
日付 時刻
湿

度％
時刻 天候

気
温℃

7/25 9:00 南東 0.8 87% 9:00 曇り
東南
東

1.1 23.0

7/25 9:30 南東 1.1 87% 9:30 曇り 南東 0.7 23.5

7/25 10:00 南東 0.7 91% 10:00 曇り
南南
東

1.1 25.0

7/25 11:00 東 0.6 87% 11:00 晴れ 南東 2.1 27.0

7/25 12:00 南東 2.0 83% 12:00 晴れ 北東 0.4 28.5

7/25 13:00 南東 0.7 87% 13:00 曇り
東南
東

3.5 27.0

7/25 14:00 東 0.1 79% 14:00 雨 南東 1.0 24.5

7/25 15:00 南東 1.9 89% 15:00 曇り 北 0.9 24.5

女子

七種競技

所属

佐久長聖
2

従来の記録 備考

7/26 決勝
大会新

土屋 ほのか
4549 4351

日付
予・準
決・別

記録 氏名
クラス

種目

令和２年度 長野県高等学校総合体育大会代替大会

兼  東信地区高等学校陸上競技大会
(大会コード：20172003)

兼  2020全国高等学校リモート陸上競技選手権大会

記  録  集

主 催 長野県高等学校体育連盟長野県教育委員会

（一財）長野陸上競技協会　東信地区陸上競技協会

主 管 長野県高等学校体育連盟陸上競技専門部

期 日 令和２年７月２5日(土)、２6日(日)

後 援 公益財団法人全国高等学校体育連盟

会 場 佐久総合運動公園陸上競技場（172060）

総 務 箕輪　健二

審 判 長 細田　健司

記 録 主 任 中嶋　良太

●リモート大会

主 催 公益財団法人日本陸上競技連盟　一般財団法人長野陸上競技協会

■この大会で樹立された記録

■グラウンドコンディション

天候 風  m/sec.
気

温℃
日付 風  m/sec.

湿
度％

曇り 22.5 7/26 87%

曇り 22.0 7/26 87%

曇り 22.5 7/26 80%

雨 23.0 7/26 63%

雨 23.0 7/26 60%

雨 23.5 7/26 70%

曇り 24.5 7/26 88%

曇り 24.0 7/26 88%



令和2年度長野県高等学校総合体育大会代替大会　兼　東信地区高等学校陸上競技大会　 

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

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
07/25 男子  -0.1永井 颯太(3) 10.89 佐野 希汐(3) 11.02 神津 颯冬(3) 11.10 樋口 創太(2) 11.40 松下 祥徳(3) 11.47 栁澤  亮也(2) 11.51 辻浦 知主(2) 11.56 中山 雅月(2) 11.69

１００ｍ 高校･軽井沢 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 高校･上田西高 高校･岩村田 高校･小諸高 高校･上田西高
07/26  -2.2佐野 希汐(3) 22.15 落合 華七斗(1) 22.24 永井 颯太(3) 22.37 神津 颯冬(3) 22.57 栁澤  亮也(2) 22.96 松下 祥徳(3) 23.08 辻浦 知主(2) 23.32 中山 雅月(2) 24.17

２００ｍ 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 高校･軽井沢 高校･佐久長聖高 高校･岩村田 高校･上田西高 高校･小諸高 高校･上田西高
07/25 宮崎 日向(2) 48.32 塚田  響(3) 48.95 肥後 琉之介(2) 49.19 安坂 丈瑠(1) 49.56 小澤  優希(3) 52.95 花岡 侑(3) 53.96 尾沼 優(2) 54.71 小林 蒼空(2) 56.22

４００ｍ 高校･佐久長聖高 高校･岩村田 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 高校･岩村田 高校･上田千曲高 高校･上田 高校･上田東高
07/26 北村 隆之介(2) 1,58.36 内田 飛河(3) 1,59.14 安坂 丈瑠(1) 2,00.74 小澤  優希(3) 2,00.98 吉澤 洋樹(2) 2,01.52 五十嵐 碧(2) 2,03.72 手塚 智也(3) 2,04.06 市川 和英(1) 2,10.43

８００ｍ 高校･佐久長聖高 高校･上田西高 高校･佐久長聖高 高校･岩村田 高校･上田 高校･佐久長聖高 高校･上田西高 高校･上田西高
07/25 松尾 悠登(1) 4,00.50 吉岡 大翔(1) 4,01.79 花岡 寿哉(2) 4,02.13 長屋 匡起(1) 4,02.78 内田 飛河(3) 4,11.75 武田 寧登(1) 4,12.39 永井 蒼己(2) 4,13.39 吉澤 洋樹(2) 4,14.39

１５００ｍ 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 高校･上田西高 高校･佐久長聖高 高校･上田西高 高校･上田西高 高校･丸子修学館 高校･上田
07/26 花岡 寿哉(2) 15,22.80 岩﨑 陽生(2) 15,28.42 木村 歩峻(2) 15,40.46 小林 隼人(1) 15,55.60 土赤 本気(2) 16,09.67 永井 蒼己(2) 16,40.93 栁澤 直希(2) 17,18.44 齊藤 拓夢(3) 17,31.54

５０００ｍ 高校･上田西高 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 高校･上田西高 高校･佐久長聖高 高校･丸子修学館 高校･上田千曲高 高校･上田西高
07/25  -1.0飯島 大陽(3) 15.27 漆原 奏哉(2) 15.44 宮澤 武流(3) 15.53 浅沼  都夫(3) 16.34 関戸 勝琉(2) 17.31 小林 奎斗(2) 18.40

１１０ｍＨ 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 高校･岩村田 高校･野沢北 高校･丸子修学館
07/26 宮澤 武流(3) 54.99 塚田  響(3) 56.04 浅沼  都夫(3) 57.17 白澤 稜馬(3) 59.62 秋山 智行(2) 1,03.87

４００ｍＨ 高校･佐久長聖高 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高
07/25 村尾 雄己(2) 9,43.66 川村 智哉(2) 9,53.49 益山 颯琉(2) 10,04.56 征矢 快誠(3) 10,15.25 飯嶋 雄大(2) 10,46.52 中村 春稀(3) 11,00.07 住野 輝来(2) 11,11.39

３０００ｍＳＣ 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 高校･上田西高 高校･上田西高 高校･上田染谷丘 高校･上田西高 高校･丸子修学館
07/26 田口 紫音(2) 23,15.07 薩田  悠成(2) 27,03.45 小山田 燿次(2) 27,38.31

５０００ｍＷ 高校･上田西高 高校･岩村田 高校･野沢南
07/26 林 樹生(2) 高校･野沢北 1.70 古平 聖音(1) 1.55

走高跳 関戸 勝琉(2)高校･野沢北 高校･上田西高
07/25 佐藤 智哉(3) 6.66(+1.6) 伊藤 司騎(2) 6.56(+1.5) 春原 拓実(3) 6.45(+1.0) 高根  大樹(2)6.29(+1.4) 南澤  爽太(1)6.11(+1.6) 中村 洋平(2) 6.06(+0.3) 小林 優介(3) 6.01(+0.7) 遠藤 光(1) 5.76(+1.1)

走幅跳 高校･上田東高 高校･佐久長聖高 高校･上田千曲高 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･小諸高 高校･佐久長聖高 高校･上田東高
07/26 中村 洋平(2)13.43(+3.9) 佐藤 智哉(3)13.07(+4.5) 春原 拓実(3)13.04(+3.4) 高根  大樹(2)12.68(+3.4) 南澤  爽太(1)12.11(+3.4) 岡部 礁(2) 11.80(+2.6) 遠藤 光(1) 11.78(+2.4) 小林 奎斗(2)11.68(+1.9)

三段跳 高校･小諸高 高校･上田東高 高校･上田千曲高 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･上田千曲高 高校･上田東高 高校･丸子修学館
07/25 北澤 直也(1) 10.38 塩川 築(2) 8.76 小林 一成(1) 8.12 三井 広大(1) 6.21

砲丸投 高校･上田千曲高 高校･野沢南 高校･野沢南 高校･野沢北
07/25 久保川 優士(3) 30.31 北澤 直也(1) 23.72 羽場  太陽(1) 23.21 倉光 悠晴(1) 18.28 古川 渓人(2) 18.27 小林 一成(1) 13.98 南波 歩夢(1) 13.30

円盤投 高校･上田東高 高校･上田千曲高 高校･岩村田 高校･丸子修学館 高校･野沢北 高校･野沢南 高校･野沢南
07/25 塩川 築(2) 27.59 羽場  太陽(1) 13.58

ﾊﾝﾏｰ投 高校･野沢南 高校･岩村田
07/26 星野 青空(3) 46.76 碓氷  大樹(2) 45.13 清水 翔太(2) 37.02 倉光 悠晴(1) 33.17 三井 広大(1) 30.01 小須田 敬(2) 28.94 星野 緑風(1) 26.05 南波 歩夢(1) 21.47

やり投 高校･佐久長聖高 高校･岩村田 高校･上田千曲高 高校･丸子修学館 高校･野沢北 高校･野沢北 高校･佐久長聖高 高校･野沢南
07/25 佐久長聖高       43.16 岩村田       43.84 小諸高       45.08 上田西高       45.45 上田東高       45.82 野沢北       46.52 野沢南       46.80 上田千曲高 46.80

４×１００ｍＲ 佐野 希汐(3) 碓氷  大樹(2) 寺島 恒輔(1) 古平 聖音(1) 小林 蒼空(2) 田崎 佑冴(2) 三井 智世(1) 岡部 礁(2)
神津 颯冬(3) 塚田  響(3) 中村 洋平(2) 中山 雅月(2) 小泉 迅矢(2) 寺尾 朝陽(1) 間島 聖(2) 春原 拓実(3)
伊藤 司騎(2) 高根  大樹(2) 髙野 来斗(2) 宮原 京太(1) 遠藤 佳斗(3) 林 樹生(2) 三浦 渓太(1) 清水 翔太(2)
樋口 創太(2) 栁澤  亮也(2) 辻浦 知主(2) 松下 祥徳(3) 佐藤 智哉(3) 関戸 勝琉(2) 坪井 泰生(1) 北澤 直也(1)

07/26 佐久長聖高     3,19.44 岩村田     3,26.90 上田西高     3,32.86 上田千曲高     3,33.97 上田東高     3,41.81 野沢北     3,44.75 小諸高     3,45.50 丸子修学館     3,47.30
４×４００ｍＲ 肥後 琉之介(2) 浅沼  都夫(3) 松下 祥徳(3) 春原 拓実(3) 小林 蒼空(2) 田崎 佑冴(2) 中村 洋平(2) 小林 奎斗(2)

佐野 希汐(3) 塚田  響(3) 手塚 智也(3) 花岡 侑(3) 森 紘輔(3) 林 樹生(2) 竹内 暖(2) 永井 蒼己(2)
北村 隆之介(2) 小澤  優希(3) 中山 雅月(2) 岡部 礁(2) 小泉 迅矢(2) 太田 京平(1) 寺島 恒輔(1) 大神 健太(1)
宮崎 日向(2) 中澤  颯太(3) 内田 飛河(3) 髙野 竜志(2) 佐藤 智哉(3) 関戸 勝琉(2) 辻浦 知主(2) 住野 輝来(2)

07/26 星野 青空(3) 4757 土屋 海斗(2) 4704 中澤  颯太(3) 4657 田崎 佑冴(2) 3594 西澤 貴寛(1) 2995 岡田 陸(1) 2678
八種競技 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 高校･岩村田 高校･野沢北 高校･丸子修学館 高校･野沢北



予選 7月25日 11:05
決勝 7月25日 13:30

県高新(KR)          10.32
大会新(GR)          10.50

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速  0.0

 1 樋口 創太(2) 高校     11.27 q  1 永井 颯太(3) 高校     11.01 q
ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ 佐久長聖高 ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 軽井沢

 2 辻浦 知主(2) 高校     11.41 q  2 松下 祥徳(3) 高校     11.43 q
ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 小諸高 ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾉﾘ 上田西高

 3 中澤 光希(1) 高校     11.71  3 小泉 迅矢(2) 高校     11.84 
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 上田染谷丘 ｺｲｽﾞﾐ ﾄｷﾔ 上田東高

 4 岡部 礁(2) 高校     11.83  4 小倉 稔(2) 高校     11.92 
ｵｶﾍﾞ ｼｮｳ 上田千曲高 ｵｸﾞﾗ ﾐﾉﾙ 上田染谷丘

 5 宮澤 脩也(2) 高校     11.89  5 寺尾 朝陽(1) 高校     12.27 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｼｭｳﾔ 上田 ﾃﾗｵ ｱｻﾋ 野沢北

 6 碓氷  大樹(2) 高校     11.90  6 栁澤 柑太(1) 高校     12.84 
ｳｽｲ ﾀｲｷ 岩村田 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 野沢南

 7 遠藤 佳斗(3) 高校     12.35  7 馬場 滉太(1) 高校     13.86 
ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ 上田東高 ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾀ 丸子修学館

[ 3組] 風速 -0.1 [ 4組] 風速 -0.4

 1 佐野 希汐(3) 高校     11.07 q  1 神津 颯冬(3) 高校     11.06 q
ｻﾉ ｷｾｷ 佐久長聖高 ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ 佐久長聖高

 2 栁澤  亮也(2) 高校     11.51 q  2 中山 雅月(2) 高校     11.71 
ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 岩村田 ﾅｶﾔﾏ ｶﾂﾞｷ 上田西高

 3 外川 亮太(3) 高校     11.84  3 髙野 来斗(2) 高校     11.96 
ﾄｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 小諸高 ﾀｶﾉ ﾗｲﾄ 小諸高

 4 間島 聖(2) 高校     11.86  4 尾沼 優(2) 高校     12.01 
ﾏｼﾏ ﾋｼﾞﾘ 野沢南 ｵﾇﾏ ﾕｳ 上田

 5 関 旭流(2) 高校     12.46  5 三井 智世(1) 高校     12.46 
ｾｷ ｱｹﾙ 上田 ﾐﾂｲ ﾄﾓｾ 野沢南

 6 宮原 京太(1) 高校     12.57 石井  佑磨(2) 高校
ﾐﾔﾊﾗ ｷｮｳﾀ 上田西高 ｲｼｲ ﾕｳﾏ 岩村田

 7 太田 京平(1) 高校     13.05 櫻井 英輝(1) 高校
ｵｵﾀ ｷｮｳﾍｲ 野沢北 ｻｸﾗｲ ｱｲｷ 上田東高
中山 悠(2) 高校
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳ 丸子修学館

風速 -0.1

 1 永井 颯太(3) 高校     10.89 
ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 軽井沢

 2 佐野 希汐(3) 高校     11.02 
ｻﾉ ｷｾｷ 佐久長聖高

 3 神津 颯冬(3) 高校     11.10 
ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ 佐久長聖高

 4 樋口 創太(2) 高校     11.40 
ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ 佐久長聖高

 5 松下 祥徳(3) 高校     11.47 
ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾉﾘ 上田西高

 6 栁澤  亮也(2) 高校     11.51 
ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 岩村田

 7 辻浦 知主(2) 高校     11.56 
ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 小諸高

 8 中山 雅月(2) 高校     11.69 
ﾅｶﾔﾏ ｶﾂﾞｷ 上田西高

8  2823

2  2773

9  2788

3  1585

7  2803

5  2848

4  1693

6  2805

3  1752
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

9  1531 7  1812
欠場

2  1914 4  1588
欠場

8  1779 2  1579

7  1575 8  1777

5  1712 3  2827

6  1585 6  2773

4  2805 5  2803
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7  1797 6  1758

6  1583 7  1553

2  1781 3  1532

3  1880 2  1852

8  1855 8  1815

5  2823 5  2788

4  2848 4  1693
記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

男子

１００ｍ

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 7月26日 10:00
決勝 7月26日 14:05

県高新(KR)          20.93
大会新(GR)          21.26

[ 1組] 風速 -1.4 [ 2組] 風速 -0.9

 1 神津 颯冬(3) 高校     22.96 q  1 佐野 希汐(3) 高校     22.35 q
ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ 佐久長聖高 ｻﾉ ｷｾｷ 佐久長聖高

 2 辻浦 知主(2) 高校     23.22 q  2 永井 颯太(3) 高校     22.54 q
ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 小諸高 ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 軽井沢

 3 中山 雅月(2) 高校     24.25 q  3 外川 亮太(3) 高校     24.34 
ﾅｶﾔﾏ ｶﾂﾞｷ 上田西高 ﾄｶﾞﾜ ﾘｮｳﾀ 小諸高

 4 関 旭流(2) 高校     25.18  4 小倉 稔(2) 高校     24.40 
ｾｷ ｱｹﾙ 上田 ｵｸﾞﾗ ﾐﾉﾙ 上田染谷丘
櫻井 英輝(1) 高校  5 宮原 京太(1) 高校     25.51 
ｻｸﾗｲ ｱｲｷ 上田東高 ﾐﾔﾊﾗ ｷｮｳﾀ 上田西高
中山 悠(2) 高校  6 佐藤 良太(1) 高校     26.32 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳ 丸子修学館 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 上田
石井  佑磨(2) 高校  7 小宮山  登生(2) 高校     26.65 
ｲｼｲ ﾕｳﾏ 岩村田 ｺﾐﾔﾏ ﾄｳｲ 岩村田
島谷 泰青(1) 高校 坪井 泰生(1) 高校
ｼﾏﾔ ﾀｲｾｲ 野沢北 ﾂﾎﾞｲ ﾀｲｾｲ 野沢南

[ 3組] 風速 -1.3

 1 落合 華七斗(1) 高校     22.36 q
ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 佐久長聖高

 2 栁澤  亮也(2) 高校     23.11 q
ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 岩村田

 3 松下 祥徳(3) 高校     23.17 q
ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾉﾘ 上田西高

 4 小泉 迅矢(2) 高校     24.31 
ｺｲｽﾞﾐ ﾄｷﾔ 上田東高

 5 中澤 光希(1) 高校     24.96 
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 上田染谷丘

 6 三井 智世(1) 高校     25.99 
ﾐﾂｲ ﾄﾓｾ 野沢南
寺尾 朝陽(1) 高校
ﾃﾗｵ ｱｻﾋ 野沢北

風速 -2.2

 1 佐野 希汐(3) 高校     22.15 
ｻﾉ ｷｾｷ 佐久長聖高

 2 落合 華七斗(1) 高校     22.24 
ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 佐久長聖高

 3 永井 颯太(3) 高校     22.37 
ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 軽井沢

 4 神津 颯冬(3) 高校     22.57 
ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ 佐久長聖高

 5 栁澤  亮也(2) 高校     22.96 
ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ 岩村田

 6 松下 祥徳(3) 高校     23.08 
ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾉﾘ 上田西高

 7 辻浦 知主(2) 高校     23.32 
ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 小諸高

 8 中山 雅月(2) 高校     24.17 
ﾅｶﾔﾏ ｶﾂﾞｷ 上田西高

3  2823

2  2773

8  1585

9  2788

7  1693

6  2803

5  2805

4  2809

2  1532
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
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7  1579

6  2788

8  1815

5  2809

4  1585

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

2  1586

8  1554

4  1914
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記録／備考
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5  1693

6  2803

5  2823

7  1712

9  1530

2  1812
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4  1752

3  2773

8  1779

欠場
7  1588

欠場

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 No. 氏  名 所属名 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名記録／備考



予選 7月25日 10:10
決勝 7月25日 12:30

県高新(KR)          46.98
大会新(GR)          47.76

[ 1組] [ 2組]

 1 肥後 琉之介(2) 高校     48.94 Q  1 宮崎 日向(2) 高校     48.53 Q
ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖高 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 佐久長聖高

 2 塚田  響(3) 高校     49.22 Q  2 安坂 丈瑠(1) 高校     49.59 Q
ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 岩村田 ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 佐久長聖高

 3 花岡 侑(3) 高校     53.25 Q  3 小澤  優希(3) 高校     53.24 Q
ﾊﾅｵｶ ｱﾂﾑ 上田千曲高 ｵｻﾜ ﾕｳｷ 岩村田

 4 尾沼 優(2) 高校     53.45 q  4 三浦 渓太(1) 高校     57.11 
ｵﾇﾏ ﾕｳ 上田 ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 野沢南

 5 小林 蒼空(2) 高校     53.84 q  5 間島 聖(2) 高校     57.70 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 上田東高 ﾏｼﾏ ﾋｼﾞﾘ 野沢南

 6 林 樹生(2) 高校     55.07  6 加藤 颯人(1) 高校   1,01.25 
ﾊﾔｼ ﾐｷｵ 野沢北 ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 上田千曲高

 7 小宮山  登生(2) 高校     57.44 森 紘輔(3) 高校
ｺﾐﾔﾏ ﾄｳｲ 岩村田 ﾓﾘ ｺｳｽｹ 上田東高

 8 坪井 泰生(1) 高校     58.93 
ﾂﾎﾞｲ ﾀｲｾｲ 野沢南

 1 宮崎 日向(2) 高校     48.32 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 佐久長聖高

 2 塚田  響(3) 高校     48.95 
ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 岩村田

 3 肥後 琉之介(2) 高校     49.19 
ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖高

 4 安坂 丈瑠(1) 高校     49.56 
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 佐久長聖高

 5 小澤  優希(3) 高校     52.95 
ｵｻﾜ ﾕｳｷ 岩村田

 6 花岡 侑(3) 高校     53.96 
ﾊﾅｵｶ ｱﾂﾑ 上田千曲高

 7 尾沼 優(2) 高校     54.71 
ｵﾇﾏ ﾕｳ 上田

 8 小林 蒼空(2) 高校     56.22 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 上田東高

8  1610

9  1885

2  1777

3  1814

4  2806

5  1615

7  2849

6  2808

2  1554

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

9  1539 3  1889

3  1586 4  1798

4  1777 8  1555

8  1814 2  1575

6  2849 5  2806

5  1615 7  2808

7  1885 6  1610

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子

４００ｍ

予選 通過基準  2組  3着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 7月26日 10:45
決勝 7月26日 13:40

県高新(KR)        1,48.46
大会新(GR)        1,48.50

[ 1組] [ 2組]

 1 北村 隆之介(2) 高校   2,00.97 Q  1 安坂 丈瑠(1) 高校   2,02.34 Q
ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖高 ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 佐久長聖高

 2 吉澤 洋樹(2) 高校   2,02.42 Q  2 内田 飛河(3) 高校   2,03.59 Q
ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 上田 ｳﾁﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 上田西高

 3 手塚 智也(3) 高校   2,02.45 q  3 飯田  悠誠(2) 高校   2,07.80 
ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓﾔ 上田西高 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｾｲ 岩村田

 4 髙野 竜志(2) 高校   2,08.96  4 大塚 空冬(1) 高校   2,12.62 
ﾀｶﾉ ﾘｭｳｼﾞ 上田千曲高 ｵｵﾂｶ ｸｳﾄ 野沢南

 5 倉沢 昂希(1) 高校   2,29.55  5 太田 京平(1) 高校   2,13.44 
ｸﾗｻﾜ ｺｳｷ 上田染谷丘 ｵｵﾀ ｷｮｳﾍｲ 野沢北
大井  奏汰(1) 高校  6 大場 柊也(2) 高校   2,25.01 
ｵｵｲ ｿｳﾀ 岩村田 ｵｵﾊﾞ ｼｭｳﾔ 上田染谷丘

 7 坂本 智哉(2) 高校   2,26.10 
ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾔ 上田千曲高

[ 3組]

 1 五十嵐 碧(2) 高校   2,01.76 Q
ｲｶﾞﾗｼ ｱｵｲ 佐久長聖高

 2 小澤  優希(3) 高校   2,03.11 Q
ｵｻﾜ ﾕｳｷ 岩村田

 3 市川 和英(1) 高校   2,06.65 q
ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 上田西高

 4 花岡 侑(3) 高校   2,06.75 
ﾊﾅｵｶ ｱﾂﾑ 上田千曲高

 5 酒井 瞬(1) 高校   2,14.16 
ｻｶｲ ｼｭﾝ 上田染谷丘
森 紘輔(3) 高校
ﾓﾘ ｺｳｽｹ 上田東高

 1 北村 隆之介(2) 高校   1,58.36 
ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖高

 2 内田 飛河(3) 高校   1,59.14 
ｳﾁﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 上田西高

 3 安坂 丈瑠(1) 高校   2,00.74 
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 佐久長聖高

 4 小澤  優希(3) 高校   2,00.98 
ｵｻﾜ ﾕｳｷ 岩村田

 5 吉澤 洋樹(2) 高校   2,01.52 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 上田

 6 五十嵐 碧(2) 高校   2,03.72 
ｲｶﾞﾗｼ ｱｵｲ 佐久長聖高

 7 手塚 智也(3) 高校   2,04.06 
ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓﾔ 上田西高

 8 市川 和英(1) 高校   2,10.43 
ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 上田西高

6  1913

2  1908

8  1783

5  1669

1  2808

7  1610

記録／備考
4  2811

3  1911

決勝

順 No. 氏  名 所属名

8  1857

4  1798
欠場
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6  1885
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3  1610

6  1886

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

失格

順 No. 氏  名 所属名記録／備考

7  1531

9  1854

8  1581

3  1551

8  1856

6  1589

5  1913

7  1881

4  2811

3  1783

男子

８００ｍ

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  2808

4  1911



決勝 7月25日 12:55

県高新            3,38.49
大会新            3,51.92

[ 1組] [ 2組]

 1 酒井 瞬(1) 高校   4,33.43  1 松尾 悠登(1) 高校   4,00.50 
ｻｶｲ ｼｭﾝ 上田染谷丘 ﾏﾂｵ ﾊﾙﾄ 佐久長聖高

 2 大神 健太(1) 高校   4,35.21  2 吉岡 大翔(1) 高校   4,01.79 
ｵｵｶﾞﾐ ｹﾝﾀ 丸子修学館 ﾖｼｵｶ ﾋﾛﾄ 佐久長聖高

 3 竹内 暖(2) 高校   4,35.76  3 花岡 寿哉(2) 高校   4,02.13 
ﾀｹｳﾁ ﾋﾅﾀ 小諸高 ﾊﾅｵｶ ﾋｻﾔ 上田西高

 4 依田 柊斗(2) 高校   4,38.77  4 長屋 匡起(1) 高校   4,02.78 
ﾖﾀﾞ ｼｭｳﾄ 上田 ﾅｶﾞﾔ ﾏｻｷ 佐久長聖高

 5 栁澤 柑太(1) 高校   4,45.24  5 内田 飛河(3) 高校   4,11.75 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 野沢南 ｳﾁﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 上田西高

 6 松澤 由治(2) 高校   4,46.43  6 武田 寧登(1) 高校   4,12.39 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼﾊﾙ 野沢北 ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ 上田西高

 7 大井  奏汰(1) 高校   4,46.60  7 永井 蒼己(2) 高校   4,13.39 
ｵｵｲ ｿｳﾀ 岩村田 ﾅｶﾞｲ ｿｳｷ 丸子修学館

 8 薩田  悠成(2) 高校   4,47.38  8 吉澤 洋樹(2) 高校   4,14.39 
ｻｯﾀ ﾕｳｾｲ 岩村田 ﾖｼｻﾞﾜ ﾋﾛｷ 上田

 9 小山田 燿次(2) 高校   4,51.26  9 飯田  悠誠(2) 高校   4,21.68 
ｵﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 野沢南 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｾｲ 岩村田

10 丸尾 遼(2) 高校   4,52.47 10 栁澤 直希(2) 高校   4,23.53 
ﾏﾙｵ ﾊﾙｶ 上田東高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵｷ 上田千曲高

11 小林 圭太(1) 高校   4,54.33 11 髙野 竜志(2) 高校   4,32.77 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 野沢南 ﾀｶﾉ ﾘｭｳｼﾞ 上田千曲高
古越 大翔(2) 高校 出口 哲也(2) 高校
ﾌﾙｺｼ ﾀﾞｲﾄ 上田東高 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 上田
大場 柊也(2) 高校
ｵｵﾊﾞ ｼｭｳﾔ 上田染谷丘

欠場 欠場
8  1854

欠場

6  1816 9  1780

9  1580 12  1881

12  1809 6  1882

3  1576 11  1581

10  1587 8  1783

7  1589 3  1750

1  1534 2  1910

13  1553 4  1911

5  1785 1  1646

所属名 記録／備考
4  1857 5  1647

11  2826 10  2771

2  1755 7  1649

男子

１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名



   1 松尾 悠登(1) 高校 佐久長聖高     4,00.50   2   1
   2 吉岡 大翔(1) 高校 佐久長聖高     4,01.79   2   2
   3 花岡 寿哉(2) 高校 上田西高     4,02.13   2   3
   4 長屋 匡起(1) 高校 佐久長聖高     4,02.78   2   4
   5 内田 飛河(3) 高校 上田西高     4,11.75   2   5
   6 武田 寧登(1) 高校 上田西高     4,12.39   2   6
   7 永井 蒼己(2) 高校 丸子修学館     4,13.39   2   7
   8 吉澤 洋樹(2) 高校 上田     4,14.39   2   8
   9 飯田  悠誠(2) 高校 岩村田     4,21.68   2   9
  10 栁澤 直希(2) 高校 上田千曲高     4,23.53   2  10
  11 髙野 竜志(2) 高校 上田千曲高     4,32.77   2  11
  12 酒井 瞬(1) 高校 上田染谷丘     4,33.43   1   1
  13 大神 健太(1) 高校 丸子修学館     4,35.21   1   2
  14 竹内 暖(2) 高校 小諸高     4,35.76   1   3
  15 依田 柊斗(2) 高校 上田     4,38.77   1   4
  16 栁澤 柑太(1) 高校 野沢南     4,45.24   1   5
  17 松澤 由治(2) 高校 野沢北     4,46.43   1   6
  18 大井  奏汰(1) 高校 岩村田     4,46.60   1   7
  19 薩田  悠成(2) 高校 岩村田     4,47.38   1   8
  20 小山田 燿次(2) 高校 野沢南     4,51.26   1   9
  21 丸尾 遼(2) 高校 上田東高     4,52.47   1  10
  22 小林 圭太(1) 高校 野沢南     4,54.33   1  11

 1534
 1589
 1587
 1576
 1809
 1580

 1881
 1857
 1755
 2826
 1785
 1553

 1911
 1910
 1750
 1783
 1581
 1882

組 順位
 1647
 1649
 2771
 1646

１５００ｍ
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

男子



決勝 7月26日 12:55

県高新(KR)       13,45.23
大会新(GR)       14,12.01

 1 花岡 寿哉(2) 高校  15,22.80 
ﾊﾅｵｶ ﾋｻﾔ 上田西高

 2 岩﨑 陽生(2) 高校  15,28.42 
ｲﾜｻｷ ﾖｳ 佐久長聖高

 3 木村 歩峻(2) 高校  15,40.46 
ｷﾑﾗ ﾎﾀﾞｶ 佐久長聖高

 4 小林 隼人(1) 高校  15,55.60 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 上田西高

 5 土赤 本気(2) 高校  16,09.67 
ﾂﾁｱｶ ﾏｼﾞ 佐久長聖高

 6 永井 蒼己(2) 高校  16,40.93 
ﾅｶﾞｲ ｿｳｷ 丸子修学館

 7 栁澤 直希(2) 高校  17,18.44 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵｷ 上田千曲高

 8 齊藤 拓夢(3) 高校  17,31.54 
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾑ 上田西高

 9 大神 健太(1) 高校  17,42.93 
ｵｵｶﾞﾐ ｹﾝﾀ 丸子修学館

10 竹内 暖(2) 高校  18,10.16 
ﾀｹｳﾁ ﾋﾅﾀ 小諸高

11 住野 輝来(2) 高校  18,30.01 
ｽﾐﾉ ｷﾗ 丸子修学館

12 松澤 由治(2) 高校  19,27.37 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾖｼﾊﾙ 野沢北
宮下 輝海(1) 高校
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾐ 上田千曲高
飯嶋 雄大(2) 高校
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾛ 上田染谷丘 欠場

14  1754

11  1534

5  1888
欠場

12  1853

7  1882

4  2778

8  1755

9  2826

13  1663

6  1909

3  1664

2  1750

男子

５０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
10  2771

1  1661



決勝 7月25日 12:00

県高新(KR)          14.44
大会新(GR)          14.60

風速 -1.0

 1 飯島 大陽(3) 高校     15.27 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 佐久長聖高

 2 漆原 奏哉(2) 高校     15.44 
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ 佐久長聖高

 3 宮澤 武流(3) 高校     15.53 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 佐久長聖高

 4 浅沼  都夫(3) 高校     16.34 
ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ 岩村田

 5 関戸 勝琉(2) 高校     17.31 
ｾｷﾄﾞ ｽｸﾞﾙ 野沢北

 6 小林 奎斗(2) 高校     18.40 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 丸子修学館
中島 良(1) 高校
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 岩村田
遠藤 佳斗(3) 高校
ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ 上田東高 欠場

6  1536

8  1751

1  1592
失格

2  1797

5  2802

7  2845

3  2842

4  1611

男子

１１０ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月26日 12:30

県高新(KR)          51.36
大会新(GR)          51.76

 1 宮澤 武流(3) 高校     54.99 
ﾐﾔｻﾞﾜ ﾀｹﾙ 佐久長聖高

 2 塚田  響(3) 高校     56.04 
ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 岩村田

 3 浅沼  都夫(3) 高校     57.17 
ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ 岩村田

 4 白澤 稜馬(3) 高校     59.62 
ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ 佐久長聖高

 5 秋山 智行(2) 高校   1,03.87 
ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 佐久長聖高
三浦 渓太(1) 高校
ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 野沢南
小林 蒼空(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 上田東高

8  1814
欠場

7  2814

2  1555
欠場

5  2842

4  1615

6  1611

3  2812

男子

４００ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月25日 14:20

県高新(KR)        8,51.11
大会新(GR)        9,08.67

 1 村尾 雄己(2) 高校   9,43.66 
ﾑﾗｵ ﾕｳｷ 佐久長聖高

 2 川村 智哉(2) 高校   9,53.49 
ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾔ 佐久長聖高

 3 益山 颯琉(2) 高校  10,04.56 
ﾏｽﾔﾏ ﾊﾙ 上田西高

 4 征矢 快誠(3) 高校  10,15.25 
ｿﾔ ｶｲｾｲ 上田西高

 5 飯嶋 雄大(2) 高校  10,46.52 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾛ 上田染谷丘

 6 中村 春稀(3) 高校  11,00.07 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ 上田西高

 7 住野 輝来(2) 高校  11,11.39 
ｽﾐﾉ ｷﾗ 丸子修学館
宮下 輝海(1) 高校
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾐ 上田千曲高 失格

1  1853

7  2776

6  1754

2  1888

4  1665

8  1662

3  2779

5  1906

男子

３０００ｍＳＣ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月26日 11:10

県高新(KR)       19,45.72
大会新(GR)       19,45.72

 1 田口 紫音(2) 高校  23,15.07 
ﾀｸﾞﾁ ｼｵﾝ 上田西高

 2 薩田  悠成(2) 高校  27,03.45 
ｻｯﾀ ﾕｳｾｲ 岩村田

 3 小山田 燿次(2) 高校  27,38.31 
ｵﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｼﾞ 野沢南

1  1576

2  2780

3  1587

男子

５０００ｍＷ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月25日 15:00

県高新(KR)          40.95
大会新(GR)          41.09

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 上田西高  1915 古平 聖音(1)     45.45  1   4 佐久長聖高  2805 佐野 希汐(3)     43.16 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｵﾄ ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ｻﾉ ｷｾｷ
 2773 中山 雅月(2)  2803 神津 颯冬(3)

ﾅｶﾔﾏ ｶﾂﾞｷ ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ
 1914 宮原 京太(1)  2815 伊藤 司騎(2)

ﾐﾔﾊﾗ ｷｮｳﾀ ｲﾄｳ ｼｷ
 2788 松下 祥徳(3)  2848 樋口 創太(2)

ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾉﾘ ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ
 2   3 野沢南  1579 三井 智世(1)     46.80  2   6 岩村田  1583 碓氷  大樹(2)     43.84 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐ ﾐﾂｲ ﾄﾓｾ ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｳｽｲ ﾀｲｷ
 1575 間島 聖(2)  1615 塚田  響(3)

ﾏｼﾏ ﾋｼﾞﾘ ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ
 1555 三浦 渓太(1)  1584 高根  大樹(2)

ﾐｳﾗ ｹｲﾀ ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ
 1554 坪井 泰生(1)  1585 栁澤  亮也(2)

ﾂﾎﾞｲ ﾀｲｾｲ ﾔﾅｷﾞｻﾞﾜ ﾘｮｳﾔ
 3   5 上田千曲高  1880 岡部 礁(2)     46.80  3   3 小諸高  2830 寺島 恒輔(1)     45.08 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｵｶﾍﾞ ｼｮｳ ｺﾓﾛ ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ
 1883 春原 拓実(3)  2822 中村 洋平(2)

ｽﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ
 1878 清水 翔太(2)  2827 髙野 来斗(2)

ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ ﾀｶﾉ ﾗｲﾄ
 1887 北澤 直也(1)  2823 辻浦 知主(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾔ ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ
 4   7 上田染谷丘  1855 中澤 光希(1)     47.37  4   5 上田東高  1814 小林 蒼空(2)     45.82 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼ ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ
 1852 小倉 稔(2)  1815 小泉 迅矢(2)

ｵｸﾞﾗ ﾐﾉﾙ ｺｲｽﾞﾐ ﾄｷﾔ
 1857 酒井 瞬(1)  1797 遠藤 佳斗(3)

ｻｶｲ ｼｭﾝ ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ
 1854 大場 柊也(2)  1813 佐藤 智哉(3)

ｵｵﾊﾞ ｼｭｳﾔ ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ
 5   6 丸子修学館  1758 馬場 滉太(1)     49.41  5   7 野沢北  1537 田崎 佑冴(2)     46.52 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝ ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾀ ﾉｻﾞﾜｷﾀ ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ
 1751 小林 奎斗(2)  1532 寺尾 朝陽(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ ﾃﾗｵ ｱｻﾋ
 1756 倉光 悠晴(1)  1539 林 樹生(2)

ｸﾗﾐﾂ ﾕｳｾｲ ﾊﾔｼ ﾐｷｵ
 1757 西澤 貴寛(1)  1536 関戸 勝琉(2)

ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ ｾｷﾄﾞ ｽｸﾞﾙ

男子

４×１００ｍＲ

決勝



   1 佐久長聖高     43.16 佐野 希汐(3) 神津 颯冬(3) 伊藤 司騎(2) 樋口 創太(2)   2   1
   2 岩村田     43.84 碓氷  大樹(2) 塚田  響(3) 高根  大樹(2) 栁澤  亮也(2)   2   2
   3 小諸高     45.08 寺島 恒輔(1) 中村 洋平(2) 髙野 来斗(2) 辻浦 知主(2)   2   3
   4 上田西高     45.45 古平 聖音(1) 中山 雅月(2) 宮原 京太(1) 松下 祥徳(3)   1   1
   5 上田東高     45.82 小林 蒼空(2) 小泉 迅矢(2) 遠藤 佳斗(3) 佐藤 智哉(3)   2   4
   6 野沢北     46.52 田崎 佑冴(2) 寺尾 朝陽(1) 林 樹生(2) 関戸 勝琉(2)   2   5
   7 野沢南     46.80 三井 智世(1) 間島 聖(2) 三浦 渓太(1) 坪井 泰生(1)   1   2
   8 上田千曲高     46.80 岡部 礁(2) 春原 拓実(3) 清水 翔太(2) 北澤 直也(1)   1   3
   9 上田染谷丘     47.37 中澤 光希(1) 小倉 稔(2) 酒井 瞬(1) 大場 柊也(2)   1   4
  10 丸子修学館     49.41 馬場 滉太(1) 小林 奎斗(2) 倉光 悠晴(1) 西澤 貴寛(1)   1   5

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位ｵｰﾀﾞｰ1

男子

４×１００ｍＲ

備考 ｵｰﾀﾞｰ2

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録



決勝 7月26日 15:50

県高新(KR)        3,15.22
大会新(GR)        3,16.36

[ 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   5 野沢北  1537 田崎 佑冴(2)   3,44.75  1   4 佐久長聖高  2849 肥後 琉之介(2)   3,19.44 

ﾉｻﾞﾜｷﾀ ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ
 1539 林 樹生(2)  2805 佐野 希汐(3)

ﾊﾔｼ ﾐｷｵ ｻﾉ ｷｾｷ
 1531 太田 京平(1)  2811 北村 隆之介(2)

ｵｵﾀ ｷｮｳﾍｲ ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ
 1536 関戸 勝琉(2)  2806 宮崎 日向(2)

ｾｷﾄﾞ ｽｸﾞﾙ ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ
 2   4 小諸高  2822 中村 洋平(2)   3,45.50  2   5 岩村田  1611 浅沼  都夫(3)   3,26.90 

ｺﾓﾛ ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ
 2826 竹内 暖(2)  1615 塚田  響(3)

ﾀｹｳﾁ ﾋﾅﾀ ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ
 2830 寺島 恒輔(1)  1610 小澤  優希(3)

ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ ｵｻﾜ ﾕｳｷ
 2823 辻浦 知主(2)  1616 中澤  颯太(3)

ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ
 3   7 丸子修学館  1751 小林 奎斗(2)   3,47.30  3   6 上田西高  2788 松下 祥徳(3)   3,32.86 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝ ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ﾏﾂｼﾀ ﾖｼﾉﾘ
 1750 永井 蒼己(2)  1913 手塚 智也(3)

ﾅｶﾞｲ ｿｳｷ ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓﾔ
 1755 大神 健太(1)  2773 中山 雅月(2)

ｵｵｶﾞﾐ ｹﾝﾀ ﾅｶﾔﾏ ｶﾂﾞｷ
 1754 住野 輝来(2)  1911 内田 飛河(3)

ｽﾐﾉ ｷﾗ ｳﾁﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ
 4   6 野沢南  1579 三井 智世(1)   3,52.97  4   8 上田千曲高  1883 春原 拓実(3)   3,33.97 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐ ﾐﾂｲ ﾄﾓｾ ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｽﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ
 1575 間島 聖(2)  1885 花岡 侑(3)

ﾏｼﾏ ﾋｼﾞﾘ ﾊﾅｵｶ ｱﾂﾑ
 1553 栁澤 柑太(1)  1880 岡部 礁(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ ｵｶﾍﾞ ｼｮｳ
 1576 小山田 燿次(2)  1881 髙野 竜志(2)

ｵﾔﾏﾀﾞ ﾖｳｼﾞ ﾀｶﾉ ﾘｭｳｼﾞ
 5   3 上田染谷丘  1857 酒井 瞬(1)   4,01.38  5   3 上田東高  1814 小林 蒼空(2)   3,41.81 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ｻｶｲ ｼｭﾝ ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼ ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ
 1856 倉沢 昂希(1)  1798 森 紘輔(3)

ｸﾗｻﾜ ｺｳｷ ﾓﾘ ｺｳｽｹ
 1853 飯嶋 雄大(2)  1815 小泉 迅矢(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾛ ｺｲｽﾞﾐ ﾄｷﾔ
 1854 大場 柊也(2)  1813 佐藤 智哉(3)

ｵｵﾊﾞ ｼｭｳﾔ ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ
  7 上田

ｳｴﾀﾞ 欠場

男子

４×４００ｍＲ

決勝



   1 佐久長聖高   3,19.44 肥後 琉之介(2)佐野 希汐(3) 北村 隆之介(2)宮崎 日向(2)   2   1
   2 岩村田   3,26.90 浅沼  都夫(3) 塚田  響(3) 小澤  優希(3) 中澤  颯太(3)   2   2
   3 上田西高   3,32.86 松下 祥徳(3) 手塚 智也(3) 中山 雅月(2) 内田 飛河(3)   2   3
   4 上田千曲高   3,33.97 春原 拓実(3) 花岡 侑(3) 岡部 礁(2) 髙野 竜志(2)   2   4
   5 上田東高   3,41.81 小林 蒼空(2) 森 紘輔(3) 小泉 迅矢(2) 佐藤 智哉(3)   2   5
   6 野沢北   3,44.75 田崎 佑冴(2) 林 樹生(2) 太田 京平(1) 関戸 勝琉(2)   1   1
   7 小諸高   3,45.50 中村 洋平(2) 竹内 暖(2) 寺島 恒輔(1) 辻浦 知主(2)   1   2
   8 丸子修学館   3,47.30 小林 奎斗(2) 永井 蒼己(2) 大神 健太(1) 住野 輝来(2)   1   3
   9 野沢南   3,52.97 三井 智世(1) 間島 聖(2) 栁澤 柑太(1) 小山田 燿次(2)  1   4
  10 上田染谷丘   4,01.38 酒井 瞬(1) 倉沢 昂希(1) 飯嶋 雄大(2) 大場 柊也(2)   1   5

ｵｰﾀﾞｰ1

男子

４×４００ｍＲ
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4



決勝 7月26日  9:40

県高新(KR)           2.17
大会新(GR)           2.10

林 樹生(2) 高校
ﾊﾔｼ ﾐｷｵ 野沢北
関戸 勝琉(2) 高校
ｾｷﾄﾞ ｽｸﾞﾙ 野沢北
古平 聖音(1) 高校
ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｵﾄ 上田西高
土屋 海斗(2) 高校
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 佐久長聖高
佐々木 幸葉(1) 高校 欠場
ｻｻｷ ｺｳﾖｳ 上田東高

1  1811

- - XXX

 1.55

5  2846 - - - - -

XO XXX3 2  1915 O O O

XO O XXX  1.70

 1.70

1 4  1536 - - - O O

O XO O O XXX

記録 備考
1 3  1539 - - -

1m50 1m55 1m60 1m65 1m70 1m75

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m40 1m45



決勝 7月25日 13:30

県高新(KR)           7.61
大会新(GR)           7.29

佐藤 智哉(3) 高校   6.00    X   6.46    X   6.66   6.57    6.66 
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 上田東高   +1.4   +0.6   +1.6   +1.7    +1.6
伊藤 司騎(2) 高校   6.33    X    X    X   6.43   6.56    6.56 
ｲﾄｳ ｼｷ 佐久長聖高   +0.9   +1.4   +1.5    +1.5
春原 拓実(3) 高校    X   6.45    X    X    X    X    6.45 
ｽﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ 上田千曲高   +1.0    +1.0
高根  大樹(2) 高校   6.19   6.12   5.97    X    X   6.29    6.29 
ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ 岩村田   +1.6   +1.0   +0.5   +1.4    +1.4
南澤  爽太(1) 高校   5.85   6.01   5.99   5.91   6.11   6.05    6.11 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 岩村田   +1.1   +1.8   +0.6   +1.0   +1.6   +1.0    +1.6
中村 洋平(2) 高校    X   6.04   6.06   6.00    X    X    6.06 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 小諸高   +1.3   +0.3   +1.0    +0.3
小林 優介(3) 高校    X   6.01   5.64   5.60    X   5.95    6.01 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 佐久長聖高   +0.7   +0.3   +0.4   +1.2    +0.7
遠藤 光(1) 高校    X    X   5.37   5.61   5.75   5.76    5.76 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 上田東高   +0.5   +1.2   +1.7   +1.1    +1.1
寺島 恒輔(1) 高校    X    X   4.99    4.99 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 小諸高   +0.3    +0.3
島谷 泰青(1) 高校 欠場
ｼﾏﾔ ﾀｲｾｲ 野沢北
原 惇也(3) 高校 欠場
ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 佐久長聖高

11  2813

9 3  2830

1  1530

7 6  2804

8 4  1810

5 2  1591

6 8  2822

3 7  1883

4 5  1584

1 9  1813

2 10  2815

備考

男子

走幅跳

決勝

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



決勝 7月26日 12:30

県高新(KR)          15.58
大会新(GR)          14.97

中村 洋平(2) 高校  11.23  13.40  13.43  13.25    -  12.90   13.43 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 小諸高   +4.2   +3.4   +3.9   +1.9   +1.3    +3.9
佐藤 智哉(3) 高校  13.07  12.58    X  13.00  12.40  12.95   13.07 
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 上田東高   +4.5   +2.8   +3.0   +3.4   +2.8    +4.5
春原 拓実(3) 高校    X  13.03  13.04  12.82  12.89  12.94   13.04 
ｽﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ 上田千曲高   +2.7   +3.4   +1.3   +3.1   +2.4    +3.4
高根  大樹(2) 高校    X  12.64  12.68    X    X    X   12.68 
ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ 岩村田   +2.7   +3.4    +3.4
南澤  爽太(1) 高校  12.03  12.11  11.79    X    X    X   12.11 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 岩村田   +3.6   +3.4   +2.2    +3.4
岡部 礁(2) 高校  11.55  11.80    X    X    X    X   11.80 
ｵｶﾍﾞ ｼｮｳ 上田千曲高   +4.2   +2.6    +2.6
遠藤 光(1) 高校  11.38  11.49  11.56  11.69  11.72  11.78   11.78 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 上田東高   +5.6   +2.6   +2.5   +4.3   +2.9   +2.4    +2.4
小林 奎斗(2) 高校  10.09  11.32  11.37  11.68  11.51  11.59   11.68 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 丸子修学館   +4.2   +4.1   +2.6   +1.9   +2.1   +3.6    +1.9

7 1  1810

8 3  1751

5 2  1591

6 4  1880

3 8  1883

4 5  1584

1 6  2822
-5-

2 7  1813

備考

男子

三段跳

決勝

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



決勝 7月25日 13:30

県高新(KR)          14.76
大会新(GR)          14.61

北澤 直也(1) 高校
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 上田千曲高
塩川 築(2) 高校
ｼｵｶﾜ ｷｽﾞｸ 野沢南
小林 一成(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ 野沢南
三井 広大(1) 高校
ﾐﾂｲ ｺｳﾀﾞｲ 野沢北

4 1  1540  5.39  6.21  5.75

 8.76  8.49  8.60   8.76 

 5.92

 5.16  5.80  5.73   6.21 

 7.95  7.96  8.12   8.12 3 4  1552  7.64  7.12

10.14 10.27   X  10.38 

2 2  1578  8.74   X   X

1 3  1887 10.38 10.34 10.25

備考

男子

砲丸投(6.000kg)

決勝

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



決勝 7月25日 11:00

県高新(KR)          45.21
大会新(GR)          41.53

久保川 優士(3) 高校
ｸﾎﾞｶﾜ ﾕｳﾄ 上田東高
北澤 直也(1) 高校
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 上田千曲高
羽場  太陽(1) 高校
ﾊﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 岩村田
倉光 悠晴(1) 高校
ｸﾗﾐﾂ ﾕｳｾｲ 丸子修学館
古川 渓人(2) 高校
ﾌﾙｶﾜ ｹｲﾄ 野沢北
小林 一成(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ 野沢南
南波 歩夢(1) 高校
ﾅﾝﾊﾞ ｱﾕﾑ 野沢南

7 1  1556   O   O 12.27

  O   O 18.27  18.27 

13.98

  X 13.30   O  13.30 

  O   O   O  13.98 

  O

6 2  1552   O   O

5 6  1538   O 17.68

  X 18.28   O   O  18.28 4 3  1756   X 15.64

  X   X   X  23.72 

3 4  1590   O 23.21   O   O   O   O  23.21 

  X   O   O  30.31 

2 5  1887 23.72   O   O

1 7  1796   O 30.31   X

備考

男子

円盤投(1.750kg)

決勝

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



決勝 7月25日  9:30

県高新(KR)          57.29
大会新(GR)          55.12

塩川 築(2) 高校
ｼｵｶﾜ ｷｽﾞｸ 野沢南
羽場  太陽(1) 高校
ﾊﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 岩村田

13.58   X   O  13.58 

  X   X   X  27.59 

  X

1 1  1578   X 27.59   X

2 2  1590 13.49   X

備考

男子

ハンマー投(6.000kg)

決勝

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



決勝 7月26日 12:30

県高新(KR)          62.58
大会新(GR)          60.54

星野 青空(3) 高校
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖高
碓氷  大樹(2) 高校
ｳｽｲ ﾀｲｷ 岩村田
清水 翔太(2) 高校
ｼﾐｽﾞ ｼｮｳﾀ 上田千曲高
倉光 悠晴(1) 高校
ｸﾗﾐﾂ ﾕｳｾｲ 丸子修学館
三井 広大(1) 高校
ﾐﾂｲ ｺｳﾀﾞｲ 野沢北
小須田 敬(2) 高校
ｺｽﾀﾞ ｹｲ 野沢北
星野 緑風(1) 高校
ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 佐久長聖高
南波 歩夢(1) 高校
ﾅﾝﾊﾞ ｱﾕﾑ 野沢南
馬場 滉太(1) 高校
ﾊﾞﾊﾞ ﾕｳﾀ 丸子修学館
柳澤 和也(3) 高校 欠場
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｽﾞﾔ 上田東高

9 2  1758   X   X   X

8  1808

 26.05 

8 1  1556   O 21.47   X   X   X   O  21.47 

7 4  2801   X   X 26.05   X   X   X

 30.01 

6 6  1535   X   X 20.14   X 28.94   X  28.94 

5 5  1540   X   X 28.27   O 30.01   O

 37.02 

4 3  1756 31.26   X   X   O 33.17   X  33.17 

3 7  1878 34.23   O   X 37.02   X   X

  -   O   O  46.76 

2 9  1583 45.13   X   X

1 10  2841 46.76   X   X

  O   O   O  45.13 

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

やり投(0.800kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 7月26日 14:30

県高新(KR)           5532
大会新(GR)           5337

星野 青空(3) 高校
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖高
土屋 海斗(2) 高校
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 佐久長聖高
中澤  颯太(3) 高校
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田
田崎 佑冴(2) 高校
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 野沢北
西澤 貴寛(1) 高校
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 丸子修学館
岡田 陸(1) 高校
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 野沢北

5  1757   2995

6  1533   2678

3  1616   4657

4  1537   3594

1  2841   4757

2  2846   4704

男子

八種競技

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考



決勝 7月25日  9:50

県高新              10.32

風速 -1.5

 1 土屋 海斗(2) 高校 11.78(695)
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 佐久長聖高

 2 星野 青空(3) 高校 11.81(689)
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖高

 3 中澤  颯太(3) 高校 11.88(675)
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田

 4 田崎 佑冴(2) 高校 12.09(633)
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 野沢北

 5 西澤 貴寛(1) 高校 12.80(502)
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 丸子修学館

 6 岡田 陸(1) 高校 13.21(433)
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 野沢北

混成男子

八種１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  2846

2  2841

6  1616

5  1537

3  1757

7  1533



決勝 7月25日 10:30

県高新               7.61

星野 青空(3) 高校   5.84   6.29   6.26    6.29 
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖高   +2.4   +1.7   +2.0    +1.7 (650)
中澤  颯太(3) 高校    X   6.24   6.12    6.24 
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田   +1.4   +1.3    +1.4 (639)
土屋 海斗(2) 高校   5.94   5.53   4.88    5.94 
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 佐久長聖高   +2.0   +2.0   +1.7    +2.0 (574)
田崎 佑冴(2) 高校   5.23   5.26   5.14    5.26 
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 野沢北   +1.9   +2.1   +1.7    +2.1 (433)
岡田 陸(1) 高校    X   5.16   5.23    5.23 
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 野沢北   +1.9   +1.3    +1.3 (427)
西澤 貴寛(1) 高校   4.54   4.82   5.17    5.17 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 丸子修学館   +1.9   +2.1   +1.4    +1.4 (415)

備考

混成男子

八種走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4-
1 1  2841

-5-

2 5  1616

3 3  2846

4 4  1537

5 6  1533

6 2  1757



決勝 7月25日 12:10

県高新              14.76

土屋 海斗(2) 高校
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 佐久長聖高 (493)
田崎 佑冴(2) 高校
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 野沢北 (450)
中澤  颯太(3) 高校
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田 (433)
星野 青空(3) 高校
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖高 (348)
西澤 貴寛(1) 高校
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 丸子修学館 (296)
岡田 陸(1) 高校
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 野沢北 (231)

備考

混成男子

八種砲丸投

決勝

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

 10.12 

2 5  1537  9.09  8.68  9.41

1 6  2846  9.10 10.12  9.84

  9.41 

3 4  1616  7.82  8.92  9.12   9.12 

4 2  2841  7.69  7.40

5 1  1757  6.64  6.72

 5.70

  7.69 

 6.80

  5.70 

  6.80 

 7.60

6 3  1533  5.50  5.44



決勝 7月25日 14:00

県高新              46.98

 1 中澤  颯太(3) 高校 52.10(720)
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田

 2 星野 青空(3) 高校 52.62(698)
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖高

 3 土屋 海斗(2) 高校 54.14(634)
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 佐久長聖高

 4 田崎 佑冴(2) 高校 57.87(489)
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 野沢北

 5 西澤 貴寛(1) 高校 58.59(462)
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 丸子修学館
岡田 陸(1) 高校 (  0)
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 野沢北

混成男子

八種４００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1616

7  2841

失格

5  2846

4  1537

6  1757

2  1533



決勝 7月26日  9:30

県高新              14.44
大会新        

風速 -0.7

 1 土屋 海斗(2) 高校 16.37(692)
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 佐久長聖高

 2 中澤  颯太(3) 高校 16.59(668)
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田

 3 星野 青空(3) 高校 16.60(667)
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖高

 4 田崎 佑冴(2) 高校 19.09(425)
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 野沢北

 5 岡田 陸(1) 高校 20.05(345)
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 野沢北

 6 西澤 貴寛(1) 高校 21.24(258)
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 丸子修学館

3  2841

2  1537

6  1533

5  1757

混成男子

八種１１０ｍH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  2846

4  1616



決勝 7月26日 10:40

県高新              62.58

星野 青空(3) 高校
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖高 (561)
土屋 海斗(2) 高校
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 佐久長聖高 (444)
田崎 佑冴(2) 高校
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 野沢北 (398)
中澤  颯太(3) 高校
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田 (354)
岡田 陸(1) 高校
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 野沢北 (246)
西澤 貴寛(1) 高校
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 丸子修学館 (149)

6 5  1757 19.08   X   X

 33.89 

  O

 19.08 

 26.22 

  X

5 3  1533   O 26.22

4 2  1616   O 33.89

 40.14 

3 1  1537   X   X 36.91  36.91 

 48.13 

2 6  2846   O 40.14   O

1 4  2841 48.13   O   X

備考

混成男子

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



決勝 7月26日 11:30

県高新               2.17

1m74 1m77 1m80 1m83 1m86 1m89
土屋 海斗(2) 高校 - - - - - - - O - XO
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 佐久長聖高 O O O O O XXX (679)
中澤  颯太(3) 高校 - - - - O - O O O XO
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田 XXX (552)
星野 青空(3) 高校 - - - - - - O O O O
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖高 XXX (552)
岡田 陸(1) 高校 - - XXO O XO O O XXX
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 野沢北 (464)
田崎 佑冴(2) 高校 - - - O O XO XXX
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 野沢北 (426)
西澤 貴寛(1) 高校 O O XO XXX
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 丸子修学館 (317)

6 4  1757  1.40

4 6  1533  1.60

5 2  1537  1.55

2 1  1616  1.71

2 5  2841  1.71

1 3  2846

1m30 1m35

 1.86

記録
1m40 1m45

備考
1m50 1m55 1m60 1m65 1m68 1m71

混成男子

八種走高跳          

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 7月26日 14:30

県高新            3,38.49
大会新        

 1 中澤  颯太(3) 高校   4,50.48 
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田

 2 西澤 貴寛(1) 高校   4,53.87 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 丸子修学館

 3 星野 青空(3) 高校   4,54.46 
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 佐久長聖高

 4 岡田 陸(1) 高校   5,04.96 
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 野沢北

 5 土屋 海斗(2) 高校   5,11.97 
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 佐久長聖高

 6 田崎 佑冴(2) 高校   5,42.37 
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 野沢北

2  2841

6  1533

1  2846

4  1537

混成男子

八種１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1616

5  1757



決勝 7月25日 11:06

県高新              10.32

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 -0.1

 1 落合 華七斗(1) 高校     11.05  1 伊藤 司騎(2) 高校     11.13 
ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 佐久長聖高 ｲﾄｳ ｼｷ 佐久長聖高

 2 飯島 大陽(3) 高校     11.64  2 中沢 一晴(2) 高校     11.35 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 佐久長聖高 ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾊﾙ 佐久長聖高

 3 内海 亮平(1) 高校     11.95  3 福澤 耀明(1) 高校     11.49 
ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ 佐久長聖高 ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ 佐久長聖高

 4 寺島 恒輔(1) 高校     12.12  4 松村 喜道(1) 高校     11.58 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 小諸高 ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ 佐久長聖高

 5 古平 聖音(1) 高校     12.31  5 小林 優介(3) 高校     11.80 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｵﾄ 上田西高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 佐久長聖高
佐々木 幸葉(1) 高校  6 木内 心大(1) 高校     12.31 
ｻｻｷ ｺｳﾖｳ 上田東高 ｷｳﾁ ｺｺﾛ 佐久長聖高
木村 伊吹(1) 高校  7 齋藤 亘瑛(1) 高校     13.06 
ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 佐久長聖高 ｻｲﾄｳ ｺｳｴｲ 佐久長聖高欠場

欠場
8  1654 4  1652

7  1811 5  1650

5  1915 7  2804

3  2830 2  2810

6  2807 3  1653

4  2802 8  2847

氏  名 所属名 記録／備考
2  2809 6  2815

ｵｰﾌﾟﾝ男子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.



   1 落合 華七斗(1) 高校 佐久長聖高     11.05 (+0.2)   1   1
   2 伊藤 司騎(2) 高校 佐久長聖高     11.13 (-0.1)   2   1
   3 中沢 一晴(2) 高校 佐久長聖高     11.35 (-0.1)   2   2
   4 福澤 耀明(1) 高校 佐久長聖高     11.49 (-0.1)   2   3
   5 松村 喜道(1) 高校 佐久長聖高     11.58 (-0.1)   2   4
   6 飯島 大陽(3) 高校 佐久長聖高     11.64 (+0.2)   1   2
   7 小林 優介(3) 高校 佐久長聖高     11.80 (-0.1)   2   5
   8 内海 亮平(1) 高校 佐久長聖高     11.95 (+0.2)   1   3
   9 寺島 恒輔(1) 高校 小諸高     12.12 (+0.2)   1   4
  10 古平 聖音(1) 高校 上田西高     12.31 (+0.2)   1   5
  10 木内 心大(1) 高校 佐久長聖高     12.31 (-0.1)   2   6
  12 齋藤 亘瑛(1) 高校 佐久長聖高     13.06 (-0.1)   2   7

 2830
 1915
 1650
 1652

 2847
 1653
 2810
 2802
 2804
 2807

 2815

ｵｰﾌﾟﾝ男子

１００ｍ
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
 2809



決勝 7月26日 10:01

県高新              20.93

[ 1組] 風速 -2.1 [ 2組] 風速 -1.2

 1 肥後 琉之介(2) 高校     22.76  1 宮崎 日向(2) 高校     22.45 
ﾋｺﾞ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖高 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 佐久長聖高

 2 白澤 稜馬(3) 高校     23.29  2 漆原 奏哉(2) 高校     23.48 
ｼﾗｻﾜ ﾘｮｳﾏ 佐久長聖高 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ 佐久長聖高

 3 福澤 耀明(1) 高校     23.54  3 中沢 一晴(2) 高校     23.51 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ 佐久長聖高 ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾊﾙ 佐久長聖高

 4 土屋 由木(2) 高校     25.11  4 樋口 創太(2) 高校     23.60 
ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 佐久長聖高 ﾋｸﾞﾁ ｿｳﾀ 佐久長聖高

 5 齋藤 亘瑛(1) 高校     27.08  5 依田 真叶(1) 高校     24.57 
ｻｲﾄｳ ｺｳｴｲ 佐久長聖高 ﾖﾀﾞ ﾏﾅﾄ 佐久長聖高

3  1652 6  1651

5  2850 3  2848

7  1653 5  2847

4  2812 4  2845

氏  名 所属名 記録／備考
6  2849 7  2806

ｵｰﾌﾟﾝ男子

２００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.



   1 宮崎 日向(2) 高校 佐久長聖高     22.45 (-1.2)   2   1
   2 肥後 琉之介(2) 高校 佐久長聖高     22.76 (-2.1)   1   1
   3 白澤 稜馬(3) 高校 佐久長聖高     23.29 (-2.1)   1   2
   4 漆原 奏哉(2) 高校 佐久長聖高     23.48 (-1.2)   2   2
   5 中沢 一晴(2) 高校 佐久長聖高     23.51 (-1.2)   2   3
   6 福澤 耀明(1) 高校 佐久長聖高     23.54 (-2.1)   1   3
   7 樋口 創太(2) 高校 佐久長聖高     23.60 (-1.2)   2   4
   8 依田 真叶(1) 高校 佐久長聖高     24.57 (-1.2)   2   5
   9 土屋 由木(2) 高校 佐久長聖高     25.11 (-2.1)   1   4
  10 齋藤 亘瑛(1) 高校 佐久長聖高     27.08 (-2.1)   1   5

 2850
 1652

 2812
 2845
 2847
 1653
 2848
 1651

 2849

ｵｰﾌﾟﾝ男子

２００ｍ
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
 2806



決勝 7月25日 10:11

県高新              46.98

 1 北村 隆之介(2) 高校     50.58 
ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖高

 2 大塚 崚芽(2) 高校     54.20 
ｵｵﾂｶ ﾘｮｳｶﾞ 佐久長聖高

 3 土屋 由木(2) 高校     54.68 
ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 佐久長聖高

 4 依田 真叶(1) 高校     54.90 
ﾖﾀﾞ ﾏﾅﾄ 佐久長聖高
秋山 智行(2) 高校
ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 佐久長聖高
菊地 洸希(3) 高校
ｷｸﾁ ｺｳｷ 佐久長聖高 欠場

1  2850

3  1651

4  2814
欠場

6  2844

ｵｰﾌﾟﾝ男子

４００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  2811

2  1670



決勝 7月26日 10:46

県高新            1,48.46

[ 1組] [ 2組]

 1 大塚 崚芽(2) 高校   2,11.42 竹花 翔太(1) 高校
ｵｵﾂｶ ﾘｮｳｶﾞ 佐久長聖高 ﾀｹﾊﾅ ｼｮｳﾀ 上田西高

[ 3組]

 1 加藤 颯人(1) 高校   2,24.59 
ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 上田千曲高

記録／備考
2  1889

所属名 記録／備考
2  2775

欠場

順 No. 氏  名 所属名

2  1670
順 No.

ｵｰﾌﾟﾝ男子

８００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



   1 大塚 崚芽(2) 高校 佐久長聖高     2,11.42   1   1
   2 加藤 颯人(1) 高校 上田千曲高     2,24.59   3   1

 1670
 1889

備考

タイムレース

順位 No. 氏  名 組 順位都道府県 所属名 記録

ｵｰﾌﾟﾝ男子

８００ｍ



決勝 7月25日 10:30

県高新            3,38.49

 1 越 陽汰(3) 高校   3,56.85 
ｺｼ ﾊﾙﾀ 佐久長聖高

 2 伊藤 大志(3) 高校   3,57.72 
ｲﾄｳ ﾀｲｼ 佐久長聖高

 3 植松 孝太(3) 高校   4,08.36 
ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 佐久長聖高

 4 古旗 朝輝(3) 高校   4,09.26 
ﾌﾙﾊﾀ ﾄﾓｷ 佐久長聖高

 5 岩﨑 陽生(2) 高校   4,09.61 
ｲﾜｻｷ ﾖｳ 佐久長聖高

 6 本島 尚緒(2) 高校   4,10.28 
ﾓﾄｼﾞﾏ ﾅｵ 佐久長聖高

 7 安坂 光瑠(3) 高校   4,10.98 
ｱｻﾞｶ ﾋｶﾙ 佐久長聖高

 8 土赤 本気(2) 高校   4,11.49 
ﾂﾁｱｶ ﾏｼﾞ 佐久長聖高

 9 上野 鼓喜(3) 高校   4,12.06 
ｳｴﾉ ﾂﾂﾞｷ 佐久長聖高

10 木村 歩峻(2) 高校   4,12.24 
ｷﾑﾗ ﾎﾀﾞｶ 佐久長聖高

11 小板橋 恭征(3) 高校   4,13.18 
ｺｲﾀﾊﾞｼ ﾀｶﾕｷ 上田西高

12 五十嵐 碧(2) 高校   4,14.20 
ｲｶﾞﾗｼ ｱｵｲ 佐久長聖高

13 菊地 洸希(3) 高校   4,16.57 
ｷｸﾁ ｺｳｷ 佐久長聖高

14 小林 隼人(1) 高校   4,16.60 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 上田西高

15 手塚 智也(3) 高校   4,17.98 
ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓﾔ 上田西高

16 齊藤 拓夢(3) 高校   4,23.98 
ｻｲﾄｳ ﾀｸﾑ 上田西高

17 市川 和英(1) 高校   4,24.40 
ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 上田西高

18 成澤 爽(1) 高校   4,24.45 
ﾅﾙｻﾜ ｱｷﾗ 上田西高

19 竹内 朝輝(1) 高校   4,36.11 
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 上田西高

20 竹花 翔太(1) 高校   4,40.34 
ﾀｹﾊﾅ ｼｮｳﾀ 上田西高

21 大塚 空冬(1) 高校   4,46.55 
ｵｵﾂｶ ｸｳﾄ 野沢南

3  1551

13  2772

9  2775

19  1913

15  2778

17  1908

11  1912

5  2774

2  1669

1  2844

7  1909

12  1655

6  1664

16  1657

8  1663

18  1658

20  1660

10  1661

4  1666

ｵｰﾌﾟﾝ男子

１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
14  1659

21  1656



決勝 7月26日 15:05

県高新           13,45.23

 1 安坂 光瑠(3) 高校  15,03.58 
ｱｻﾞｶ ﾋｶﾙ 佐久長聖高

 2 本島 尚緒(2) 高校  15,18.07 
ﾓﾄｼﾞﾏ ﾅｵ 佐久長聖高

 3 村尾 雄己(2) 高校  15,33.20 
ﾑﾗｵ ﾕｳｷ 佐久長聖高

 4 川村 智哉(2) 高校  15,34.67 
ｶﾜﾑﾗ ﾄﾓﾔ 佐久長聖高

 5 植松 孝太(3) 高校  15,43.89 
ｳｴﾏﾂ ｺｳﾀ 佐久長聖高

 6 上野 鼓喜(3) 高校  15,48.77 
ｳｴﾉ ﾂﾂﾞｷ 佐久長聖高

 7 武田 寧登(1) 高校  15,49.74 
ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ 上田西高

 8 益山 颯琉(2) 高校  16,01.95 
ﾏｽﾔﾏ ﾊﾙ 上田西高

 9 川口 直央(1) 高校  16,54.76 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾅｵ 佐久長聖高

10 竹内 朝輝(1) 高校  16,57.17 
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 上田西高

11 成澤 爽(1) 高校  17,01.15 
ﾅﾙｻﾜ ｱｷﾗ 上田西高
杉原 立樹(1) 高校
ｽｷﾞﾊﾗ ﾘｷ 佐久長聖高
矢澤 蓮太郎(1) 高校
ﾔｻﾞﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ 佐久長聖高
新井 虎次郎(1) 高校
ｱﾗｲ ｺｼﾞﾛｳ 佐久長聖高
小池 莉希(1) 高校
ｺｲｹ ﾘｷ 佐久長聖高
田所 夢太郎(1) 高校
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ 佐久長聖高 欠場

3  1648
欠場

5  1641
欠場

15  1643
欠場

16  1645

欠場

1  1642

10  2772

8  1912

2  1644

7  1658

14  1657

12  1910

6  2779

13  1655

4  1666

11  1665

9  1662

ｵｰﾌﾟﾝ男子

５０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月25日 12:01

県高新(KR)          14.44

風速 -1.8

 1 内海 亮平(1) 高校     16.49 
ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ 佐久長聖高

 2 木内 心大(1) 高校     18.71 
ｷｳﾁ ｺｺﾛ 佐久長聖高

ｵｰﾌﾟﾝ男子

110mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  2807

4  1650



決勝 7月25日 14:21

県高新            8,51.11

 1 依田 健汰(3) 高校  10,42.14 
ﾖﾀﾞ ｹﾝﾀ 上田西高

9  1907

ｵｰﾌﾟﾝ男子

３０００ｍＳＣ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 7月25日 13:30

県高新               7.57

松村 喜道(1) 高校   6.48   6.34   6.53    6.53 
ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ 佐久長聖高   +1.2   +1.0    0.0     0.0
木村 伊吹(1) 高校 欠場
ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 佐久長聖高

1 2  2810

1  1654

備考

ｵｰﾌﾟﾝ男子

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
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