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令和3年度 第1７０回東信高等学校体育大会陸上競技大会(大会コード：21172009)

記  録  集

主催 東信陸上競技協会・東信高等学校体育連盟

主管 東信高等学校体育連盟陸上競技専門部

期日 令和3年9月11日(土)、12日(日)

会場 佐久総合運動公園陸上競技場（172060）

総務 春原　夕子　内堀　俊彦

審判長 箕輪　健二

記録主任 中嶋　良太

■この大会で樹立された記録

月日 種目 ラウンド 記録 氏名(学年) 学校名 従来の記録 備考

9/11 男子100m 決勝 10.77 落合 華七斗 佐久長聖 10.81 大会新

9/12 女子400mH 決勝   1,02.87 大鹿 愛和 佐久長聖   1,02.91 大会新

大会新9/12 女子4×400mR 決勝   3,53.09 

大鹿 愛和

佐伯 風帆

鈴木 天音

渡邊 陽乃

佐久長聖

西

9/11 北東

日付

 3,53.76

北 0.7

■グラウンドコンディション

時刻

西

北

北

南東

風  m/sec. 気温℃ 湿度％ 日付 時刻 風  m/sec.

北 0.1

気温℃ 湿度％

9:30 0.2 23.5 71.0 9/12 9:30

北北西 0.3

22.5 75.0

10:00 0 22.5 74.0 10:00

北 0.6

24.0 64.0

11:00 1.1 24.0 68.0 11:00

北西 0.8

24.0 64.0
12:00 0.4 25.0 61.0 12:00

北北西 0.5

24.0 64.0

13:00 0.7 25.0 57.0 13:00

北東 0.4

24.5 65.0

14:00 0.1 26.0 55.0 14:00

23.5 67.0

24.0 68.0

15:00



第170回　東信高等学校体育大会　陸上競技大会                                     

決勝記録一覧表
(GR:大会記録) 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
09/11 男子  +1.0落合 華七斗(2) 10.77 福澤 耀明(2) 10.88 中澤 光希(2) 11.21 山本 赴瑠(1) 11.32 髙畑 良太(1) 11.55 榊原 歩(1) 11.66 由井 晴陽(1) 11.68 寺島 恒輔(2) 11.70

１００ｍ 高校･佐久長聖 GR 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･佐久長聖 高校･野沢北 高校･岩村田 高校･野沢南 高校･小諸
09/12  +1.0中澤 光希(2) 22.81 伊藤 壮一郎(1) 22.83 山本 赴瑠(1) 23.16 由井 晴陽(1) 23.78 佐々木 隆之介(1 24.26 落合 華七斗(2) 24.48 福澤 耀明(2) 24.67 髙畑 良太(1) 28.51

２００ｍ 高校･上田染谷丘 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･野沢南 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･野沢北
09/11 安坂 丈瑠(2) 49.94 伊藤 壮一郎(1) 51.31 依田 真叶(2) 53.18 柳澤 柑太(2) 53.56 今関 隼也(1) 53.93 塚田 要(1) 55.20 酒井 瞬(2) 55.92 髙畑 良太(1) 58.79

４００ｍ 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･野沢南 高校･佐久長聖 高校･野沢南 高校･上田染谷丘 高校･野沢北
09/12 梅原 悠良(1) 1,58.66 市川 和英(2) 1,59.33 太田 京平(2) 2,04.73 田下 輝稀(1) 2,05.17 金森 柊弥(1) 2,05.63 酒井 瞬(2) 2,08.34 柳澤 柑太(2) 2,15.45 大塚 空冬(2) 2,15.59

８００ｍ 高校･上田西 高校･上田西 高校･野沢北 高校･上田西 高校･佐久平総合技術 高校･上田染谷丘 高校･野沢南 高校･野沢南
09/11 田所 夢太郎(2) 3,59.69 武田 寧登(2) 3,59.71 市川 和英(2) 4,02.80 梅原 悠良(1) 4,05.14 小林 亮太(1) 4,10.76 小林 圭吾(1) 4,12.81 楢原 累斗(2) 4,20.40 太田 京平(2) 4,23.41

１５００ｍ 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･上田西 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田 高校･野沢北
09/12 小池 莉希(2) 14,54.11 武田 寧登(2) 15,02.00 小林 隼人(2) 15,10.75 川口 直央(2) 15,12.32 矢澤 蓮太郎(2) 15,44.06 成澤 爽(2) 16,04.59 楢原 累斗(2) 16,17.29 小林 圭太(2) 20,00.98

５０００ｍ 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･上田 高校･野沢南
09/11  +0.1内海 亮平(2) 15.53 菊池 優介(1) 15.81 木内 心大(2) 16.23 小林 誠史(1) 19.01

１１０ｍＨ 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･上田千曲
09/12 降幡 諒成(1) 57.89 小林 誠史(1) 1,00.85 塚田 要(1) 1,01.02 加藤 颯人(2) 1,03.01 小林 草太(1) 1,03.85 備後 琉空(1) 1,05.93 福島 翔太(2) 1,06.60 栁澤 勇太(1) 1,06.70

４００ｍＨ 高校･佐久長聖 高校･上田千曲 高校･野沢南 高校･上田千曲 高校･岩村田 高校･上田 高校･佐久平総合技術 高校･佐久平総合技術
09/11 永原 颯磨(1) 9,34.05 小林 隼人(2) 9,43.06 成澤 爽(2) 9,49.48 遠藤 大成(1) 10,03.85 竹内 朝輝(2) 10,05.01 金森 柊弥(1) 10,40.55 金子 一渓(1) 10,58.54 宮下 輝海(2) 11,47.84

３０００ｍＳＣ 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･佐久平総合技術 高校･佐久長聖 高校･上田千曲
09/12 大神 健太(2) 24,38.99 小島 颯翔(1) 27,36.35 倉沢 昂希(2) 27,40.27 熊倉 正之(1) 33,10.13 中山 瑛生(1) 36,02.66 滝沢 優太(1) 37,23.65

５０００ｍＷ 高校･丸子修学館 高校･丸子修学館 高校･上田染谷丘 高校･上田西 高校･岩村田 高校･上田西
09/12 櫻井 絢悠(1) 1.70 小林 誠史(1) 1.55 宮下 輝海(2) 1.45

走高跳 高校･佐久長聖 高校･上田千曲 高校･上田千曲
09/11 北村 櫂(1) 2.60

棒高跳 高校･丸子修学館
09/11 松村 喜道(2) 6.37(-0.3) 寺島 恒輔(2) 6.27(+0.1) 南澤 爽太(2) 6.22(+1.7) 遠藤 光(2) 6.20(+0.2) 佐々木 隆之介(16.18(+0.7) 木村 伊吹(2) 6.08(+1.2) 西田 陸人(1) 5.79(+1.0) 栁澤 孔軌(1) 5.54(+1.2)

走幅跳 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･岩村田 高校･上田東 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･上田千曲 高校･野沢南
09/12 南澤 爽太(2)13.56(+1.2) 松村 喜道(2)12.43(+1.3) 佐々木 隆之介(112.21(+0.6) 遠藤 光(2) 11.96(+1.4) 竹中 心太郎(2)11.29(+1.5) 酒井 瞬(2) 11.13(+1.7)

三段跳 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･上田東 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘
09/11 小山 翔平(1) 12.46 北澤 直也(2) 11.23 小林 一成(2) 10.02 依田 遼(1) 9.59 羽場 太陽(2) 9.25 馬場 滉太(2) 8.52 西田 陸人(1) 7.92 青木 蓮治(2) 7.04

砲丸投 高校･佐久長聖 高校･上田千曲 高校･野沢南 高校･野沢南 高校･岩村田 高校･丸子修学館 高校･上田千曲 高校･上田千曲
09/11 羽場 太陽(2) 37.15 馬場 滉太(2) 30.13 倉光 悠晴(2) 29.16 北澤 直也(2) 28.58 依田 遼(1) 25.04 木藤 誉秀阿(1) 23.10 小林 一成(2) 21.28 北村 櫂(1) 19.01

円盤投 高校･岩村田 高校･丸子修学館 高校･丸子修学館 高校･上田千曲 高校･野沢南 高校･佐久平総合技術 高校･野沢南 高校･丸子修学館
09/11 馬場 滉太(2) 47.42 北澤 直也(2) 35.98 倉光 悠晴(2) 28.92 小林 一成(2) 27.74 依田 遼(1) 22.90 北村 櫂(1) 16.01 青木 蓮治(2) 15.69

ﾊﾝﾏｰ投 高校･丸子修学館 高校･上田千曲 高校･丸子修学館 高校･野沢南 高校･野沢南 高校･丸子修学館 高校･上田千曲
09/12 三井 広大(2) 40.67 岡田 陸(2) 40.60 上原 卓人(2) 40.25 羽場 太陽(2) 39.52 倉光 悠晴(2) 37.80 内河 颯汰(1) 36.18 福島 翔太(2) 31.69 星野 緑風(2) 31.14

やり投 高校･野沢北 高校･野沢北 高校･佐久平総合技術 高校･岩村田 高校･丸子修学館 高校･小諸 高校･佐久平総合技術 高校･佐久長聖
09/11 佐久長聖       42.25 岩村田       44.54 上田染谷丘       45.30 上田千曲       45.50 野沢北       45.54 野沢南       45.67 上田       46.09 小諸       46.44

４×１００ｍＲ 山本 赴瑠(1) 榊原 歩(1) 竹中 心太郎(2) 加藤 颯人(2) 岡田 陸(2) 三井 智世(2) 宮澤 健人(1) 内河 颯汰(1)
落合 華七斗(2) 南澤 爽太(2) 熊谷 槍一(1) 中村 春希(2) 髙畑 良太(1) 由井 晴陽(1) 佐藤 良太(2) 伊藤 壮一郎(1)
福澤 耀明(2) 佐々木 隆之介(1) 酒井 瞬(2) 西田 陸人(1) 寺尾 朝陽(2) 関口 凰雅(1) 南澤 遥翔(2) 寺島 恒輔(2)
木村 伊吹(2) 菊池 優介(1) 中澤 光希(2) 森 暖向太(1) 島谷 泰青(2) 塚田 要(1) 小林 暉弥(1) 内藤 悠大(1)

09/12 佐久長聖     3,29.40 上田西     3,33.85 野沢南     3,36.35 岩村田     3,36.73 野沢北     3,38.59 上田千曲     3,42.47 上田染谷丘     3,42.96 上田     3,43.94
４×４００ｍＲ 降幡 諒成(1) 大木 咲翔(1) 三井 智世(2) 榊原 歩(1) 島谷 泰青(2) 加藤 颯人(2) 熊谷 槍一(1) 備後 琉空(1)

安坂 丈瑠(2) 田下 輝稀(1) 塚田 要(1) 南澤 爽太(2) 髙畑 良太(1) 小林 誠史(1) 酒井 瞬(2) 佐藤 良太(2)
今関 隼也(1) 梅原 悠良(1) 土屋 聖瑛(1) 菊池 優介(1) 岡田 陸(2) 西田 陸人(1) 竹中 心太郎(2) 小林 暉弥(1)
依田 真叶(2) 市川 和英(2) 柳澤 柑太(2) 佐々木 隆之介(1) 太田 京平(2) 中村 春希(2) 中澤 光希(2) 楢原 累斗(2)

09/12 菊池 優介(1) 4650 降幡 諒成(1) 4601 岡田 陸(2) 4131 大木 咲翔(1) 3787 星野 緑風(2) 3575 南波 歩夢(2) 3311
八種競技 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･野沢北 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･野沢南

佐久長聖 上田西 岩村田 上田千曲 野沢南 丸子修学館 野沢北 上田染谷丘
学校対抗得点 180 91 83 65 64 61 42 40



予選 9月11日 10:45
決勝 9月11日 13:25

県高記録(KR)        10.32
大会記録(GR)        10.81

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 +1.6

 1 中澤 光希(2) 高校     11.21 Q  1 落合 華七斗(2) 高校     10.89 Q
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 上田染谷丘 ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 佐久長聖

 2 山本 赴瑠(1) 高校     11.27 Q  2 由井 晴陽(1) 高校     11.57 Q
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 佐久長聖 ﾕｲ ﾊﾙﾔ 野沢南

 3 寺島 恒輔(2) 高校     11.74 q  3 榊原 歩(1) 高校     11.71 q
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 小諸 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ 岩村田

 4 宮澤 健人(1) 高校     11.78  4 森 暖向太(1) 高校     11.85 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 上田 ﾓﾘ ﾋﾅﾀ 上田千曲

 5 三井 智世(2) 高校     12.17  5 寺尾 朝陽(2) 高校     11.87 
ﾐﾂｲ ﾄﾓｾ 野沢南 ﾃﾗｵ ｱｻﾋ 野沢北

 6 佐々木 幸葉(2) 高校     12.18  6 小林 暉弥(1) 高校     12.17 
ｻｻｷ ｺｳﾖｳ 上田東 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾔ 上田

 7 滝沢 優太(1) 高校     13.57  7 竹中 心太郎(2) 高校     12.72 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 上田西 ﾀｹﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ 上田染谷丘

[ 3組] 風速 +1.7

 1 福澤 耀明(2) 高校     11.00 Q
ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ 佐久長聖

 2 髙畑 良太(1) 高校     11.53 Q
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 野沢北

 3 中村 春希(2) 高校     11.76 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ 上田千曲

 4 戸枝 篤志(1) 高校     11.91 
ﾄｴﾀﾞ ｱﾂｼ 長野西望月

 5 関口 凰雅(1) 高校     11.93 
ｾｷｸﾞﾁ ｵｳｶﾞ 野沢南

 6 熊谷 槍一(1) 高校     12.01 
ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ 上田染谷丘

 7 南澤 遥翔(2) 高校     12.38 
ﾐﾔﾐｻﾜ ﾊﾙﾄ 上田

風速 +1.0

 1 落合 華七斗(2) 高校     10.77 
ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 佐久長聖

 2 福澤 耀明(2) 高校     10.88 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ 佐久長聖

 3 中澤 光希(2) 高校     11.21 
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 上田染谷丘

 4 山本 赴瑠(1) 高校     11.32 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 佐久長聖

 5 髙畑 良太(1) 高校     11.55 
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 野沢北

 6 榊原 歩(1) 高校     11.66 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ 岩村田

 7 由井 晴陽(1) 高校     11.68 
ﾕｲ ﾊﾙﾔ 野沢南

 8 寺島 恒輔(2) 高校     11.70 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 小諸

9  1560

2  2830

8  1541

3  1594

4  1855

7  2805

6  2809
大会記録

5  1653

4  1788

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3  1557

2  1859

6  1890

7  1671

8  1653

5  1541

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  1793

3  1858

6  1864

5  1532

4  1560

2  1594

No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  2809

6  1911

順 ﾚｰﾝ

8  1579

2  1811

5  2830

7  1791

記録／備考
4  1855

3  2805

男子

１００ｍ

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 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 9月12日  9:45
決勝 9月12日 13:15

県高記録(KR)        20.93
大会記録(GR)        21.77

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 -0.2

 1 伊藤 壮一郎(1) 高校     22.91 Q  1 落合 華七斗(2) 高校     22.27 Q
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 小諸 ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 佐久長聖

 2 山本 赴瑠(1) 高校     23.32 Q  2 中澤 光希(2) 高校     23.29 Q
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 佐久長聖 ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 上田染谷丘

 3 髙畑 良太(1) 高校     23.68 q  3 榊原 歩(1) 高校     24.20 
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 野沢北 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ 岩村田

 4 中村 春希(2) 高校     24.06  4 森 暖向太(1) 高校     24.33 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ 上田千曲 ﾓﾘ ﾋﾅﾀ 上田千曲

 5 三井 智世(2) 高校     24.80  5 佐藤 良太(2) 高校     24.77 
ﾐﾂｲ ﾄﾓｾ 野沢南 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 上田

 6 宮澤 健人(1) 高校     25.25  6 佐々木 幸葉(2) 高校     25.46 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 上田 ｻｻｷ ｺｳﾖｳ 上田東

 7 竹中 心太郎(2) 高校     25.64  7 三上 海陽(1) 高校     26.05 
ﾀｹﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ 上田染谷丘 ﾐｶﾐ ｶｲﾖｳ 野沢南
滝沢 優太(1) 高校 早川 大雅(1) 高校
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 上田西 ﾊﾔｶﾜ ﾀｲｶﾞ 佐久平総合技術

[ 3組] 風速 +0.1

 1 福澤 耀明(2) 高校     22.65 Q
ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ 佐久長聖

 2 由井 晴陽(1) 高校     23.70 Q
ﾕｲ ﾊﾙﾔ 野沢南

 3 佐々木 隆之介(1)高校     23.93 q
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 岩村田

 4 熊谷 槍一(1) 高校     24.53 
ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ 上田染谷丘

 5 戸蒔 来維(2) 高校     24.73 
ﾄﾏｷ ﾗｲ 佐久平総合技術

 6 南澤 遥翔(2) 高校     25.21 
ﾐﾔﾐｻﾜ ﾊﾙﾄ 上田
水出 裕太(1) 高校
ﾐｽﾞｲﾃﾞ ﾕｳﾀ 丸子修学館

風速 +1.0

 1 中澤 光希(2) 高校     22.81 
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 上田染谷丘

 2 伊藤 壮一郎(1) 高校     22.83 
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 小諸

 3 山本 赴瑠(1) 高校     23.16 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 佐久長聖

 4 由井 晴陽(1) 高校     23.78 
ﾕｲ ﾊﾙﾔ 野沢南

 5 佐々木 隆之介(1)高校     24.26 
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 岩村田

 6 落合 華七斗(2) 高校     24.48 
ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ 佐久長聖

 7 福澤 耀明(2) 高校     24.67 
ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ 佐久長聖

 8 髙畑 良太(1) 高校     28.51 
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 野沢北

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
4  1715

2  2805

男子

２００ｍ

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 ﾚｰﾝ

 1791

9  1541

5  1890

8  1858

3  1911

6  1579

7

No. 氏  名 所属名記録／備考 記録／備考
7  2809

2  1855

4  1594

6  1864

5  1787

9  1811

8  1562

3  1625
欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場

4  1653

7  1560

6  1596

5  1859

8  1622

2  1788

3  1761
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  1855

4  1715

8  2805

9  1560

2  1596

6  2809

5  1653

3  1541



予選 9月11日 10:00
決勝 9月11日 12:10

県高記録(KR)        46.98
大会記録(GR)        48.32

[ 1組] [ 2組]

 1 安坂 丈瑠(2) 高校     50.27 Q  1 伊藤 壮一郎(1) 高校     51.48 Q
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 佐久長聖 ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 小諸

 2 塚田 要(1) 高校     53.54 Q  2 依田 真叶(2) 高校     52.99 Q
ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ 野沢南 ﾖﾀﾞ ﾏﾅﾄ 佐久長聖

 3 今関 隼也(1) 高校     53.93 Q  3 柳澤 柑太(2) 高校     53.34 Q
ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ 佐久長聖 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 野沢南

 4 酒井 瞬(2) 高校     54.00 q  4 島谷 泰青(2) 高校     54.49 
ｻｶｲ ｼｭﾝ 上田染谷丘 ｼﾏﾔ ﾀｲｾｲ 野沢北

 5 髙畑 良太(1) 高校     54.20 q  5 佐藤 良太(2) 高校     55.62 
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 野沢北 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 上田

 6 中村 春希(2) 高校     54.22  6 小林 草太(1) 高校     58.66 
ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ 上田千曲 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 岩村田

 7 戸蒔 来維(2) 高校     55.19 西澤 貴寛(2) 高校
ﾄﾏｷ ﾗｲ 佐久平総合技術 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 丸子修学館

 8 大井 奏汰(2) 高校     57.14 齊藤 音吹(1) 高校
ｵｵｲ ｿｳﾀ 岩村田 ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 佐久平総合技術
水出 裕太(1) 高校
ﾐｽﾞｲﾃﾞ ﾕｳﾀ 丸子修学館

 1 安坂 丈瑠(2) 高校     49.94 
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 佐久長聖

 2 伊藤 壮一郎(1) 高校     51.31 
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 小諸

 3 依田 真叶(2) 高校     53.18 
ﾖﾀﾞ ﾏﾅﾄ 佐久長聖

 4 柳澤 柑太(2) 高校     53.56 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 野沢南

 5 今関 隼也(1) 高校     53.93 
ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ 佐久長聖

 6 塚田 要(1) 高校     55.20 
ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ 野沢南

 7 酒井 瞬(2) 高校     55.92 
ｻｶｲ ｼｭﾝ 上田染谷丘

 8 髙畑 良太(1) 高校     58.79 
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 野沢北

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 記録／備考
5  2808

6  1561

9  2803

4  1857

7  1589

1  1541

3  1890

2  1761
欠場

順 ﾚｰﾝ

8  1622

No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  1715

4  1651

6  1553

3  1530

2  1787

7  1595

5  1757
欠場

9  1627
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  2808

4  1715

6  1651

8  1553

9  2803

7  1561

3  1857

2  1541



予選 9月12日 10:15
決勝 9月12日 12:55

県高記録(KR)      1,48.46
大会記録(GR)      1,55.79

[ 1組] [ 2組]

 1 梅原 悠良(1) 高校   2,02.18 Q  1 市川 和英(2) 高校   2,00.95 Q
ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 上田西 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 上田西

 2 田下 輝稀(1) 高校   2,02.94 Q  2 酒井 瞬(2) 高校   2,04.81 Q
ﾀｼﾀ ｺｳｷ 上田西 ｻｶｲ ｼｭﾝ 上田染谷丘

 3 太田 京平(2) 高校   2,03.41 Q  3 金森 柊弥(1) 高校   2,05.76 Q
ｵｵﾀ ｷｮｳﾍｲ 野沢北 ｶﾅﾓﾘ ｼｭｳﾔ 佐久平総合技術

 4 柳澤 柑太(2) 高校   2,06.05 q  4 大塚 空冬(2) 高校   2,07.20 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 野沢南 ｵｵﾂｶ ｸｳﾄ 野沢南

 5 土屋 聖瑛(1) 高校   2,07.72  5 大井 奏汰(2) 高校   2,07.94 
ﾂﾁﾔ ｾｲｱ 野沢南 ｵｵｲ ｿｳﾀ 岩村田

 6 安本 桜太郎(1) 高校   2,17.75  6 山下 千颯(1) 高校   2,19.11 
ﾔｽﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ 上田千曲 ﾔﾏｼﾀ ﾁﾊﾔ 上田千曲

 7 小高 怜大(2) 高校   2,18.57  7 三島 成生(1) 高校   2,19.85 
ｺﾀﾞｶ ﾚｲﾀ 佐久平総合技術 ﾐｼﾏ ﾅﾙｷ 佐久長聖

 8 白井 充大(1) 高校   2,26.68 福島 大志郎(2) 高校
ｼﾗｲ ﾐﾋﾛ 上田染谷丘 ﾌｸｼﾏ ﾀｲｼﾛｳ 小諸
内藤 悠大(1) 高校
ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 小諸

 1 梅原 悠良(1) 高校   1,58.66 
ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 上田西

 2 市川 和英(2) 高校   1,59.33 
ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 上田西

 3 太田 京平(2) 高校   2,04.73 
ｵｵﾀ ｷｮｳﾍｲ 野沢北

 4 田下 輝稀(1) 高校   2,05.17 
ﾀｼﾀ ｺｳｷ 上田西

 5 金森 柊弥(1) 高校   2,05.63 
ｶﾅﾓﾘ ｼｭｳﾔ 佐久平総合技術

 6 酒井 瞬(2) 高校   2,08.34 
ｻｶｲ ｼｭﾝ 上田染谷丘

 7 柳澤 柑太(2) 高校   2,15.45 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 野沢南

 8 大塚 空冬(2) 高校   2,15.59 
ｵｵﾂｶ ｸｳﾄ 野沢南

男子

８００ｍ

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 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1906

2  2789

5  1531

7  1553

9  1860

3  1558

8  1863

6  1717
欠場

順

1  1630

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1908

6  1857

2  1626

3  1551

8  1589

1  1866

7  2844

5  2829
欠場

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  1906

5  1908

8  1531

7  2789

9  1626

4  1857

3  1553

2  1551



決勝 9月11日 10:15

県高記録(KR)      3,38.49
大会記録(GR)      3,54.70

 1 田所 夢太郎(2) 高校   3,59.69 
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ 佐久長聖

 2 武田 寧登(2) 高校   3,59.71 
ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ 上田西

 3 市川 和英(2) 高校   4,02.80 
ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 上田西

 4 梅原 悠良(1) 高校   4,05.14 
ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 上田西

 5 小林 亮太(1) 高校   4,10.76 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 佐久長聖

 6 小林 圭吾(1) 高校   4,12.81 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｺﾞ 佐久長聖

 7 楢原 累斗(2) 高校   4,20.40 
ﾅﾗﾊﾗ ﾙｲﾄ 上田

 8 太田 京平(2) 高校   4,23.41 
ｵｵﾀ ｷｮｳﾍｲ 野沢北

 9 大塚 空冬(2) 高校   4,32.44 
ｵｵﾂｶ ｸｳﾄ 野沢南

10 土屋 聖瑛(1) 高校   4,36.05 
ﾂﾁﾔ ｾｲｱ 野沢南

11 大神 健太(2) 高校   4,42.64 
ｵｵｶﾞﾐ ｹﾝﾀ 丸子修学館

12 内藤 悠大(1) 高校   4,44.92 
ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 小諸

13 児玉 慈生(1) 高校   4,45.06 
ｺﾏﾀﾞ ｼﾞｵ 上田

14 山下 千颯(1) 高校   4,45.76 
ﾔﾏｼﾀ ﾁﾊﾔ 上田千曲

15 倉沢 昂希(2) 高校   4,46.40 
ｸﾗｻﾜ ｺｳｷ 上田染谷丘

16 安本 桜太郎(1) 高校   4,56.82 
ﾔｽﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ 上田千曲

17 小島 颯翔(1) 高校   4,58.25 
ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ 丸子修学館

18 白井 充大(1) 高校   4,58.32 
ｼﾗｲ ﾐﾋﾛ 上田染谷丘

19 小林 圭太(2) 高校   4,59.21 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 野沢南

20 小高 怜大(2) 高校   5,01.32 
ｺﾀﾞｶ ﾚｲﾀ 佐久平総合技術
福島 大志郎(2) 高校
ﾌｸｼﾏ ﾀｲｼﾛｳ 小諸

決勝 9月12日 12:10

県高記録(KR)     13,36.57
大会記録(GR)     14,17.24

 1 小池 莉希(2) 高校  14,54.11 
ｺｲｹ ﾘｷ 佐久長聖

 2 武田 寧登(2) 高校  15,02.00 
ﾀｹﾀﾞ ﾈｲﾄ 上田西

 3 小林 隼人(2) 高校  15,10.75 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 上田西

 4 川口 直央(2) 高校  15,12.32 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾅｵ 佐久長聖

 5 矢澤 蓮太郎(2) 高校  15,44.06 
ﾔｻﾞﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ 佐久長聖

 6 成澤 爽(2) 高校  16,04.59 
ﾅﾙｻﾜ ｱｷﾗ 上田西

 7 楢原 累斗(2) 高校  16,17.29 
ﾅﾗﾊﾗ ﾙｲﾄ 上田

 8 小林 圭太(2) 高校  20,00.98 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾀ 野沢南
宮下 輝海(2) 高校
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾐ 上田千曲

男子

１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1645

9  1910

3  1908

7  1906

6  1668

8  1667

2  1786

1  1531

5  1551

12  1558

10  1755

15  1717

14  1790

21  1866

13  1856

19  1863

18  1763

20  1860

11  2829
欠場

17  1580

16  1630

9  1888
欠場

8  1786

3  1580

6  1648

7  1912

2  1909

4  1642

1  1643

5  1910

男子

５０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月11日 11:30

県高記録(KR)        14.44
大会記録(GR)        14.99

風速 +0.1

 1 内海 亮平(2) 高校     15.53 
ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ 佐久長聖

 2 菊池 優介(1) 高校     15.81 
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 岩村田

 3 木内 心大(2) 高校     16.23 
ｷｳﾁ ｺｺﾛ 佐久長聖

 4 小林 誠史(1) 高校     19.01 
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ 上田千曲
加藤 颯人(2) 高校
ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 上田千曲

決勝 9月12日 11:50

県高記録(KR)        51.36
大会記録(GR)        53.29

[ 1組] [ 2組]

 1 塚田 要(1) 高校   1,01.02  1 降幡 諒成(1) 高校     57.89 
ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ 野沢南 ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖

 2 備後 琉空(1) 高校   1,05.93  2 小林 誠史(1) 高校   1,00.85 
ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ 上田 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ 上田千曲

 3 福島 翔太(2) 高校   1,06.60  3 加藤 颯人(2) 高校   1,03.01 
ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 佐久平総合技術 ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 上田千曲

 4 栁澤 勇太(1) 高校   1,06.70  4 小林 草太(1) 高校   1,03.85 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 佐久平総合技術 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 岩村田
内田 洸太(2) 高校 西澤 貴寛(2) 高校
ｳﾁﾀﾞ ｺｳﾀ 佐久平総合技術 ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｶﾋﾛ 丸子修学館

   1 降幡 諒成(1) 高校 佐久長聖       57.89   2   1
   2 小林 誠史(1) 高校 上田千曲     1,00.85   2   2
   3 塚田 要(1) 高校 野沢南     1,01.02   1   1
   4 加藤 颯人(2) 高校 上田千曲     1,03.01   2   3
   5 小林 草太(1) 高校 岩村田     1,03.85   2   4
   6 備後 琉空(1) 高校 上田     1,05.93   1   2
   7 福島 翔太(2) 高校 佐久平総合技術     1,06.60   1   3
   8 栁澤 勇太(1) 高校 佐久平総合技術     1,06.70   1   4

3  1889
失格

4  1650

5  1862

6  2807

2  1593

男子

１１０ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 1561

 1623
 1629

 1889
 1595
 1792

記録 備考 組 順位
 2842
 1862

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

3  1757
欠場

男子

４００ｍＨ

6  1621
欠場

2  1889

6  1595

所属名 記録／備考
4  2842

5  1862

順 ﾚｰﾝ No.

4  1623

2  1629

3  1561

5  1792

男子

４００ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 氏  名



決勝 9月11日 14:00

県高記録(KR)      8,51.11
大会記録(GR)      9,15.30

 1 永原 颯磨(1) 高校   9,34.05 
ﾅｶﾞﾊﾗ ｿｳﾏ 佐久長聖

 2 小林 隼人(2) 高校   9,43.06 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 上田西

 3 成澤 爽(2) 高校   9,49.48 
ﾅﾙｻﾜ ｱｷﾗ 上田西

 4 遠藤 大成(1) 高校  10,03.85 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 佐久長聖

 5 竹内 朝輝(2) 高校  10,05.01 
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 上田西

 6 金森 柊弥(1) 高校  10,40.55 
ｶﾅﾓﾘ ｼｭｳﾔ 佐久平総合技術

 7 金子 一渓(1) 高校  10,58.54 
ｶﾈｺ ｲｯｹｲ 佐久長聖

 8 宮下 輝海(2) 高校  11,47.84 
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾐ 上田千曲

 9 中山 瑛生(1) 高校  12,14.13 
ﾅｶﾔﾏ ｴｲｷ 岩村田

10 安本 桜太郎(1) 高校  12,24.91 
ﾔｽﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ 上田千曲

決勝 9月12日 10:45

県高記録(KR)     19,45.72
大会記録(GR)     22,13.15

 1 大神 健太(2) 高校  24,38.99 
ｵｵｶﾞﾐ ｹﾝﾀ 丸子修学館

 2 小島 颯翔(1) 高校  27,36.35 
ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ 丸子修学館

 3 倉沢 昂希(2) 高校  27,40.27 
ｸﾗｻﾜ ｺｳｷ 上田染谷丘

 4 熊倉 正之(1) 高校  33,10.13 
ｸﾏｸﾗ ﾏｻﾕｷ 上田西

 5 中山 瑛生(1) 高校  36,02.66 
ﾅｶﾔﾏ ｴｲｷ 岩村田

 6 滝沢 優太(1) 高校  37,23.65 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 上田西
山下 千颯(1) 高校
ﾔﾏｼﾀ ﾁﾊﾔ 上田千曲

8  1597

7  1863

3  1659

1  1888

6  2772

2  1626

4  1912

9  1656

5  2857

10  1909

男子

３０００ｍＳＣ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  1866
失格

3  1597

6  1911

5  1856

4  1907

1  1755

7  1763

男子

５０００ｍＷ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月11日 14:30

県高記録(KR)        40.95
大会記録(GR)        41.86

[ 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 野沢南  1579 三井 智世(2)     45.67  1   5 佐久長聖  2805 山本 赴瑠(1)     42.25 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ﾐﾂｲ ﾄﾓｾ ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ
 1560 由井 晴陽(1)  2809 落合 華七斗(2)

ﾕｲ ﾊﾙﾔ ｵﾁｱｲ ｶﾅﾄ
 1557 関口 凰雅(1)  1653 福澤 耀明(2)

ｾｷｸﾞﾁ ｵｳｶﾞ ﾌｸｻﾞﾜ ﾖｳﾒｲ
 1561 塚田 要(1)  1654 木村 伊吹(2)

ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ
 2   4 上田  1791 宮澤 健人(1)     46.09  2   6 岩村田  1594 榊原 歩(1)     44.54 

ｳｴﾀﾞ ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ
 1787 佐藤 良太(2)  1591 南澤 爽太(2)

ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ
 1788 南澤 遥翔(2)  1596 佐々木 隆之介(1)

ﾐﾔﾐｻﾜ ﾊﾙﾄ ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
 1793 小林 暉弥(1)  1593 菊池 優介(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾔ ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ
 3   2 佐久平総合技術 1622 戸蒔 来維(2)     47.39  3   2 上田染谷丘  1858 竹中 心太郎(2)     45.30 

ｻｸﾀﾞｲﾗｿｳｺﾞｳ ﾄﾏｷ ﾗｲ ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾀｹﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ
 1623 福島 翔太(2)  1859 熊谷 槍一(1)

ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ
 1628 木藤 誉秀阿(1)  1857 酒井 瞬(2)

ｷﾄﾞｳ ｼﾞｮｼｭｱ ｻｶｲ ｼｭﾝ
 1624 上原 卓人(2)  1855 中澤 光希(2)

ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾄ ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ
 4   3 上田西  1911 滝沢 優太(1)     47.87  4   3 上田千曲  1889 加藤 颯人(2)     45.50 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾀ ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ
 2774 大木 咲翔(1)  1890 中村 春希(2)

ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ
 2789 田下 輝稀(1)  1861 西田 陸人(1)

ﾀｼﾀ ｺｳｷ ﾆｼﾀ ﾘｸﾄ
 1908 市川 和英(2)  1864 森 暖向太(1)

ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ ﾓﾘ ﾋﾅﾀ
  6 丸子修学館  5   7 野沢北  1533 岡田 陸(2)     45.54 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｯｶﾝｺｳｺｳ 欠場 ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｵｶﾀﾞ ﾘｸ
 1541 髙畑 良太(1)

ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ
 1532 寺尾 朝陽(2)

ﾃﾗｵ ｱｻﾋ
 1530 島谷 泰青(2)

ｼﾏﾔ ﾀｲｾｲ
 6   4 小諸  1716 内河 颯汰(1)     46.44 

ｺﾓﾛｺｳ ｳﾁｶﾜ ｿｳﾀ
 1715 伊藤 壮一郎(1)

ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ
 2830 寺島 恒輔(2)

ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ
 1717 内藤 悠大(1)

ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ

男子

４×１００ｍＲ

決勝



   1 佐久長聖     42.25 山本 赴瑠(1) 落合 華七斗(2)福澤 耀明(2) 木村 伊吹(2)   2   1
   2 岩村田     44.54 榊原 歩(1) 南澤 爽太(2) 佐々木 隆之介(菊池 優介(1)   2   2
   3 上田染谷丘     45.30 竹中 心太郎(2)熊谷 槍一(1) 酒井 瞬(2) 中澤 光希(2)   2   3
   4 上田千曲     45.50 加藤 颯人(2) 中村 春希(2) 西田 陸人(1) 森 暖向太(1)   2   4
   5 野沢北     45.54 岡田 陸(2) 髙畑 良太(1) 寺尾 朝陽(2) 島谷 泰青(2)   2   5
   6 野沢南     45.67 三井 智世(2) 由井 晴陽(1) 関口 凰雅(1) 塚田 要(1)   1   1
   7 上田     46.09 宮澤 健人(1) 佐藤 良太(2) 南澤 遥翔(2) 小林 暉弥(1)   1   2
   8 小諸     46.44 内河 颯汰(1) 伊藤 壮一郎(1)寺島 恒輔(2) 内藤 悠大(1)   2   6
   9 佐久平総合技術     47.39 戸蒔 来維(2) 福島 翔太(2) 木藤 誉秀阿(1)上原 卓人(2)   1   3
  10 上田西     47.87 滝沢 優太(1) 大木 咲翔(1) 田下 輝稀(1) 市川 和英(2)   1   4

ｵｰﾀﾞｰ1

男子

４×１００ｍＲ
タイムレース

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



決勝 9月12日 15:00

県高記録(KR)      3,12.51
大会記録(GR)      3,18.35

[ 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  2774 大木 咲翔(1)   3,33.85  1   5 佐久長聖  2842 降幡 諒成(1)   3,29.40 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ
 2789 田下 輝稀(1)  2808 安坂 丈瑠(2)

ﾀｼﾀ ｺｳｷ ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ
 1906 梅原 悠良(1)  2803 今関 隼也(1)

ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ
 1908 市川 和英(2)  1651 依田 真叶(2)

ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ ﾖﾀﾞ ﾏﾅﾄ
 2   5 野沢南  1579 三井 智世(2)   3,36.35  2   4 岩村田  1594 榊原 歩(1)   3,36.73 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ﾐﾂｲ ﾄﾓｾ ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ
 1561 塚田 要(1)  1591 南澤 爽太(2)

ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ
 1558 土屋 聖瑛(1)  1593 菊池 優介(1)

ﾂﾁﾔ ｾｲｱ ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ
 1553 柳澤 柑太(2)  1596 佐々木 隆之介(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
 3   6 上田染谷丘  1859 熊谷 槍一(1)   3,42.96  3   2 野沢北  1530 島谷 泰青(2)   3,38.59 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ ﾉｻﾞﾜｷﾀ ｼﾏﾔ ﾀｲｾｲ
 1857 酒井 瞬(2)  1541 髙畑 良太(1)

ｻｶｲ ｼｭﾝ ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ
 1858 竹中 心太郎(2)  1533 岡田 陸(2)

ﾀｹﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ ｵｶﾀﾞ ﾘｸ
 1855 中澤 光希(2)  1531 太田 京平(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ ｵｵﾀ ｷｮｳﾍｲ
 4   2 佐久平総合技術 1622 戸蒔 来維(2)   3,47.09  4   7 上田千曲  1889 加藤 颯人(2)   3,42.47 

ｻｸﾀﾞｲﾗｿｳｺﾞｳ ﾄﾏｷ ﾗｲ ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ
 1626 金森 柊弥(1)  1862 小林 誠史(1)

ｶﾅﾓﾘ ｼｭｳﾔ ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ
 1623 福島 翔太(2)  1861 西田 陸人(1)

ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ ﾆｼﾀ ﾘｸﾄ
 1629 栁澤 勇太(1)  1890 中村 春希(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ ﾅｶﾑﾗ ﾊﾙｷ
  3 丸子修学館  1755 大神 健太(2)  5   3 上田  1792 備後 琉空(1)   3,43.94 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｯｶﾝｺｳｺｳ ｵｵｶﾞﾐ ｹﾝﾀ 欠場 ｳｴﾀﾞ ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ
 1763 小島 颯翔(1)  1787 佐藤 良太(2)

ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ
 1756 倉光 悠晴(2)  1793 小林 暉弥(1)

ｸﾗﾐﾂ ﾕｳｾｲ ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾔ
 1758 馬場 滉太(2)  1786 楢原 累斗(2)

ﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾀ ﾅﾗﾊﾗ ﾙｲﾄ
  6 小諸

ｺﾓﾛｺｳ 欠場

男子

４×４００ｍＲ

決勝



   1 佐久長聖   3,29.40 降幡 諒成(1) 安坂 丈瑠(2) 今関 隼也(1) 依田 真叶(2)   2   1
   2 上田西   3,33.85 大木 咲翔(1) 田下 輝稀(1) 梅原 悠良(1) 市川 和英(2)   1   1
   3 野沢南   3,36.35 三井 智世(2) 塚田 要(1) 土屋 聖瑛(1) 柳澤 柑太(2)   1   2
   4 岩村田   3,36.73 榊原 歩(1) 南澤 爽太(2) 菊池 優介(1) 佐々木 隆之介(  2   2
   5 野沢北   3,38.59 島谷 泰青(2) 髙畑 良太(1) 岡田 陸(2) 太田 京平(2)   2   3
   6 上田千曲   3,42.47 加藤 颯人(2) 小林 誠史(1) 西田 陸人(1) 中村 春希(2)   2   4
   7 上田染谷丘   3,42.96 熊谷 槍一(1) 酒井 瞬(2) 竹中 心太郎(2)中澤 光希(2)   1   3
   8 上田   3,43.94 備後 琉空(1) 佐藤 良太(2) 小林 暉弥(1) 楢原 累斗(2)   2   5
   9 佐久平総合技術   3,47.09 戸蒔 来維(2) 金森 柊弥(1) 福島 翔太(2) 栁澤 勇太(1)   1   4

ｵｰﾀﾞｰ1

男子

４×４００ｍＲ
タイムレース

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



決勝 9月12日  9:40

県高記録(KR)         2.17
大会記録(GR)         2.01

1m75
櫻井 絢悠(1) 高校 - - - - - - - O XO XO
ｻｸﾗｲ ｹﾝﾕｳ 佐久長聖 /
小林 誠史(1) 高校 - - O O O O O XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ 上田千曲
宮下 輝海(2) 高校 O O O O O XXX
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾐ 上田千曲

決勝 9月11日 12:00

県高記録(KR)         5.11
大会記録(GR)         4.30

北村 櫂(1) 高校
ｷﾀﾑﾗ ｶｲ 丸子修学館

決勝 9月11日 13:30

県高記録(KR)         7.61
大会記録(GR)         7.14

松村 喜道(2) 高校    X   6.28   6.13   6.37    X    X    6.37 
ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ 佐久長聖   +1.4   +0.7   -0.3    -0.3
寺島 恒輔(2) 高校   6.27   5.97    -    X   6.17    X    6.27 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 小諸   +0.1   +1.0   +0.3    +0.1
南澤 爽太(2) 高校   6.22    X    X   5.89    X    -    6.22 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 岩村田   +1.7   -0.4    +1.7
遠藤 光(2) 高校   5.91    X   6.20   6.03   5.77    -    6.20 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 上田東   +1.1   +0.2   +0.9   -0.2    +0.2
佐々木 隆之介(1) 高校   5.97    X   6.18    X   6.18    -    6.18 
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 岩村田   +1.1   +0.7   -0.1    +0.7
木村 伊吹(2) 高校    X   6.08    X    -    -    -    6.08 
ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 佐久長聖   +1.2    +1.2
西田 陸人(1) 高校   5.73   5.65   5.79    -    -    -    5.79 
ﾆｼﾀ ﾘｸﾄ 上田千曲   +1.4   +0.5   +1.0    +1.0
栁澤 孔軌(1) 高校   5.54   5.53    X    X   5.53   5.32    5.54 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 野沢南   +1.2   +1.3   -0.9   +0.7    +1.2
戸枝 篤志(1) 高校   5.35   5.36   5.22    5.36 
ﾄｴﾀﾞ ｱﾂｼ 長野西望月   +0.7   +1.0   +0.2    +1.0
上原 萌聖(1) 高校   4.57   4.69   4.79    4.79 
ｳｴﾊﾗ ﾎｳｾｲ 上田   +1.0   +0.8   +0.7    +0.7

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 備考
1m25 1m30 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70

1 3  2802  1.70

記録
1m35 1m40

2 2  1862  1.55

 1.453 1  1888

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録2m40 2m50 備考2m20 2m30 2m60 2m70 2m80
1 1  1760 XO O XO O O XXX  2.60

9 2  1671

10 1  1789

7 4  1861

8 3  1559

5 5  1596

6 10  1654

3 7  1591

4 6  1810

1 8  2810
-5-

2 9  2830

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 9月12日 12:30

県高記録(KR)        15.58
大会記憶(GR)        14.63

南澤 爽太(2) 高校  13.42  13.56  11.98  13.33  13.19    X   13.56 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 岩村田   +1.5   +1.2   +0.9   +1.4   +1.4   +0.8    +1.2
松村 喜道(2) 高校  12.43    X  11.70    -    -    -   12.43 
ﾏﾂﾑﾗ ｷﾄﾞｳ 佐久長聖   +1.3   +1.6   +0.7    +1.3
佐々木 隆之介(1) 高校    X   9.20  11.93  12.21  12.05    -   12.21 
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 岩村田   +1.8   +1.5   +0.4   +0.6   +0.9    +0.6
遠藤 光(2) 高校  11.73  11.96  11.83  11.82    X  11.91   11.96 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 上田東   +1.4   +1.4   +0.1   +0.7   +1.3   +1.0    +1.4
竹中 心太郎(2) 高校    X  10.03  10.22    X    X  11.29   11.29 
ﾀｹﾅｶ ｼﾝﾀﾛｳ 上田染谷丘   +2.1   +1.6   +0.7   +1.1   +1.5    +1.5
酒井 瞬(2) 高校  11.13  10.86    -    -    -    -   11.13 
ｻｶｲ ｼｭﾝ 上田染谷丘   +1.7   +1.8    +1.7

決勝 9月11日 11:00

県高記録(KR)        14.76
大会記録(GR)        12.98

小山 翔平(1) 高校
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 佐久長聖
北澤 直也(2) 高校
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 上田千曲
小林 一成(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ 野沢南
依田 遼(1) 高校
ﾖﾀﾞ ﾘｮｳ 野沢南
羽場 太陽(2) 高校
ﾊﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 岩村田
馬場 滉太(2) 高校
ﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾀ 丸子修学館
西田 陸人(1) 高校
ﾆｼﾀ ﾘｸﾄ 上田千曲
青木 蓮治(2) 高校
ｱｵｷ ﾚﾝｼﾞ 上田千曲
木藤 誉秀阿(1) 高校
ｷﾄﾞｳ ｼﾞｮｼｭｱ 佐久平総合技術
倉沢 昂希(2) 高校 欠場
ｸﾗｻﾜ ｺｳｷ 上田染谷丘

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- 備考
1 6  1591

-5-

2 5  2810

3 3  1596

4 4  1810

5 2  1858

6 1  1857

  6.91 

1  1856

  X  6.43  6.81   7.04 

9 4  1628  6.57  6.91  6.65

 7.34  7.45  6.20   7.92 

8 2  1865   X  6.78  7.04

  X   X  8.52   8.52 

7 3  1861  7.43  7.60  7.92

 9.25  8.92   X   9.25 

6 7  1758  8.31  6.48  7.60

 9.59   X  8.85   9.59 

5 8  1590  8.68   X  9.21

10.02  8.77  9.74  10.02 

4 5  1563  9.46   X   X

 9.78 10.42 10.84  11.23 

3 6  1552  9.34  8.10  9.21

12.16 11.84 11.94  12.46 

2 9  1887   X 10.53 11.23

1 10  2813 11.97 12.46   X

-3- -4- -5- -6- 記録 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-



決勝 9月11日  9:30

県高記録(KR)        45.21
大会記録(GR)        38.25

羽場 太陽(2) 高校
ﾊﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 岩村田
馬場 滉太(2) 高校
ﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾀ 丸子修学館
倉光 悠晴(2) 高校
ｸﾗﾐﾂ ﾕｳｾｲ 丸子修学館
北澤 直也(2) 高校
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 上田千曲
依田 遼(1) 高校
ﾖﾀﾞ ﾘｮｳ 野沢南
木藤 誉秀阿(1) 高校
ｷﾄﾞｳ ｼﾞｮｼｭｱ 佐久平総合技術
小林 一成(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ 野沢南
北村 櫂(1) 高校
ｷﾀﾑﾗ ｶｲ 丸子修学館
内河 颯汰(1) 高校
ｳﾁｶﾜ ｿｳﾀ 小諸
臼田 翔栄(2) 高校 欠場
ｳｽﾀﾞ ｼｮｳｴｲ 佐久平総合技術

決勝 9月11日 12:40

県高記録(KR)        57.29
大会記録(GR)        50.48

馬場 滉太(2) 高校
ﾊﾞﾊﾞ ｺｳﾀ 丸子修学館
北澤 直也(2) 高校
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 上田千曲
倉光 悠晴(2) 高校
ｸﾗﾐﾂ ﾕｳｾｲ 丸子修学館
小林 一成(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ 野沢南
依田 遼(1) 高校
ﾖﾀﾞ ﾘｮｳ 野沢南
北村 櫂(1) 高校
ｷﾀﾑﾗ ｶｲ 丸子修学館
青木 蓮治(2) 高校
ｱｵｷ ﾚﾝｼﾞ 上田千曲
佐藤 健大(2) 高校 欠場
ｻﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 佐久平総合技術
中澤 光希(2) 高校 欠場
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 上田染谷丘

男子

円盤投(1.750kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 10  1590 32.22 36.51 34.12 34.91 37.15   X  37.15 

2 9  1758 29.06   X 30.13 27.57 27.42 27.54  30.13 

3 8  1756   X   X 24.82 26.95 26.98 29.16  29.16 

4 7  1887 26.38 26.04 28.58   -   -   -  28.58 

5 4  1563   X 22.29   X   X 25.04   X  25.04 

6 6  1628   X 20.61 21.57 23.10 20.12 22.11  23.10 

7 3  1552 19.89 20.17 20.77   X   X 21.28  21.28 

8 2  1760 18.00 18.97 18.54 19.01 16.19 18.69  19.01 

9 1  1716   X 15.13 15.98

5  1631

 15.98 

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 備考
1 9  1758   X 42.01 44.40 40.44 47.42 34.57  47.42 

2 8  1887 35.98 33.63   X   X   X   X  35.98 

3 7  1756 28.92 27.36   X   X   X 27.86  28.92 

4 6  1552 19.66 26.46 25.66 27.74 23.60 26.83  27.74 

5 5  1563 20.78 19.62   X 22.58 22.90 21.81  22.90 

6 1  1760 15.27 14.71 15.24   X 16.01 14.94  16.01 

7 3  1865 13.84   X 15.69   X 15.02   X  15.69 

2  1632

4  1855



決勝 9月12日 12:30

県高記録(KR)        63.41
大会記録(GR)        57.42

三井 広大(2) 高校
ﾐﾂｲ ｺｳﾀﾞｲ 野沢北
岡田 陸(2) 高校
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 野沢北
上原 卓人(2) 高校
ｳｴﾊﾗ ﾀｸﾄ 佐久平総合技術
羽場 太陽(2) 高校
ﾊﾊﾞ ﾀｲﾖｳ 岩村田
倉光 悠晴(2) 高校
ｸﾗﾐﾂ ﾕｳｾｲ 丸子修学館
内河 颯汰(1) 高校
ｳﾁｶﾜ ｿｳﾀ 小諸
福島 翔太(2) 高校
ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 佐久平総合技術
星野 緑風(2) 高校
ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 佐久長聖
南波 歩夢(2) 高校
ﾅﾝﾊﾞ ｱﾕﾑ 野沢南
熊谷 槍一(1) 高校
ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ 上田染谷丘
青木 蓮治(2) 高校
ｱｵｷ ﾚﾝｼﾞ 上田千曲
白井 充大(1) 高校
ｼﾗｲ ﾐﾋﾛ 上田染谷丘

 18.12 

 25.95 

12 5  1860 18.12   X   X

 26.95 

11 2  1865 18.53 25.95   X

 29.09 

10 3  1859 26.80 24.67 26.95

31.14   X 18.99  31.14 

9 8  1556 29.09   X 26.46

27.90 26.33 30.33  31.69 

8 4  2801 28.93   X 30.92

  X 30.68 25.81  36.18 

7 7  1623 27.68 30.91 31.69

33.76 33.89 35.85  37.80 

6 1  1716 36.18 34.77 28.12

  X 36.75   X  39.52 

5 12  1756 37.80 35.87 35.02

33.02 36.13 36.79  40.25 

4 6  1590 34.65 39.52 37.35

39.99 35.46 40.45  40.60 

3 11  1624 37.10 35.92 40.25

32.91 34.17 40.67  40.67 

2 9  1533 36.13 32.82 40.60

1 10  1540 34.90 39.89 36.10

-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-



Ｐ　

コード

コード

～

11"82 687 11"65 721 12"03 645 12"19 614 12"50 556 12"87 490

0.6 687 0.6 721 0.6 645 0.6 614 0.6 556 0.6 490

6m20 630 6m09 606 5m56 494 5m22 425 5m94 574 4m94 371

-0.8 1317 -0.4 1327 -2.2 1139 -1.8 1039 -1.6 1130 -1.1 861

9m98 484 7m30 325 9m43 451 6m87 300 7m38 330 7m16 317

1801 1652 1590 1339 1460 1178

55"64 573 52"03 723 52"53 702 57"73 494 54"63 614 54"63 521

2374 2375 2292 1833 2074 1699

第　１　日

得　点　計

順　　　位

15"84 751 NR 0 16"34 695 21"46 243 17"65 558 17"15 609

0.4 3125 2375 0.4 2987 0.4 2076 0.4 2632 0.4 2308

45m04 516 26m34 248 39m08 429 31m29 317 33m48 348 28m08 272

3641 2623 3416 2393 2980 2580

1m65 504 1m65 504 1m74 577 1m50 389 1m68 528 1m50 389

4145 3127 3993 2782 3508 2969

5´09"75 505 4´43"25 660 4´51"85 608 5´05"40 529 4´49"34 623 4´52"17 606

4650 3787 4601 3311 4131 3575

第　２　日

得　点　計

総　得　点

順　　　位

競技会名  令和３年度 東信地区高等学校体育大会
陸上競技大会

審判長

記録主任

記録員

箕輪　健二

中嶋　良太

山辺　多喜男
令和３年9月11日(土曜日) 令和３年9月12日(日曜日)

陸協名　長野陸上競技協会

主催団体  長野県高等学校体育連盟 競技場名    佐久総合運動公園　陸上競技場

降幡 諒成

佐久長聖 1岩村田 1

大木 咲翔

上田西 1

１００ｍ

　備考　　左の欄は記録、右の欄の上は得点、下は合計得点、風向･風速を必要とする種目には必ず追・向の別と風速を記録欄に記入のこと。

岡田 陸

312

2276 1412 14782309

2

37874650

41

4601

野沢南 2 野沢北 2

645

　　　　　　走幅跳の最高記録の風速が４ｍを超えた場合、セカンド記録以下に４ｍ以内のものがあればそれを付記してください。

走幅跳

1593

菊池 優介

28422774

１１０ｍＨ

砲丸投

やり投

走高跳

１５００ｍ

４００ｍ

2374 16992074183322922375

南波 歩夢

2801

佐久長聖 2

星野 緑風

15331556

18762057

536

357541313311

種 目

ナ ン

混成競技(八種)記録得点表 （ 男 ・ 女 ） N 1 葉 １

２ ０

競技者

所

属

2 1 1 7 2 0 0 9

1 7 2 0 6 0



決勝 9月11日  9:45
県高記録(KR)        10.32

風速 +0.6

 1 大木 咲翔(1) 高校 11.65(721)
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西

 2 菊池 優介(1) 高校 11.82(687)
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 岩村田

 3 降幡 諒成(1) 高校 12.03(645)
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖

 4 南波 歩夢(2) 高校 12.19(614)
ﾅﾝﾊﾞ ｱﾕﾑ 野沢南

 5 岡田 陸(2) 高校 12.50(556)
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 野沢北

 6 星野 緑風(2) 高校 12.87(490)
ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 佐久長聖

決勝 9月11日 10:30
県高記録(KR)         7.61

菊池 優介(1) 高校   6.20    X   6.06    6.20 
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 岩村田   -0.8   -1.5   -2.4    -0.8 (630)
大木 咲翔(1) 高校   6.09   5.79   6.01    6.09 
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西   -0.4   -1.6   -1.1    -0.4 (606)
岡田 陸(2) 高校   5.88   5.94   5.82    5.94 
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 野沢北   -1.2   -1.6   -2.0    -1.6 (574)
降幡 諒成(1) 高校   5.32   5.56   5.52    5.56 
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖    0.0   -2.2   -1.0    -2.2 (494)
南波 歩夢(2) 高校   4.86   5.14   5.22    5.22 
ﾅﾝﾊﾞ ｱﾕﾑ 野沢南   -0.1   -1.4   -1.8    -1.8 (425)
星野 緑風(2) 高校    X   4.94    X    4.94 
ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 佐久長聖   -1.3   -1.1   -1.0    -1.1 (371)

決勝 9月11日 12:10
県高記録(KR)        14.76

菊池 優介(1) 高校
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 岩村田 (484)
降幡 諒成(1) 高校
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖 (451)
岡田 陸(2) 高校
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 野沢北 (330)
大木 咲翔(1) 高校
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西 (325)
星野 緑風(2) 高校
ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 佐久長聖 (317)
南波 歩夢(2) 高校
ﾅﾝﾊﾞ ｱﾕﾑ 野沢南 (300)

決勝 9月11日 13:45
県高記録(KR)        46.98

 1 大木 咲翔(1) 高校 52.03(723)
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西

 2 降幡 諒成(1) 高校 52.53(702)
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖

 3 岡田 陸(2) 高校 54.63(614)
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 野沢北

 4 菊池 優介(1) 高校 55.64(573)
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 岩村田

 5 星野 緑風(2) 高校 56.99(521)
ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 佐久長聖

 6 南波 歩夢(2) 高校 57.73(494)
ﾅﾝﾊﾞ ｱﾕﾑ 野沢南

2  2801

4  1556

3  1533

7  1593

6  2774

5  2842

混成男子

八種４００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

  6.87 

  X   7.16 

6 5  1556  6.55  6.00

 6.78

 6.87

  7.30 

5 3  2801  7.11  7.16

 7.21   7.38 

4 1  2774  7.06  7.30

 9.35   9.43 

3 4  1533  7.27  7.38

 9.98   9.98 

2 6  2842  9.43  9.10

-4- -5- -6- 記録 備考
1 2  1593  9.66  9.90

混成男子

八種砲丸投
順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

八種走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -6- 記録-2- -3- -4- 備考
1 1  1593

-5-

2 2  2774

3 5  1533

4 3  2842

5 4  1556

6 6  2801

6  1533

7  2801

4  2842

5  1556

3  2774

2  1593

混成男子

八種１００ｍ

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月12日  9:30
県高記録(KR)        14.44

風速 +0.4

 1 菊池 優介(1) 高校     15.84 
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 岩村田

 2 降幡 諒成(1) 高校     16.34 
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖

 3 星野 緑風(2) 高校     17.15 
ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 佐久長聖

 4 岡田 陸(2) 高校     17.65 
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 野沢北

 5 南波 歩夢(2) 高校     21.46 
ﾅﾝﾊﾞ ｱﾕﾑ 野沢南
大木 咲翔(1) 高校
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西

決勝 9月12日 10:30
県高記録(KR)        63.41

菊池 優介(1) 高校
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 岩村田 (516)
降幡 諒成(1) 高校
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖 (429)
岡田 陸(2) 高校
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 野沢北 (348)
南波 歩夢(2) 高校
ﾅﾝﾊﾞ ｱﾕﾑ 野沢南 (317)
星野 緑風(2) 高校
ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 佐久長聖 (272)
大木 咲翔(1) 高校
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西 (248)

決勝 9月12日 11:30

県高記録(KR)         2.17

1m75
降幡 諒成(1) 高校 - - - - - XXO XO XXO XO XXX
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖
岡田 陸(2) 高校 - - - O O XO O XXX
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 野沢北
大木 咲翔(1) 高校 - O XO O XO XO XXX
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西
菊池 優介(1) 高校 - - - O XXO XO XX-
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 岩村田
南波 歩夢(2) 高校 O O XO XXX
ﾅﾝﾊﾞ ｱﾕﾑ 野沢南
星野 緑風(2) 高校 O XXO XXO XXX
ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 佐久長聖

決勝 9月12日 13:45

県高記録(KR)      3,38.49

 1 大木 咲翔(1) 高校 4,43.25(660)
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西

 2 岡田 陸(2) 高校 4,49.34(623)
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 野沢北

 3 降幡 諒成(1) 高校 4,51.85(608)
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖

 4 星野 緑風(2) 高校 4,52.17(606)
ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 佐久長聖

 5 南波 歩夢(2) 高校 5,05.40(529)
ﾅﾝﾊﾞ ｱﾕﾑ 野沢南

 6 菊池 優介(1) 高校 5,09.75(505)
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 岩村田

混成男子

八種１１０ｍH

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  1593

7  2842

6  2801

4  1533

2  1556

5  2774
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  X  28.08 

6 5  2774   X 26.34

31.29

22.43

 31.29 

5 3  2801 26.30 28.08

 33.48 

4 1  1556 26.72 30.85

 39.08 

3 2  1533 31.78 33.48 31.22

 45.04 

2 6  2842 36.24 32.20 39.08

-5- -6- 記録 備考
1 4  1593 44.72 45.04 37.24

八種やり投

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4-

6 6  2801  1.50

3 5  1593  1.65

5 2  1556  1.50

2 1  1533  1.68

3 4  2774  1.65

1 3  2842  1.74

記録
1m50 1m55

備考
1m40 1m45 1m60 1m65 1m68 1m71 1m74 1m77

混成男子

八種走高跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

混成男子

八種１５００ｍ

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  2774

3  1533

2  2842

5  2801

6  1556

1  1593



決勝 9月11日 10:46

県高記録(KR)        10.32
風速 +1.5

 1 木村 伊吹(2) 高校     11.11 
ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 佐久長聖

 2 塚田 要(1) 高校     12.01 
ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ 野沢南

 3 栁澤 孔軌(1) 高校     12.62 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 野沢南

 4 三上 海陽(1) 高校     12.65 
ﾐｶﾐ ｶｲﾖｳ 野沢南

 5 上原 萌聖(1) 高校     12.77 
ｳｴﾊﾗ ﾎｳｾｲ 上田

決勝 9月12日  9:46

県高記録(KR)        20.93
風速 +0.3

 1 安坂 丈瑠(2) 高校     22.88 
ｱｻﾞｶ ﾀｹﾙ 佐久長聖

 2 木内 心大(2) 高校     23.65 
ｷｳﾁ ｺｺﾛ 佐久長聖

 3 依田 真叶(2) 高校     23.74 
ﾖﾀﾞ ﾏﾅﾄ 佐久長聖

 4 内海 亮平(2) 高校     23.84 
ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ 佐久長聖

 5 今関 隼也(1) 高校     24.05 
ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ 佐久長聖
関口 凰雅(1) 高校
ｾｷｸﾞﾁ ｵｳｶﾞ 野沢南

決勝 9月11日 10:01

県高記録(KR)        46.98

 1 三島 成生(1) 高校     59.23 
ﾐｼﾏ ﾅﾙｷ 佐久長聖

決勝 9月12日 10:16

県高記録          1,48.46

 1 熊谷 航陽(1) 高校   2,12.10 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳﾖｳ 上田西

 2 筑波 直斗(1) 高校   2,12.90 
ﾂｸﾊﾞ ﾅｵﾄ 上田西

1  2844

ｵｰﾌﾟﾝ男子
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決勝 9月11日 12:35

県高記録(KR)      3,38.49

 1 小池 莉希(2) 高校   4,08.84 
ｺｲｹ ﾘｷ 佐久長聖

 2 矢澤 蓮太郎(2) 高校   4,09.90 
ﾔｻﾞﾜ ﾚﾝﾀﾛｳ 佐久長聖

 3 川口 直央(2) 高校   4,11.99 
ｶﾜｸﾞﾁ ﾅｵ 佐久長聖

 4 田下 輝稀(1) 高校   4,14.95 
ﾀｼﾀ ｺｳｷ 上田西

 5 新井 拓実(1) 高校   4,24.91 
ｱﾗｲ ﾀｸﾐ 上田西

 6 筑波 直斗(1) 高校   4,26.06 
ﾂｸﾊﾞ ﾅｵﾄ 上田西

 7 熊谷 航陽(1) 高校   4,30.19 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳﾖｳ 上田西

 8 大原 翔輝(1) 高校   4,35.19 
ｵｵﾊﾗ ﾄｷ 上田西

 9 河合 智弘(1) 高校   4,37.77 
ｶﾜｲ ﾄﾓﾋﾛ 佐久長聖
吉岡 斗真(1) 高校
ﾖｼｵｶ ﾄｳﾏ 佐久長聖
新井 虎次郎(2) 高校
ｱﾗｲ ｺｼﾞﾛｳ 佐久長聖
熊倉 正之(1) 高校
ｸﾏｸﾗ ﾏｻﾕｷ 上田西
佐内 彪真(1) 高校
ｻﾅｲ ﾋｮｳﾏ 佐久長聖

決勝 9月12日 12:11

県高記録(KR)     13,36.57

 1 田所 夢太郎(2) 高校  15,11.84 
ﾀﾄﾞｺﾛ ﾕﾒﾀﾛｳ 佐久長聖

 2 新井 虎次郎(2) 高校  15,16.64 
ｱﾗｲ ｺｼﾞﾛｳ 佐久長聖

 3 竹内 朝輝(2) 高校  16,16.40 
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 上田西

 4 新井 拓実(1) 高校  16,17.75 
ｱﾗｲ ﾀｸﾐ 上田西

 5 大原 翔輝(1) 高校  17,40.48 
ｵｵﾊﾗ ﾄｷ 上田西
小林 亮太(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 佐久長聖
小林 圭吾(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲｺﾞ 佐久長聖

ｵｰﾌﾟﾝ男子

１５００ｍ
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