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大 会 新 記 録 一 覧 

種 目 予・準・決 記 録 氏 名 所 属 
学
年 

年 月 日 

共通女子  800m 決勝 2’18”11 渡邉 陽乃 佐久東 3 2019.5.25 

共通男子 110mH 予選 14”81 内海 亮平 上田第一 3 〃 

共通男子砲丸投(5.000kg) 決勝 12m94 木藤 海琉 芦原 3 〃 

共通女子  棒高跳 決勝 2m90 岡田 莉歩 軽井沢 2    〃 

 

 

競技場気象状況 

時刻 天候   風   気温   湿度 気圧 

9:00 晴 北北西     1.5m/sec.  24.0 ℃  31.0 %  
10:00 晴 北西     0.7m/sec.  26.0 ℃  30.0 %  
11:00 晴 北北西     0.7m/sec.  27.0 ℃  32.0 %  
12:00 晴 北北東     0.7m/sec.  28.0 ℃  32.0 %  
13:00 晴 西     0.4m/sec.  29.0 ℃  19.0 %  
14:00 晴 北西     1.4m/sec.  29.0 ℃  19.0 %  
15:00 晴 東     3.4m/sec.  29.0 ℃  18.0 %  

 



第58回県中総体　夏季大会　東信地区予選会
主催：東信地区中学校体育連盟
　　　長野陸上競技協会
　　　東信地区各市町村教委連絡協議会

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

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
05/25 1年男子  -0.7木内 光波(1) 12.41 山下 智也(1) 12.51 田中 粋(1) 12.63 大工原 政斗(1) 13.25 武田 大輔(1) 13.27 藤沢 政信(1) 13.46 鈴木 昇汰(1) 13.56 成澤 優希(1) 13.62

100m 浅間 上田第四 丸子 佐久東 塩田 小諸東 芦原 東御東部
05/25 内堀 翼(1) 4,46.31 滝沢 智博(1) 4,47.61 金子 倖大(1) 5,06.16 平川 哉太(1) 5,13.03 依田 魁星(1) 5,15.66 五十嵐 史(1) 5,16.31 今井 健晴(1) 5,17.81 関口 渓瑚(1) 5,17.95

1500m 丸子北 上田第五 臼田 小諸東 小諸東 南牧 川上 佐久東
05/25 工藤 優真(1) 4.65(+1.0) 中島 悠貴(1) 4.26(+2.4) 土屋 春喜(1) 4.17(+0.2) 坂本 浩平(1) 3.90(+2.2) 土屋 太木(1) 3.79(-1.1) 丹羽 丈琉(1) 3.76(+0.8) 塚田 陽音(1) 3.72(+1.4) 清水 大輝(1) 3.70(-1.4)

走幅跳 野沢 東御東部 中込 佐久東 小諸東 上田第四 東御東部 佐久東
05/25 2年男子  -3.0伊藤 壮一郎(2) 11.72 山本 赳瑠(2) 11.89 髙畑 良太(2) 12.49 石井 光祐(2) 12.73 宮澤 健人(2) 12.78 熊谷 槍一(2) 12.85 栁澤 雄太(2) 12.89 樋口 優宝(2) 13.00

100m 小諸東 小諸東 中込 中込 浅間 上田第四 上田第六 上田第四
05/25 3年男子  -3.0由井 響(3) 11.93 中澤 光希(3) 12.02 寺尾 朝陽(3) 12.38 佐藤 颯真(3) 12.63 櫻井 英輝(3) 12.95 小宮山 明太(3) 13.07 三井 智世(3) 13.07 宮原 京太(3) 13.33

100m 川上 東御東部 野沢 野沢 丸子 上田第六 南牧 丸子
05/25 共通男子  +2.0藤原 陸生(3) 23.94 足立 晃悠(3) 24.53 榊原 歩(2) 24.90 戸枝 篤志(2) 25.04 相澤 勇太朗(3) 25.14 大野 響太(3) 25.43 山本 一輝(2) 26.05 由井 晴陽(2) 26.42

200m 浅間 浅間 小諸東 望月 野沢 上田第六 御代田 中込
05/25 依田 真叶(3) 56.04 三浦 渓太(3) 56.33 久保田 誠(2) 58.28 備後 琉空(2) 59.00 佐藤 良太(3) 59.21 坪井 泰生(3) 1,00.13 金子 綾斗(2) 1,01.99 米山 瑠(2) 1,03.00

400m 中込 野沢 上田第三 東御東部 小諸東 野沢 上田第五 御代田
05/25 太田 京平(3) 2,08.73 福島 翔太(3) 2,14.55 戸蒔 来維(3) 2,16.34 田下 輝稀(2) 2,18.72 原 瑞樹(3) 2,24.11 坂田 涼真(2) 2,27.50 加藤 颯人(3) 2,28.23 由井 雛斗(3) 2,29.61

800m 佐久東 野沢 中込 浅間 川上 佐久長聖 軽井沢 川上
05/25 大神 健太(3) 10,09.61 加藤 大雅(2) 10,11.15 三石 勇太(3) 10,14.02 柳澤 柑太(3) 10,16.70 成澤 爽(3) 10,17.83 宮下 輝海(3) 10,23.17 内藤 悠大(2) 10,35.84 横山 廉汰郎(2) 10,39.66

3000m 丸子 佐久長聖 佐久東 中込 丸子 東御東部 小諸東 東御東部
05/25  +2.5内海 亮平(3) 14.43 古村 拓海(3) 14.65 菊池 優介(2) 15.49 木内 心大(3) 15.73 川村 佐助(2) 17.05 中島 良(3) 18.70 輿水 遥人(2) 20.33 今関 隼也(2) 20.54

110mH(0.914m) 上田第一 浅間 浅間 浅間 上田第一 佐久東 南牧 御代田
05/25 櫻井 絢悠(2) 1.50 外山 湧吏(3) 南牧 1.35 飯田 更(2) 1.25

走高跳 野沢 高見澤 祐生(2) 南牧 御代田
05/25 新井 翔太(3) 3.00 手塚 嵐太(3) 2.10 北村 櫂(2) 2.00 徳嶽 温仁(3) 1.60

棒高跳 上田第一 小諸東 上田第五 上田第一
05/25 木藤 海琉(3) 12.94 北澤 直也(3) 11.48 谷津 航太(3) 9.60 小山 翔平(2) 9.26 渡辺 湧真(3) 8.46 黒岩 一城(3) 7.98 菊池 拓斗(3) 7.62 小林 一成(3) 7.19

砲丸投 芦原 GR 上田第四 佐久東 望月 中込 御代田 南牧 浅間
05/25 小諸東       45.72 浅間       45.91 望月       47.61 中込       47.68 上田第一       47.77 野沢       48.08 御代田       49.16 佐久東       49.53

4×100mR 山本 赳瑠(2) 足立 晃悠(3) 寺島 恒輔(3) 戸蒔 来維(3) 新井 アンジ(2) 佐藤 颯真(3) 中山 雄心(2) 藤牧 奏夢(2)
伊藤 壮一郎(2) 佐藤 将大(3) 小林 碧空(2) 石井 光祐(2) 内海 亮平(3) 寺尾 朝陽(3) 木村 伊吹(3) 土屋 諒平(3)
榊原 歩(2) 藤原 陸生(3) 小山 翔平(2) 髙畑 良太(2) 川村 佐助(2) 三浦 渓太(3) 金澤 蒼海(2) 中島 良(3)
佐々木 隆之介(2) 古村 拓海(3) 戸枝 篤志(2) 依田 真叶(3) 井尻 晴登(3) 島谷 泰青(3) 山本 一輝(2) 谷津 航太(3)

05/25 小林 草太(2) 1912 井尻 晴登(3) 1855 降幡 諒成(2) 1804 羽場 太陽(3) 1603 星野 緑風(3) 1461 大木 咲翔(2) 1432 古田 力斗(3) 1388 新井 アンジ(2) 1324
四種 軽井沢 上田第一 上田第五 立科 野沢 御代田 東御東部 上田第一

05/25 2･3年男子 市川 和英(3) 4,21.37 新井 虎次郎(3) 4,22.52 楢原 累斗(3) 4,26.86 成沢 翔英(3) 4,37.59 酒井 瞬(3) 4,38.17 鷹野 晴(3) 4,40.99 中原 龍太(2) 4,43.53 大井 奏汰(3) 4,43.67
1500m 野沢 佐久長聖 東御東部 上田第六 御代田 小海 野沢 浅間

05/25 荒井 陽呂実(2)6.01(+0.3) 小林 碧空(2) 5.95(-0.5) 木村 伊吹(3) 5.90(+0.9) 寺島 恒輔(3) 5.77(+0.2) 遠藤 光(3) 5.71(+0.8) 佐々木 隆之介(25.69(+0.7) 佐藤 将大(3) 5.65(-0.6) 西 俊弥(2) 5.55(-1.0)
走幅跳 上田第三 望月 御代田 望月 丸子北 小諸東 浅間 上田第五

05/25 1･2年男子 浅間       49.22 東御東部       51.78 御代田       52.94 野沢       53.33 上田第一       54.40 中込       54.46 上田第四       58.50
4×100mR 木内 光波(1) 中島 悠貴(1) 早崎 蒼心(1) 竹内 睦喜(1) 柏木 健太(1) 土屋 春喜(1) 篠田 啓太(1)

菊池 優介(2) 安田 雄祈(2) 大木 咲翔(2) 有井 祥悟(2) 坂口 和音(2) 由井 晴陽(2) 伊東 海翔(1)
秋山 恵澄(1) 成澤 優希(1) 鈴木 陽大(1) 櫻井 絢悠(2) 早川 湊人(1) 小林 珀琢(2) 丹羽 丈琉(1)
宮澤 健人(2) 備後 琉空(2) 今関 隼也(2) 工藤 優真(1) 尾﨑 蒼太(1) 塩川 直人(1) 山下 智也(1)



予選 5月25日 10:45
決勝 5月25日 14:10

大会新(GR)          11.9

[ 1組] 風速 +0.7 [ 2組] 風速 +1.0

 1 木内 光波(1)     12.48 q  1 田中 粋(1)     12.42 q
ｷｳﾁ ｺｳﾊ 浅間 ﾀﾅｶ ｽｲ 丸子

 2 大工原 政斗(1)     13.16 q  2 山下 智也(1)     12.65 q
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 佐久東 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ 上田第四

 3 鈴木 昇汰(1)     13.45 q  3 藤沢 政信(1)     13.46 q
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 芦原 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 小諸東

 4 輿石 絆(1)     13.65  4 尾﨑 蒼太(1)     13.90 
ｺｼｲｼｷｽﾞﾅ 南牧 ｵｻﾞｷ ｿｳﾀ 上田第一

 5 竹内 睦喜(1)     13.66  5 横尾 唯吹(1)     14.53 
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 野沢 ﾖｺｵ ｲﾌﾞｷ 芦原

 6 今井 平和(1)     13.80  6 鈴木 陽大(1)     14.75 
ｲﾏｲ ﾀｲﾄ 立科 ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀﾞｲ 御代田

 7 佐藤 義明(1)     14.30  7 森角 魁斗(1)     14.83 
ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ 東御東部 ﾓﾘｶｸ ｶｲﾄ 軽井沢

 8 水野 流星(1)     15.20  8 土屋 遼汰(1)     15.05 
ﾐｽﾞﾉ ﾘｭｳｾｲ 丸子 ﾂﾁﾔ ﾘｮｳﾀ 立科

[ 3組] 風速 -0.1

 1 武田 大輔(1)     13.43 q
ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 塩田

 2 成澤 優希(1)     13.53 q
ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ 東御東部

 3 北村 海晴(1)     13.54 
ｷﾀﾑﾗ ｶｲｾｲ 小諸東

 4 伊東 海翔(1)     13.84 
ｲﾄｳ ｶｲﾄ 上田第四

 5 早崎 蒼心(1)     13.95 
ﾊﾔｻﾞｷ ｿｳｼﾞﾝ 御代田

 6 小須田 翔(1)     14.26 
ｺｽﾀﾞ ｶｹﾙ 浅間

 7 花里 叶多(1)     14.42 
ﾊﾅｻﾞﾄ ｶﾅﾀ 佐久東

 8 早川 湊人(1)     14.57 
ﾊﾔｶﾜ ｶﾅﾄ 上田第一

風速 -0.7

 1 木内 光波(1)     12.41 
ｷｳﾁ ｺｳﾊ 浅間

 2 山下 智也(1)     12.51 
ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ 上田第四

 3 田中 粋(1)     12.63 
ﾀﾅｶ ｽｲ 丸子

 4 大工原 政斗(1)     13.25 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 佐久東

 5 武田 大輔(1)     13.27 
ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 塩田

 6 藤沢 政信(1)     13.46 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 小諸東

 7 鈴木 昇汰(1)     13.56 
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 芦原

 8 成澤 優希(1)     13.62 
ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ 東御東部

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

1年男子

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
8  4157 5  4484

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

7  4175 3  4653

5  4315 4  4283

4  8873 7  8814

3  4078 6  4311

9  4330 9  4265

6  4395 2  4211

2  4486 8  4332

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  4571

2  4397

5  4292

3  4647

7  4264

4  4156

8  4174

6  8816

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  4157

4  4653

7  4484

6  4175

8  4571

3  4283

9  4315

2  4397



予選 5月25日 11:00
決勝 5月25日 14:20

大会新(GR)          11.46

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +0.8

 1 髙畑 良太(2)     12.25 q  1 伊藤 壮一郎(2)     11.59 q
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 中込 ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 小諸東

 2 熊谷 槍一(2)     12.30 q  2 宮澤 健人(2)     12.29 q
ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ 上田第四 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 浅間

 3 竹内 大智(2)     12.93  3 藤牧 奏夢(2)     12.61 
ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 上田第六 ﾌｼﾞﾏｷ ｶﾅﾑ 佐久東

 4 金澤 蒼海(2)     12.96  4 中山 雄心(2)     13.01 
ｶﾅｻﾞﾜ ｱｵﾐ 御代田 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｼﾝ 御代田

 5 有井 祥悟(2)     13.44  5 安田 雄祈(2)     13.07 
ｱﾘｲ ｼｮｳｺﾞ 野沢 ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ 東御東部

 6 佐藤 晄壽(2)     13.69  6 栁澤 孔軌(2)     13.59 
ｻﾄｳ ｱｷﾄｼ 青木 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 望月

 7 山浦 雅斗(2)     13.99  7 増田 圭輔(2)     14.10 
ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 望月 ﾏｽﾀﾞ ｹｲｽｹ 青木

[ 3組] 風速 +0.9

 1 山本 赳瑠(2)     11.68 q
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 小諸東

 2 石井 光祐(2)     12.21 q
ｲｼｲ ｺｳｽｹ 中込

 3 栁澤 雄太(2)     12.35 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 上田第六

 4 樋口 優宝(2)     12.58 q
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾎ 上田第四

 5 小林 誠史(2)     13.11 
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ 真田

 6 中條 太智(2)     13.51 
ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｲﾁ 野沢

 7 新海 悠仁(2)     14.53 
ｼﾝｶｲﾕｳｼﾞﾝ 南牧

風速 -3.0

 1 伊藤 壮一郎(2)     11.72 
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 小諸東

 2 山本 赳瑠(2)     11.89 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 小諸東

 3 髙畑 良太(2)     12.49 
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 中込

 4 石井 光祐(2)     12.73 
ｲｼｲ ｺｳｽｹ 中込

 5 宮澤 健人(2)     12.78 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 浅間

 6 熊谷 槍一(2)     12.85 
ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ 上田第四

 7 栁澤 雄太(2)     12.89 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 上田第六

 8 樋口 優宝(2)     13.00 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾎ 上田第四

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

2年男子

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
3  4124 7  4299

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

4  4646 8  4151

5  4711 3  4169

7  4275 2  4276

6  4101 4  4391

8  4564 6  4185

2  4184 5  4565

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  4304

7  4126

3  4707

8  4652

6  4426

2  4107

4  4017

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4299

6  4304

5  4124

7  4126

9  4151

8  4646

3  4707

2  4652



予選 5月25日 11:15
決勝 5月25日 14:30

大会新(GR)          11.1

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +0.9

 1 由井 響(3)     11.58 q  1 中澤 光希(3)     11.74 q
ﾕｲ ﾋﾋﾞｷ 川上 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 東御東部

 2 寺尾 朝陽(3)     11.91 q  2 佐藤 颯真(3)     12.25 q
ﾃﾗｵ ｱｻﾋ 野沢 ｻﾄｳ ｿｳﾏ 野沢

 3 小宮山 明太(3)     12.75 q  3 櫻井 英輝(3)     12.57 q
ｺﾐﾔﾏ ﾒｰﾀ 上田第六 ｻｸﾗｲ ｱｲｷ 丸子

 4 宮原 京太(3)     12.78 q  4 三井 智世(3)     12.77 q
ﾐﾔﾊﾗ ｷｮｳﾀ 丸子 ﾐﾂｲﾄﾓｾ 南牧

 5 北澤 耀(3)     12.79  5 堀内 健吾(3)     12.88 
ｷﾀｻﾞﾜﾋｶﾙ 南牧 ﾎﾘｳﾁ ｹﾝｺﾞ 上田第六

 6 堀内 陽都(3)     13.54 
ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙﾄ 丸子北

風速 -3.0

 1 由井 響(3)     11.93 
ﾕｲ ﾋﾋﾞｷ 川上

 2 中澤 光希(3)     12.02 
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 東御東部

 3 寺尾 朝陽(3)     12.38 
ﾃﾗｵ ｱｻﾋ 野沢

 4 佐藤 颯真(3)     12.63 
ｻﾄｳ ｿｳﾏ 野沢

 5 櫻井 英輝(3)     12.95 
ｻｸﾗｲ ｱｲｷ 丸子

 6 小宮山 明太(3)     13.07 
ｺﾐﾔﾏ ﾒｰﾀ 上田第六

 7 三井 智世(3)     13.07 
ﾐﾂｲﾄﾓｾ 南牧

 8 宮原 京太(3)     13.33 
ﾐﾔﾊﾗ ｷｮｳﾀ 丸子

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

3年男子

100m

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
6  4000 4  8777

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

7  4085 5  4082

4  4709 2  4480

3  4483 3  4010

2  4011 6  4710

5  4515

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  4000

4  8777

5  4085

6  4082

9  4480

8  4709

2  4010

3  4483



予選 5月25日 10:20
決勝 5月25日 13:35

大会新(GR)          23.06

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +1.6

 1 榊原 歩(2)     24.86 q  1 足立 晃悠(3)     24.88 q
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ 小諸東 ｱﾀﾞﾁ ﾃﾙﾁｶ 浅間

 2 山本 一輝(2)     25.93 q  2 相澤 勇太朗(3)     25.31 q
ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 御代田 ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 野沢

 3 由井 晴陽(2)     26.08 q  3 大野 響太(3)     25.72 q
ﾕｲ ﾊﾙﾔ 中込 ｵｵﾉ ｷｮｳﾀ 上田第六

 4 土屋 諒平(3)     26.24  4 小山 洸(3)     26.36 
ﾂﾁﾔ ﾘｮｳﾍｲ 佐久東 ｺﾔﾏ ﾋﾛ 丸子北

 5 中根 流千(3)     27.08  5 内河 颯汰(2)     28.51 
ﾅｶﾈ ﾙﾁ 上田第六 ｳﾁｶﾜ ｿｳﾀ 御代田

 6 中村 佳汰(3)     27.40  6 小池 海嘉(1)     32.26 
ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾀ 丸子北 ｺｲｹ ｶｲｶﾞ 塩田

 7 吉澤 孝太(1)     30.10 内田 湘大(3)
ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳﾀ 丸子 ｳﾁﾀﾞ ｼｮｳﾀﾞｲ 小海

[ 3組] 風速 +0.1

 1 藤原 陸生(3)     24.03 q
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｷ 浅間

 2 戸枝 篤志(2)     25.72 q
ﾄｴﾀﾞ ｱﾂｼ 望月

 3 小山 陸翔(2)     26.88 
ｺﾔﾏ ﾘｸﾄ 上田第六

 4 栁澤 勇太(2)     27.85 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 野沢

 5 篠田 啓太(1)     29.84 
ｼﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 上田第四

 6 林 旺頼(3)     30.00 
ﾊﾔｼｱｷﾖﾘ 南牧
山浦 悠大(2)
ﾔﾏｳﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 小諸東

風速 +2.0

 1 藤原 陸生(3)     23.94 
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｷ 浅間

 2 足立 晃悠(3)     24.53 
ｱﾀﾞﾁ ﾃﾙﾁｶ 浅間

 3 榊原 歩(2)     24.90 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ 小諸東

 4 戸枝 篤志(2)     25.04 
ﾄｴﾀﾞ ｱﾂｼ 望月

 5 相澤 勇太朗(3)     25.14 
ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 野沢

 6 大野 響太(3)     25.43 
ｵｵﾉ ｷｮｳﾀ 上田第六

 7 山本 一輝(2)     26.05 
ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 御代田

 8 由井 晴陽(2)     26.42 
ﾕｲ ﾊﾙﾔ 中込

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

共通男子

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
6  4307 3  4145

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

4  4277 6  4079

2  4128 4  4703

7  4168 5  4513

5  4706 8  4271

8  4514 7  4570

3  4485 2  4023
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  4141

5  4188

4  4708

7  4108

8  4654

3  4014

2  4301
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  4141

6  4145

5  4307

8  4188

4  4079

9  4703

3  4277

2  4128



予選 5月25日 10:00
決勝 5月25日 13:20

大会新(GR)          51.88

[ 1組] [ 2組]

 1 三浦 渓太(3)     57.64 q  1 依田 真叶(3)     56.40 q
ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 野沢 ﾖﾀﾞ ﾏﾅﾄ 中込

 2 久保田 誠(2)     58.18 q  2 坪井 泰生(3)     58.64 q
ｸﾎﾞﾀ ﾏｺﾄ 上田第三 ﾂﾎﾞｲ ﾀｲｾｲ 野沢

 3 佐藤 良太(3)     59.01 q  3 備後 琉空(2)     58.78 q
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 小諸東 ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ 東御東部

 4 金子 綾斗(2)     59.87 q  4 米山 瑠(2)   1,00.94 q
ｶﾈｺ ｱﾔﾄ 上田第五 ﾖﾈﾔﾏ ﾘｭｳ 御代田

 5 滝澤 拓実(3)   1,01.64  5 田崎 巧人(2)   1,01.05 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 丸子北 ﾀｻﾞｷ ﾀｸﾄ 小諸東

 6 関野 佑平(1)   1,17.83 
ｾｷﾉ ﾕｳﾍｲ 軽井沢

 1 依田 真叶(3)     56.04 
ﾖﾀﾞ ﾏﾅﾄ 中込

 2 三浦 渓太(3)     56.33 
ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 野沢

 3 久保田 誠(2)     58.28 
ｸﾎﾞﾀ ﾏｺﾄ 上田第三

 4 備後 琉空(2)     59.00 
ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ 東御東部

 5 佐藤 良太(3)     59.21 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 小諸東

 6 坪井 泰生(3)   1,00.13 
ﾂﾎﾞｲ ﾀｲｾｲ 野沢

 7 金子 綾斗(2)   1,01.99 
ｶﾈｺ ｱﾔﾄ 上田第五

 8 米山 瑠(2)   1,03.00 
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｭｳ 御代田

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

共通男子

400m

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
7  4088 6  4122

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

4  4637 3  4084

6  4294 5  8778

3  4678 4  4279

2  4516 2  4300

5  4210

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  4122

4  4088

5  4637

8  8778

9  4294

7  4084

2  4678

3  4279



決勝 5月25日 14:45

 1 小林 草太(2) 57.54(501)
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 軽井沢

 2 降幡 諒成(2) 59.28(438)
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 上田第五

 3 大木 咲翔(2) 59.64(426)
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 御代田

 4 井尻 晴登(3) 59.83(419)
ｲｼﾞﾘ ﾊﾙﾄ 上田第一

 5 星野 緑風(3) 1,00.89(383)
ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 野沢

 6 羽場 太陽(3) 1,01.73(356)
ﾊﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 立科

 7 古田 力斗(3) 1,03.03(316)
ﾌﾙﾀ ﾘｷﾄ 東御東部

 8 山本 祐弥(1) 1,04.23(281)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 小諸東

 9 新井 アンジ(2) 1,05.42(247)
ｱﾗｲ  ｱﾝｼﾞ 上田第一

共通男子四種

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  4246

3  4677

8  4273

4  4596

2  4087

6  4333

7  8811

1  8772

9  4287



決勝 5月25日 13:05

大会新(GR)        2,02.5

[ 1組] [ 2組]

 1 太田 京平(3)   2,08.73  1 由井 雛斗(3)   2,29.61 
ｵｵﾀ ｷｮｳﾍｲ 佐久東 ﾕｲ ﾋﾅﾄ 川上

 2 福島 翔太(3)   2,14.55  2 赤羽 啓剛(3)   2,32.95 
ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 野沢 ｱｶﾊﾈ ｹｲｺﾞ 丸子北

 3 戸蒔 来維(3)   2,16.34  3 山越 暖(2)   2,33.01 
ﾄﾏｷ ﾗｲ 中込 ﾔﾏｺｼ ﾀﾞﾝ 小諸東

 4 田下 輝稀(2)   2,18.72  4 倉沢 昂希(3)   2,34.45 
ﾀｼﾀ ｺｳｷ 浅間 ｸﾗｻﾜ ｺｳｷ 丸子北

 5 原 瑞樹(3)   2,24.11  5 常田 芳行(2)   2,55.24 
ﾊﾗ ﾐｽﾞｷ 川上 ﾄｷﾀﾞ ﾖｼﾕｷ 御代田

 6 坂田 涼真(2)   2,27.50  6 飯野 隼(1)   2,56.50 
ｻｶﾀ ﾘｮｳﾏ 佐久長聖 ｲｲﾉ ｼﾞｭﾝ 佐久東

 7 加藤 颯人(3)   2,28.23 
ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 軽井沢

   1 太田 京平(3) 佐久東     2,08.73   1   1
   2 福島 翔太(3) 野沢     2,14.55   1   2
   3 戸蒔 来維(3) 中込     2,16.34   1   3
   4 田下 輝稀(2) 浅間     2,18.72   1   4
   5 原 瑞樹(3) 川上     2,24.11   1   5
   6 坂田 涼真(2) 佐久長聖     2,27.50   1   6
   7 加藤 颯人(3) 軽井沢     2,28.23   1   7
   8 由井 雛斗(3) 川上     2,29.61   2   1
   9 赤羽 啓剛(3) 丸子北     2,32.95   2   2
  10 山越 暖(2) 小諸東     2,33.01   2   3
  11 倉沢 昂希(3) 丸子北     2,34.45   2   4
  12 常田 芳行(2) 御代田     2,55.24   2   5
  13 飯野 隼(1) 佐久東     2,56.50   2   6

共通男子

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  4166 6  4003

4  4086 7  4509

8  4125 4  4302

3  4149 5  4512

7  4002 3  4263

5  4373 2  4171

6  4244

共通男子

800m
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
 4166
 4086
 4125
 4149

 4512
 4263
 4171

 4002
 4373
 4244
 4003
 4509
 4302



決勝 5月25日 11:45

大会新(GR)        4,22.94

 1 内堀 翼(1)   4,46.31 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾂﾊﾞｻ 丸子北

 2 滝沢 智博(1)   4,47.61 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 上田第五

 3 金子 倖大(1)   5,06.16 
ｶﾈｺ ｺｳﾀ 臼田

 4 平川 哉太(1)   5,13.03 
ﾋﾗｶﾜ ｶﾅﾀ 小諸東

 5 依田 魁星(1)   5,15.66 
ﾖﾀﾞ ｶｲｾｲ 小諸東

 6 五十嵐 史(1)   5,16.31 
ｲｶﾞﾗｼﾌﾋﾞﾄ 南牧

 7 今井 健晴(1)   5,17.81 
ｲﾏｲ ﾀｹﾊﾙ 川上

 8 関口 渓瑚(1)   5,17.95 
ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｺﾞ 佐久東

 9 與川 竜陽(1)   5,17.98 
ﾖｶﾜ ﾘｭｳﾋ 東御東部

10 塩川 直人(1)   5,19.50 
ｼｵｶﾜ ﾅｵﾄ 中込

11 鈴木 陽向(1)   5,31.81 
ｽﾞｽﾞｷ ﾋﾅﾀ 立科

12 小林 宇宙(1)   5,46.23 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 東御東部

13 中澤 太樹(1)   5,53.32 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｲｼﾞｭ 浅間

14 大工原 礼人(1)   5,57.41 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｱﾔﾄ 佐久東

1年男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  4518

4  4680

14  4065

7  4281

5  4291

2  8872

11  4005

10  4173

1  4390

9  4111

8  4331

13  4392

3  4155

12  4177



決勝 5月25日 11:30

大会新(GR)        4,11.53

[ 1組] [ 2組]

 1 市川 和英(3)   4,21.37  1 小髙 伶大(3)   4,48.80 
ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 野沢 ｺﾀﾞｶ ﾚｲﾀ 川上

 2 新井 虎次郎(3)   4,22.52  2 白井 充大(2)   4,52.08 
ｱﾗｲ ｺｼﾞﾛｳ 佐久長聖 ｼﾗｲ ﾐﾋﾛ 依田窪南部

 3 楢原 累斗(3)   4,26.86  3 由井 翔貴(3)   4,58.55 
ﾅﾗﾊﾗ ﾙｲﾄ 東御東部 ﾕｲ ｼｮｳｷ 臼田

 4 成沢 翔英(3)   4,37.59  4 瀬切 陽紀(3)   4,58.62 
ﾅﾙｻﾜ ｼｮｳｴｲ 上田第六 ｾｷﾞﾘ ﾊﾙｷ 丸子

 5 酒井 瞬(3)   4,38.17  5 堀内 万聖(2)   5,01.00 
ｻｶｲ ｼｭﾝ 御代田 ﾎﾘｳﾁ ﾏｻﾄ 丸子北

 6 鷹野 晴(3)   4,40.99  6 新井 拓実(2)   5,01.19 
ﾀｶﾉ ﾊﾙ 小海 ｱﾗｲ ﾀｸﾐ 上田第三

 7 中原 龍太(2)   4,43.53  7 日向 耕佑(3)   5,03.87 
ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 野沢 ﾋﾅﾀ ｺｳｽｹ 中込

 8 大井 奏汰(3)   4,43.67  8 堤 優次朗(2)   5,16.50 
ｵｵｲ ｿｳﾀ 浅間 ﾂﾂﾐ ﾕｳｼﾞﾛｳ 軽井沢

 9 小林 康楠(3)   4,44.32  9 保坂 俊太(3)   5,27.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾅﾝ 上田第二 ﾎｻｶ ｼｭﾝﾀ 中込

10 吉田 充輝(2)   4,53.17 10 佐藤 綾哉(2)   5,32.12 
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｷ 佐久穂 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾔ 御代田

11 芦田 真介(3)   4,55.59 11 塩沢 豊功(2)   5,32.16 
ｱｼﾀﾞ ｼﾝｽｹ 丸子北 ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾅﾘ 臼田

12 金森 柊弥(2)   4,57.11 12 菊池 央輝(2)   5,51.28 
ｶﾅﾓﾘ ｼｭｳﾔ 小海 ｷｸﾁｵｳｷ 南牧

13 渡邊 敬之(3)   4,57.31 13 原 暁津(2)   5,55.07 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｶﾕｷ 小諸東 ﾊﾗ ｱｷﾂﾞ 川上

14 安本 桜太郎(2)   4,57.41 14 林 奏(3)   6,20.09 
ﾔｽﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ 東御東部 ﾊﾔｼ ｶﾅﾃﾞ 上田第四

15 豊島 誉生(3)   4,57.99 小高 颯人(3)
ﾄﾖｼﾏ ﾀｶｵ 浅間 ｺﾀｶ ﾊﾔﾄ 上田第四

16 熊倉 正之(2)   4,58.21 宮坂 悠太(3)
ｸﾏｸﾗ ﾏｻﾕｷ 上田第二 ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾀ 真田

17 鷹野 匠(3)   5,00.57 三原 幹(3)
ﾀｶﾉ ﾀｸﾐ 小諸東 ﾐﾊﾗ ﾓﾄｷ 菅平
今井 元希(2)
ｲﾏｲｹﾞﾝｷ 南牧

   1 市川 和英(3) 野沢     4,21.37   1   1
   2 新井 虎次郎(3) 佐久長聖     4,22.52   1   2
   3 楢原 累斗(3) 東御東部     4,26.86   1   3
   4 成沢 翔英(3) 上田第六     4,37.59   1   4
   5 酒井 瞬(3) 御代田     4,38.17   1   5
   6 鷹野 晴(3) 小海     4,40.99   1   6
   7 中原 龍太(2) 野沢     4,43.53   1   7
   8 大井 奏汰(3) 浅間     4,43.67   1   8
   9 小林 康楠(3) 上田第二     4,44.32   1   9
  10 小髙 伶大(3) 川上     4,48.80   2   1
  11 白井 充大(2) 依田窪南部     4,52.08   2   2
  12 吉田 充輝(2) 佐久穂     4,53.17   1  10
  13 芦田 真介(3) 丸子北     4,55.59   1  11
  14 金森 柊弥(2) 小海     4,57.11   1  12
  15 渡邊 敬之(3) 小諸東     4,57.31   1  13
  16 安本 桜太郎(2) 東御東部     4,57.41   1  14
  17 豊島 誉生(3) 浅間     4,57.99   1  15
  18 熊倉 正之(2) 上田第二     4,58.21   1  16
  19 由井 翔貴(3) 臼田     4,58.55   2   3
  20 瀬切 陽紀(3) 丸子     4,58.62   2   4
  21 鷹野 匠(3) 小諸東     5,00.57   1  17
  22 堀内 万聖(2) 丸子北     5,01.00   2   5
  23 新井 拓実(2) 上田第三     5,01.19   2   6
  24 日向 耕佑(3) 中込     5,03.87   2   7
  25 堤 優次朗(2) 軽井沢     5,16.50   2   8
  26 保坂 俊太(3) 中込     5,27.49   2   9
  27 佐藤 綾哉(2) 御代田     5,32.12   2  10
  28 塩沢 豊功(2) 臼田     5,32.16   2  11
  29 菊池 央輝(2) 南牧     5,51.28   2  12
  30 原 暁津(2) 川上     5,55.07   2  13
  31 林 奏(3) 上田第四     6,20.09   2  14

2･3年男子

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
15  4080 6  4001

7  4367 7  4527

2  8776 5  4061

11  4702 4  4482

12  4260 14  4517

17  4022 11  4635

5  4109 9  4121

18  4132 1  4248

14  4600 17  4120

6  4037 15  4262

13  4510 3  4060

9  4028 12  4018

3  4290 16  4004

4  8774 10  4641

16  4131 2  4640

 4430

欠場
10  4605 8  4425

欠場
8  4015

欠場

欠場
1  4295 13

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
 8776
 4702
 4260
 4022
 4109
 4132
 4600
 4001
 4527
 4037
 4510
 4028
 4290
 8774
 4131
 4605
 4061
 4482
 4295
 4517

 4018
 4004
 4641

 4635
 4121
 4248
 4120
 4262
 4060



決勝 5月25日 15:05

大会新(GR)        8,58.49

 1 大神 健太(3)  10,09.61 
ｵｵｶﾞﾐ ｹﾝﾀ 丸子

 2 加藤 大雅(2)  10,11.15 
ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 佐久長聖

 3 三石 勇太(3)  10,14.02 
ﾐﾂｲｼ ﾕｳﾀ 佐久東

 4 柳澤 柑太(3)  10,16.70 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 中込

 5 成澤 爽(3)  10,17.83 
ﾅﾙｻﾜ ｱｷﾗ 丸子

 6 宮下 輝海(3)  10,23.17 
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾐ 東御東部

 7 内藤 悠大(2)  10,35.84 
ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 小諸東

 8 横山 廉汰郎(2)  10,39.66 
ﾖｺﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ 東御東部

 9 松本 叶夢(2)  10,51.22 
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅﾑ 小海

10 京野 倖太(3)  10,51.38 
ｷｮｳﾉ ｺｳﾀ 浅間

11 内田 洸太(3)  11,06.60 
ｳﾁﾀﾞ ｺｳﾀ 野沢

12 菊原 颯(3)  11,29.95 
ｷｸﾊﾗ ｿｳ 小海

13 福島 大志郎(3)  11,31.69 
ﾌｸｼﾏ ﾀｲｼﾛｳ 東御東部

14 阿部 良祐(2)  11,32.31 
ｱﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 小諸東

15 中山 瑛生(2)  11,40.80 
ﾅｶﾔﾏ ｴｲｷ 浅間

16 市川 仁陽(1)  11,47.16 
ｲﾁｶﾜ ｷﾐﾊﾙ 芦原

17 榎本 一朗(2)  11,54.90 
ｴﾉﾓﾄ ｲﾁﾛｳ 野沢

18 正橋 明峰(3)  12,01.89 
ﾏｻﾊｼ ｱｷﾐﾈ 上田第四

19 齋藤 音吹(2)  12,03.44 
ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 野沢

20 竹花 翔太(3)  12,26.95 
ﾀｹﾊﾅ ｼｮｳﾀ 丸子
土屋 聖瑛(2)
ﾂﾁﾔ ｾｲｱ 小諸東

共通男子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
10  4479

18  4372

21  4164

5  4119

12  4477

8  8773

13  4306

6  4393

1  4024

2  4134

7  4081

17  4027

20  8775

19  4305

4  4150

14  4316

11  4103

9  4642

15  4309
途中棄権

3  4105

16  4478



予選 5月25日  9:35
決勝 5月25日 13:45

大会新(GR)          15.01

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 +2.2

 1 内海 亮平(3)     14.81 q  1 古村 拓海(3)     15.00 q
ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ 上田第一 ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ 浅間

 2 菊池 優介(2)     15.91 q  2 木内 心大(3)     16.15 q
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 浅間 ｷｳﾁ ｺｺﾛ 浅間

 3 中島 良(3)     18.31 q  3 川村 佐助(2)     17.45 q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 佐久東 ｶﾜﾑﾗ ｻｽｹ 上田第一

 4 今関 隼也(2)     20.62 q  4 輿水 遥人(2)     20.84 q
ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ 御代田 ｺｼﾐｽﾞﾊﾙﾄ 南牧
市川 力丸(2)  5 塚田 要(2)     21.12 
ｲﾁｶﾜ ﾘｷﾏﾙ 小諸東 ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ 小諸東

風速 +2.5

 1 内海 亮平(3)     14.43 
ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ 上田第一

 2 古村 拓海(3)     14.65 
ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ 浅間

 3 菊池 優介(2)     15.49 
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 浅間

 4 木内 心大(3)     15.73 
ｷｳﾁ ｺｺﾛ 浅間

 5 川村 佐助(2)     17.05 
ｶﾜﾑﾗ ｻｽｹ 上田第一

 6 中島 良(3)     18.70 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 佐久東

 7 輿水 遥人(2)     20.33 
ｺｼﾐｽﾞﾊﾙﾄ 南牧

 8 今関 隼也(2)     20.54 
ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ 御代田

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

共通男子

110mH(0.914m)

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
3  4594 1  4130

大会新

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

5  4148 3  4133

1  4163 4  8812

4  4272 2  4016

2  4286 5  4308
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  4594

6  4130

4  4148

7  4133

8  8812

9  4163

3  4016

2  4272



決勝 5月25日  9:30

風速 +1.1

 1 降幡 諒成(2) 16.84(641)
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 上田第五

 2 小林 草太(2) 17.20(604)
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 軽井沢

 3 井尻 晴登(3) 17.28(595)
ｲｼﾞﾘ ﾊﾙﾄ 上田第一

 4 大木 咲翔(2) 18.43(484)
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 御代田

 5 星野 緑風(3) 18.52(475)
ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 野沢

 6 新井 アンジ(2) 18.57(471)
ｱﾗｲ  ｱﾝｼﾞ 上田第一

 7 羽場 太陽(3) 19.11(423)
ﾊﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 立科

 8 古田 力斗(3) 19.16(419)
ﾌﾙﾀ ﾘｷﾄ 東御東部

 9 山本 祐弥(1) 21.52(239)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 小諸東

共通男子四種

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  4677

5  4246

1  4596

8  4273

7  4087

4  8811

3  4287

9  4333

6  8772



予選 5月25日 12:10
決勝 5月25日 15:25

大会新(GR)          48.67

[ 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   5 御代田  4264 早崎 蒼心(1)     52.95 q  1   3 浅間  4157 木内 光波(1)     49.38 q

ﾐﾖﾀ ﾊﾔｻﾞｷ ｿｳｼﾞﾝ ｱｻﾏ ｷｳﾁ ｺｳﾊ
 4273 大木 咲翔(2)  4148 菊池 優介(2)

ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ
 4265 鈴木 陽大(1)  4144 秋山 恵澄(1)

ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀﾞｲ ｱｷﾔﾏ ｹｲﾄ
 4272 今関 隼也(2)  4151 宮澤 健人(2)

ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ
 2   2 中込  4127 土屋 春喜(1)     54.18 q  2   4 東御東部  4394 中島 悠貴(1)     50.61 q

ﾅｶｺﾞﾐ ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ
 4128 由井 晴陽(2)  4391 安田 雄祈(2)

ﾕｲ ﾊﾙﾔ ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ
 4110 小林 珀琢(2)  4397 成澤 優希(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｸ ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ
 4111 塩川 直人(1)  8778 備後 琉空(2)

ｼｵｶﾜ ﾅｵﾄ ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ
 3   3 上田第一  8815 柏木 健太(1)     54.23 q  3   5 野沢  4078 竹内 睦喜(1)     52.52 q

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ ｶｼﾜｷﾞ ｹﾝﾀ ﾉｻﾞﾜ ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ
 8810 坂口 和音(2)  4101 有井 祥悟(2)

ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ ｱﾘｲ ｼｮｳｺﾞ
 8816 早川 湊人(1)  4106 櫻井 絢悠(2)

ﾊﾔｶﾜ ｶﾅﾄ ｻｸﾗｲ ｹﾝﾕｳ
 8814 尾﨑 蒼太(1)  4074 工藤 優真(1)

ｵｻﾞｷ ｿｳﾀ ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ
 4   6 上田第四  4654 篠田 啓太(1)     54.79 q  4   6 南牧  8873 輿石 絆(1)     54.46 q

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ｼﾉﾀﾞ ｹｲﾀ ﾐﾅﾐﾏｷ ｺｼｲｼｷｽﾞﾅ
 4647 伊東 海翔(1)  4015 今井 元希(2)

ｲﾄｳ ｶｲﾄ ｲﾏｲｹﾞﾝｷ
 4650 丹羽 丈琉(1)  8872 五十嵐 史(1)

ﾆﾜ ﾀｹﾙ ｲｶﾞﾗｼﾌﾋﾞﾄ
 4653 山下 智也(1)  4019 高見澤 祐生(2)

ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ ﾀｶﾐｻﾞﾜﾕｳ
 5   4 芦原  4312 安藤 雅人(1)     55.69  5   2 佐久東  4174 花里 叶多(1)     55.04 

ｱｼﾊﾗ ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ ｻｸﾋｶﾞｼ ﾊﾅｻﾞﾄ ｶﾅﾀ
 4315 鈴木 昇汰(1)  4175 大工原 政斗(1)

ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ
 4311 横尾 唯吹(1)  4172 坂本 浩平(1)

ﾖｺｵ ｲﾌﾞｷ ｻｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ
 4313 木藤 誉秀阿(2)  4170 依田 遼(2)

ｷﾄﾞｳ ｼﾞｮｼｭｱ ﾖﾀﾞ ﾘｮｳ

1･2年男子

4×100mR

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 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 浅間  4157 木内 光波(1)     49.22 

ｱｻﾏ ｷｳﾁ ｺｳﾊ
 4148 菊池 優介(2)

ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ
 4144 秋山 恵澄(1)

ｱｷﾔﾏ ｹｲﾄ
 4151 宮澤 健人(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ
 2   7 東御東部  4394 中島 悠貴(1)     51.78 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ
 4391 安田 雄祈(2)

ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ
 4397 成澤 優希(1)

ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ
 8778 備後 琉空(2)

ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ
 3   5 御代田  4264 早崎 蒼心(1)     52.94 

ﾐﾖﾀ ﾊﾔｻﾞｷ ｿｳｼﾞﾝ
 4273 大木 咲翔(2)

ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ
 4265 鈴木 陽大(1)

ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀﾞｲ
 4272 今関 隼也(2)

ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ
 4   4 野沢  4078 竹内 睦喜(1)     53.33 

ﾉｻﾞﾜ ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ
 4101 有井 祥悟(2)

ｱﾘｲ ｼｮｳｺﾞ
 4106 櫻井 絢悠(2)

ｻｸﾗｲ ｹﾝﾕｳ
 4074 工藤 優真(1)

ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ
 5   8 上田第一  8815 柏木 健太(1)     54.40 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ ｶｼﾜｷﾞ ｹﾝﾀ
 8810 坂口 和音(2)

ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ
 8816 早川 湊人(1)

ﾊﾔｶﾜ ｶﾅﾄ
 8814 尾﨑 蒼太(1)

ｵｻﾞｷ ｿｳﾀ
 6   9 中込  4127 土屋 春喜(1)     54.46 

ﾅｶｺﾞﾐ ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ
 4128 由井 晴陽(2)

ﾕｲ ﾊﾙﾔ
 4110 小林 珀琢(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｸ
 4111 塩川 直人(1)

ｼｵｶﾜ ﾅｵﾄ
 7   3 上田第四  4654 篠田 啓太(1)     58.50 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ｼﾉﾀﾞ ｹｲﾀ
 4647 伊東 海翔(1)

ｲﾄｳ ｶｲﾄ
 4650 丹羽 丈琉(1)

ﾆﾜ ﾀｹﾙ
 4653 山下 智也(1)

ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ
  2 南牧  8873 輿石 絆(1)

ﾐﾅﾐﾏｷ ｺｼｲｼｷｽﾞﾅ 失格
 4015 今井 元希(2)

ｲﾏｲｹﾞﾝｷ
 8872 五十嵐 史(1)

ｲｶﾞﾗｼﾌﾋﾞﾄ
 4019 高見澤 祐生(2)

ﾀｶﾐｻﾞﾜﾕｳ

4×100mR
決勝

1･2年男子



予選 5月25日 12:30
決勝 5月25日 15:35

大会新(GR)          44.15

[ 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   2 浅間  4145 足立 晃悠(3)     46.08 q  1   4 小諸東  4304 山本 赳瑠(2)     45.80 q

ｱｻﾏ ｱﾀﾞﾁ ﾃﾙﾁｶ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ
 4146 佐藤 将大(3)  4299 伊藤 壮一郎(2)

ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ
 4141 藤原 陸生(3)  4307 榊原 歩(2)

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｷ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ
 4130 古村 拓海(3)  4303 佐々木 隆之介(2)

ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
 2   3 上田第一  8811 新井 アンジ(2)     47.65 q  2   5 望月  4183 寺島 恒輔(3)     47.18 q

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ ｱﾗｲ  ｱﾝｼﾞ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ
 4594 内海 亮平(3)  4187 小林 碧空(2)

ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ
 8812 川村 佐助(2)  4186 小山 翔平(2)

ｶﾜﾑﾗ ｻｽｹ ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ
 4596 井尻 晴登(3)  4188 戸枝 篤志(2)

ｲｼﾞﾘ ﾊﾙﾄ ﾄｴﾀﾞ ｱﾂｼ
 3   4 上田第四  4652 樋口 優宝(2)     49.07  3   6 野沢  4082 佐藤 颯真(3)     47.74 q

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾎ ﾉｻﾞﾜ ｻﾄｳ ｿｳﾏ
 4645 西田 陸人(2)  4085 寺尾 朝陽(3)

ﾆｼﾀ ﾘｸﾄ ﾃﾗｵ ｱｻﾋ
 4644 北澤 直也(3)  4088 三浦 渓太(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾔ ﾐｳﾗ ｹｲﾀ
 4646 熊谷 槍一(2)  4083 島谷 泰青(3)

ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ ｼﾏﾔ ﾀｲｾｲ
 4   8 上田第六  4709 小宮山 明太(3)     49.54  4   3 中込  4125 戸蒔 来維(3)     47.75 q

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾛｸ ｺﾐﾔﾏ ﾒｰﾀ ﾅｶｺﾞﾐ ﾄﾏｷ ﾗｲ
 4703 大野 響太(3)  4126 石井 光祐(2)

ｵｵﾉ ｷｮｳﾀ ｲｼｲ ｺｳｽｹ
 4706 中根 流千(3)  4124 髙畑 良太(2)

ﾅｶﾈ ﾙﾁ ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ
 4710 堀内 健吾(3)  4122 依田 真叶(3)

ﾎﾘｳﾁ ｹﾝｺﾞ ﾖﾀﾞ ﾏﾅﾄ
 5   7 上田第五  4680 滝沢 智博(1)     50.32  5   9 御代田  4276 中山 雄心(2)     48.43 q

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ ﾐﾖﾀ ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｼﾝ
 4676 西 俊弥(2)  4257 木村 伊吹(3)

ﾆｼ ｼｭﾝﾔ ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ
 4678 金子 綾斗(2)  4275 金澤 蒼海(2)

ｶﾈｺ ｱﾔﾄ ｶﾅｻﾞﾜ ｱｵﾐ
 4677 降幡 諒成(2)  4277 山本 一輝(2)

ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ
 6   5 南牧  4010 三井 智世(3)     50.47  6   7 佐久東  4169 藤牧 奏夢(2)     48.99 q

ﾐﾅﾐﾏｷ ﾐﾂｲﾄﾓｾ ｻｸﾋｶﾞｼ ﾌｼﾞﾏｷ ｶﾅﾑ
 4011 北澤 耀(3)  4168 土屋 諒平(3)

ｷﾀｻﾞﾜﾋｶﾙ ﾂﾁﾔ ﾘｮｳﾍｲ
 4012 菊池 拓斗(3)  4163 中島 良(3)

ｷｸﾁﾀｸﾄ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ
 4013 外山 湧吏(3)  4162 谷津 航太(3)

ﾄﾔﾏﾕｳﾘ ﾔﾂ ｺｳﾀ
 7   6 丸子北  4513 小山 洸(3)     50.87  7   2 川上  4000 由井 響(3)     50.57 

ﾏﾙｺｷﾀ ｺﾔﾏ ﾋﾛ ｶﾜｶﾐ ﾕｲ ﾋﾋﾞｷ
 4516 滝澤 拓実(3)  4001 小髙 伶大(3)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｸﾐ ｺﾀﾞｶ ﾚｲﾀ
 4511 遠藤 光(3)  4003 由井 雛斗(3)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ ﾕｲ ﾋﾅﾄ
 4514 中村 佳汰(3)  4002 原 瑞樹(3)

ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾀ ﾊﾗ ﾐｽﾞｷ
  9 東御東部  8   8 軽井沢  4244 加藤 颯人(3)     51.01 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ 欠場 ｶﾙｲｻﾞﾜ ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ
 4246 小林 草太(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ
 4248 堤 優次朗(2)

ﾂﾂﾐ ﾕｳｼﾞﾛｳ
 4247 竹本 伊浬真(2)

ﾀｹﾓﾄ ｲﾘﾏ

共通男子

4×100mR

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 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 小諸東  4304 山本 赳瑠(2)     45.72 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ
 4299 伊藤 壮一郎(2)

ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ
 4307 榊原 歩(2)

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ
 4303 佐々木 隆之介(2)

ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
 2   5 浅間  4145 足立 晃悠(3)     45.91 

ｱｻﾏ ｱﾀﾞﾁ ﾃﾙﾁｶ
 4146 佐藤 将大(3)

ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ
 4141 藤原 陸生(3)

ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｷ
 4130 古村 拓海(3)

ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ
 3   4 望月  4183 寺島 恒輔(3)     47.61 

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ
 4187 小林 碧空(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ
 4186 小山 翔平(2)

ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ
 4188 戸枝 篤志(2)

ﾄｴﾀﾞ ｱﾂｼ
 4   8 中込  4125 戸蒔 来維(3)     47.68 

ﾅｶｺﾞﾐ ﾄﾏｷ ﾗｲ
 4126 石井 光祐(2)

ｲｼｲ ｺｳｽｹ
 4124 髙畑 良太(2)

ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ
 4122 依田 真叶(3)

ﾖﾀﾞ ﾏﾅﾄ
 5   7 上田第一  8811 新井 アンジ(2)     47.77 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ ｱﾗｲ  ｱﾝｼﾞ
 4594 内海 亮平(3)

ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ
 8812 川村 佐助(2)

ｶﾜﾑﾗ ｻｽｹ
 4596 井尻 晴登(3)

ｲｼﾞﾘ ﾊﾙﾄ
 6   9 野沢  4082 佐藤 颯真(3)     48.08 

ﾉｻﾞﾜ ｻﾄｳ ｿｳﾏ
 4085 寺尾 朝陽(3)

ﾃﾗｵ ｱｻﾋ
 4088 三浦 渓太(3)

ﾐｳﾗ ｹｲﾀ
 4083 島谷 泰青(3)

ｼﾏﾔ ﾀｲｾｲ
 7   2 御代田  4276 中山 雄心(2)     49.16 

ﾐﾖﾀ ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｼﾝ
 4257 木村 伊吹(3)

ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ
 4275 金澤 蒼海(2)

ｶﾅｻﾞﾜ ｱｵﾐ
 4277 山本 一輝(2)

ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ
 8   3 佐久東  4169 藤牧 奏夢(2)     49.53 

ｻｸﾋｶﾞｼ ﾌｼﾞﾏｷ ｶﾅﾑ
 4168 土屋 諒平(3)

ﾂﾁﾔ ﾘｮｳﾍｲ
 4163 中島 良(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ
 4162 谷津 航太(3)

ﾔﾂ ｺｳﾀ

4×100mR
決勝

共通男子



決勝 5月25日  9:30

大会新(GR)           1.91

櫻井 絢悠(2)
ｻｸﾗｲ ｹﾝﾕｳ 野沢
外山 湧吏(3)
ﾄﾔﾏﾕｳﾘ 南牧
高見澤 祐生(2)
ﾀｶﾐｻﾞﾜﾕｳ 南牧
飯田 更(2)
ｲｲﾀﾞ ｻﾗ 御代田

 1.254 2  4278 XXO XXX

 1.35

 1.35

2 3  4019 O O O XXX

XXX2 1  4013 O O O

O XXX  1.501 4  4106 - - - O O

記録1m35 1m40 備考1m25 1m30 1m45 1m50 1m55

共通男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 5月25日 12:45

小林 草太(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 軽井沢 (426)
井尻 晴登(3)
ｲｼﾞﾘ ﾊﾙﾄ 上田第一 (389)
古田 力斗(3)
ﾌﾙﾀ ﾘｷﾄ 東御東部 (352)
羽場 太陽(3)
ﾊﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 立科 (352)
降幡 諒成(2)
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 上田第五 (283)
星野 緑風(3)
ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 野沢 (283)
山本 祐弥(1)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 小諸東 (250)
新井 アンジ(2)
ｱﾗｲ  ｱﾝｼﾞ 上田第一 (250)
大木 咲翔(2)
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 御代田 (218)

共通男子四種

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 記録 備考
1 8  4246 - - O O O O O XXX  1.55

2 4  4596 - - O O O O XXX  1.50

3 9  8772 O O O XXO O XXX  1.45

4 3  4333 O O O O XXO XXX  1.45

5 5  4677 - XO O XXX  1.35

6 1  4087 - O XO XXX  1.35

7 6  4287 O O XXX  1.30

7 7  8811 O O XXX  1.30

9 2  4273 XO XXX  1.25



決勝 5月25日 10:00

大会新(GR)           3.90

2m40 2m50 2m60 2m70 2m80 2m90 3m00 3m10
新井 翔太(3) - - - - - - - - - -
ｱﾗｲ ｼｮｳﾀ 上田第一 O O O O O O O XXX
手塚 嵐太(3) - O - O O O O XO XXX
ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ 小諸東
北村 櫂(2) - O - O - O XO /
ｷﾀﾑﾗ ｶｲ 上田第五
徳嶽 温仁(3) O - O /
ﾄｸﾀｹ ﾊﾙﾄ 上田第一

共通男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m40 1m50

1 4  4593  3.00

1m60 1m70 1m80 1m90 2m00 2m10

 4679  2.00

2m20 2m30
記録 備考

4 2  4595  1.60

2 3  4293  2.10

3 1



決勝 5月25日 13:20

大会新(GR)           5.63

工藤 優真(1)   4.62   4.56   4.65    X    X    X    4.65 
ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 野沢   +0.5   +0.6   +1.0    +1.0
中島 悠貴(1)   3.99   4.24   4.26   4.18   3.70    X    4.26 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 東御東部   -0.3   +1.3   +2.4   -1.5   -2.2    +2.4
土屋 春喜(1)   4.17    X    X   3.78    X   4.00    4.17 
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ 中込   +0.2   -2.4   -1.3    +0.2
坂本 浩平(1)   3.56   3.18   3.90   3.68   3.57   3.65    3.90 
ｻｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 佐久東   -0.7   +1.0   +2.2   -1.0   -0.8   -1.5    +2.2
土屋 太木(1)   3.58   3.77    X   3.79   3.78   3.72    3.79 
ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ 小諸東   -0.1   +1.9   -1.1   -1.0   -2.4    -1.1
丹羽 丈琉(1)   3.62   3.64   3.62   3.76   2.80   3.44    3.76 
ﾆﾜ ﾀｹﾙ 上田第四   -0.4   +2.0   +2.5   +0.8   -1.6   -0.8    +0.8
塚田 陽音(1)    X   2.88   3.72   3.07   3.62   3.04    3.72 
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 東御東部   +1.6   +1.4   -0.9   -0.9   -0.2    +1.4
清水 大輝(1)   3.42   3.61    X   3.63   3.69   3.70    3.70 
ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ 佐久東    0.0   +1.5   -3.1   -1.1   -1.4    -1.4
萩原 幹太(1)   3.30   3.02   3.56    3.56 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｶﾝﾀ 浅間   +0.6   +1.5   -0.4    -0.4
佐藤 悠輝(1)    X   3.16   3.51    3.51 
ｻﾄｳ ﾕｳｷ 上田第一   +0.9   +1.6    +1.6
柏木 健太(1)   2.98    X   3.35    3.35 
ｶｼﾜｷﾞ ｹﾝﾀ 上田第一   +2.0   +0.8    +0.8
市川 尋斗(1)   2.83   3.19   2.70    3.19 
ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾄ 浅間   -0.4   +0.8   +2.1    +0.8
安藤 雅人(1)   3.02   3.15   3.08    3.15 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 芦原   -0.8   +1.3   +1.3    +1.3
由井 聖(1)    X   2.84   3.00    3.00 
ﾕｲ ﾋｼﾞﾘ 川上   +1.4   +2.1    +2.1
清水 律希(1)   2.72   2.92   2.70    2.92 
ｼﾐｽﾞ ﾘﾂｷ 芦原   -0.1   +1.6   +1.3    +1.6

1年男子

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 15  4074

2 10  4394

3 14  4127

4 11  4172

5 12  4285

6 13  4650

7 5  4391

8 9  4176

9 2  4147

10 3  8813

11 1  8815

12 4  4153

15 8  4314

13 6  4312

14 7  4006



決勝 5月25日  9:40

大会新(GR)           6.65

荒井 陽呂実(2)    X   5.44   6.01   5.93    -   4.76    6.01 
ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 上田第三   +0.5   +0.3   -0.2   +1.3    +0.3
小林 碧空(2)   5.60   5.53   5.61   5.95    X    X    5.95 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月   +0.5   -0.3   +0.5   -0.5    -0.5
木村 伊吹(3)    X    X   5.90    X    X   5.60    5.90 
ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 御代田   +0.9   +0.2    +0.9
寺島 恒輔(3)   5.57    X    X   5.77   5.55    X    5.77 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 望月   -0.8   +0.2   -0.1    +0.2
遠藤 光(3)   5.49   5.50   5.38   5.52   5.63   5.71    5.71 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 丸子北   +0.2   +1.1   +0.5   -1.1   +0.2   +0.8    +0.8
佐々木 隆之介(2)   5.69    X    X    X    X    X    5.69 
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 小諸東   +0.7    +0.7
佐藤 将大(3)   5.43   5.57   5.52   5.31   5.65   5.63    5.65 
ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 浅間   -0.4   +1.5   +1.1   +1.1   -0.6   +0.8    -0.6
西 俊弥(2)   5.55   5.47   5.24   5.37    X   5.23    5.55 
ﾆｼ ｼｭﾝﾔ 上田第五   -1.0   +2.2   +1.5   +0.4   +0.9    -1.0
小林 廉(3)    X   5.33    X    5.33 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 上田第五    0.0     0.0
大藪 知隼(3)   5.02   5.11    X    5.11 
ｵｵﾔﾌﾞ ﾁﾊﾔ 丸子   -0.3   +0.1    +0.1
坂口 和音(2)   5.01   4.76   4.82    5.01 
ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ 上田第一   +1.2   +0.3   +0.7    +1.2
南澤 爽太(3)    X    X   4.93    4.93 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 小諸東   +0.7    +0.7
島谷 泰青(3)   4.85   4.71   4.69    4.85 
ｼﾏﾔ ﾀｲｾｲ 野沢   +0.5   +1.8   +0.5    +0.5
西田 陸人(2)   4.61   4.58   4.69    4.69 
ﾆｼﾀ ﾘｸﾄ 上田第四   -0.4   -0.7   +0.7    +0.7
木藤 誉秀阿(2)   4.44   4.34   4.17    4.44 
ｷﾄﾞｳ ｼﾞｮｼｭｱ 芦原   +1.6   +1.1   +1.2    +1.6
畠山 慎吾(2)    X   4.07    X    4.07 
ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 御代田   +0.6    +0.6
柳澤 透偉(2)   4.05   3.94   3.91    4.05 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｳｲ 浅間   +0.6    0.0   +0.5    +0.6
生島 寛人(3)   3.90   3.78   3.65    3.90 
ｵｼﾞ ﾏﾋﾛﾄ 佐久東   +2.3    0.0   +1.3    +2.3

2･3年男子

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 15  4636

2 16  4187

3 18  4257

4 13  4183

5 10  4511

6 17  4303

7 11  4146

8 12  4676

9 8  4675

10 7  4481

11 6  8810

12 14  4296

13 4  4083

14 9  4645

15 3  4313

16 1  4274

17 5  4152

18 2  4167



決勝 5月25日 14:30

大会新(GR)          12.29

木藤 海琉(3) 大会新
ｷﾄﾞｳ ｶｲﾙ 芦原
北澤 直也(3)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 上田第四
谷津 航太(3)
ﾔﾂ ｺｳﾀ 佐久東
小山 翔平(2)
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 望月
渡辺 湧真(3)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ 中込
黒岩 一城(3)
ｸﾛｲﾜ ｶｽﾞｷ 御代田
菊池 拓斗(3)
ｷｸﾁﾀｸﾄ 南牧
小林 一成(3)
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ 浅間
依田 遼(2)
ﾖﾀﾞ ﾘｮｳ 佐久東
竹本 伊浬真(2)
ﾀｹﾓﾄ ｲﾘﾏ 軽井沢
別府 颯空(2)
ﾍﾞｯﾌﾟ ﾘｭｳｸ 東御東部
小林 珀琢(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｸ 中込
竹内 陽雲(3) 欠場
ﾀｹｳﾁ ﾔｸﾓ 小諸東

共通男子

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 13  4310 11.94 12.91 12.00 12.90 12.94 12.46  12.94 

2 12  4644 10.28 11.09 11.48 10.51   X 10.97  11.48 

3 11  4162  9.24  9.58  9.52  9.60   X  8.41   9.60 

4 9  4186  9.26  8.33  8.50  8.02  8.07  7.42   9.26 

5 8  4123  7.52  8.46  8.02  7.95  6.80  7.43   8.46 

6 10  4259  7.98  7.90   X  7.42  7.07  6.86   7.98 

7 5  4012  7.36  7.35  7.62  7.52  7.52  7.25   7.62 

8 7  4139  7.19  7.13  7.14   X  6.56  6.92   7.19 

9 3  4170  6.90  6.61  7.09   7.09 

10 6  4247   X  6.33  7.09   7.09 

11 4  8779  6.41  6.07  6.48   6.48 

12 2  4110  5.93  5.78  5.94

1  4298

  5.94 



決勝 5月25日 11:00

羽場 太陽(3)
ﾊﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 立科 (472)
井尻 晴登(3)
ｲｼﾞﾘ ﾊﾙﾄ 上田第一 (452)
降幡 諒成(2)
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 上田第五 (442)
小林 草太(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 軽井沢 (381)
新井 アンジ(2)
ｱﾗｲ  ｱﾝｼﾞ 上田第一 (356)
星野 緑風(3)
ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 野沢 (320)
大木 咲翔(2)
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 御代田 (304)
古田 力斗(3)
ﾌﾙﾀ ﾘｷﾄ 東御東部 (301)
山本 祐弥(1)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 小諸東 (256)

共通男子四種

砲丸投(4.000kg)

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 6  4333  9.45  8.66  9.77   9.77 

2 7  4596  7.85  9.44  8.44   9.44 

3 8  4677  9.27  8.80  8.62   9.27 

4 2  4246  8.24  7.86  7.37   8.24 

5 1  8811  7.83  7.24  7.21   7.83 

6 4  4087  6.41  7.22  6.99   7.22 

7 5  4273  6.95  5.99  6.51   6.95 

8 3  8772  6.84  6.89  6.70

9 9  4287  6.09  6.13  5.84   6.13 

  6.89 



決勝 5月25日  9:30

大会新(GR)           2441

小林 草太(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 軽井沢
井尻 晴登(3)
ｲｼﾞﾘ ﾊﾙﾄ 上田第一
降幡 諒成(2)
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 上田第五
羽場 太陽(3)
ﾊﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 立科
星野 緑風(3)
ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 野沢
大木 咲翔(2)
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 御代田
古田 力斗(3)
ﾌﾙﾀ ﾘｷﾄ 東御東部
新井 アンジ(2)
ｱﾗｲ  ｱﾝｼﾞ 上田第一
山本 祐弥(1)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 小諸東

共通男子

四種

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
1  4246   1912

2  4596   1855

3  4677   1804

4  4333   1603

5  4087   1461

6  4273   1432

9  4287   1026

7  8772   1388

8  8811   1324
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