
競技会コード(20171703）

記　録　集

　 　主催　東信地区陸上競技協会　佐久市陸上競技協会
　 　　　東信地区高等学校体育連盟陸上競技部
　 　　　東信地区中学校体育連盟陸上競技専門部

日時　　2020年9月5日(土)6日（日）　　競技開始　９：3０

会場　　佐久総合運動公園陸上競技場　競技場コード(172060）

総　務　　 跡部 定一　

審判長　　細田　和生(トラック）　内堀　俊彦(フィールド）

　　　　由井　正巳（混成）

記録情報主任　　山野井宏彰

気象状況
9／5 時刻 天候 風 気温 湿度 気圧

 9:30 晴れ 東   0.9m/sec.  27.1 ℃  73.0 %
10:00 晴れ 北北東   0.6m/sec.  28.5 ℃  71.0 %
11:00 晴れ 東   0.4m/sec.  30.0 ℃  63.0 %
12:00 晴れ 東南東   1.5m/sec.  31.5 ℃  58.0 %
13:00 晴れ 北北東   0.8m/sec.  30.5 ℃  57.0 %
14:00 晴れ 西   3.2m/sec.  29.5 ℃  62.0 %

9／6  9:00 雨 西南西   0.1m/sec.  23.0 ℃  96.0 %
10:00 曇り 南   1.2m/sec.  25.5 ℃  78.0 %
11:00 曇り 南   2.5m/sec.  25.0 ℃  76.0 %
12:00 曇り 西   1.1m/sec.  26.5 ℃  66.0 %
13:00 晴れ 西北西   1.7m/sec.  27.0 ℃  59.0 %
14:00 曇り 西   2.2m/sec.  25.5 ℃  79.0 %

この大会で樹立された記録

なし

令和２年度東信地区ジュニア・ユース陸上競技秋季記録会



令和2年度東信地区ジュニア・ユース陸上競技秋季記録会                             

主催　東信地区陸上競技会                                                        

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】202060  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
09/06 中学男子 鈴木　慎吾(3) 11.57 山本 赳瑠(3) 11.68 木内 光波(2) 11.96 小林 碧空(3) 12.08 戸枝 篤志(3) 12.10 田中 駿埜(1) 12.36 星野 タイト(2) 12.38 大工原 政斗(2) 12.39

100m 中学生･北安松川 中学生･ｱｽﾘﾃｨｱTC 中学生･浅間中 中学生･望月AC 中学生･望月AC 中学生･塩田中 中学生･芦原中 中学生･佐久東
09/06 伊藤 壮一郎(3) 22.76 山本 赳瑠(3) 22.80 成澤 優希(2) 24.46 山下 智也(2) 24.98 北村 海晴(2) 25.38 竹内 一真(1) 26.45 今井 平和(2) 26.63 篠田 啓太(2) 27.08

200m 中学生･ｱｽﾘﾃｨｱTC 中学生･ｱｽﾘﾃｨｱTC 中学生･東御東部 中学生･上田四中 中学生･小諸東中 中学生･東御東部 中学生･立科 中学生･上田四中
09/06 小林 蓮門(2) 1,06.95 大澤 直道(2) 1,08.03 中澤 拓海(1) 1,14.76

400m 中学生･野沢中 中学生･野沢中 中学生･佐久東
09/06 内藤 悠大(3) 2,18.00 備後 琉空(3) 2,18.97 安本 桜太郎(3) 2,19.61 清水 大輝(2) 2,20.74 横山 廉汰郎(3) 2,21.31 與川 竜陽(2) 2,21.82 中澤 太樹(2) 2,22.40 飯野 隼(2) 2,23.88

800m 中学生･小諸東中 中学生･東御東部 中学生･東御東部 中学生･佐久東 中学生･東御東部 中学生･東御東部 中学生･浅間中 中学生･佐久東
09/06 加藤 大雅(3) 4,35.80 土赤 仁義(1) 4,40.57 金子 倖大(2) 4,41.30 熊倉 正之(3) 4,48.70 中村 一輝(1) 4,56.08 黒沢 燦(1) 4,58.61 中澤 太樹(2) 5,05.06 児玉 大河(1) 5,05.61

1500m 中学生･佐久長聖中 中学生･小諸東中 中学生･T&F佐久平 中学生･上田第二中 中学生･上田四中 中学生･丸子中 中学生･浅間中 中学生･丸子中
09/06 小林 亮太(3) 8,56.57 牧島 涼也(3) 9,24.16 加藤 大雅(3) 9,26.56 遠藤 優裕(3) 9,34.12 新井 拓実(3) 9,47.46 金子 倖大(2) 10,13.99 横山 廉汰郎(3) 10,38.17 安本 桜太郎(3) 10,43.14

3000m 中学生･梓川中 中学生･伊那東部中 中学生･佐久長聖中 中学生･附属松本中 中学生･上田第三中 中学生･T&F佐久平 中学生･東御東部 中学生･東御東部
09/06  +0.3佐藤 悠輝(2) 17.63 工藤 優真(2) 17.78 尾﨑 蒼太(2) 18.45 森角 魁斗(2) 20.04 六川 冬真(1) 22.48

110mH 中学生･上田第一中 中学生･野沢中 中学生･上田第一中 中学生･軽井沢中 中学生･中込中
09/06 赤羽 快(3) 1.75 髙田 真平(3) 1.70 櫻井 絢悠(3) 1.65 早﨑 蒼心(2) 1.50 諸山 琉生(1) 1.40 小林 美海(1) 中学生･望月AC 1.35 清野 侑弘(1) 1.35

走高跳 中学生･伊那東部中 中学生･附属松本中 中学生･野沢中 中学生･御代田中 中学生･小諸東中 中島 悠貴(2) 中学生･東御東部 中学生･望月AC
09/06 柏木 健太(2) 2.60 早川 湊人(2) 2.40 三石 蒼士(1) 2.20 小林 龍典(2) 1.90 樫山 滉(1) 1.40

棒高跳 中学生･上田第一中 中学生･上田第一中 中学生･野沢中 中学生･東御東部 中学生･野沢中
09/06 山浦 雅斗(3) 5.64(+0.6) 田中 駿埜(1) 5.63(-0.3) 依田 惺那(1) 5.50(+2.0) 戸枝 篤志(3) 5.36(-1.3) 櫻井 絢悠(3) 5.08(+1.4) 柳澤 孔軌(3) 5.03(-0.6) 田島 一輝(1) 4.96(+0.1) 萩原 汐逢(1) 4.92(-0.5)

走幅跳 中学生･望月AC 中学生･塩田中 中学生･立科 中学生･望月AC 中学生･野沢中 中学生･望月AC 中学生･望月AC 中学生･佐久東
09/06 小山 翔平(3) 12.30

砲丸投 中学生･望月AC
09/06 立科       48.25 東御東部       48.54 芦原中       49.11 上田四中       49.42 浅間中       49.44 佐久東       50.02 御代田中       50.34 小諸東中       50.46

4x100mR 羽場 瑠南(1) 中島 悠貴(2) 小林 遼哉(1) 伊東 海翔(2) 小須田 翔(2) 栁澤 翔逢(1) 寺尾 泰斗(1) 北村 碧惟(1)
依田 惺那(1) 成澤 優希(2) 鈴木 昇汰(2) 山下 智也(2) 木内 光波(2) 大工原 政斗(2) 早﨑 蒼心(2) 北村 海晴(2)
今井 平和(2) 竹内 一真(1) 星野 タイト(2) 中村 一輝(1) 中澤 煌牙(1) 萩原 汐逢(1) 掛川 龍(1) 中根 竜司(1)
宇佐美 隆悟(1) 佐藤 義明(2) 横尾 唯吹(2) 篠田 啓太(2) 秋山 恵澄(2) 清水 大輝(2) 鈴木 陽大(2) 藤沢 政信(2)

09/05 菊池 優介(3) 2589 降幡 諒成(3) 2513 小林 草太(3) 1991 山本 祐弥(2) 1919 竹内 睦喜(2) 1848 工藤 優真(2) 1764
四種競技 中学生･軽井沢A&AC 中学生･上田第五中 中学生･軽井沢A&AC 中学生･小諸東中 中学生･野沢中 中学生･野沢中

09/05 小学男子 菊原 煌生(6) 13.46 吉田 晴翔(6) 14.60 赤尾 遙斗(5) 14.77 藤沢 俊輔(6) 14.89 長峰 和真(4) 14.95 髙橋 侑悟(5) 14.97 梅田 睦生(5) 15.02 水間 琥珀(6) 15.14
100m 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･あさまねSC 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･真田陸上教室 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･望月AC 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

09/06 塩入 愛斗(6) 3,20.56 山浦 英純(5) 3,21.76 黒木 玲雄(5) 3,23.18 竜野 誠一郎(6) 3,26.78 高寺 翌桧(5) 3,27.44 小山 颯太(5) 3,29.50 清水 颯太(6) 3,32.21 橋詰 きよ(5) 3,33.45
1000m 小学生･腰越JSC 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･腰越JSC 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ小 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ小 小学生･腰越JSC 小学生･真田ｸﾗﾌﾞ小 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

09/05 米田 太一(5) 1859 井出 獅楽(6) 1791 佐藤 徠夢(4) 1752 橋詰 蓮平(6) 1733 小林 颯介(6) 1692 小島 颯斗(5) 1689 油井 柊磨(5) 1670 齊藤 響(5) 1661
コンバインドＡ 小学生･軽井沢A&AC 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･T&F佐久平 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･T&F佐久平 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

09/05 赤尾 悠斗(6) 1882 小林 悠(6) 1754 内藤 奨太(6) 1537 伊東 吾郎(6) 1452 椛島 遼大(6) 1312 田中 莉駆(6) 1227 清水 大我(6) 1180 金子 哲大(5) 1170
コンバインドＢ 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･真田陸上教室 小学生･あさまねSC 小学生･あさまねSC 小学生･真田陸上教室 小学生･T&F佐久平

09/05 高校男子 永井 颯太(3) 10.75 落合 華七斗(1) 10.97 神津 颯冬(3) 10.99 伊藤 司騎(2) 11.07 福澤 耀明(1) 11.13 中沢 一晴(2) 11.14 漆原 奏哉(2) 11.15 樋口 創太(2) 11.25
100m 高校生･軽井沢高 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高

09/05 佐野 希汐(3) 22.28 落合 華七斗(1) 22.38 永井 颯太(3) 22.46 樋口 創太(2) 23.28 中沢 一晴(2) 23.78 福澤 耀明(1) 23.94 小倉 稔(2) 24.00 依田 真叶(1) 24.14
200m 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･軽井沢高 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･上田染谷丘 高校生･佐久長聖高

09/05 肥後 琉之介(2) 48.56 宮崎 日向(2) 48.65 安坂 丈瑠(1) 50.23 栁澤  亮也(2) 50.95 白澤 稜馬(3) 51.18 依田 真叶(1) 53.87 土屋 由木(2) 55.07 永井 蒼己(2) 55.17
400m 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･岩村田高 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･丸子修学館

09/05 北村 隆之介(2) 1,59.79 吉澤 洋樹(2) 2,01.04 永井 蒼己(2) 2,02.42 五十嵐 碧(2) 2,03.00 髙野 竜志(2) 2,07.03 大塚 崚芽(2) 2,09.12 飯田  悠誠(2) 2,13.81 酒井 瞬(1) 2,17.06
800m 高校生･佐久長聖高 高校生･上田高 高校生･丸子修学館 高校生･佐久長聖高 高校生･上田千曲高 高校生･佐久長聖高 高校生･岩村田高 高校生･上田染谷丘

09/05 吉澤 洋樹(2) 4,14.75 内田 飛河(3) 4,16.82 依田 健汰(3) 4,22.42 征矢 快誠(3) 4,23.89 齊藤 拓夢(3) 4,24.23 栁澤 直希(2) 4,25.54 飯嶋 雄大(2) 4,30.50 小板橋 恭征(3) 4,30.86
1500m 高校生･上田高 高校生･上田西高 高校生･上田西高 高校生･上田西高 高校生･上田西高 高校生･上田千曲高 高校生･上田染谷丘 高校生･上田西高

09/05  +1.4飯島 大陽(3) 14.56 漆原 奏哉(2) 14.81 内海 亮平(1) 15.84 木内 心大(1) 16.69 南波 歩夢(1) 22.87
110mH 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･野沢南高

09/05 宮澤 武流(3) 53.26 白澤 稜馬(3) 56.69 秋山 智行(2) 1,01.77 小林 蒼空(2) 1,07.93 加藤 颯人(1) 1,09.00
400mH 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高 高校生･上田東高 高校生･上田千曲高



令和2年度東信地区ジュニア・ユース陸上競技秋季記録会                             

主催　東信地区陸上競技会                                                        

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】202060  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
09/05 南波 歩夢(1) 1.50

走高跳 高校生･野沢南高
09/05 遠藤 光(1) 6.13(-0.5) 南澤  爽太(1)6.11(-1.0) 木村 伊吹(1) 5.96(-1.1) 寺島 恒輔(1) 5.94(-0.8) 高根  大樹(2)5.68(-1.0) 岡田 陸(1) 5.54(-0.6) 撹上 翔大(2) 4.65(-2.1)

走幅跳 高校生･上田東高 高校生･岩村田高 高校生･佐久長聖高 高校生･望月AC 高校生･岩村田高 高校生･野沢北高 高校生･上田高
09/05 北澤 直也(1) 10.51 小林 一成(1) 8.36 馬場 滉太(1) 7.79

砲丸投 高校生･上田千曲高 高校生･野沢南高 高校生･丸子修学館
09/05 羽場  太陽(1) 25.22 塩川 築(2) 23.28 倉光 悠晴(1) 22.97 小林 一成(1) 19.86 馬場 滉太(1) 18.05

円盤投 高校生･岩村田高 高校生･野沢南高 高校生･丸子修学館 高校生･野沢南高 高校生･丸子修学館
09/05 碓氷  大樹(2) 42.63 塩川 築(2) 37.48 清水 翔太(2) 37.26 三井 広大(1) 32.98 倉光 悠晴(1) 32.67 星野 緑風(1) 23.91

やり投 高校生･岩村田高 高校生･野沢南高 高校生･上田千曲高 高校生･野沢北高 高校生･丸子修学館 高校生･佐久長聖高
09/05 佐久長聖高       41.61 岩村田高       43.94 上田染谷丘       46.49 上田高       46.68 上田千曲高       47.05 野沢南高       47.45 丸子修学館       49.24

4x100mR 佐野 希汐(3) 碓氷  大樹(2) 酒井 瞬(1) 宮澤 脩也(2) 加藤 颯人(1) 三井 智世(1) 馬場 滉太(1)
神津 颯冬(3) 栁澤  亮也(2) 中澤 光希(1) 関 旭流(2) 岡部 礁(2) 間島 聖(2) 小林 奎斗(2)
落合 華七斗(1) 高根  大樹(2) 大場 柊也(2) 柳澤 聖二(2) 清水 翔太(2) 三浦 渓太(1) 倉光 悠晴(1)
肥後 琉之介(2) 南澤  爽太(1) 小倉 稔(2) 尾沼 優(2) 中村 春希(1) 坪井 泰生(1) 西澤 貴寛(1)

09/05 佐久長聖高     3,20.79 上田高     3,44.01 野沢南高     3,52.81 上田千曲高     3,58.17
4x400mR 宮崎 日向(2) 関 旭流(2) 小林 一成(1) 坂本 智哉(2)

北村 隆之介(2) 吉澤 洋樹(2) 柳澤 柑太(1) 髙野 竜志(2)
安坂 丈瑠(1) 依田 柊人(2) 塩川 築(2) 宮下 輝海(1)
肥後 琉之介(2) 尾沼 優(2) 小山田 燿次(2) 栁澤 直希(2)

09/05 星野 青空(3) 4815 土屋 海斗(2) 4525
八種競技 高校生･佐久長聖高 高校生･佐久長聖高

09/06 中学1年男子  +0.2栁澤 翔逢(1) 15.53 相場 遥心(1) 18.78 竹内 勇椅(1) 20.49 美齋津 岳(1) 20.62 甘利 悠真(1) 22.57
100mH 中学生･佐久東 中学生･東御東部 中学生･野沢中 中学生･小諸東中 中学生･野沢中

09/06 矢野 陽美季(1) 6.70 森泉 佑耶(1) 6.67 豊田 大夢(1) 6.64 中澤 里琥(1) 6.19 千葉 遼空(1) 5.15 深井 直征(1) 4.70
砲丸投 中学生･佐久東 中学生･佐久東 中学生･佐久東 中学生･東御東部 中学生･佐久東 中学生･東御東部

09/06 小学男子ＯＰ  -0.1大森 俊太朗(4) 11.48 長峰 和真(4) 11.73 篠原 隆市郎(4) 11.76 中嶋 爽(4) 11.83 内堀 聡太朗(4) 12.76
60ｍH 小学生･軽井沢A&AC 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･T&F佐久平 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･T&F佐久平



決勝 9月5日 11:25

高校新              10.32

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +1.6

 1 小林 蒼空(2) 高校生     11.88  1 小泉 迅矢(2) 高校生     11.54 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 上田東高 ｺｲｽﾞﾐ ﾄｷﾔ 上田東高

 2 寺島 恒輔(1) 高校生     11.92  2 内海 亮平(1) 高校生     11.72 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 望月AC ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ 佐久長聖高

 3 木内 心大(1) 高校生     12.03  3 小倉 稔(2) 高校生     11.74 
ｷｳﾁ ｺｺﾛ 佐久長聖高 ｵｸﾞﾗ ﾐﾉﾙ 上田染谷丘

 4 中村 春希(1) 高校生     12.16  4 宮澤 脩也(2) 高校生     11.88 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ 上田千曲高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭｳﾔ 上田高

 5 関 旭流(2) 高校生     12.22  5 小林 奎斗(2) 高校生     12.01 
ｾｷ ｱｹﾙ 上田高 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 丸子修学館

 6 三浦 渓太(1) 高校生     12.27  6 寺尾 朝陽(1) 高校生     12.02 
ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 野沢南高 ﾃﾗｵ ｱｻﾋ 野沢北高

 7 柳澤 聖二(2) 高校生     12.74  7 三井 智世(1) 高校生     12.15 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｾｲｼﾞ 上田高 ﾐﾂｲ ﾄﾓｾ 野沢南高

 8 齋藤 亘瑛(1) 高校生     12.96  8 坪井 泰生(1) 高校生     12.31 
ｻｲﾄｳ ｺｳｴｲ 佐久長聖高 ﾂﾎﾞｲ ﾀｲｾｲ 野沢南高

[ 3組] 風速 +2.4 [ 4組] 風速 +1.8

 1 福澤 耀明(1) 高校生     11.13  1 永井 颯太(3) 高校生     10.75 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ 佐久長聖高 ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 軽井沢高

 2 中沢 一晴(2) 高校生     11.14  2 落合 華七斗(1) 高校生     10.97 
ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾊﾙ 佐久長聖高 ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 佐久長聖高

 3 漆原 奏哉(2) 高校生     11.15  3 神津 颯冬(3) 高校生     10.99 
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ 佐久長聖高 ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ 佐久長聖高

 4 木村 伊吹(1) 高校生     11.41  4 伊藤 司騎(2) 高校生     11.07 
ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 佐久長聖高 ｲﾄｳ ｼｷ 佐久長聖高

 5 岡部 礁(2) 高校生     11.54  5 樋口 創太(2) 高校生     11.25 
ｵｶﾍﾞ ｼｮｳ 上田千曲高 ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ 佐久長聖高

 6 松村 喜道(1) 高校生     11.55  6 中澤 光希(1) 高校生     11.42 
ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ 佐久長聖高 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 上田染谷丘

 7 石井  佑磨(2) 高校生     11.84  7 間島 聖(2) 高校生     11.52 
ｲｼｲ ﾕｳﾏ 岩村田高 ﾏｼﾏ ﾋｼﾞﾘ 野沢南高

   1 永井 颯太(3) 高校生 軽井沢高     10.75 (+1.8)   4   1
   2 落合 華七斗(1) 高校生 佐久長聖高     10.97 (+1.8)   4   2
   3 神津 颯冬(3) 高校生 佐久長聖高     10.99 (+1.8)   4   3
   4 伊藤 司騎(2) 高校生 佐久長聖高     11.07 (+1.8)   4   4
   5 福澤 耀明(1) 高校生 佐久長聖高     11.13 (+2.4)   3   1
   6 中沢 一晴(2) 高校生 佐久長聖高     11.14 (+2.4)   3   2
   7 漆原 奏哉(2) 高校生 佐久長聖高     11.15 (+2.4)   3   3
   8 樋口 創太(2) 高校生 佐久長聖高     11.25 (+1.8)   4   5
   9 木村 伊吹(1) 高校生 佐久長聖高     11.41 (+2.4)   3   4
  10 中澤 光希(1) 高校生 上田染谷丘     11.42 (+1.8)   4   6
  11 間島 聖(2) 高校生 野沢南高     11.52 (+1.8)   4   7
  12 小泉 迅矢(2) 高校生 上田東高     11.54 (+1.6)   2   1
  12 岡部 礁(2) 高校生 上田千曲高     11.54 (+2.4)   3   5
  14 松村 喜道(1) 高校生 佐久長聖高     11.55 (+2.4)   3   6
  15 内海 亮平(1) 高校生 佐久長聖高     11.72 (+1.6)   2   2
  16 小倉 稔(2) 高校生 上田染谷丘     11.74 (+1.6)   2   3
  17 石井  佑磨(2) 高校生 岩村田高     11.84 (+2.4)   3   7
  18 小林 蒼空(2) 高校生 上田東高     11.88 (+1.4)   1   1
  18 宮澤 脩也(2) 高校生 上田高     11.88 (+1.6)   2   4
  20 寺島 恒輔(1) 高校生 望月AC     11.92 (+1.4)   1   2
  21 小林 奎斗(2) 高校生 丸子修学館     12.01 (+1.6)   2   5
  22 寺尾 朝陽(1) 高校生 野沢北高     12.02 (+1.6)   2   6
  23 木内 心大(1) 高校生 佐久長聖高     12.03 (+1.4)   1   3
  24 三井 智世(1) 高校生 野沢南高     12.15 (+1.6)   2   7
  25 中村 春希(1) 高校生 上田千曲高     12.16 (+1.4)   1   4
  26 関 旭流(2) 高校生 上田高     12.22 (+1.4)   1   5
  27 三浦 渓太(1) 高校生 野沢南高     12.27 (+1.4)   1   6
  28 坪井 泰生(1) 高校生 野沢南高     12.31 (+1.6)   2   8
  29 柳澤 聖二(2) 高校生 上田高     12.74 (+1.4)   1   7
  30 齋藤 亘瑛(1) 高校生 佐久長聖高     12.96 (+1.4)   1   8
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決勝 9月5日 13:50

高校新              20.93

[ 1組] 風速 -3.5 [ 2組] 風速 -1.8

 1 小倉 稔(2) 高校生     24.00  1 佐野 希汐(3) 高校生     22.28 
ｵｸﾞﾗ ﾐﾉﾙ 上田染谷丘 ｻﾉ ｷｾｷ 佐久長聖高

 2 依田 真叶(1) 高校生     24.14  2 落合 華七斗(1) 高校生     22.38 
ﾖﾀﾞ ﾏﾅﾄ 佐久長聖高 ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 佐久長聖高

 3 小泉 迅矢(2) 高校生     24.43  3 永井 颯太(3) 高校生     22.46 
ｺｲｽﾞﾐ ﾄｷﾔ 上田東高 ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 軽井沢高

 4 宮澤 脩也(2) 高校生     24.68  4 樋口 創太(2) 高校生     23.28 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭｳﾔ 上田高 ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ 佐久長聖高

 5 関 旭流(2) 高校生     24.84  5 中沢 一晴(2) 高校生     23.78 
ｾｷ ｱｹﾙ 上田高 ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾊﾙ 佐久長聖高

 6 小林 奎斗(2) 高校生     24.94  6 福澤 耀明(1) 高校生     23.94 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 丸子修学館 ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ 佐久長聖高

 7 三井 智世(1) 高校生     25.73  7 尾沼 優(2) 高校生     24.23 
ﾐﾂｲ ﾄﾓｾ 野沢南高 ｵﾇﾏ ﾕｳ 上田高

 8 齋藤 亘瑛(1) 高校生     27.34 岡部 礁(2) 高校生
ｻｲﾄｳ ｺｳｴｲ 佐久長聖高 ｵｶﾍﾞ ｼｮｳ 上田千曲高
間島 聖(2) 高校生
ﾏｼﾏ ﾋｼﾞﾘ 野沢南高

   1 佐野 希汐(3) 高校生 佐久長聖高     22.28 (-1.8)   2   1
   2 落合 華七斗(1) 高校生 佐久長聖高     22.38 (-1.8)   2   2
   3 永井 颯太(3) 高校生 軽井沢高     22.46 (-1.8)   2   3
   4 樋口 創太(2) 高校生 佐久長聖高     23.28 (-1.8)   2   4
   5 中沢 一晴(2) 高校生 佐久長聖高     23.78 (-1.8)   2   5
   6 福澤 耀明(1) 高校生 佐久長聖高     23.94 (-1.8)   2   6
   7 小倉 稔(2) 高校生 上田染谷丘     24.00 (-3.5)   1   1
   8 依田 真叶(1) 高校生 佐久長聖高     24.14 (-3.5)   1   2
   9 尾沼 優(2) 高校生 上田高     24.23 (-1.8)   2   7
  10 小泉 迅矢(2) 高校生 上田東高     24.43 (-3.5)   1   3
  11 宮澤 脩也(2) 高校生 上田高     24.68 (-3.5)   1   4
  12 関 旭流(2) 高校生 上田高     24.84 (-3.5)   1   5
  13 小林 奎斗(2) 高校生 丸子修学館     24.94 (-3.5)   1   6
  14 三井 智世(1) 高校生 野沢南高     25.73 (-3.5)   1   7
  15 齋藤 亘瑛(1) 高校生 佐久長聖高     27.34 (-3.5)   1   8 1652
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決勝 9月5日 11:05

高校新              46.98

[ 1組] [ 2組]

 1 岡田 陸(1) 高校生     56.52  1 肥後 琉之介(2) 高校生     48.56 
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 野沢北高 ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖高

 2 坪井 泰生(1) 高校生     56.82  2 宮崎 日向(2) 高校生     48.65 
ﾂﾎﾞｲ ﾀｲｾｲ 野沢南高 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 佐久長聖高

 3 太田 京平(1) 高校生     57.85  3 安坂 丈瑠(1) 高校生     50.23 
ｵｵﾀ ｷｮｳﾍｲ 野沢北高 ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 佐久長聖高

 4 島谷 泰青(1) 高校生     58.20  4 栁澤  亮也(2) 高校生     50.95 
ｼﾏﾔ ﾀｲｾｲ 野沢北高 ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 岩村田高

 5 西澤 貴寛(1) 高校生     58.33  5 白澤 稜馬(3) 高校生     51.18 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 丸子修学館 ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ 佐久長聖高

 6 小宮山  登生(2) 高校生     58.45  6 依田 真叶(1) 高校生     53.87 
ｺﾐﾔﾏ ﾄｳｲ 岩村田高 ﾖﾀﾞ ﾏﾅﾄ 佐久長聖高
佐藤 良太(1) 高校生  7 土屋 由木(2) 高校生     55.07 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 上田高 ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 佐久長聖高
中澤 光希(1) 高校生  8 永井 蒼己(2) 高校生     55.17 
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 上田染谷丘 ﾅｶﾞｲ ｿｳｷ 丸子修学館
加藤 颯人(1) 高校生 住野 輝来(2) 高校生
ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 上田千曲高 ｽﾐﾉ ｷﾗ 丸子修学館

   1 肥後 琉之介(2) 高校生 佐久長聖高       48.56   2   1
   2 宮崎 日向(2) 高校生 佐久長聖高       48.65   2   2
   3 安坂 丈瑠(1) 高校生 佐久長聖高       50.23   2   3
   4 栁澤  亮也(2) 高校生 岩村田高       50.95   2   4
   5 白澤 稜馬(3) 高校生 佐久長聖高       51.18   2   5
   6 依田 真叶(1) 高校生 佐久長聖高       53.87   2   6
   7 土屋 由木(2) 高校生 佐久長聖高       55.07   2   7
   8 永井 蒼己(2) 高校生 丸子修学館       55.17   2   8
   9 岡田 陸(1) 高校生 野沢北高       56.52   1   1
  10 坪井 泰生(1) 高校生 野沢南高       56.82   1   2
  11 太田 京平(1) 高校生 野沢北高       57.85   1   3
  12 島谷 泰青(1) 高校生 野沢北高       58.20   1   4
  13 西澤 貴寛(1) 高校生 丸子修学館       58.33   1   5
  14 小宮山  登生(2) 高校生 岩村田高       58.45   1   6
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決勝 9月5日 13:25

高校新            1,48.46

[ 1組] [ 2組]

 1 大塚 崚芽(2) 高校生   2,09.12  1 北村 隆之介(2) 高校生   1,59.79 
ｵｵﾂｶ ﾘｮｳｶﾞ 佐久長聖高 ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖高

 2 酒井 瞬(1) 高校生   2,17.06  2 吉澤 洋樹(2) 高校生   2,01.04 
ｻｶｲ ｼｭﾝ 上田染谷丘 ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 上田高

 3 大井  奏汰(1) 高校生   2,20.56  3 永井 蒼己(2) 高校生   2,02.42 
ｵｵｲ ｿｳﾀ 岩村田高 ﾅｶﾞｲ ｿｳｷ 丸子修学館

 4 大場 柊也(2) 高校生   2,21.57  4 五十嵐 碧(2) 高校生   2,03.00 
ｵｵﾊﾞ ｼｭｳﾔ 上田染谷丘 ｲｶﾞﾗｼ ｱｵｲ 佐久長聖高

 5 坂本 智哉(2) 高校生   2,21.98  5 髙野 竜志(2) 高校生   2,07.03 
ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾔ 上田千曲高 ﾀｶﾉ ﾘｭｳｼﾞ 上田千曲高

 6 倉沢 昂希(1) 高校生   2,26.26  6 飯田  悠誠(2) 高校生   2,13.81 
ｸﾗｻﾜ ｺｳｷ 上田染谷丘 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｾｲ 岩村田高
柳澤 柑太(1) 高校生  7 西澤 貴寛(1) 高校生   2,30.30 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 野沢南高 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 丸子修学館

   1 北村 隆之介(2) 高校生 佐久長聖高     1,59.79   2   1
   2 吉澤 洋樹(2) 高校生 上田高     2,01.04   2   2
   3 永井 蒼己(2) 高校生 丸子修学館     2,02.42   2   3
   4 五十嵐 碧(2) 高校生 佐久長聖高     2,03.00   2   4
   5 髙野 竜志(2) 高校生 上田千曲高     2,07.03   2   5
   6 大塚 崚芽(2) 高校生 佐久長聖高     2,09.12   1   1
   7 飯田  悠誠(2) 高校生 岩村田高     2,13.81   2   6
   8 酒井 瞬(1) 高校生 上田染谷丘     2,17.06   1   2
   9 大井  奏汰(1) 高校生 岩村田高     2,20.56   1   3
  10 大場 柊也(2) 高校生 上田染谷丘     2,21.57   1   4
  11 坂本 智哉(2) 高校生 上田千曲高     2,21.98   1   5
  12 倉沢 昂希(1) 高校生 上田染谷丘     2,26.26   1   6
  13 西澤 貴寛(1) 高校生 丸子修学館     2,30.30   2   7
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決勝 9月5日  9:40

高校新            3,38.49

[ 1組] [ 2組]

 1 飯嶋 雄大(2) 高校生   4,30.50  1 吉澤 洋樹(2) 高校生   4,14.75 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾛ 上田染谷丘 ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 上田高

 2 柳澤 柑太(1) 高校生   4,36.41  2 内田 飛河(3) 高校生   4,16.82 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 野沢南高 ｳﾁﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 上田西高

 3 依田 柊人(2) 高校生   4,37.80  3 依田 健汰(3) 高校生   4,22.42 
ﾖﾀﾞ ｼｭｳﾄ 上田高 ﾖﾀﾞ ｹﾝﾀ 上田西高

 4 太田 京平(1) 高校生   4,39.57  4 征矢 快誠(3) 高校生   4,23.89 
ｵｵﾀ ｷｮｳﾍｲ 野沢北高 ｿﾔ ｶｲｾｲ 上田西高

 5 福島 大志郎(1) 高校生   4,43.08  5 齊藤 拓夢(3) 高校生   4,24.23 
ﾌｸｼﾏ ﾀｲｼﾛｳ 小諸高 ｻｲﾄｳ ﾀｸﾑ 上田西高

 6 小山田 燿次(2) 高校生   4,46.09  6 栁澤 直希(2) 高校生   4,25.54 
ｵﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 野沢南高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵｷ 上田千曲高

 7 小林 圭太(1) 高校生   4,48.05  7 小板橋 恭征(3) 高校生   4,30.86 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 野沢南高 ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾀｶﾕｷ 上田西高

 8 薩田  悠成(2) 高校生   4,51.17  8 大神 健太(1) 高校生   4,34.61 
ｻｯﾀ ﾕｳｾｲ 岩村田高 ｵｵｶﾞﾐ ｹﾝﾀ 丸子修学館

 9 倉沢 昂希(1) 高校生   5,01.61  9 楢原 累斗(1) 高校生   4,38.20 
ｸﾗｻﾜ ｺｳｷ 上田染谷丘 ﾅﾗﾊﾗ ﾙｲﾄ 上田高
丸尾 遼(2) 高校生 10 酒井 瞬(1) 高校生   4,44.15 
ﾏﾙｵ ﾊﾙｶ 上田東高 ｻｶｲ ｼｭﾝ 上田染谷丘
大場 柊也(2) 高校生 11 宮下 輝海(1) 高校生   4,44.80 
ｵｵﾊﾞ ｼｭｳﾔ 上田染谷丘 ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾐ 上田千曲高
住野 輝来(2) 高校生 12 中村 春稀(3) 高校生   4,45.49 
ｽﾐﾉ ｷﾗ 丸子修学館 ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ 上田西高

   1 吉澤 洋樹(2) 高校生 上田高     4,14.75   2   1
   2 内田 飛河(3) 高校生 上田西高     4,16.82   2   2
   3 依田 健汰(3) 高校生 上田西高     4,22.42   2   3
   4 征矢 快誠(3) 高校生 上田西高     4,23.89   2   4
   5 齊藤 拓夢(3) 高校生 上田西高     4,24.23   2   5
   6 栁澤 直希(2) 高校生 上田千曲高     4,25.54 PS   2   6
   7 飯嶋 雄大(2) 高校生 上田染谷丘     4,30.50 PS   1   1
   8 小板橋 恭征(3) 高校生 上田西高     4,30.86   2   7
   9 大神 健太(1) 高校生 丸子修学館     4,34.61   2   8
  10 柳澤 柑太(1) 高校生 野沢南高     4,36.41   1   2
  11 依田 柊人(2) 高校生 上田高     4,37.80   1   3
  12 楢原 累斗(1) 高校生 上田高     4,38.20   2   9
  13 太田 京平(1) 高校生 野沢北高     4,39.57   1   4
  14 福島 大志郎(1) 高校生 小諸高     4,43.08   1   5
  15 酒井 瞬(1) 高校生 上田染谷丘     4,44.15   2  10
  16 宮下 輝海(1) 高校生 上田千曲高     4,44.80   2  11
  17 中村 春稀(3) 高校生 上田西高     4,45.49   2  12
  18 小山田 燿次(2) 高校生 野沢南高     4,46.09   1   6
  19 小林 圭太(1) 高校生 野沢南高     4,48.05 PS   1   7
  20 薩田  悠成(2) 高校生 岩村田高     4,51.17   1   8
  21 倉沢 昂希(1) 高校生 上田染谷丘     5,01.61   1   9
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決勝 9月5日 10:20

高校新              14.44

風速 +1.4

 1 飯島 大陽(3) 高校生     14.56 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 佐久長聖高

 2 漆原 奏哉(2) 高校生     14.81 
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ 佐久長聖高

 3 内海 亮平(1) 高校生     15.84 
ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ 佐久長聖高

 4 木内 心大(1) 高校生     16.69 
ｷｳﾁ ｺｺﾛ 佐久長聖高

 5 南波 歩夢(1) 高校生     22.87 
ﾅﾝﾊﾞ ｱﾕﾑ 野沢南高
宮澤 武流(3) 高校生
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 佐久長聖高

5  1556

6  2842
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高校男子
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決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月5日 13:05

 1 宮澤 武流(3) 高校生     53.26 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 佐久長聖高

 2 白澤 稜馬(3) 高校生     56.69 
ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ 佐久長聖高

 3 秋山 智行(2) 高校生   1,01.77 
ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 佐久長聖高

 4 小林 蒼空(2) 高校生   1,07.93 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 上田東高

 5 加藤 颯人(1) 高校生   1,09.00 
ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 上田千曲高
中島 良(1) 高校生
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 岩村田高

6  1889

4  1592
欠場

9  2814

8  1814

7  2842

5  2812

高校男子
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月5日 12:35

高校新              40.95

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 佐久長聖高  2805 佐野 希汐(3)     41.61 

ｻｸﾁｮｳｾｲ ｻﾉ ｷｾｷ
 2803 神津 颯冬(3)

ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ
 2809 落合 華七斗(1)

ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ
 2849 肥後 琉之介(2)

ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ
 2   8 岩村田高  1583 碓氷  大樹(2)     43.94 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞｺｳ ｳｽｲ ﾀｲｷ
 1585 栁澤  亮也(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ
 1584 高根  大樹(2)

ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ
 1591 南澤  爽太(1)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ
 3   6 上田染谷丘  1857 酒井 瞬(1)     46.49 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ｻｶｲ ｼｭﾝ
 1855 中澤 光希(1)

ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ
 1854 大場 柊也(2)

ｵｵﾊﾞ ｼｭｳﾔ
 1852 小倉 稔(2)

ｵｸﾞﾗ ﾐﾉﾙ
 4   5 上田高  1781 宮澤 脩也(2)     46.68 

ｳｴﾀﾞｺｳ ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭｳﾔ
 1779 関 旭流(2)

ｾｷ ｱｹﾙ
 1782 柳澤 聖二(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｾｲｼﾞ
 1777 尾沼 優(2)

ｵﾇﾏ ﾕｳ
 5   7 上田千曲高  1889 加藤 颯人(1)     47.05 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ
 1880 岡部 礁(2)

ｵｶﾍﾞ ｼｮｳ
 1878 清水 翔太(2)

ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ
 1890 中村 春希(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ
 6   4 野沢南高  1579 三井 智世(1)     47.45 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ﾐﾂｲ ﾄﾓｾ
 1575 間島 聖(2)

ﾏｼﾏ ﾋｼﾞﾘ
 1555 三浦 渓太(1)

ﾐｳﾗ ｹｲﾀ
 1554 坪井 泰生(1)

ﾂﾎﾞｲ ﾀｲｾｲ
 7   2 丸子修学館  1758 馬場 滉太(1)     49.24 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝ ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾀ
 1751 小林 奎斗(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ
 1756 倉光 悠晴(1)

ｸﾗﾐﾂ ﾕｳｾｲ
 1757 西澤 貴寛(1)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ

高校男子

4x100mR             

決勝



決勝 9月5日 14:15

高校新            3,13.49

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 佐久長聖高  2806 宮崎 日向(2)   3,20.79 

ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ
 2811 北村 隆之介(2)

ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ
 2808 安坂 丈瑠(1)

ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ
 2849 肥後 琉之介(2)

ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ
 2   2 上田高  1779 関 旭流(2)   3,44.01 

ｳｴﾀﾞｺｳ ｾｷ ｱｹﾙ
 1783 吉澤 洋樹(2)

ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ
 1785 依田 柊人(2)

ﾖﾀﾞ ｼｭｳﾄ
 1777 尾沼 優(2)

ｵﾇﾏ ﾕｳ
 3   3 野沢南高  1552 小林 一成(1)   3,52.81 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ
 1553 柳澤 柑太(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ
 1578 塩川 築(2)

ｼｵｶﾜ ｷｽﾞｸ
 1576 小山田 燿次(2)

ｵﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｼﾞ
 4   4 上田千曲高  1886 坂本 智哉(2)   3,58.17 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾔ
 1881 髙野 竜志(2)

ﾀｶﾉ ﾘｭｳｼﾞ
 1888 宮下 輝海(1)

ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾐ
 1882 栁澤 直希(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵｷ

高校男子

4x400mR             

決勝



決勝 9月6日 11:00

中学新              10.85

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +0.7

 1 前所 泰輝(1) 中学生     13.67  1 田中 流星(2) 中学生     13.25 
ﾏｴﾄﾞｺﾛ ﾀｲｷ 小諸東中 ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ 上田第二中

 2 中根 竜司(1) 中学生     14.34  2 横尾 唯吹(2) 中学生     13.44 
ﾅｶﾈ ﾘｭｳｼﾞ 小諸東中 ﾖｺｵ ｲﾌﾞｷ 芦原中

 3 横山 遥都(1) 中学生     14.56  3 吉澤 孝太(2) 中学生     13.54 
ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ 東御東部 ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳﾀ 丸子中

 4 遠藤 大志(1) 中学生     15.07  4 花見 樹(1) 中学生     14.27 
ｴﾝﾄﾞｳ  ﾀｲｼ T&F佐久平 ﾊﾅﾐ ｲﾂｷ 東御東部

 5 保科 承太郎(1) 中学生     15.19  5 津島 輝(1) 中学生     14.32 
ﾎｼﾅ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 望月AC ﾂｼﾏ ﾋｶﾙ 軽井沢中

 6 白鳥 基(1) 中学生     15.22  6 手島 颯冴(1) 中学生     14.36 
ｼﾗﾄﾘ ﾊｼﾞﾒ 芦原中 ﾃｼﾏ ｿｳｺﾞ 上田第五中

 7 馬場 響平(1) 中学生     15.43  7 中澤 里琥(1) 中学生     14.39 
ﾊﾞﾊﾞ ｷｮｳﾍｲ 上田四中 ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｸ 東御東部

 8 青木 遥斗(1) 中学生     16.11  8 小山 滉人(1) 中学生     14.39 
ｱｵｷ ﾊﾙﾄ 御代田中 ｺﾔﾏ ﾋﾛﾄ 浅間中

 9 式田 航(1) 中学生     16.26 
ｼｷﾀ ﾜﾀﾙ 東御東部

[ 3組] 風速 -1.4 [ 4組] 風速 -0.6

 1 篠田 啓太(2) 中学生     13.48  1 清水 大輝(2) 中学生     12.78 
ｼﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 上田四中 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ 佐久東

 2 林 琉昊(2) 中学生     13.52  2 花見 唯斗(2) 中学生     12.97 
ﾊﾔｼ ﾙｲｺﾞ 上田第五中 ﾊﾅﾐ ﾕｲﾄ 上田第五中

 3 塚田 陽音(2) 中学生     13.58  3 伊東 海翔(2) 中学生     13.18 
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 東御東部 ｲﾄｳ ｶｲﾄ 上田四中

 4 寺尾 泰斗(1) 中学生     13.99  4 羽場 瑠南(1) 中学生     13.36 
ﾃﾗｵ ﾀｲﾄ 御代田中 ﾊﾊﾞ ﾙﾅ 立科

 5 吉田 遊(2) 中学生     14.00  5 秋山 恵澄(2) 中学生     13.47 
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ 軽井沢中 ｱｷﾔﾏ ｹｲﾄ 浅間中

 6 津留 拓哉(2) 中学生     14.01  6 佐藤 亮太(1) 中学生     13.56 
ﾂﾙ ﾀｸﾔ 東御東部 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 軽井沢中

 7 大塚 智哉(1) 中学生     14.18  7 與川 竜陽(2) 中学生     13.57 
ｵｵﾂｶ ﾄﾓﾔ 佐久東 ﾖｶﾜ ﾘｭｳﾋ 東御東部
中根 司(2) 中学生  8 掛川 龍(1) 中学生     13.84 
ﾅｶﾈ ﾂｶｻ 小諸東中 ｶｹｶﾞﾜ ﾘｭｳ 御代田中

[ 5組] 風速 -0.4 [ 6組] 風速 -1.7

 1 小須田 翔(2) 中学生     12.62  1 田中 駿埜(1) 中学生     12.36 
ｺｽﾀﾞ ｶｹﾙ 浅間中 ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾔ 塩田中

 2 鈴木 昇汰(2) 中学生     12.80  2 柳澤 孔軌(3) 中学生     13.02 
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 芦原中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 望月AC

 3 小林 遼哉(1) 中学生     13.23  3 竹内 一真(1) 中学生     13.19 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 芦原中 ﾀｸｳﾁ ｶｽﾞﾏ 東御東部

 4 萩原 汐逢(1) 中学生     13.40  4 美齋津 岳(1) 中学生     13.41 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｾｱ 佐久東 ﾐｻｲﾂﾞ ｶﾞｸ 小諸東中

 5 北村 碧惟(1) 中学生     13.52  5 山浦 珠宇(1) 中学生     13.50 
ｷﾀﾑﾗ ｱｵｲ 小諸東中 ﾔﾏｳﾗ ｼｭｳ 望月AC

 6 山口 朋希(1) 中学生     13.80  6 小池 海嘉(2) 中学生     13.56 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 東御東部 ｺｲｹ ｶｲｶﾞ 塩田中

 7 竹内 勇椅(1) 中学生     14.17  7 山崎 颯大(2) 中学生     13.85 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｲ 野沢中 ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳﾀ 東御東部

 8 甘利 悠真(1) 中学生     14.58  8 小林 優太(1) 中学生     13.90 
ｱﾏﾘ ﾕｳﾏ 野沢中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 野沢中

中学男子

100m                

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
1  4281 5  4607

3  4294 3  4311

8  8773 9  4485

9  4021 2  8771

6   162 8  4217

5  4327 6  4671

4  4642 4  4401

7  4266 7  4131

2  4419

記録／備考記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名順 ﾚｰﾝ

6  4682 8  4681

7  4654 2  4176

5  4396 9  4647

2  4268 4  4333

3  4212 3  4144

9  4399 6  4215

4  4160 5  4390

8  4288 7  4267
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  4156 8  4572

4  4315 9   159

6  4328 4  8770

9  4162 5  4295

3  4293 7   173

2  4411 2  4570

5  4084 6  4400

7  4081 3  4083



[ 7組] 風速 -2.3 [ 8組] 風速 -1.9

 1 山下 智也(2) 中学生     12.42  1 木内 光波(2) 中学生     11.96 
ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ 上田四中 ｷｳﾁ ｺｳﾊ 浅間中

 2 備後 琉空(3) 中学生     12.52  2 星野 タイト(2) 中学生     12.38 
ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ 東御東部 ﾎｼﾉ ﾀｲﾄ 芦原中

 3 栁澤 翔逢(1) 中学生     12.95  3 大工原 政斗(2) 中学生     12.39 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ 佐久東 ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 佐久東

 4 今井 平和(2) 中学生     13.10  4 早﨑 蒼心(2) 中学生     12.48 
ｲﾏｲ ﾀｲﾄ 立科 ﾊﾔｻｷ ｿｳｼﾞﾝ 御代田中

 5 佐藤 義明(2) 中学生     13.12  5 田中 粋(2) 中学生     12.63 
ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ 東御東部 ﾀﾅｶ ｽｲ 丸子中

 6 佐藤 悠輝(2) 中学生     13.17  6 山浦 雅斗(3) 中学生     12.63 
ｻﾄｳ ﾕｳｷ 上田第一中 ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 望月AC

 7 田島 一輝(1) 中学生     13.42  7 依田 惺那(1) 中学生     12.70 
ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ 望月AC ﾖﾀ ﾞｾﾅ 立科
鈴木 陽大(2) 中学生  8 藤沢 政信(2) 中学生     12.91 
ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀﾞｲ 御代田中 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 小諸東中

[ 9組] 風速 -3.1

 1 鈴木　慎吾(3) 中学生     11.57 
ｽｽﾞｷ ｼﾝｺﾞ 北安松川

 2 山本 赳瑠(3) 中学生     11.68 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 3 小林 碧空(3) 中学生     12.08 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月AC

 4 戸枝 篤志(3) 中学生     12.10 
ﾄｴﾀﾞ ｱﾂｼ 望月AC

 5 成澤 優希(2) 中学生     12.49 
ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ 東御東部

 6 榊原 歩(3) 中学生     12.49 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 7 佐々木 隆之介(3)中学生     12.62 
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 8 宇佐美 隆悟(1) 中学生     12.67 
ｳｻﾐ ﾘｭｳｺﾞ 立科

 9 北村 海晴(2) 中学生     12.71 
ｷﾀﾑﾗ ｶｲｾｲ 小諸東中

   1 鈴木　慎吾(3) 中学生 北安松川     11.57 (-3.1)   9   1
   2 山本 赳瑠(3) 中学生 ｱｽﾘﾃｨｱTC     11.68 (-3.1)   9   2
   3 木内 光波(2) 中学生 浅間中     11.96 (-1.9)   8   1
   4 小林 碧空(3) 中学生 望月AC     12.08 (-3.1)   9   3
   5 戸枝 篤志(3) 中学生 望月AC     12.10 (-3.1)   9   4
   6 田中 駿埜(1) 中学生 塩田中     12.36 (-1.7)   6   1
   7 星野 タイト(2) 中学生 芦原中     12.38 (-1.9)   8   2
   8 大工原 政斗(2) 中学生 佐久東     12.39 (-1.9)   8   3
   9 山下 智也(2) 中学生 上田四中     12.42 (-2.3)   7   1
  10 早﨑 蒼心(2) 中学生 御代田中     12.48 (-1.9)   8   4
  11 成澤 優希(2) 中学生 東御東部     12.49 (-3.1)   9   5
  11 榊原 歩(3) 中学生 ｱｽﾘﾃｨｱTC     12.49 (-3.1)   9   6
  13 備後 琉空(3) 中学生 東御東部     12.52 (-2.3)   7   2
  14 小須田 翔(2) 中学生 浅間中     12.62 (-0.4)   5   1
  14 佐々木 隆之介(3) 中学生 ｱｽﾘﾃｨｱTC     12.62 (-3.1)   9   7
  16 田中 粋(2) 中学生 丸子中     12.63 (-1.9)   8   5
  16 山浦 雅斗(3) 中学生 望月AC     12.63 (-1.9)   8   6
  18 宇佐美 隆悟(1) 中学生 立科     12.67 (-3.1)   9   8
  19 依田 惺那(1) 中学生 立科     12.70 (-1.9)   8   7
  20 北村 海晴(2) 中学生 小諸東中     12.71 (-3.1)   9   9
  21 清水 大輝(2) 中学生 佐久東     12.78 (-0.6)   4   1
  22 鈴木 昇汰(2) 中学生 芦原中     12.80 (-0.4)   5   2
  23 藤沢 政信(2) 中学生 小諸東中     12.91 (-1.9)   8   8
  24 栁澤 翔逢(1) 中学生 佐久東     12.95 (-2.3)   7   3
  25 花見 唯斗(2) 中学生 上田第五中     12.97 (-0.6)   4   2
  26 柳澤 孔軌(3) 中学生 望月AC     13.02 (-1.7)   6   2
  27 今井 平和(2) 中学生 立科     13.10 (-2.3)   7   4
  28 佐藤 義明(2) 中学生 東御東部     13.12 (-2.3)   7   5
  29 佐藤 悠輝(2) 中学生 上田第一中     13.17 (-2.3)   7   6
  30 伊東 海翔(2) 中学生 上田四中     13.18 (-0.6)   4   3
  31 竹内 一真(1) 中学生 東御東部     13.19 (-1.7)   6   3
  32 小林 遼哉(1) 中学生 芦原中     13.23 (-0.4)   5   3
  33 田中 流星(2) 中学生 上田第二中     13.25 (+0.7)   2   1
  34 羽場 瑠南(1) 中学生 立科     13.36 (-0.6)   4   4
  35 萩原 汐逢(1) 中学生 佐久東     13.40 (-0.4)   5   4
  36 美齋津 岳(1) 中学生 小諸東中     13.41 (-1.7)   6   4
  37 田島 一輝(1) 中学生 望月AC     13.42 (-2.3)   7   7

中学男子

100m                

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  4653 2  4157

6  8778 8  4317

7  4163 6  4175

2  4330 4  4264

8  4395 9  4485

5  8813 7   174

4   163 5  4334

3  4265 3  4283
失格

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  6785

3    40

6   169

8   175

2  4397

9    41

7    42

4  4335

5  4292

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
 6785
   40
 4157
  169
  175
 4572
 4317
 4175
 4653
 4264
 4397
   41
 8778
 4156
   42
 4485
  174
 4335
 4334
 4292
 4176
 4315
 4283
 4163
 4681
  159
 4330
 4395
 8813
 4647
 8770
 4328
 4607
 4333
 4162
 4295
  163



  38 横尾 唯吹(2) 中学生 芦原中     13.44 (+0.7)   2   2
  39 秋山 恵澄(2) 中学生 浅間中     13.47 (-0.6)   4   5
  40 篠田 啓太(2) 中学生 上田四中     13.48 (-1.4)   3   1
  41 山浦 珠宇(1) 中学生 望月AC     13.50 (-1.7)   6   5
  42 林 琉昊(2) 中学生 上田第五中     13.52 (-1.4)   3   2
  42 北村 碧惟(1) 中学生 小諸東中     13.52 (-0.4)   5   5
  44 吉澤 孝太(2) 中学生 丸子中     13.54 (+0.7)   2   3
  45 佐藤 亮太(1) 中学生 軽井沢中     13.56 (-0.6)   4   6
  45 小池 海嘉(2) 中学生 塩田中     13.56 (-1.7)   6   6
  47 與川 竜陽(2) 中学生 東御東部     13.57 (-0.6)   4   7
  48 塚田 陽音(2) 中学生 東御東部     13.58 (-1.4)   3   3
  49 前所 泰輝(1) 中学生 小諸東中     13.67 (+0.1)   1   1
  50 山口 朋希(1) 中学生 東御東部     13.80 (-0.4)   5   6
  51 掛川 龍(1) 中学生 御代田中     13.84 (-0.6)   4   8
  52 山崎 颯大(2) 中学生 東御東部     13.85 (-1.7)   6   7
  53 小林 優太(1) 中学生 野沢中     13.90 (-1.7)   6   8
  54 寺尾 泰斗(1) 中学生 御代田中     13.99 (-1.4)   3   4
  55 吉田 遊(2) 中学生 軽井沢中     14.00 (-1.4)   3   5
  56 津留 拓哉(2) 中学生 東御東部     14.01 (-1.4)   3   6
  57 竹内 勇椅(1) 中学生 野沢中     14.17 (-0.4)   5   7
  58 大塚 智哉(1) 中学生 佐久東     14.18 (-1.4)   3   7
  59 花見 樹(1) 中学生 東御東部     14.27 (+0.7)   2   4
  60 津島 輝(1) 中学生 軽井沢中     14.32 (+0.7)   2   5
  61 中根 竜司(1) 中学生 小諸東中     14.34 (+0.1)   1   2
  62 手島 颯冴(1) 中学生 上田第五中     14.36 (+0.7)   2   6
  63 中澤 里琥(1) 中学生 東御東部     14.39 (+0.7)   2   7
  63 小山 滉人(1) 中学生 浅間中     14.39 (+0.7)   2   8
  65 横山 遥都(1) 中学生 東御東部     14.56 (+0.1)   1   3
  66 甘利 悠真(1) 中学生 野沢中     14.58 (-0.4)   5   8
  67 遠藤 大志(1) 中学生 T&F佐久平     15.07 (+0.1)   1   4
  68 保科 承太郎(1) 中学生 望月AC     15.19 (+0.1)   1   5
  69 白鳥 基(1) 中学生 芦原中     15.22 (+0.1)   1   6
  70 馬場 響平(1) 中学生 上田四中     15.43 (+0.1)   1   7
  71 青木 遥斗(1) 中学生 御代田中     16.11 (+0.1)   1   8
  72 式田 航(1) 中学生 東御東部     16.26 (+0.1)   1   9
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 4654
  173
 4682
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 4485
 4215
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 4390
 4396
 4281
 4411
 4267
 4400
 4083
 4268
 4212
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 4160
 8771
 4217
 4294
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 4327
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 4266
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 4401
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決勝 9月6日 13:55

中学新              49.54

 1 小林 蓮門(2) 中学生   1,06.95 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝﾄ 野沢中

 2 大澤 直道(2) 中学生   1,08.03 
ｵｵｻﾜ ﾅｵﾐﾁ 野沢中

 3 中澤 拓海(1) 中学生   1,14.76 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 佐久東
花岡 蓮(1) 中学生
ﾊﾅｵｶ ﾚﾝ 上田四中

中学男子

400m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  4076

3  4073

2  4168

4  4640
欠場



決勝 9月6日 13:20

中学新              21.73

[ 1組] 風速 -2.9 [ 2組] 風速 -1.1

 1 山下 智也(2) 中学生     24.98  1 伊藤 壮一郎(3) 中学生     22.76 
ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ 上田四中 ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 2 今井 平和(2) 中学生     26.63  2 山本 赳瑠(3) 中学生     22.80 
ｲﾏｲ ﾀｲﾄ 立科 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ ｱｽﾘﾃｨｱTC

 3 塚田 陽音(2) 中学生     28.43  3 成澤 優希(2) 中学生     24.46 
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 東御東部 ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ 東御東部

 4 山口 朋希(1) 中学生     28.62  4 北村 海晴(2) 中学生     25.38 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 東御東部 ｷﾀﾑﾗ ｶｲｾｲ 小諸東中

 5 花岡 蓮(1) 中学生     32.14  5 竹内 一真(1) 中学生     26.45 
ﾊﾅｵｶ ﾚﾝ 上田四中 ﾀｸｳﾁ ｶｽﾞﾏ 東御東部
小池 海嘉(2) 中学生  6 篠田 啓太(2) 中学生     27.08 
ｺｲｹ ｶｲｶﾞ 塩田中 ｼﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 上田四中
中根 司(2) 中学生 榊原 歩(3) 中学生
ﾅｶﾈ ﾂｶｻ 小諸東中 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ ｱｽﾘﾃｨｱTC
中村 一輝(1) 中学生
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 上田四中

   1 伊藤 壮一郎(3) 中学生 ｱｽﾘﾃｨｱTC     22.76 (-1.1)   2   1
   2 山本 赳瑠(3) 中学生 ｱｽﾘﾃｨｱTC     22.80 (-1.1)   2   2
   3 成澤 優希(2) 中学生 東御東部     24.46 (-1.1)   2   3
   4 山下 智也(2) 中学生 上田四中     24.98 (-2.9)   1   1
   5 北村 海晴(2) 中学生 小諸東中     25.38 (-1.1)   2   4
   6 竹内 一真(1) 中学生 東御東部     26.45 (-1.1)   2   5
   7 今井 平和(2) 中学生 立科     26.63 (-2.9)   1   2
   8 篠田 啓太(2) 中学生 上田四中     27.08 (-1.1)   2   6
   9 塚田 陽音(2) 中学生 東御東部     28.43 (-2.9)   1   3
  10 山口 朋希(1) 中学生 東御東部     28.62 (-2.9)   1   4
  11 花岡 蓮(1) 中学生 上田四中     32.14 (-2.9)   1   5

中学男子

200m                

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
2  4653 6    44

8  4330 4    40

7  4396 5  4397

9  4411 3  4292

4  4640 7  8770

5  4570 8  4654
失格

3  4288 2    41
欠場 欠場

5  4641
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
   44
   40

 4396
 4411
 4640

 4397
 4653
 4292
 8770
 4330
 4654



決勝 9月6日 12:55

中学新            1,53.15

[ 1組] [ 2組]

 1 山越 段(3) 中学生   2,24.26  1 内藤 悠大(3) 中学生   2,18.00 
ﾔﾏｺｼ ﾀﾞﾝ 小諸東中 ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 小諸東中

 2 阿部 良祐(3) 中学生   2,32.29  2 備後 琉空(3) 中学生   2,18.97 
ｱﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 小諸東中 ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ 東御東部

 3 曺 有根(1) 中学生   2,33.91  3 安本 桜太郎(3) 中学生   2,19.61 
ｿｳ ｳｺﾝ 上田四中 ﾔｽﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ 東御東部

 4 大井 優翔(1) 中学生   2,34.02  4 清水 大輝(2) 中学生   2,20.74 
ｵｵｲ ﾕｳﾄ 浅間中 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ 佐久東

 5 荻原 幹太(2) 中学生   2,36.02  5 横山 廉汰郎(3) 中学生   2,21.31 
ｵｷﾞﾊﾗ ｶﾝﾀ 浅間中 ﾖｺﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ 東御東部

 6 遠藤 大志(1) 中学生   2,42.29  6 與川 竜陽(2) 中学生   2,21.82 
ｴﾝﾄﾞｳ  ﾀｲｼ T&F佐久平 ﾖｶﾜ ﾘｭｳﾋ 東御東部

 7 伊東 輝(1) 中学生   2,44.85  7 中澤 太樹(2) 中学生   2,22.40 
ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 小諸東中 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾞｲｼﾞｭ 浅間中

 8 村山 史穏(1) 中学生   2,49.37  8 飯野 隼(2) 中学生   2,23.88 
ﾑﾗﾔﾏ ｼｵﾝ 上田四中 ｲｲﾉ ｼﾞｭﾝ 佐久東

 9 尾沼 希昌(2) 中学生   2,51.10 金子 倖大(2) 中学生
ｵﾇﾏ ﾕｷﾏｻ 浅間中 ｶﾈｺ  ｺｳﾀ T&F佐久平

10 山岸 洸善(1) 中学生   3,07.30 
ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳｾﾞﾝ 東御東部

中学男子

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
7  4302 6  4306

9  4305 3  8778

3  4644 5  8774

8  4136 8  4176

6  4147 7  4393

10  4021 1  4390

5  4296 4  4155
PS

1  4650 2  4171

4  4154 9  4065
欠場

2  4415



   1 内藤 悠大(3) 中学生 小諸東中     2,18.00   2   1
   2 備後 琉空(3) 中学生 東御東部     2,18.97   2   2
   3 安本 桜太郎(3) 中学生 東御東部     2,19.61   2   3
   4 清水 大輝(2) 中学生 佐久東     2,20.74   2   4
   5 横山 廉汰郎(3) 中学生 東御東部     2,21.31   2   5
   6 與川 竜陽(2) 中学生 東御東部     2,21.82   2   6
   7 中澤 太樹(2) 中学生 浅間中     2,22.40   2   7
   8 飯野 隼(2) 中学生 佐久東     2,23.88   2   8
   9 山越 段(3) 中学生 小諸東中     2,24.26   1   1
  10 阿部 良祐(3) 中学生 小諸東中     2,32.29   1   2
  11 曺 有根(1) 中学生 上田四中     2,33.91   1   3
  12 大井 優翔(1) 中学生 浅間中     2,34.02   1   4
  13 荻原 幹太(2) 中学生 浅間中     2,36.02   1   5
  14 遠藤 大志(1) 中学生 T&F佐久平     2,42.29   1   6
  15 伊東 輝(1) 中学生 小諸東中     2,44.85 PS   1   7
  16 村山 史穏(1) 中学生 上田四中     2,49.37   1   8
  17 尾沼 希昌(2) 中学生 浅間中     2,51.10   1   9
  18 山岸 洸善(1) 中学生 東御東部     3,07.30   1  10

中学男子

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
 4306
 8778
 8774
 4176
 4393
 4390
 4155
 4171
 4302
 4305

 4154
 4415

 4644
 4136
 4147
 4021
 4296
 4650



決勝 9月6日 14:15

中学新            3,56.2 

[ 1組] [ 2組]

 1 諸山 琉生(1) 中学生   5,07.70  1 加藤 大雅(3) 中学生   4,35.80 
ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 小諸東中 ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 佐久長聖中

 2 渡邉 正葵(1) 中学生   5,25.65  2 土赤 仁義(1) 中学生   4,40.57 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ 佐久東 ﾂﾁｱｶ ｼﾞﾝ 小諸東中

 3 村山 史穏(1) 中学生   5,26.99  3 金子 倖大(2) 中学生   4,41.30 
ﾑﾗﾔﾏ ｼｵﾝ 上田四中 ｶﾈｺ  ｺｳﾀ T&F佐久平

 4 岩藤 海門(1) 中学生   5,27.47  4 熊倉 正之(3) 中学生   4,48.70 
ｲﾜﾄｳ ｶｲﾄ 軽井沢中 ｸﾏｸﾗ ﾏｻﾕｷ 上田第二中

 5 有沢 優(2) 中学生   5,27.96  5 中村 一輝(1) 中学生   4,56.08 
ｱﾘｻﾜ ﾕｳ 野沢中 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 上田四中

 6 楢原 舜斗(1) 中学生   5,27.97  6 黒沢 燦(1) 中学生   4,58.61 
ﾅﾗﾊﾗ ｼｭﾝﾄ 東御東部 ｸﾛｻﾜ ｱｷﾗ 丸子中

 7 児玉 大和(1) 中学生   5,28.29  7 中澤 太樹(2) 中学生   5,05.06 
ｺﾀﾞﾏ ﾔﾏﾄ 丸子中 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾞｲｼﾞｭ 浅間中

 8 荻原 蓮(1) 中学生   5,32.12  8 児玉 大河(1) 中学生   5,05.61 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾚﾝ 立科 ｺﾀﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 丸子中

 9 飯嶋 エミル(2) 中学生   5,37.38  9 市川 仁陽(2) 中学生   5,10.76 
ｲｲｼﾞﾏ ｴﾐﾙ 野沢中 ｲﾁｶﾜ ｷﾐﾊﾙ 芦原中

10 伊東 輝(1) 中学生   5,41.58 10 鈴木 陽向(2) 中学生   5,11.15 
ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 小諸東中 ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ 立科
金井 崚惺(1) 中学生 11 曺 有根(1) 中学生   5,20.64 
ｶﾅｲ ﾘｮｳｾｲ 丸子中 ｿｳ ｳｺﾝ 上田四中
山岸 洸善(1) 中学生 12 築山 瑛人(2) 中学生   5,36.70 
ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳｾﾞﾝ 東御東部 ﾂｷﾔﾏ ｱｷﾄ 野沢中
依田 魁星(2) 中学生 13 黒木 勇翔(1) 中学生   5,37.58 
ﾖﾀﾞ ｶｲｾｲ 小諸東中 ｸﾛｷ ﾕｳﾄ 依田窪南部中

   1 加藤 大雅(3) 中学生 佐久長聖中     4,35.80 PS   2   1
   2 土赤 仁義(1) 中学生 小諸東中     4,40.57   2   2
   3 金子 倖大(2) 中学生 T&F佐久平     4,41.30   2   3
   4 熊倉 正之(3) 中学生 上田第二中     4,48.70   2   4
   5 中村 一輝(1) 中学生 上田四中     4,56.08 PS   2   5
   6 黒沢 燦(1) 中学生 丸子中     4,58.61   2   6
   7 中澤 太樹(2) 中学生 浅間中     5,05.06   2   7
   8 児玉 大河(1) 中学生 丸子中     5,05.61 PS   2   8
   9 諸山 琉生(1) 中学生 小諸東中     5,07.70   1   1
  10 市川 仁陽(2) 中学生 芦原中     5,10.76   2   9
  11 鈴木 陽向(2) 中学生 立科     5,11.15   2  10
  12 曺 有根(1) 中学生 上田四中     5,20.64   2  11
  13 渡邉 正葵(1) 中学生 佐久東     5,25.65   1   2
  14 村山 史穏(1) 中学生 上田四中     5,26.99   1   3
  15 岩藤 海門(1) 中学生 軽井沢中     5,27.47   1   4
  16 有沢 優(2) 中学生 野沢中     5,27.96   1   5
  17 楢原 舜斗(1) 中学生 東御東部     5,27.97   1   6
  18 児玉 大和(1) 中学生 丸子中     5,28.29   1   7
  19 荻原 蓮(1) 中学生 立科     5,32.12   1   8
  20 築山 瑛人(2) 中学生 野沢中     5,36.70   2  12
  21 飯嶋 エミル(2) 中学生 野沢中     5,37.38   1   9
  22 黒木 勇翔(1) 中学生 依田窪南部中     5,37.58   2  13
  23 伊東 輝(1) 中学生 小諸東中     5,41.58   1  10

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
11  4297 2  4372

PS
4  4174 12  4298

9  4650 13  4065

2  4216 6  4605

5  4071 10  4641
PS

8  4406 1  4487

6  4488 7  4155

1  4332 9  4489
PS

7  4072 3  4316

3  4296 5  4331
PS

10  4462 4  4644
欠場

12  4415 11  4080
欠場

13  4291 8  4520
欠場

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
 4372
 4298
 4065
 4605
 4641
 4487
 4155
 4489
 4297
 4316
 4331
 4644
 4174
 4650
 4216
 4071

 4296

 4406
 4488
 4332
 4080
 4072
 4520



決勝 9月6日  9:35

中学新            8,30.96

 1 小林 亮太(3) 中学生   8,56.57 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 梓川中

 2 牧島 涼也(3) 中学生   9,24.16 
ﾏｷｼﾏ ﾘｮｳﾔ 伊那東部中

 3 加藤 大雅(3) 中学生   9,26.56 
ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 佐久長聖中

 4 遠藤 優裕(3) 中学生   9,34.12 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾋﾛ 附属松本中

 5 新井 拓実(3) 中学生   9,47.46 
ｱﾗｲ ﾀｸﾐ 上田第三中

 6 金子 倖大(2) 中学生  10,13.99 
ｶﾈｺ  ｺｳﾀ T&F佐久平

 7 横山 廉汰郎(3) 中学生  10,38.17 
ﾖｺﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ 東御東部

 8 安本 桜太郎(3) 中学生  10,43.14 
ﾔｽﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ 東御東部

 9 関口 渓瑚(2) 中学生  10,43.88 
ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｺﾞ 佐久東

10 大工原 礼人(2) 中学生  10,46.76 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｱﾔﾄ 佐久東

11 小林 宇宙(2) 中学生  11,41.14 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 東御東部

12 田島 理稀(1) 中学生  12,30.99 
ﾀｼﾞﾏ ﾘｷ 佐久東

中学男子

3000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
10  7358

PS
5  8144

8  4372
PS

1  7466

3  4635
PS

12  4065
PS

4  4393

2  8774

9  4173

11  4177

6  4392

7  4165



決勝 9月6日 10:05

風速 +0.2

 1 栁澤 翔逢(1) 中学生     15.53 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ 佐久東

 2 相場 遥心(1) 中学生     18.78 
ｱｲﾊﾞ ﾊﾙｼ 東御東部

 3 竹内 勇椅(1) 中学生     20.49 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｲ 野沢中

 4 美齋津 岳(1) 中学生     20.62 
ﾐｻｲﾂﾞ ｶﾞｸ 小諸東中

 5 甘利 悠真(1) 中学生     22.57 
ｱﾏﾘ ﾕｳﾏ 野沢中
小林 優太(1) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 野沢中

中学1年男子

100mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4163

8  4416

9  4084

6  4295

5  4081

7  4083
欠場



決勝 9月6日  9:55

中学新              14.78

風速 +0.3

 1 佐藤 悠輝(2) 中学生     17.63 
ｻﾄｳ ﾕｳｷ 上田第一中

 2 工藤 優真(2) 中学生     17.78 
ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 野沢中

 3 尾﨑 蒼太(2) 中学生     18.45 
ｵｻﾞｷ ｿｳﾀ 上田第一中

 4 森角 魁斗(2) 中学生     20.04 
ﾓﾘｶｸ ｶｲﾄ 軽井沢中

 5 六川 冬真(1) 中学生     22.48 
ﾛｸｶﾞﾜ ﾄｳﾏ 中込中
菊池 優介(3) 中学生
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 軽井沢A&AC
小林 草太(3) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 軽井沢A&AC

中学男子

110mH               

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  8813

6  4074

4  8814

7  4211

9    90
欠場

3  4112

5    96
欠場



決勝 9月6日 12:05

中学新              43.36

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 芦原中  4328 小林 遼哉(1)     49.11  1   2 立科  4333 羽場 瑠南(1)     48.25 

ｱｼﾊﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ ﾀﾃｼﾅ ﾊﾊﾞ ﾙﾅ
 4315 鈴木 昇汰(2)  4334 依田 惺那(1)

ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ ﾖﾀ ﾞｾﾅ
 4317 星野 タイト(2)  4330 今井 平和(2)

ﾎｼﾉ ﾀｲﾄ ｲﾏｲ ﾀｲﾄ
 4311 横尾 唯吹(2)  4335 宇佐美 隆悟(1)

ﾖｺｵ ｲﾌﾞｷ ｳｻﾐ ﾘｭｳｺﾞ
 2   7 上田四中  4647 伊東 海翔(2)     49.42  2   3 東御東部  4394 中島 悠貴(2)     48.54 

ｳｴﾀﾞﾖﾝﾁｭｳ ｲﾄｳ ｶｲﾄ ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ
 4653 山下 智也(2)  4397 成澤 優希(2)

ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ
 4641 中村 一輝(1)  8770 竹内 一真(1)

ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ ﾀｸｳﾁ ｶｽﾞﾏ
 4654 篠田 啓太(2)  4395 佐藤 義明(2)

ｼﾉﾀﾞ ｹｲﾀ ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ
 3   3 佐久東  4163 栁澤 翔逢(1)     50.02  3   4 浅間中  4156 小須田 翔(2)     49.44 

ｻｸﾋｶﾞｼ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ ｱｻﾏﾁｭｳ ｺｽﾀﾞ ｶｹﾙ
 4175 大工原 政斗(2)  4157 木内 光波(2)

ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ ｷｳﾁ ｺｳﾊ
 4162 萩原 汐逢(1)  4135 中澤 煌牙(1)

ﾊｷﾞﾜﾗ ｾｱ ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｶﾞ
 4176 清水 大輝(2)  4144 秋山 恵澄(2)

ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ ｱｷﾔﾏ ｹｲﾄ
 4   4 御代田中  4268 寺尾 泰斗(1)     50.34  4   7 小諸東中  4293 北村 碧惟(1)     50.46 

ﾐﾖﾀﾁｭｳ ﾃﾗｵ ﾀｲﾄ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳ ｷﾀﾑﾗ ｱｵｲ
 4264 早﨑 蒼心(2)  4292 北村 海晴(2)

ﾊﾔｻｷ ｿｳｼﾞﾝ ｷﾀﾑﾗ ｶｲｾｲ
 4267 掛川 龍(1)  4294 中根 竜司(1)

ｶｹｶﾞﾜ ﾘｭｳ ﾅｶﾈ ﾘｭｳｼﾞ
 4265 鈴木 陽大(2)  4283 藤沢 政信(2)

ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀﾞｲ ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ
 5   8 上田第一中  8815 柏木 健太(2)     51.32   6 野沢中  4083 小林 優太(1)

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ ｶｼﾜｷﾞ ｹﾝﾀ ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 失格
 8813 佐藤 悠輝(2)  4078 竹内 睦喜(2)

ｻﾄｳ ﾕｳｷ ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ
 8816 早川 湊人(2)  4074 工藤 優真(2)

ﾊﾔｶﾜ ｶﾅﾄ ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ
 8814 尾﨑 蒼太(2)  4076 小林 蓮門(2)

ｵｻﾞｷ ｿｳﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝﾄ
 6   5 望月AC   170 小林 美海(1)     51.75   5 ｱｽﾘﾃｨｱTC    41 榊原 歩(3)

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ ｱｽﾘﾃｨｱﾃｨｰｼｰ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ 欠場
  163 田島 一輝(1)    44 伊藤 壮一郎(3)

ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ
  164 清野 侑弘(1)    42 佐々木 隆之介(3)

ｷﾖﾉ ﾕﾋﾛ ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
  173 山浦 珠宇(1)    40 山本 赳瑠(3)

ﾔﾏｳﾗ ｼｭｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ
 7   2 軽井沢中  4217 津島 輝(1)     53.04 

ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳ ﾂｼﾏ ﾋｶﾙ
 4211 森角 魁斗(2)

ﾓﾘｶｸ ｶｲﾄ
 4212 吉田 遊(2)

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ
 4215 佐藤 亮太(1)

ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ

   1 立科     48.25 羽場 瑠南(1) 依田 惺那(1) 今井 平和(2) 宇佐美 隆悟(1)  2   1
   2 東御東部     48.54 中島 悠貴(2) 成澤 優希(2) 竹内 一真(1) 佐藤 義明(2)   2   2
   3 芦原中     49.11 小林 遼哉(1) 鈴木 昇汰(2) 星野 タイト(2)横尾 唯吹(2)   1   1
   4 上田四中     49.42 伊東 海翔(2) 山下 智也(2) 中村 一輝(1) 篠田 啓太(2)   1   2
   5 浅間中     49.44 小須田 翔(2) 木内 光波(2) 中澤 煌牙(1) 秋山 恵澄(2)   2   3
   6 佐久東     50.02 栁澤 翔逢(1) 大工原 政斗(2)萩原 汐逢(1) 清水 大輝(2)   1   3
   7 御代田中     50.34 寺尾 泰斗(1) 早﨑 蒼心(2) 掛川 龍(1) 鈴木 陽大(2)   1   4
   8 小諸東中     50.46 北村 碧惟(1) 北村 海晴(2) 中根 竜司(1) 藤沢 政信(2)   2   4
   9 上田第一中     51.32 柏木 健太(2) 佐藤 悠輝(2) 早川 湊人(2) 尾﨑 蒼太(2)   1   5
  10 望月AC     51.75 小林 美海(1) 田島 一輝(1) 清野 侑弘(1) 山浦 珠宇(1)   1   6
  11 軽井沢中     53.04 津島 輝(1) 森角 魁斗(2) 吉田 遊(2) 佐藤 亮太(1)   1   7
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決勝 9月5日 12:05

小学新              12.27

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 -1.0

 1 長峰 和真(4) 小学生     14.95  1 斉藤 幸大(5) 小学生     15.20 
ﾅｶﾞﾐﾈ ｶｽﾞﾏ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｻｲﾄｳ ｺｳﾀﾞｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 梅田 睦生(5) 小学生     15.02  2 甘利 颯士(5) 小学生     15.46 
ｳﾒﾀﾞ ﾑﾂｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｱﾏﾘ ｿｳｼ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 清水 瑛太(5) 小学生     15.56  3 丸山 凌河(5) 小学生     15.53 
ｼﾐｽﾞ ｴｲﾀ 東御市陸上教室 ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳｶﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 梅田 陽生(5) 小学生     15.63  4 清野 兼宥(5) 小学生     16.06 
ｳﾒﾀﾞ ﾊﾙｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｷﾖﾉ ｹﾝｳ 望月AC

 5 町田 樹(5) 小学生     16.38  5 山口 穂高(5) 小学生     16.09 
ﾏﾁﾀﾞ ｲﾂｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾔﾏｸﾞﾁ  ﾎﾀｶ T&F佐久平

 6 井出 裕翔(5) 小学生     16.58  6 加藤 壮生(6) 小学生     16.12 
ｲﾃﾞ  ﾋﾛﾄ T&F佐久平 ｶﾄｳ ｿｳｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 7 川上 紘星(4) 小学生     16.75  7 塚田 大樹(6) 小学生     16.28 
ｶﾜｶﾐ ｺｳｾｲ 東御市陸上教室 ﾂｶﾀﾞ ﾏｻｷ 東御市陸上教室

 8 小林 遼也(4) 小学生     18.12  8 林 結樹(4) 小学生     16.70 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 東御市陸上教室 ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 望月AC

 9 常田大雅(4) 小学生     18.47  9 本田 真聡(4) 小学生     16.91 
ﾄｷﾀ ﾀｲｶﾞ 軽井沢A&AC ﾎﾝﾀﾞ ﾏｻﾄ 望月AC

[ 3組] 風速 +0.2

 1 菊原 煌生(6) 小学生     13.46 
ｷｸﾊﾗ ｺｳｾｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 吉田 晴翔(6) 小学生     14.60 
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ あさまねSC

 3 赤尾 遙斗(5) 小学生     14.77 
ｱｶｵ ﾊﾙﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 藤沢 俊輔(6) 小学生     14.89 
ﾌｼﾞｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 真田陸上教室

 5 髙橋 侑悟(5) 小学生     14.97 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ 望月AC

 6 水間 琥珀(6) 小学生     15.14 
ﾐｽﾞﾏ ｺﾊｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 7 柳澤 雄飛(5) 小学生     15.21 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 望月AC

 8 関 梓真(5) 小学生     15.42 
ｾｷ ｱｽﾞﾏ 望月AC

 9 神津 逞(5) 小学生     15.57 
ｺｳﾂﾞ ﾀｸﾏ 望月AC

   1 菊原 煌生(6) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     13.46 (+0.2)   3   1
   2 吉田 晴翔(6) 小学生 あさまねSC     14.60 (+0.2)   3   2
   3 赤尾 遙斗(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14.77 (+0.2)   3   3
   4 藤沢 俊輔(6) 小学生 真田陸上教室     14.89 (+0.2)   3   4
   5 長峰 和真(4) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14.95 (+1.2)   1   1
   6 髙橋 侑悟(5) 小学生 望月AC     14.97 (+0.2)   3   5
   7 梅田 睦生(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.02 (+1.2)   1   2
   8 水間 琥珀(6) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.14 (+0.2)   3   6
   9 斉藤 幸大(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.20 (-1.0)   2   1
  10 柳澤 雄飛(5) 小学生 望月AC     15.21 (+0.2)   3   7
  11 関 梓真(5) 小学生 望月AC     15.42 (+0.2)   3   8
  12 甘利 颯士(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.46 (-1.0)   2   2
  13 丸山 凌河(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.53 (-1.0)   2   3
  14 清水 瑛太(5) 小学生 東御市陸上教室     15.56 (+1.2)   1   3
  15 神津 逞(5) 小学生 望月AC     15.57 (+0.2)   3   9
  16 梅田 陽生(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.63 (+1.2)   1   4
  17 清野 兼宥(5) 小学生 望月AC     16.06 (-1.0)   2   4
  18 山口 穂高(5) 小学生 T&F佐久平     16.09 (-1.0)   2   5
  19 加藤 壮生(6) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.12 (-1.0)   2   6
  20 塚田 大樹(6) 小学生 東御市陸上教室     16.28 (-1.0)   2   7
  21 町田 樹(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.38 (+1.2)   1   5
  22 井出 裕翔(5) 小学生 T&F佐久平     16.58 (+1.2)   1   6
  23 林 結樹(4) 小学生 望月AC     16.70 (-1.0)   2   8
  24 川上 紘星(4) 小学生 東御市陸上教室     16.75 (+1.2)   1   7
  25 本田 真聡(4) 小学生 望月AC     16.91 (-1.0)   2   9
  26 小林 遼也(4) 小学生 東御市陸上教室     18.12 (+1.2)   1   8
  27 常田大雅(4) 小学生 軽井沢A&AC     18.47 (+1.2)   1   9   89
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決勝 9月6日  9:20

[ 1組] [ 2組]

 1 七海 伊織(4) 小学生   3,43.27  1 塩入 愛斗(6) 小学生   3,20.56 
ﾅﾅｳﾐ ｲｵﾘ 腰越JSC ｼｵｲﾘ ﾏﾅﾄ 腰越JSC

 2 天野 夏樹之助(6)小学生   3,45.62  2 山浦 英純(5) 小学生   3,21.76 
ｱﾏﾉ  ﾅﾂｷﾉｽｹ T&F佐久平 ﾔﾏｳﾗ ｴｲｼﾞｭﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 平林 玄大(5) 小学生   3,48.11  3 黒木 玲雄(5) 小学生   3,23.18 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝﾀ 真田ｸﾗﾌﾞ小 ｸﾛｷ ﾚｵ 腰越JSC

 4 関 幹太(4) 小学生   3,52.99  4 竜野 誠一郎(6) 小学生   3,26.78 
ｾｷ ｶﾝﾀ あさまねSC ﾀﾂﾉ ｾｲｲﾁﾛｳ 真田ｸﾗﾌﾞ小

 5 横沢 岳弥(5) 小学生   3,55.22  5 高寺 翌桧(5) 小学生   3,27.44 
ﾖｺｻﾜ ﾀｹﾔ 真田ｸﾗﾌﾞ小 ﾀｶﾃﾗ ｱｽﾅﾛ 真田ｸﾗﾌﾞ小

 6 六川 直也(5) 小学生   3,56.45  6 小山 颯太(5) 小学生   3,29.50 
ﾛｸｶﾞﾜ ﾅｵﾔ 真田ｸﾗﾌﾞ小 ｺﾔﾏ ｿｳﾀ 腰越JSC

 7 森泉 翔太(5) 小学生   4,00.42  7 清水 颯太(6) 小学生   3,32.21 
ﾓﾘｽﾞﾐ  ｼｮｳﾀ T&F佐久平 ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ 真田ｸﾗﾌﾞ小

 8 江川 璃勇斗(4) 小学生   4,04.26  8 橋詰 きよ(5) 小学生   3,33.45 
ｴｶﾞﾜ  ﾘｵﾄ T&F佐久平 ﾊｼﾂﾞﾒ ｷﾖ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 9 風巻 諒(4) 小学生   4,06.16  9 中嶋 爽(4) 小学生   3,33.89 
ｶｻﾞﾏｷ ﾘｮｳ あさまねSC ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

10 齊藤 佑樹(4) 小学生   4,08.42 10 田畑 亮介(4) 小学生   3,34.95 
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾀﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 真田ｸﾗﾌﾞ小

11 小松 希光(5) 小学生   4,09.32 中村 勇陽(5) 小学生
ｺﾏﾂ ﾉｿﾞﾐ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ 腰越JSC

12 相場 莉空(6) 小学生   4,10.35 金井 瑛斗(5) 小学生
ｱｲﾊﾞ ﾘｸ 東御市陸上教室 ｶﾅｲ ｴｲﾄ 腰越JSC

13 窪田 紘(4) 小学生   4,10.86 黒沢 天馬(4) 小学生
ｸﾎﾞﾀ ﾋﾛ 真田ｸﾗﾌﾞ小 ｸﾛｻﾜ ﾃﾝﾏ 腰越JSC

14 横山 司竜(6) 小学生   4,20.77 
ﾖｺﾔﾏ ｼﾘｭｳ 東御市陸上教室

   1 塩入 愛斗(6) 小学生 腰越JSC     3,20.56   2   1
   2 山浦 英純(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,21.76   2   2
   3 黒木 玲雄(5) 小学生 腰越JSC     3,23.18   2   3
   4 竜野 誠一郎(6) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     3,26.78   2   4
   5 高寺 翌桧(5) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     3,27.44   2   5
   6 小山 颯太(5) 小学生 腰越JSC     3,29.50   2   6
   7 清水 颯太(6) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     3,32.21   2   7
   8 橋詰 きよ(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,33.45   2   8
   9 中嶋 爽(4) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,33.89   2   9
  10 田畑 亮介(4) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     3,34.95   2  10
  11 七海 伊織(4) 小学生 腰越JSC     3,43.27   1   1
  12 天野 夏樹之助(6) 小学生 T&F佐久平     3,45.62   1   2
  13 平林 玄大(5) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     3,48.11   1   3
  14 関 幹太(4) 小学生 あさまねSC     3,52.99   1   4
  15 横沢 岳弥(5) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     3,55.22   1   5
  16 六川 直也(5) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     3,56.45   1   6
  17 森泉 翔太(5) 小学生 T&F佐久平     4,00.42   1   7
  18 江川 璃勇斗(4) 小学生 T&F佐久平     4,04.26   1   8
  19 風巻 諒(4) 小学生 あさまねSC     4,06.16   1   9
  20 齊藤 佑樹(4) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     4,08.42   1  10
  21 小松 希光(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     4,09.32   1  11
  22 相場 莉空(6) 小学生 東御市陸上教室     4,10.35   1  12
  23 窪田 紘(4) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ小     4,10.86   1  13
  24 横山 司竜(6) 小学生 東御市陸上教室     4,20.77   1  14
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10    24 12    73

6    32 1    56

5    46 6   121

9    65 3   103
欠場

12   144 5   112
欠場

3   127 13   111
欠場

4   152

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
  114
   66
  109
  116
  126
  106
  125
   73
   56
  121
  108
    9
  119
   38

   65
  144
  127
  152

  129
  115
   18
   24
   32
   46



決勝 9月6日 11:40

風速 -0.1

 1 大森 俊太朗(4) 小学生     11.48 
ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝﾀﾛｳ 軽井沢A&AC

 2 長峰 和真(4) 小学生     11.73 
ﾅｶﾞﾐﾈ ｶｽﾞﾏ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 篠原 隆市郎(4) 小学生     11.76 
ｼﾉﾊﾗ  ﾀｶｲﾁﾛｳ T&F佐久平

 4 中嶋 爽(4) 小学生     11.83 
ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 内堀 聡太朗(4) 小学生     12.76 
ｳﾁﾎﾞﾘ  ｿｳﾀﾛｳ T&F佐久平
常田大雅(4) 小学生
ﾄｷﾀ ﾀｲｶﾞ 軽井沢A&AC

小学男子ＯＰ

60ｍH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    88

7    54

8    22

4    56

6     6

9    89
失格



決勝 9月5日 13:00

高校新               2.17

南波 歩夢(1) 高校生
ﾅﾝﾊﾞ ｱﾕﾑ 野沢南高

 1.50XO XXX

記録 備考
1 1  1556 O O XXO

1m45 1m50 1m55

高校男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m35 1m40



決勝 9月5日 11:00

高校新               7.61

遠藤 光(1) 高校生    X    X   6.13    6.13 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 上田東高   -0.5    -0.5
南澤  爽太(1) 高校生   5.94   5.92   6.11    6.11 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 岩村田高    0.0   -0.1   -1.0    -1.0
木村 伊吹(1) 高校生    X   5.96    -    5.96 
ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 佐久長聖高   -1.1    -1.1
寺島 恒輔(1) 高校生    X   5.94   5.89    5.94 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 望月AC   -0.8   -0.1    -0.8
高根  大樹(2) 高校生    X   5.68    X    5.68 
ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ 岩村田高   -1.0    -1.0
岡田 陸(1) 高校生    -   5.36   5.54    5.54 
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 野沢北高   -0.5   -0.6    -0.6
撹上 翔大(2) 高校生    X   4.65    X    4.65 
ｶｸｱｹﾞ ｼｮｳﾀ 上田高   -2.1    -2.1
松村 喜道(1) 高校生    X    X    - 記録なし
ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ 佐久長聖高
伊藤 司騎(2) 高校生    X    X    - 記録なし
ｲﾄｳ ｼｷ 佐久長聖高

9  2815

7 2  1778

7  2810

5 8  1584

6 1  1533

3 5  1654

4 3   172

1 4  1810

2 6  1591

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

高校男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月5日  9:30

高校新              45.21

羽場  太陽(1) 高校生
ﾊﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 岩村田高
塩川 築(2) 高校生
ｼｵｶﾜ ｷｽﾞｸ 野沢南高
倉光 悠晴(1) 高校生
ｸﾗﾐﾂ ﾕｳｾｲ 丸子修学館
小林 一成(1) 高校生
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ 野沢南高
馬場 滉太(1) 高校生
ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾀ 丸子修学館
北澤 直也(1) 高校生 記録なし
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 上田千曲高

 18.05 

5  1887   X   X   X

 19.86 

5 4  1758 18.05   X   X

 22.97 

4 1  1552 19.86   X 18.25

 23.28 

3 2  1756 18.74 22.22 22.97

 25.22 

2 6  1578 23.28 21.51 22.60

1 3  1590 24.34 25.22   X

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

高校男子

円盤投              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月5日 12:00

高校新              62.58

碓氷  大樹(2) 高校生
ｳｽｲ ﾀｲｷ 岩村田高
塩川 築(2) 高校生
ｼｵｶﾜ ｷｽﾞｸ 野沢南高
清水 翔太(2) 高校生
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 上田千曲高
三井 広大(1) 高校生
ﾐﾂｲ ｺｳﾀﾞｲ 野沢北高
倉光 悠晴(1) 高校生
ｸﾗﾐﾂ ﾕｳｾｲ 丸子修学館
星野 緑風(1) 高校生
ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 佐久長聖高

 23.91 

 32.67 

6 1  2801   X   X 23.91

 32.98 

5 3  1756 30.04 32.67 30.10

 37.26 

4 2  1540 32.98 29.57   X

 37.48 

3 4  1878 35.67 30.84 37.26

 42.63 

2 5  1578 37.48 37.25   X

1 6  1583 41.07 42.63 39.80

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

高校男子

やり投              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月5日 13:00

高校新              14.76

北澤 直也(1) 高校生
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 上田千曲高
小林 一成(1) 高校生
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ 野沢南高
馬場 滉太(1) 高校生
ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾀ 丸子修学館

  7.79 

  8.36 

3 1  1758  6.61  7.25  7.79

 10.51 

2 2  1552  7.87  8.09  8.36

1 3  1887  9.86 10.51 10.35

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

高校男子

砲丸投              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月6日  9:00

中学新               1.97

1m65 1m70 1m75 1m80 1m85
赤羽 快(3) 中学生 - - - - - - - - - -
ｱｶﾊﾈ ｶｲ 伊那東部中 - O XO XXX
髙田 真平(3) 中学生 - - - - - - - - - -
ﾀｶﾀﾞ ｼﾝﾍﾟｲ 附属松本中 - XXO XXX
櫻井 絢悠(3) 中学生 - - - - - - O O O XO
ｻｸﾗｲ ｹﾝﾕｳ 野沢中 XXO XXX
早﨑 蒼心(2) 中学生 - - O O O O O O XXX
ﾊﾔｻｷ ｿｳｼﾞﾝ 御代田中
諸山 琉生(1) 中学生 XXO O O XO XO XXO XXX
ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 小諸東中
小林 美海(1) 中学生 - O - O O XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月AC
中島 悠貴(2) 中学生 - - O O O XXX
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 東御東部
清野 侑弘(1) 中学生 - O - XO O XXX
ｷﾖﾉ ﾕﾋﾛ 望月AC
神津 恵斗(1) 中学生 - O - O XXO XXX
ｺｳﾂﾞ ｹｲﾄ 望月AC
藤沢 政信(2) 中学生 - O O O XXX
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 小諸東中
花見 樹(1) 中学生 - O O O XXX
ﾊﾅﾐ ｲﾂｷ 東御東部
相場 遥心(1) 中学生 - XO O O XXX
ｱｲﾊﾞ ﾊﾙｼ 東御東部
小林 成生(2) 中学生 - - O XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ 小諸東中

1m15 1m20 1m35 1m40 1m45 1m50

中学男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m55 1m60

記録 備考

1 13  8142  1.75

1m25 1m30

2 12  7477  1.70

3 10  4106  1.65

4 11  4264  1.50

5 8  4297  1.40

6 2   170  1.35

6 9  4394  1.35

8 1   164  1.35

9 3   167  1.35

10 4  4283  1.30

10 5  8771  1.30

12 7  4416  1.30

13 6  4282  1.25



決勝 9月6日 10:00

中学新               4.75

2m40 2m50 2m60
柏木 健太(2) 中学生 - - - - - - XO O O O
ｶｼﾜｷﾞ ｹﾝﾀ 上田第一中 O XXO XXO
早川 湊人(2) 中学生 - - - - O O O O O O
ﾊﾔｶﾜ ｶﾅﾄ 上田第一中 XO XXX
三石 蒼士(1) 中学生 O O O O O O XO XO XXO XXX
ﾐﾂｲｼ ｱｵｼ 野沢中
小林 龍典(2) 中学生 XO O XO XXO XO O XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 東御東部
樫山 滉(1) 中学生 O XXX
ｶｼﾔﾏ ｱｷﾗ 野沢中

1m40 1m50 1m80 1m90 2m00 2m10

中学男子

棒高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
2m20 2m30

記録 備考

1 4  8815  2.60

1m60 1m70

2 2  8816  2.40

3 5  4085  2.20

4 1  4398  1.90

5 3  4082  1.40



決勝 9月6日  9:30

中学新               7.04

山浦 雅斗(3) 中学生   5.64   5.46   5.54    5.64 
ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 望月AC   +0.6   +1.3   -0.3    +0.6
田中 駿埜(1) 中学生   5.60   5.63   5.49    5.63 
ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾔ 塩田中   -0.3   -0.3   +0.4    -0.3
依田 惺那(1) 中学生    X   5.17   5.50    5.50 
ﾖﾀ ﾞｾﾅ 立科   -0.5   +2.0    +2.0
戸枝 篤志(3) 中学生   5.36   5.17   5.19    5.36 
ﾄｴﾀﾞ ｱﾂｼ 望月AC   -1.3   +0.3   +0.4    -1.3
櫻井 絢悠(3) 中学生    X   5.08    -    5.08 
ｻｸﾗｲ ｹﾝﾕｳ 野沢中   +1.4    +1.4
柳澤 孔軌(3) 中学生    X   5.03    X    5.03 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 望月AC   -0.6    -0.6
田島 一輝(1) 中学生    X   4.88   4.96    4.96 
ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ 望月AC   -0.3   +0.1    +0.1
萩原 汐逢(1) 中学生   4.85    X   4.92    4.92 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｾｱ 佐久東   +0.9   -0.5    -0.5
小山 翔平(3) 中学生   4.91    X    X    4.91 
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 望月AC   +0.6    +0.6
土屋 春喜(2) 中学生    X   4.82   4.87    4.87 
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ 中込中   +1.1   +2.2    +2.2
宇佐美 隆悟(1) 中学生   4.76    X   4.60    4.76 
ｳｻﾐ ﾘｭｳｺﾞ 立科   -0.4   +0.1    -0.4
大工原 政斗(2) 中学生   4.63   4.36   4.75    4.75 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 佐久東   +0.4   +2.6   +0.8    +0.8
清野 侑弘(1) 中学生    -   4.61    X    4.61 
ｷﾖﾉ ﾕﾋﾛ 望月AC   +0.8    +0.8
神津 恵斗(1) 中学生    -   4.49   4.50    4.50 
ｺｳﾂﾞ ｹｲﾄ 望月AC   -0.5   +1.1    +1.1
山浦 珠宇(1) 中学生    X    X   4.35    4.35 
ﾔﾏｳﾗ ｼｭｳ 望月AC   +1.3    +1.3
土屋 太木(2) 中学生    X    X   4.30    4.30 
ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ 小諸東中   +1.2    +1.2
大塚 智哉(1) 中学生    X   4.23   3.85    4.23 
ｵｵﾂｶ ﾄﾓﾔ 佐久東   +0.8   +2.6    +0.8
清水 律希(2) 中学生   4.21    X    X    4.21 
ｼﾐｽﾞ ﾘﾂｷ 芦原中   +0.6    +0.6
保科 承太郎(1) 中学生   4.00   4.11    X    4.11 
ﾎｼﾅ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 望月AC   +1.6   -1.1    -1.1
安藤 雅人(2) 中学生   4.10   3.89   3.79    4.10 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾏｻﾄ 芦原中   +0.4   -0.1   +0.7    +0.4
中澤 煌牙(1) 中学生   3.91   3.42   3.72    3.91 
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｶﾞ 浅間中    0.0   -0.2   +2.1     0.0
伊東 海翔(2) 中学生    X   3.82   3.43    3.82 
ｲﾄｳ ｶｲﾄ 上田四中   -0.8   +0.8    -0.8
春原 拓弥(1) 中学生   3.11   3.26   3.40    3.40 
ｽﾉﾊﾗ ﾀｸﾔ 浅間中   +0.9   +1.0   +0.3    +0.3
小林 美海(1) 中学生    -    X    X 記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月AC
佐々木 隆之介(3) 中学生    X    X    X 記録なし
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ ｱｽﾘﾃｨｱTC
小林 碧空(3) 中学生    X    X    X 記録なし
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月AC
馬場 響平(1) 中学生 欠場
ﾊﾞﾊﾞ ｷｮｳﾍｲ 上田四中
髙野 柊(1) 中学生 欠場
ﾀｶﾉ ｼｭｳ 芦原中
荒井 陽呂実(3) 中学生 欠場
ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 上田第三中

中学男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 26   174

2 17  4572

3 23  4334

4 18   175

5 25  4106

6 24   159

7 22   163

8 21  4162

9 20   171

10 13  4127

11 19  4335

12 15  4175

13 12   164

14 8   167

15 16   173

16 5  4285

17 7  4160

18 9  4314

19 10   162

20 2  4312

21 1  4135

22 6  4647

23 3  4134

24 14   170

24 27    42

24 28   169

29  4636

4  4642

11  4329



決勝 9月6日  9:00

中学新              14.25

小山 翔平(3) 中学生
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 望月AC

中学男子

砲丸投              

決勝

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

 12.30 1 1   171   X 11.40 12.30



決勝 9月6日  9:00

矢野 陽美季(1) 中学生
ﾔﾉ ﾋﾋﾞｷ 佐久東
森泉 佑耶(1) 中学生
ﾓﾘｲｽﾞﾐ ﾕｳﾔ 佐久東
豊田 大夢(1) 中学生
ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾑ 佐久東
中澤 里琥(1) 中学生
ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｸ 東御東部
千葉 遼空(1) 中学生
ﾁﾊﾞﾊﾙｱ 佐久東
深井 直征(1) 中学生
ﾌｶｲ ﾅｵﾕｷ 東御東部

中学1年男子

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 6  4164  6.58  6.59  6.70   6.70 

2 4  4172  6.67   X  6.40   6.67 

3 3  4166  6.64  6.61  6.47   6.64 

4 5  4401  6.19  5.91  5.66   6.19 

5 1  4161  4.66  5.05  5.15

6 2  4403  4.27  4.31  4.70   4.70 

  5.15 



決勝 9月5日  9:30

米田 太一(5) 小学生
ﾏｲﾀ ﾀｲﾁ 軽井沢A&AC
井出 獅楽(6) 小学生
ｲﾃﾞ ｼﾗｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
佐藤 徠夢(4) 小学生
ｻﾄｳ ﾗｲﾑ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
橋詰 蓮平(6) 小学生
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
小林 颯介(6) 小学生
ｺﾊﾞﾔｼ  ｿｳｽｹ T&F佐久平
小島 颯斗(5) 小学生
ｺｼﾞﾏ ﾌｳﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
油井 柊磨(5) 小学生
ﾕｲ  ｼｭｳﾏ T&F佐久平
齊藤 響(5) 小学生
ｻｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
岩松 怜空(6) 小学生
ｲﾜｶﾂ  ﾘｸ T&F佐久平
小池 秀吾(5) 小学生
ｺｲｹ  ｼｭｳｺﾞ T&F佐久平
大森 俊太朗(4) 小学生
ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝﾀﾛｳ 軽井沢A&AC

小学男子

コンバインドＡ

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
1    81   1859

2    78   1791

3    68   1752

4    72   1733

5    19   1692

6    64   1689

7     3   1670

8    47   1661

11    88   1379

9    26   1641

10    21   1468



決勝 9月6日 12:25

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 -0.4

 1 米田 太一(5) 小学生     14.25  1 井出 獅楽(6) 小学生     14.65 
ﾏｲﾀ ﾀｲﾁ 軽井沢A&AC ｲﾃﾞ ｼﾗｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 橋詰 蓮平(6) 小学生     14.45  2 小林 颯介(6) 小学生     14.69 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｺﾊﾞﾔｼ  ｿｳｽｹ T&F佐久平

 3 岩松 怜空(6) 小学生     14.65  3 小島 颯斗(5) 小学生     14.71 
ｲﾜｶﾂ  ﾘｸ T&F佐久平 ｺｼﾞﾏ ﾌｳﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 佐藤 徠夢(4) 小学生     14.88  4 油井 柊磨(5) 小学生     14.82 
ｻﾄｳ ﾗｲﾑ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾕｲ  ｼｭｳﾏ T&F佐久平

 5 大森 俊太朗(4) 小学生     16.18  5 齊藤 響(5) 小学生     14.87 
ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝﾀﾛｳ 軽井沢A&AC ｻｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 6 小池 秀吾(5) 小学生     16.34 
ｺｲｹ  ｼｭｳｺﾞ T&F佐久平

   1 米田 太一(5) 小学生 軽井沢A&AC     14.25 (+0.2)   1   1
   2 橋詰 蓮平(6) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14.45 (+0.2)   1   2
   3 井出 獅楽(6) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14.65 (-0.4)   2   1
   3 岩松 怜空(6) 小学生 T&F佐久平     14.65 (+0.2)   1   3
   5 小林 颯介(6) 小学生 T&F佐久平     14.69 (-0.4)   2   2
   6 小島 颯斗(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14.71 (-0.4)   2   3
   7 油井 柊磨(5) 小学生 T&F佐久平     14.82 (-0.4)   2   4
   8 齊藤 響(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14.87 (-0.4)   2   5
   9 佐藤 徠夢(4) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14.88 (+0.2)   1   4
  10 大森 俊太朗(4) 小学生 軽井沢A&AC     16.18 (+0.2)   1   5
  11 小池 秀吾(5) 小学生 T&F佐久平     16.34 (+0.2)   1   6

小男ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞＡ

80mH

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    81 5    78

4    72 8    19

5    26 9    64

9    68 6     3

8    88 7    47

7    21

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
   81
   72

   68
   88
   21

   78
   26
   19
   64
    3
   47



決勝 9月6日 13:00

米田 太一(5) 小学生
ﾏｲﾀ ﾀｲﾁ 軽井沢A&AC (953)
佐藤 徠夢(4) 小学生
ｻﾄｳ ﾗｲﾑ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ (953)
井出 獅楽(6) 小学生
ｲﾃﾞ ｼﾗｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ (953)
小池 秀吾(5) 小学生
ｺｲｹ  ｼｭｳｺﾞ T&F佐久平 (919)
小林 颯介(6) 小学生
ｺﾊﾞﾔｼ  ｿｳｽｹ T&F佐久平 (861)
橋詰 蓮平(6) 小学生
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ (861)
齊藤 響(5) 小学生
ｻｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ (861)
油井 柊磨(5) 小学生
ﾕｲ  ｼｭｳﾏ T&F佐久平 (861)
小島 颯斗(5) 小学生
ｺｼﾞﾏ ﾌｳﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ (861)
岩松 怜空(6) 小学生
ｲﾜｶﾂ  ﾘｸ T&F佐久平 (803)
大森 俊太朗(4) 小学生
ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝﾀﾛｳ 軽井沢A&AC (803)

小男ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞＡ

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m00 1m05 1m10 1m15 1m20 1m23 1m26 記録 備考
1 1    81 O O O O XO O XX  1.23

1 7    68 O O O O XO O XX  1.23

3 11    78 O O O O O XO XX  1.23

4 10    21 O O O O XO XX  1.20

5 2    19 O O O O XX  1.15

5 3    72 O O O O XX  1.15

5 5    47 O O O O XX  1.15

5 6     3 O O O O XX  1.15

5 9    64 O O O O XX  1.15

10 8    26 O O O X/  1.10

11 4    88 XO O O  1.10XX



決勝 9月5日  9:30

赤尾 悠斗(6) 小学生
ｱｶｵ ﾕｳﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
小林 悠(6) 小学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
内藤 奨太(6) 小学生
ﾅｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
伊東 吾郎(6) 小学生
ｲﾄｳ ｺﾞﾛｳ 真田陸上教室
椛島 遼大(6) 小学生
ｶﾊﾞｼﾏ ﾘｮｳﾀ あさまねSC
田中 莉駆(6) 小学生
ﾀﾅｶ ﾘｸ あさまねSC
清水 大我(6) 小学生
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｶﾞ 真田陸上教室
金子 哲大(5) 小学生
ｶﾈｺ  ﾃﾂﾀ T&F佐久平
山宮 圭貴(5) 小学生
ﾔﾏﾐﾔ ｷﾖﾀｶ 真田陸上教室
東海林 悠晴(6) 小学生
ﾄｳｶｲﾘﾝ  ﾕｳｾｲ T&F佐久平
三井 莉玖(5) 小学生
ﾐﾂｲ ﾘｸ 真田陸上教室
鈴木 碧(4) 小学生
ｽｽﾞｷ ｱｵｲ あさまねSC
堀内 洋翔(5) 小学生
ﾎﾘｳﾁ ｳﾐﾄ 真田陸上教室
橋本 健(4) 小学生
ﾊｼﾓﾄ ﾀｹﾙ 東御市陸上教室
南澤 侑吾(6) 小学生
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

小学男子

コンバインドＢ

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
1    58   1882

2    62   1754

3    51   1537

4   140   1452

5    39   1312

6    34   1227

7   135   1180

8    25   1170

9   138   1146

10     7   1123

11   139   1120

12    31   1100

15    50    920

13   132   1093

14   150    968



決勝 9月5日  9:30

小林 悠(6) 小学生   4.04   3.88    4.04 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   -1.1   -0.7    -1.1 (905)
赤尾 悠斗(6) 小学生    X   3.86    3.86 
ｱｶｵ ﾕｳﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +0.2    +0.2 (854)
内藤 奨太(6) 小学生    X   3.66    3.66 
ﾅｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   -0.9    -0.9 (798)
伊東 吾郎(6) 小学生   3.41   3.44    3.44 
ｲﾄｳ ｺﾞﾛｳ 真田陸上教室   -0.3   -0.9    -0.9 (736)
椛島 遼大(6) 小学生    X   3.24    3.24 
ｶﾊﾞｼﾏ ﾘｮｳﾀ あさまねSC   -0.8    -0.8 (680)
東海林 悠晴(6) 小学生   3.21   3.18    3.21 
ﾄｳｶｲﾘﾝ  ﾕｳｾｲ T&F佐久平   -1.4   -1.0    -1.4 (672)
山宮 圭貴(5) 小学生   3.18   2.99    3.18 
ﾔﾏﾐﾔ ｷﾖﾀｶ 真田陸上教室   -0.4   -0.7    -0.4 (664)
田中 莉駆(6) 小学生   3.14   3.17    3.17 
ﾀﾅｶ ﾘｸ あさまねSC   -1.1    0.0     0.0 (661)
鈴木 碧(4) 小学生   3.07   2.56    3.07 
ｽｽﾞｷ ｱｵｲ あさまねSC   -0.4   -1.2    -0.4 (633)
三井 莉玖(5) 小学生   3.02   2.91    3.02 
ﾐﾂｲ ﾘｸ 真田陸上教室   -1.0   +0.7    -1.0 (619)
清水 大我(6) 小学生   2.74   2.93    2.93 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｶﾞ 真田陸上教室   -0.6   -1.5    -1.5 (594)
堀内 洋翔(5) 小学生   2.87   2.61    2.87 
ﾎﾘｳﾁ ｳﾐﾄ 真田陸上教室   -0.9   -0.3    -0.9 (577)
金子 哲大(5) 小学生    X   2.79    2.79 
ｶﾈｺ  ﾃﾂﾀ T&F佐久平   -0.8    -0.8 (554)
橋本 健(4) 小学生   2.59   2.39    2.59 
ﾊｼﾓﾄ ﾀｹﾙ 東御市陸上教室   -1.4   -1.0    -1.4 (498)
南澤 侑吾(6) 小学生    X    X 記録なし
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

15 9    50

13 4    25

14 8   150

11 14   135

12 2   132

9 1    31

10 12   139

7 10   138

8 5    34

5 3    39

6 6     7

3 13    51

4 7   140

1 15    62

2 11    58

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

小男ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞＢ

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月5日 10:40

赤尾 悠斗(6) 小学生
ｱｶｵ ﾕｳﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ (1028)
南澤 侑吾(6) 小学生
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ (870)
小林 悠(6) 小学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ (849)
内藤 奨太(6) 小学生
ﾅｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ (739)
伊東 吾郎(6) 小学生
ｲﾄｳ ｺﾞﾛｳ 真田陸上教室 (716)
椛島 遼大(6) 小学生
ｶﾊﾞｼﾏ ﾘｮｳﾀ あさまねSC (632)
金子 哲大(5) 小学生
ｶﾈｺ  ﾃﾂﾀ T&F佐久平 (616)
清水 大我(6) 小学生
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｶﾞ 真田陸上教室 (586)
田中 莉駆(6) 小学生
ﾀﾅｶ ﾘｸ あさまねSC (566)
堀内 洋翔(5) 小学生
ﾎﾘｳﾁ ｳﾐﾄ 真田陸上教室 (516)
三井 莉玖(5) 小学生
ﾐﾂｲ ﾘｸ 真田陸上教室 (501)
山宮 圭貴(5) 小学生
ﾔﾏﾐﾔ ｷﾖﾀｶ 真田陸上教室 (482)
橋本 健(4) 小学生
ﾊｼﾓﾄ ﾀｹﾙ 東御市陸上教室 (470)
鈴木 碧(4) 小学生
ｽｽﾞｷ ｱｵｲ あさまねSC (467)
東海林 悠晴(6) 小学生
ﾄｳｶｲﾘﾝ  ﾕｳｾｲ T&F佐久平 (451)

 19.24 

 20.05 

15 14     7 19.24   X

 20.17 

14 9    31 17.58 20.05

 20.78 

13 1   150 20.17   X

 21.72 

12 3   138 20.51 20.78

 22.43 

11 5   139 20.92 21.72

 24.91 

10 10   132 21.00 22.43

 25.91 

9 13    34 23.81 24.91

 27.38 

8 7   135 25.82 25.91

 28.17 

7 12    25 24.80 27.38

 32.29 

6 11    39   X 28.17

 33.44 

5 15   140 27.74 32.29

 38.82 

4 6    51 33.44 33.02

 39.88 

3 8    62 38.82   X

 47.66 

2 2    50 39.88 38.12

1 4    58   X 47.66

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

小男ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞＢ

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月5日  9:30

中学新               2800

菊池 優介(3) 中学生
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 軽井沢A&AC
降幡 諒成(3) 中学生
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 上田第五中
小林 草太(3) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 軽井沢A&AC
山本 祐弥(2) 中学生
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 小諸東中
竹内 睦喜(2) 中学生
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 野沢中
工藤 優真(2) 中学生
ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 野沢中

中学男子

四種競技            

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
1    96   2589

2  4677   2513

3    90   1991

4  4287   1919

5  4078   1848

6  4074   1764



決勝 9月5日 10:10

風速 +1.8

 1 菊池 優介(3) 中学生 14.88(864)
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 軽井沢A&AC

 2 降幡 諒成(3) 中学生 15.22(823)
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 上田第五中

 3 小林 草太(3) 中学生 16.26(704)
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 軽井沢A&AC

 4 山本 祐弥(2) 中学生 16.28(702)
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 小諸東中

 5 工藤 優真(2) 中学生 16.70(656)
ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 野沢中

 6 竹内 睦喜(2) 中学生 17.48(575)
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 野沢中

6  4074

8  4078

4    90

9  4287

7    96

5  4677

中学男子四種

110mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月5日 13:00

菊池 優介(3) 中学生
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 軽井沢A&AC (651)
降幡 諒成(3) 中学生
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 上田第五中 (510)
小林 草太(3) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 軽井沢A&AC (408)
山本 祐弥(2) 中学生
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 小諸東中 (342)
工藤 優真(2) 中学生
ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 野沢中 (316)
竹内 睦喜(2) 中学生
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 野沢中 (315)

  7.13 

  7.14 

6 3  4078  7.02  6.86  7.13

  7.59 

5 1  4074  6.88  7.14  6.86

  8.71 

4 4  4287  6.94  7.59  7.44

 10.41 

3 5    90  8.71  8.71  8.29

 12.73 

2 6  4677 10.41 10.30 10.39

1 2    96 12.12 12.73   X

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子四種

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月5日  9:30

高校新               5532

星野 青空(3) 高校生
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖高
土屋 海斗(2) 高校生 PS
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 佐久長聖高

高校男子

八種競技            

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考
1  2841  4815

2  2846  4525



決勝 9月5日 10:00

風速 +1.4

 1 星野 青空(3) 高校生 11.57(738)
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖高

 2 土屋 海斗(2) 高校生 11.66(719)
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 佐久長聖高

3  2841

2  2846

高校男子八種

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月5日 14:00

 1 星野 青空(3) 高校生 53.77(649)
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖高

 2 土屋 海斗(2) 高校生 56.10(555)
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 佐久長聖高

2  2841

3  2846

高校男子八種

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月6日 14:15

 1 星野 青空(3) 高校生 4,56.21(582)
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖高

 2 土屋 海斗(2) 高校生 5,15.74(472)
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 佐久長聖高

高校男子八種

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  2841

3  2846
PS



決勝 9月6日  9:00

風速 -0.3

 1 土屋 海斗(2) 高校生     16.42 
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 佐久長聖高

 2 星野 青空(3) 高校生     16.58 
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖高

高校男子八種

110mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  2846

2  2841



決勝 9月5日 11:00

星野 青空(3) 高校生   6.29   6.06    X    6.29 
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖高   -1.5   -0.1    -1.5 (650)
土屋 海斗(2) 高校生   6.18    X   6.20    6.20 
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 佐久長聖高   -0.3   -1.3    -1.3 (630)

1 2  2841

2 1  2846

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

高校男子八種

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月5日 13:00

土屋 海斗(2) 高校生
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 佐久長聖高 (477)
星野 青空(3) 高校生
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖高 (349)

  7.70 

  9.85 

2 2  2841  7.24  7.51  7.70

1 1  2846  9.85  9.13  9.35

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

高校男子八種

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月6日 10:20

星野 青空(3) 高校生
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖高 (534)
土屋 海斗(2) 高校生
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 佐久長聖高 (367)

高校男子八種

やり投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 1  2841 43.37 45.26 46.33

2 2  2846 34.81   X 32.39  34.81 

 46.33 
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