8 坂本 浩平(1) 中学     14.91 寺島 恒輔(3) 中学
ｻｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 佐久東中 ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 望月AC

[ 5組] 風速 -0.3 [ 6組] 風速 -0.8

 1 小林 碧空(2) 中学     11.90 q  1 木内 心大(3) 中学     12.13 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月AC ｷｳﾁ ｺｺﾛ 浅間中

 2 大工原 政斗(1) 中学     12.81  2 三浦 渓太(3) 中学     12.50 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 佐久東中 ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 野沢中

 3 田下 輝稀(2) 中学     12.90  3 今井 平和(1) 中学     13.60 
ﾀｼﾀ ｺｳｷ 浅間中 ｲﾏｲ ﾀｲﾄ 立科中

 4 中條 太智(2) 中学     13.68  4 花里 叶多(1) 中学     14.21 
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｲﾁ 野沢中 ﾊﾅｻﾞﾄ ｶﾅﾀ 佐久東中

 5 鈴木 陽大(1) 中学     13.84  5 平川 哉太(1) 中学     14.21 
ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀﾞｲ 御代田中 ﾋﾗｶﾜ ｶﾅﾀ 小諸東中

 6 山本 祐弥(1) 中学     13.93  6 小林 珀琢(2) 中学     14.93 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 小諸東中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｸ 中込中

 7 土屋 春喜(1) 中学     14.31 小山 翔平(2) 中学
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ 中込中 ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 望月AC

 8 大澤 直道(1) 中学     14.86 南澤 爽太(3) 中学
ｵｵｻﾜ ﾅｵﾐﾁ 野沢中 ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 小諸東中

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  6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  4126 6  4276

8  4151 5  4184

6  4292 4  4108

7  4106 1  4288

4  4264 7  4315

3  4185 2  4104

5  4176 8  4111

9  4076 9  4173

2  4284 3  4307
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
5  4124 7  4128

4  4188 3  4169

9  4277 6  4275

2  4084 5  4280

3  4283 9  4078

7  4152 4  4144

6  4065 8  4210

8  4172 2  4183
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
7  4187 7  4133

6  4175 6  4088

3  4149 9  4330

2  4107 2  4174

9  4265 4  4281

8  4287 3  4110

5  4127 5  4186
欠場

4  4073 8  4296
欠場



風速  0.0

 1 小林 碧空(2) 中学     11.89 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月AC

 2 木内 心大(3) 中学     12.14 
ｷｳﾁ ｺｺﾛ 浅間中

 3 髙畑 良太(2) 中学     12.22 
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 中込中

 4 石井 光祐(2) 中学     12.28 
ｲｼｲ ｺｳｽｹ 中込中

 5 山本 一輝(2) 中学     12.28 
ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 御代田中

 6 戸枝 篤志(2) 中学     12.37 
ﾄｴﾀﾞ ｱﾂｼ 望月AC

 7 宮澤 健人(2) 中学     12.46 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 浅間中

 8 由井 晴陽(2) 中学     12.63 
ﾕｲ ﾊﾙﾔ 中込中

中学男子

１００ｍ
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4187

7  4133

6  4124

9  4126

8  4277

5  4188

3  4151

2  4128



予選 7月28日 10:00
決勝 7月28日 16:00

県中新(KR)          50.35
大会新(GR)          52.24

[ 1組] [ 2組]

 1 依田 真叶(3) 中学     55.86 q  1 石井 光祐(2) 中学     56.56 q
ﾖﾀﾞ ﾏﾅﾄ 中込中 ｲｼｲ ｺｳｽｹ 中込中

 2 今関 隼也(2) 中学     56.43 q  2 坪井 泰生(3) 中学     59.04 q
ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ 御代田中 ﾂﾎﾞｲ ﾀｲｾｲ 野沢中

 3 市川 和英(3) 中学     56.65 q  3 大木 咲翔(2) 中学     59.17 
ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 野沢中 ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 御代田中

 4 坂田 涼真(2) 中学   1,00.84  4 竹内 睦喜(1) 中学     59.43 
ｻｶﾀ ﾘｮｳﾏ 佐久長聖中 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 野沢中

 5 有井 祥悟(2) 中学   1,02.90  5 田崎 巧人(2) 中学     59.86 
ｱﾘｲ ｼｮｳｺﾞ 野沢中 ﾀｻﾞｷ ﾀｸﾄ 小諸東中

 6 今井 平和(1) 中学   1,03.91  6 中山 雄心(2) 中学   1,00.15 
ｲﾏｲ ﾀｲﾄ 立科中 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｼ 御代田中
内河 颯太(2) 中学  7 中原 龍太(2) 中学   1,00.77 
ｳﾁｶﾜ ｿｳﾀ 御代田中 ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 野沢中

[ 3組]

 1 三浦 渓太(3) 中学     58.43 q
ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 野沢中

 2 髙畑 良太(2) 中学     58.63 q
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 中込中

 3 福島 翔太(3) 中学     58.85 q
ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 野沢中

 4 米山 瑠(2) 中学   1,02.35 
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｭｳ 御代田中

 5 重田 剛志(1) 中学   1,13.15 
ｼｹﾞﾀ ﾂﾖｼ 浅間中
星野 緑風(3) 中学
ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 野沢中

 1 依田 真叶(3) 中学     54.96 
ﾖﾀﾞ ﾏﾅﾄ 中込中

 2 三浦 渓太(3) 中学     56.47 
ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 野沢中

 3 今関 隼也(2) 中学     56.63 
ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ 御代田中

 4 市川 和英(3) 中学     57.95 
ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 野沢中

 5 福島 翔太(3) 中学     59.49 
ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 野沢中

 6 坪井 泰生(3) 中学   1,00.12 
ﾂﾎﾞｲ ﾀｲｾｲ 野沢中
髙畑 良太(2) 中学
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 中込中
石井 光祐(2) 中学
ｲｼｲ ｺｳｽｹ 中込中

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

中学男子

４００ｍ

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
8  4122 3  4126

2  4272 8  4084

3  4080 5  4273

6  4373 2  4078

7  4101 6  4300

5  4330 7  4276

4  4271 4  4109
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  4088

5  4124

4  4086

3  4279

7  4158

6  4087
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  4122

8  4088

6  4272

5  4080

3  4086

2  4084

欠場

9  4124
途中棄権

4  4126



決勝 7月28日 14:00

県中新(KR)        3,56.2
大会新(GR)        4,30.36

[ 1組] [ 2組]

 1 片井 蓮仁(2) 中学   5,18.61  1 市川 和英(3) 中学   4,25.14 
ｶﾀｲ ﾚﾝﾄ 野沢中 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 野沢中

 2 堤 優次朗(2) 中学   5,19.40  2 新井 虎次郎(3) 中学   4,25.36 
ﾂﾂﾐ ﾕｳｼﾞﾛｳ 軽井沢中 ｱﾗｲ ｺｼﾞﾛｳ 佐久長聖中

 3 関口 渓瑚(1) 中学   5,19.45  3 加藤 大雅(3) 中学   4,33.10 
ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｺﾞ 佐久東中 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 佐久長聖中

 4 阿部 良祐(2) 中学   5,22.33  4 田下 輝稀(2) 中学   4,40.76 
ｱﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 小諸東中 ﾀｼﾀ ｺｳｷ 浅間中

 5 山越 暖(2) 中学   5,23.57  5 中原 龍太(2) 中学   4,43.94 
ﾔﾏｺｼ ﾀﾞﾝ 小諸東中 ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 野沢中

 6 中澤 太樹(1) 中学   5,24.36  6 福島 翔太(3) 中学   4,56.98 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾞｲｼﾞｭ 浅間中 ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 野沢中

 7 大工原 礼人(1) 中学   5,25.14  7 土屋 聖瑛(2) 中学   4,58.09 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｱﾔﾄ 佐久東中 ﾂﾁﾔ ｾｲｱ 小諸東中

 8 飯田 更(2) 中学   5,32.32  8 金子 倖大(1) 中学   4,59.76 
ｲｲﾀﾞ ｻﾗ 御代田中 ｶﾈｺ  ｺｳﾀ T&F佐久平

 9 佐藤 綾哉(2) 中学   5,42.54  9 中山 瑛生(2) 中学   5,04.15 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾔ 御代田中 ﾅｶﾔﾏ ｴｲｷ 浅間中

10 飯野 隼(2) 中学   5,44.23 10 内藤 悠大(2) 中学   5,06.66 
ｲｲﾉ ｼﾞｭﾝ 佐久東中 ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 小諸東中

11 小須田 翔(1) 中学   5,44.88 11 塩川 直人(1) 中学   5,06.86 
ｺｽﾀﾞ ｶｹﾙ 浅間中 ｼｵｶﾜ ﾅｵﾄ 中込中

12 大澤 直道(1) 中学   6,00.98 12 鷹野 匠(3) 中学   5,09.28 
ｵｵｻﾜ ﾅｵﾐﾁ 野沢中 ﾀｶﾉ ﾀｸﾐ 小諸東中

13 常田 芳行(2) 中学   6,24.88 13 齋藤 音吹(2) 中学   5,16.15 
ﾄｷﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 御代田中 ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 野沢中

   1 市川 和英(3) 中学 野沢中     4,25.14 大会新   2   1
   2 新井 虎次郎(3) 中学 佐久長聖中     4,25.36 大会新   2   2
   3 加藤 大雅(3) 中学 佐久長聖中     4,33.10   2   3
   4 田下 輝稀(2) 中学 浅間中     4,40.76   2   4
   5 中原 龍太(2) 中学 野沢中     4,43.94   2   5
   6 福島 翔太(3) 中学 野沢中     4,56.98   2   6
   7 土屋 聖瑛(2) 中学 小諸東中     4,58.09   2   7
   8 金子 倖大(1) 中学 T&F佐久平     4,59.76   2   8
   9 中山 瑛生(2) 中学 浅間中     5,04.15   2   9
  10 内藤 悠大(2) 中学 小諸東中     5,06.66   2  10
  11 塩川 直人(1) 中学 中込中     5,06.86   2  11
  12 鷹野 匠(3) 中学 小諸東中     5,09.28   2  12
  13 齋藤 音吹(2) 中学 野沢中     5,16.15   2  13
  14 片井 蓮仁(2) 中学 野沢中     5,18.61   1   1
  15 堤 優次朗(2) 中学 軽井沢中     5,19.40   1   2
  16 関口 渓瑚(1) 中学 佐久東中     5,19.45   1   3
  17 阿部 良祐(2) 中学 小諸東中     5,22.33   1   4
  18 山越 暖(2) 中学 小諸東中     5,23.57   1   5
  19 中澤 太樹(1) 中学 浅間中     5,24.36   1   6
  20 大工原 礼人(1) 中学 佐久東中     5,25.14   1   7
  21 飯田 更(2) 中学 御代田中     5,32.32   1   8
  22 佐藤 綾哉(2) 中学 御代田中     5,42.54   1   9
  23 飯野 隼(2) 中学 佐久東中     5,44.23   1  10
  24 小須田 翔(1) 中学 浅間中     5,44.88   1  11
  25 大澤 直道(1) 中学 野沢中     6,00.98   1  12
  26 常田 芳行(2) 中学 御代田中     6,24.88   1  13

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
6  4104 5  4080

大会新
8  4248 12  4367

大会新
7  4173 10  4372

3  4305 3  4149

9  4302 13  4109

13  4155 11  4086

5  4177 4  4309

4  4278 1  4065

10  4262 9  4150

1  4171 8  4306

11  4156 2  4111

12  4073 6  4295

2  4263 7  4105

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
 4080
 4367
 4372
 4149
 4109
 4086
 4309
 4065
 4150

 4278

 4306
 4111
 4295
 4105
 4104
 4248

 4262
 4171
 4156
 4073
 4263

 4173
 4305
 4302
 4155
 4177



決勝 7月28日  9:40

県中新(KR)          14.19
大会新(GR)          15.40

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速  0.0

 1 今関 隼也(2) 中学     18.27  1 古村 拓海(3) 中学     14.96 
ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ 御代田中 ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ 浅間中

 2 大木 咲翔(2) 中学     18.39  2 菊池 優介(2) 中学     15.51 
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 御代田中 ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 浅間中

 3 加藤 颯人(3) 中学     19.25  3 木内 心大(3) 中学     15.89 
ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 軽井沢中 ｷｳﾁ ｺｺﾛ 浅間中

 4 塚田 要(2) 中学     21.13  4 小林 草太(2) 中学     17.36 
ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ 小諸東中 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 軽井沢A&AC

 5 森角 魁斗(1) 中学     21.22 星野 緑風(3) 中学
ﾓﾘｶｸ ｶｲﾄ 軽井沢中 ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 野沢中

   1 古村 拓海(3) 中学 浅間中     14.96 (0.0) 大会新   2   1
   2 菊池 優介(2) 中学 浅間中     15.51 (0.0)   2   2
   3 木内 心大(3) 中学 浅間中     15.89 (0.0)   2   3
   4 小林 草太(2) 中学 軽井沢A&AC     17.36 (0.0)   2   4
   5 今関 隼也(2) 中学 御代田中     18.27 (0.0)   1   1
   6 大木 咲翔(2) 中学 御代田中     18.39 (0.0)   1   2
   7 加藤 颯人(3) 中学 軽井沢中     19.25 (0.0)   1   3
   8 塚田 要(2) 中学 小諸東中     21.13 (0.0)   1   4
   9 森角 魁斗(1) 中学 軽井沢中     21.22 (0.0)   1   5

中学男子

１１０ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  4272 4  4130

大会新
4  4273 6  4148

5  4244 2  4133

2  4308 5    28

3  4211 3  4087
欠場

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 4130
 4148
 4133
   28
 4272
 4273
 4244
 4308
 4211



予選 7月28日 11:45
決勝 7月28日 14:40

県新(KR)            10.15
大会新(GR)          10.86

[ 1組] 風速 +1.3 [ 2組] 風速 +0.8

 1 神津 颯冬(2) 高校     10.97 q  1 伊藤 司騎(1) 高校     11.10 q
ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ 佐久長聖高 ｲﾄｳ ｼｷ 佐久長聖高

 2 柏木 優(3) 高校     11.36  2 佐野 希汐(2) 高校     11.12 q
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 佐久長聖高 ｻﾉ ｷｾｷ 佐久長聖高

 3 中沢 一晴(1) 高校     11.65  3 原 惇也(2) 高校     11.44 
ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾊﾙ 佐久長聖高 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 佐久長聖高

 4 藤本 憲綺(2) 高校     11.95  4 篠澤 啓輔(3) 高校     11.80 
ﾌｼﾞﾓﾄ ｶｽﾞｷ 野沢南高 ｻｻｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 小諸高

 5 中村 洋平(1) 高校     12.09  5 小須田 亮祐(2) 高校     11.83 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 小諸高 ｺｽﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 野沢北高

 6 天沼 昭彦 一般     14.40  6 木内 温斗(1) 高校     12.00 
ｱﾏﾇﾏ ｱｷﾋｺ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ 小諸高
栁澤  亮也(1) 高校  7 津留  大輔(2) 高校     12.61 
ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 岩村田高 ﾂﾙ ﾀﾞｲｽｹ 岩村田高

[ 3組] 風速 +4.2 [ 4組] 風速 +1.8

 1 原 泰三(3) 高校     10.96 q  1 内堀 直也 一般     10.73 q
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小諸高 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 2 篠澤 蒼平(3) 高校     11.14 q  2 山口 大貴(2) 高校     11.26 
ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 佐久長聖高 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 佐久長聖高

 3 古厩 海聖(3) 高校     11.23  3 塚田  響(2) 高校     11.29 
ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 佐久長聖高 ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 岩村田高

 4 白澤 稜馬(2) 高校     11.54  4 樋口 創太(1) 高校     11.44 
ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ 佐久長聖高 ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ 佐久長聖高

 5 髙野 来斗(1) 高校     11.94  5 外川 亮太(2) 高校     11.74 
ﾀｶﾉ ﾗｲﾄ 小諸高 ﾄｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 小諸高

 6 田崎 佑冴(1) 高校     12.31  6 漆原 奏哉(1) 高校     11.75 
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 野沢北高 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ 佐久長聖高

 7 田中 淳 一般     12.47  7 間島 聖(1) 高校     12.80 
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ ﾏｼﾏ ﾋｼﾞﾘ 野沢南高

[ 5組] 風速 +2.4

 1 永井 颯太(2) 高校     10.85 q
ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 軽井沢高

 2 辻浦 知主(1) 高校     11.23 
ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 小諸高

 3 宮崎 日向(1) 高校     11.25 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 佐久長聖高

 4 肥後 琉之介(1) 高校     11.35 
ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖高

 5 宮澤 武流(2) 高校     11.38 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 佐久長聖高

 6 石井  佑磨(1) 高校     11.78 
ｲｼｲ ﾕｳﾏ 岩村田高

 7 佐野 浩二 一般     12.95 
ｻﾉ ｺｳｼﾞ 長野ﾏｽﾀｰｽﾞ

風速 +1.1

 1 内堀 直也 一般     10.73 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞ

 2 永井 颯太(2) 高校     10.96 
ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 軽井沢高

 3 原 泰三(3) 高校     11.13 
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小諸高

 4 神津 颯冬(2) 高校     11.19 
ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ 佐久長聖高

 5 佐野 希汐(2) 高校     11.22 
ｻﾉ ｷｾｷ 佐久長聖高

 6 辻浦 知主(1) 高校     11.25 
ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 小諸高

 7 古厩 海聖(3) 高校     11.25 
ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 佐久長聖高

 8 篠澤 蒼平(3) 高校     11.26 
ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 佐久長聖高

 9 伊藤 司騎(1) 高校     11.36 
ｲﾄｳ ｼｷ 佐久長聖高

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
2  2803 2  2815

8  2809 4  2805

6  2847 6  2813

3  1574 7  2821

4  2822 8  1518

5   101 3  2824

7  1585 5  1612
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
7  1707 7    25

大会新
2  2810 6  2843

8  2808 8  1615

6  2812 2  2848

5  2827 5  1712

3  1537 4  2845

4   102 3  1575

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  1693

3  2823

8  2806

2  2849

6  2842

4  1588

5   100

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6    25

大会新
4  1693

5  1707

7  2803

8  2805

1  2823

9  2815

2  2808

3  2810



予選 7月28日 10:20
決勝 7月28日 16:05

県新(KR)            46.54
大会新(GR)          48.06

[ 1組] [ 2組]

 1 柏木 優(3) 高校     49.28 q  1 古厩 海聖(3) 高校     50.75 q
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 佐久長聖高 ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 佐久長聖高

 2 碓氷  大樹(1) 高校     53.70  2 佐野 希汐(2) 高校     51.82 q
ｳｽｲ ﾀｲｷ 岩村田高 ｻﾉ ｷｾｷ 佐久長聖高

 3 飯島 詢平(2) 高校     55.74  3 浅沼  都夫(2) 高校     53.80 
ｲｲｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 野沢北高 ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ 岩村田高

 4 秋山 智行(1) 高校     55.77  4 津留  大輔(2) 高校     57.17 
ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 佐久長聖高 ﾂﾙ ﾀﾞｲｽｹ 岩村田高

 5 薩田  悠成(1) 高校   1,02.28  5 小宮山  登生(1) 高校     57.43 
ｻｯﾀ ﾕｳｾｲ 岩村田高 ｺﾐﾔﾏ ﾄｳｲ 岩村田高
小澤  優希(2) 高校  6 竹内 暖(1) 高校   1,00.94 
ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 岩村田高 ﾀｹｳﾁ ﾋﾅﾀ 小諸高
木内 温斗(1) 高校  7 高根  大樹(1) 高校   1,02.73 
ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ 小諸高 ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ 岩村田高

[ 3組] [ 4組]

 1 塚田  響(2) 高校     50.66 q  1 堀込 碧(3) 高校     50.30 q
ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 岩村田高 ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 小諸高

 2 森 紘輔(2) 高校     51.95 q  2 肥後 琉之介(1) 高校     50.86 q
ﾓﾘ ｺｳｽｹ 上田東高 ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖高

 3 白澤 稜馬(2) 高校     53.07 q  3 佐藤 公一郎(3) 高校     53.10 
ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ 佐久長聖高 ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 上田染谷丘高

 4 中澤  颯太(2) 高校     55.74  4 飯塚  啓真(1) 高校     56.41 
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田高 ｲｲｽﾞｶ ｹｲﾏ 岩村田高

 5 樋口 創太(1) 高校     57.54  5 飯田  悠誠(1) 高校     58.68 
ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ 佐久長聖高 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｾｲ 岩村田高

 6 針尾 大生(1) 高校     59.09 石井  佑磨(1) 高校
ﾊﾘｵ ﾀﾞｲｷ 小諸高 ｲｼｲ ﾕｳﾏ 岩村田高
栁澤  亮也(1) 高校 土屋 由木(1) 高校
ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 岩村田高 ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 佐久長聖高

 1 柏木 優(3) 高校     49.36 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 佐久長聖高

 2 塚田  響(2) 高校     50.26 
ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 岩村田高

 3 古厩 海聖(3) 高校     51.37 
ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 佐久長聖高

 4 肥後 琉之介(1) 高校     51.41 
ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖高

 5 佐野 希汐(2) 高校     51.49 
ｻﾉ ｷｾｷ 佐久長聖高

 6 森 紘輔(2) 高校     51.57 
ﾓﾘ ｺｳｽｹ 上田東高

 7 白澤 稜馬(2) 高校     52.62 
ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ 佐久長聖高
堀込 碧(3) 高校
ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 小諸高

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
3  2809 3  2808

2  1583 7  2805

7  1516 6  1611

5  2814 8  1612

8  1587 2  1586

4  1610 5  2826
欠場

6  2824 4  1584
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1615 6  1706

8  1798 3  2849

5  2812 5  1845

2  1616 4  1582

3  2848 2  1581

7  2825 8  1588
失格

4  1585 7  2850
欠場 欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  2809

7  1615

5  2808

9  2849

8  2805

3  1798

欠場

2  2812

4  1706



決勝 7月28日  9:50

県新(KR)            13.84
大会新(GR)          14.96

風速 -0.2

 1 飯島 大陽(2) 高校     14.96 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 佐久長聖高

 2 宮澤 武流(2) 高校     15.79 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 佐久長聖高

 3 漆原 奏哉(1) 高校     16.02 
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ 佐久長聖高

 4 浅沼  都夫(2) 高校     16.38 
ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ 岩村田高

 5 星野 青空(2) 高校     16.65 
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖高

 6 尾沢 栄治(2) 高校     20.06 
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

男子

１１０ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  2802

大会タイ
6  2842

8  2845

7  1611

5   132
欠場

4  2841

3  1519



決勝 7月28日 13:50

県新(KR)          3,38.49
大会新(GR)        4,04.63

 1 町田 駿(2) 高校   4,24.19 
ﾏﾁﾀﾞ ｼｭﾝ 野沢南高

 2 菊地 洸希(2) 高校   4,25.31 
ｷｸﾁ ｺｳｷ 佐久長聖高

 3 佐々木 龍也(2) 高校   4,27.25 
ｻｻｷ ﾀﾂﾔ 野沢北高

 4 小林 勝太 小学   4,27.41 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 北佐久郡陸協

 5 小林 裕太 小学   4,39.10 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 北佐久郡陸協

 6 飯田  悠誠(1) 高校   4,39.21 
ｲｲﾀﾞ ﾕｳｾｲ 岩村田高

 7 北村 隆之介(1) 高校   4,39.35 
ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖高

 8 竹内 暖(1) 高校   4,42.06 
ﾀｹｳﾁ ﾋﾅﾀ 小諸高

 9 小山田 燿次(1) 高校   4,57.32 
ｵﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 野沢南高

10 松澤 由治(1) 高校   4,58.86 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼﾊﾙ 野沢北高

11 大塚 崚芽(1) 高校   5,15.14 
ｵｵﾂｶ ﾘｮｳｶﾞ 佐久長聖高

12 五十嵐 碧(1) 高校   5,25.54 
ｲｶﾞﾗｼ ｱｵｲ 佐久長聖高
小林 颯太(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 野沢南高

男子

１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
12  1571

9  2844

4  1517

3   127

11   128

6  1581

5  2811

1  2826

10  1576

2  1534

8  1577
欠場

7  1670

13  1669



決勝 7月28日  9:00

県小新(KR)           5.47
大会新(GR)           3.77

髙橋 侑悟(4) 小学   3.29   3.30   3.71    3.71 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ 望月AC   +1.3   +0.5   +0.2    +0.2
小池 秀吾(4) 小学   3.38   2.85   3.53    3.53 
ｺｲｹ  ｼｭｳｺﾞ T&F佐久平   +1.0   +0.8   -0.3    -0.3
柳澤 雄飛(4) 小学   3.52    X    X    3.52 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 望月AC   +1.1    +1.1
渡邉 公雅(4) 小学   3.17   3.22    X    3.22 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｶﾞ 川上第一小   +1.1   -0.1    -0.1
町田 樹(4) 小学   3.14   3.08    X    3.14 
ﾏﾁﾀﾞ ｲﾂｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +0.4   +0.3    +0.4
山口 穂高(4) 小学    X   3.04   2.74    3.04 
ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾎﾀｶ T&F佐久平   +0.3   +0.4    +0.3
上村 晴陽(4) 小学   2.97   2.97    X    2.97 
ｳｴﾑﾗ ﾊﾙﾋ 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ   -0.4   +0.1    -0.4
石川 凛(4) 小学   2.53    X   2.97    2.97 
ｲｼｶﾜ ﾘﾝ 小海小   +0.1   -0.2    -0.2
髙見澤 樹(4) 小学   2.24    X   2.25    2.25 
ﾀｶﾐｻﾞｲﾂｷ 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ   +0.8   +0.4    +0.4

9 3   116

8 9    74

7 2   110

6 1     5

5 4    54

4 8    87

3 7   125

2 5     7

備考
1 6   126

-5- -6- 記録-2- -3- -4-

小４男子

走幅跳

決勝

氏  名 所属名 -1-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ



決勝 7月28日  9:00

県小新(KR)           5.47
大会新(GR)           4.14

南澤 侑吾(5) 小学   3.76   3.79   3.62    3.79 
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +0.4   -0.7   +0.1    -0.7
小林 悠(5) 小学    X   3.48   3.51    3.51 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +1.1   +1.5    +1.5
田中 莉駆(5) 小学   3.28   3.06   3.17    3.28 
ﾀﾅｶ ﾘｸ あさまねSC   +0.5   +0.8   +1.2    +0.5
今井 俊輔(5) 小学   3.09    X   2.87    3.09 
ｲﾏｲ ｼｭﾝｽｹ 佐久穂小   +0.2   +1.6    +0.2
金丸 玲央(5) 小学   2.77   2.91   2.90    2.91 
ｶﾅﾏﾙ ﾚｵ 軽井沢東部小   +0.9   +1.2    0.0    +1.2
東海林 悠晴(5) 小学   2.39   2.47   2.39    2.47 
ﾄｳｶｲﾘﾝ  ﾕｳｾｲ T&F佐久平   +1.3   +1.2   +0.7    +1.2
高見澤 浬(5) 小学   2.16    X   2.04    2.16 
ﾀｶﾐｻﾞﾜｶｲﾘ 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ   +0.9   +0.9    +0.9

小5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 7    56

2 6    49

3 5    21

4 4    66

7 3   115

5 1    33

6 2    13



決勝 7月28日 10:30

県小新(KR)           5.47
大会新(GR)           4.75

依田 惺那(6) 小学   4.51   4.53   4.53    4.53 
ﾖﾀﾞ ｾﾅ 望月AC   -1.8   +1.8   +1.1    +1.8
保科 承太郎(6) 小学   3.93   3.95   4.31    4.31 
ﾎｼﾅ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 望月AC   -1.4   +2.2   +2.7    +2.7
新海晃平(6) 小学    X   4.12    X    4.12 
ｼﾝｶｲｺｳﾍｲ 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ    0.0     0.0
井出隼晟(6) 小学   4.07   4.08    X    4.08 
ｲﾃﾞｼｭﾝｾｲ 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ   +1.0   +2.0    +2.0
鷹野 珀(6) 小学   3.71   3.90   3.78    3.90 
ﾀｶﾉ ﾊｸ 小海小   -2.7   +2.9   -0.7    +2.9
神谷 永遠(6) 小学   3.63   3.57   3.69    3.69 
ｶﾐﾔ ﾄﾜ 水明AC   +1.2   +0.4   +0.3    +0.3
遠藤 大志(6) 小学   3.50   3.49   3.42    3.50 
ｴﾝﾄﾞｳ  ﾀｲｼ T&F佐久平   -0.4   +3.5   +0.8    -0.4
甘利 悠馬(6) 小学   3.25   3.38   3.39    3.39 
ｱﾏﾘ  ﾕｳﾏ T&F佐久平   -1.0   +2.3   +0.9    +0.9
佐藤 悠斗(6) 小学   3.33   3.16   2.93    3.33 
ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 佐久穂小   -1.7   +2.1   -1.2    -1.7
山浦 大夢(6) 小学   3.29   3.08   3.06    3.29 
ﾔﾏｳﾗ ﾀﾞｲﾑ 浅科小   +0.5   +1.5   -1.2    +0.5
有賀 颯音(6) 小学   2.09   3.22   2.97    3.22 
ｱﾘｶﾞ ﾊﾔﾄ 佐久穂小   -0.2   +0.6   -2.2    +0.6
川多 直也(6) 小学   3.19   2.87    X    3.19 
ｶﾜﾀ ﾅｵﾔ 水明AC   -0.3   +0.4    -0.3
小池 聖人(6) 小学    X   2.92   2.91    2.92 
ｺｲｹ ｷﾖﾄ 小海小   +1.5   -0.4    +1.5

小6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 13   117

2 12   124

3 3   111

4 6   106

5 11    76

6 2    81

7 8     1

8 10     2

9 9    68

10 5    94

13 7    73

11 4    71

12 1    82



決勝 7月28日 11:40

県中新(KR)           1.97
大会新(GR)           1.76

櫻井 絢悠(2) 中学
ｻｸﾗｲ ｹﾝﾕｳ 野沢中
小林 成生(1) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ 小諸東中
山本 祐弥(1) 中学
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 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

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 記録 備考
1 4  4106 - - - - - O O O XXX  1.55

2 1  4282 O O O XXX  1.30

3 3  4287 XO O XXX  1.25

2  4289



決勝 7月28日 13:30

県中新(KR)           6.90
大会新(GR)           6.23

小林 碧空(2) 中学    X   5.95    X    -    X   5.48    5.95 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月AC   +2.4   -1.2    +2.4
寺島 恒輔(3) 中学    X    X   5.33    X   5.34   2.25    5.34 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 望月AC   -0.5   +0.3   -1.1    +0.3
戸枝 篤志(2) 中学   5.09   4.52   4.93    -   4.48   4.73    5.09 
ﾄｴﾀﾞ ｱﾂｼ 望月AC   +0.4   +1.3   +1.3   +1.0   -2.4    +0.4
山本 一輝(2) 中学   4.97   4.70    X    -   4.93   4.80    4.97 
ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 御代田中   +1.0   -0.1   -0.3   -1.7    +1.0
大工原 政斗(1) 中学   4.50   4.50   4.81   4.26   4.46   4.47    4.81 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 佐久東中   -0.1   +0.5    0.0   -0.5   -0.7   -0.3     0.0
柳澤 孔軌(2) 中学   4.77   4.49   4.33   4.66   4.59   4.27    4.77 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 望月AC   +1.2   -0.1   +1.3   +1.6   +0.7   -1.1    +1.2
由井 晴陽(2) 中学   3.34    X   4.63    -   4.59   4.72    4.72 
ﾕｲ ﾊﾙﾔ 中込中   +0.2    0.0   -0.9   -3.2    -3.2
畠山 慎吾(2) 中学    X   4.37   3.31   4.32   4.50   4.33    4.50 
ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 御代田中   +0.5   +0.1   +1.9   +0.2   -2.3    +0.2
土屋 春喜(1) 中学   4.09    X   4.43   4.38   4.37    X    4.43 
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ 中込中    0.0   +0.1   +0.7   +1.7    +0.1
中條 太智(2) 中学    X   3.97   4.18    4.18 
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｲﾁ 野沢中   +0.1   +0.5    +0.5
萩原 幹太(1) 中学   3.97   3.79   3.99    3.99 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｶﾝﾀ 浅間中   +1.1   -0.1   -0.3    -0.3
坂本 浩平(1) 中学    X   3.98   3.98    3.98 
ｻｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 佐久東中   -1.1   +0.2    -1.1
土屋 太木(1) 中学    X   3.98   3.94    3.98 
ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ 小諸東中   +1.5   +1.1    +1.5
秋山 恵澄(1) 中学   3.93   3.31   3.56    3.93 
ｱｷﾔﾏ ｹｲﾄ 浅間中   +0.1   +0.1   +0.2    +0.1
清水 大輝(1) 中学   3.76   3.76   3.59    3.76 
ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ 佐久東中   +1.1   -0.1   +0.2    +1.1
柳澤 透偉(2) 中学   3.22   2.73    X    3.22 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｳｲ 浅間中   -0.2   -2.1    -0.2
花里 叶多(1) 中学    X   2.66    X    2.66 
ﾊﾅｻﾞﾄ ｶﾅﾀ 佐久東中   -1.2    -1.2
常田 芳行(2) 中学    X    X    X
ﾄｷﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 御代田中
飯田 更(2) 中学    X    X    X
ｲｲﾀﾞ ｻﾗ 御代田中
安藤 雅人(1) 中学 欠場
ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 芦原中
山浦 雅斗(2) 中学 欠場
ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 望月AC
南澤 爽太(3) 中学 欠場
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 小諸東中

14  4184

21  4296

19  4278

2  4312

17 1  4174

6  4263

15 4  4176

16 7  4152

13 10  4285

14 5  4144

11 3  4147

12 8  4172

9 11  4127

10 13  4107

7 15  4128

8 9  4274

5 12  4175

6 18  4185

3 20  4188

4 17  4277

1 22  4187

2 16  4183

-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 7月28日  9:30

県中新(KR)          12.96
大会新(GR)          10.81

渡辺 湧真(3) 中学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ 中込中
竹本 伊浬真(2) 中学
ﾀｹﾓﾄ ｲﾘﾏ 軽井沢中
宮澤 健人(2) 中学
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 浅間中
小林 一成(3) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ 浅間中
依田 遼(2) 中学
ﾖﾀﾞ ﾘｮｳ 佐久東中
小林 珀琢(2) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｸ 中込中
竹内 陽雲(3) 中学
ﾀｹｳﾁ ﾔｸﾓ 小諸東中
小山 翔平(2) 中学 欠場
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 望月AC

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 7  4123  7.87  8.01  7.98  8.02   X  7.99   8.02 

2 5  4247  7.60  7.99  7.21  7.08  7.48  6.81   7.99 

3 3  4151  7.20  7.97  6.97  6.48  6.33  5.64   7.97 

4 6  4139   X  7.17  7.23  7.52  7.27  7.70   7.70 

5 4  4170   X   X  6.43  6.72  6.43  7.05   7.05 

6 2  4110  6.24   X  6.11  5.83  6.16  6.27   6.27 

7 1  4298  5.29  4.94  5.82

8  4186

 5.85  4.75  5.23   5.85 



決勝 7月28日 13:00

県中新(KR)          66.44
大会新(GR)          57.29

手塚 嵐太(3) 中学
ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ 小諸東中
有井 祥悟(2) 中学
ｱﾘｲ ｼｮｳｺﾞ 野沢中
藤牧 奏夢(2) 中学
ﾌｼﾞﾏｷ ｶﾅﾑ 佐久東中
竹本 伊浬真(2) 中学
ﾀｹﾓﾄ ｲﾘﾏ 軽井沢中
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
竹内 陽雲(3) 中学
ﾀｹｳﾁ ﾔｸﾓ 小諸東中

中学男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

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 7  4293 49.67   O   O   O   O   O  49.67 

2 6  4101 29.53   O   O   O   O 32.00  32.00 

3 4  4169   O 30.73   O   O   O 31.69  31.69 

4 5  4247 30.63   O   O   O   X   X  30.63 

5 2  4170   X   O 21.74 25.11   O   O  25.11 

6 1  4139 18.89   O   O

7 3  4298   X 12.34   X   O   O   O  12.34 

  O   O   O  18.89 



決勝 7月28日 11:40

県新(KR)             2.18
大会新(GR)           1.90

土屋 海斗(1) 高校
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 佐久長聖高
関戸 勝琉(1) 高校
ｾｷﾄﾞ ｽｸﾞﾙ 野沢北高
林 樹生(1) 高校
ﾊﾔｼ ﾐｷｵ 野沢北高
宮原 清司 一般
ﾐﾔﾊﾗ ｷﾖｼ 佐久市陸協
中澤  颯太(2) 高校 記録なし
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田高

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 記録 備考
1 4  2846 - - - - O O O XXO XXX  1.85

2 3  1536 O O O O O XXO XXX  1.75

3 1  1539 O O O O XXX  1.65

4 5   134 - - O XXO XXX  1.65

2  1616 XXX



決勝 7月28日 10:30

県新(KR)             7.94
大会新(GR)           6.91

原 泰三(3) 高校    X   6.44    X    X   6.60    X    6.60 
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小諸高   -0.8   +1.0   +0.5   +0.8   -0.9   +1.9    -0.9
伊藤 司騎(1) 高校   6.46   6.18   4.07    X   6.56    X    6.56 
ｲﾄｳ ｼｷ 佐久長聖高   +0.5   -2.9   +0.7   +0.7   -0.4   +1.7    -0.4
原 惇也(2) 高校    X   6.24    X   6.11   6.10   6.56    6.56 
ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 佐久長聖高   -0.6   -1.7   +0.2   +0.9   -1.8   -0.6    -0.6
辻浦 知主(1) 高校   6.30   6.24   6.19   6.23    X   6.26    6.30 
ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 小諸高   -0.6   +0.1   +1.0   +0.1   -0.7   +2.0    -0.6
小須田 亮祐(2) 高校   6.05   6.22   6.26   6.21    X    X    6.26 
ｺｽﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 野沢北高   -0.1   -1.7   +0.6   +1.6   -1.0   +1.4    +0.6
中村 洋平(1) 高校   6.09   6.15   5.88    X   5.66    -    6.15 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 小諸高   -0.1   -1.6   +0.7   +1.4   -0.4    -1.6
小林 優介(2) 高校   5.12   6.05    -   5.26    -    -    6.05 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 佐久長聖高   +0.7   -0.1   +0.3   +0.5    -0.1
土屋 海斗(1) 高校   5.70   5.81   5.98   5.96   5.85   5.86    5.98 
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 佐久長聖高   +0.1   +0.9   -1.2   +1.4   +0.5   +0.6    -1.2
高根  大樹(1) 高校   5.62   5.89   5.71    5.89 
ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ 岩村田高    0.0   +0.2   -1.2    +0.2

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 9  1707

2 7  2815

3 8  2813

4 4  2823

5 6  1518

6 5  2822

9 2  1584

7 1  2804

8 3  2846



決勝 7月28日 11:30

県高新(KR)          14.59
大会新(GR)          10.85

塚田 陽樹(3) 高校
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 小諸高
林 瞭輔(3) 高校
ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 佐久平総合高
神津 宏尚(3) 高校
ｺｳﾂﾞ ﾋﾛﾀｶ 佐久平総合高
田崎 佑冴(1) 高校
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 野沢北高
飯塚 亮介(3) 高校
ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 野沢北高

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
1 5  1709   X 10.20 10.62  9.74  9.72 10.24  10.62 

2 4  1630 10.16 10.06  9.94 10.14  9.43  9.61  10.16 

3 3  1632  9.11  9.02   X   X   X  9.72   9.72 

4 1  1537  8.78  9.04  7.65

5 2  1532  7.68   X  8.14  8.34  8.69  8.82   8.82 

 8.31  7.75  7.88   9.04 



決勝 7月28日 10:15

県高新              45.21
大会新              32.17

塚田 陽樹(3) 高校
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 小諸高
塩川 築(1) 高校
ｼｵｶﾜ ｷｽﾞｸ 野沢南高
飯塚  啓真(1) 高校
ｲｲｽﾞｶ ｹｲﾏ 岩村田高

男子

円盤投(1.750kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 3  1709   X   X   X 28.17   X   X  28.17 

2 2  1578 23.07   O   O

3 1  1582 18.88   O   O   O   O   O  18.88 

  O   X   O  23.07 



決勝 7月28日 14:30

県新                67.34
大会新              54.10

小泉 陸人(3) 高校 大会新
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 野沢南高
宮沢 颯助(3) 高校
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｽｹ 野沢北高
関口 謙太(3) 高校
ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 佐久平総合高
碓氷  大樹(1) 高校
ｳｽｲ ﾀｲｷ 岩村田高
星野 青空(2) 高校
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖高
田澤 友希(3) 高校
ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久平総合高
飯島 詢平(2) 高校
ｲｲｼﾞﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 野沢北高
髙野 来斗(1) 高校
ﾀｶﾉ ﾗｲﾄ 小諸高
塩川 築(1) 高校
ｼｵｶﾜ ｷｽﾞｸ 野沢南高
林 樹生(1) 高校
ﾊﾔｼ ﾐｷｵ 野沢北高
針尾 大生(1) 高校
ﾊﾘｵ ﾀﾞｲｷ 小諸高
五十嵐 大樹 一般 欠場
ｲｶﾞﾗｼ ﾋﾛｷ 野沢北ｸﾗﾌﾞ

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 12  1567   O 54.05   O   O   O 54.97  54.97 

2 11  1531 52.83   O   O   O   X   O  52.83 

3 9  1629 48.68   X   X   X   X   X  48.68 

4 7  1583   O 45.86   O   O 47.03   X  47.03 

5 10  2841   O   O 38.79   O 43.31   O  43.31 

6 8  1631 41.72   O   O   O   O   O  41.72 

7 6  1516 36.23   O   O   O 36.57   O  36.57 

8 1  2827 31.40   O   O   O   O   O  31.40 

9 4  1578   O 30.68   X  30.68 

10 5  1539 26.50   X   O  26.50 

11 3  2825   O   O 23.64

2   132

 23.64 



決勝 7月28日 10:41

風速 -1.5

 1 赤尾 遙斗(4) 小学     15.64 
ｱｶｵ ﾊﾙﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 斉藤 幸大(4) 小学     16.13 
ｻｲﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

決勝 7月28日 11:01

風速

 1 北村 碧惟(6) 小学     14.50 
ｷﾀﾑﾗ ｱｵｲ あさまねSC

ｵｰﾌﾟﾝ小4男子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

所属名 記録／備考

1    53

2    51

1    24

ｵｰﾌﾟﾝ小6男子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名



決勝 7月28日  9:01

風速 -0.4

 1 小島 颯斗(4) 小学     16.66 
ｺｼﾞﾏ ﾌｳﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

ｵｰﾌﾟﾝ小学男子

８０ｍH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2    48



決勝 7月28日 13:01

 1 諸山 琉生(6) 小学   3,27.85 
ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 小林 真哲(5) 小学   3,39.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 野岸小

 3 橋詰 きよ(4) 小学   3,42.00 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｷﾖ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 住沢 優太郎(5) 小学   3,43.59 
ｽﾐｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 野岸小

 5 甘利 颯士(4) 小学   3,44.00 
ｱﾏﾘ ｿｳｼ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 6 小松 希光(4) 小学   4,04.80 
ｺﾏﾂ ﾉｿﾞﾐ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 7 井出理人(4) 小学   4,14.86 
ｲﾃﾞ ﾘﾋﾄ 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ
畠山光樹(6) 小学
ﾊﾀｹﾔﾏｺｳｷ 南牧北陸上ｸﾗﾌﾞ
永井 友樹(5) 小学
ﾅｶﾞｲ ﾄﾓｷ 野岸小

ｵｰﾌﾟﾝ小学男子

１０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1    46

8   131

7    42

3   130

4    40

2    47

9   129
欠場

5   107

6   114
欠場



決勝 7月28日  9:00

橋詰 蓮平(5) 小学   3.41   3.78   3.85    3.85 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +0.3   +1.0   +0.3    +0.3

決勝 7月28日 10:30

清野 侑弘(6) 小学   3.77   3.53   3.65    3.77 
ｷﾖﾉ ﾕﾋﾛ 望月AC   +0.4   +0.3   +0.9    +0.4
青木 寛(6) 小学   3.29   3.25   3.05    3.29 
ｱｵｷ ﾕﾀｶ 望月AC   +0.2   +1.4   +0.4    +0.2
篠原 翔(6) 小学    X   2.88   3.19    3.19 
ｼﾉﾊﾗ  ｶｹﾙ T&F佐久平   +0.1   +1.4    +1.4

ｵｰﾌﾟﾝ小5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 1    43

ｵｰﾌﾟﾝ小6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

3 1     6

備考
1 3   121

2 2   122
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