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審判長   細田 和生(トラック) 内堀 俊彦(フィールド) 由井 正巳(混成競技) 
記録主任   加藤 順之 
 
大 会 新 記 録 等一 覧 

 種 目 予・準・決 記 録 氏 名 所 属 学年 年 月 日 

大会新 共通女子 100mH 決勝 14”22 並木 彩華 野沢 2 2021.6.6 

大会ﾀｲ 共通男子 110mH 決勝 14”81 山本 祐弥   小諸東 3 〃 

大会新  共通四種 決勝 2491点 竹内 睦喜 野沢 3 〃 

 

競技場気象状況 

時刻 天候   風   気温   湿度 気圧 

9:00 曇り 西     0.7m/sec.  21.0 ℃  58.0 %  
10:00 雨 南西     0.1m/sec.  20.0 ℃  63.0 %  
11:00 雨 西     0.0m/sec.  19.5 ℃  72.0 %  
12:00 曇り 北     1.5m/sec.  21.0 ℃  72.0 %  
13:00 晴 北     1.5m/sec.  22.0 ℃  47.0 %  
14:00 晴 北西     1.3m/sec.  23.5 ℃  40.0 %  

 



第60回県中総体夏季大会陸上競技東信地区大会
主催：東信地区中学校体育連盟                                                    
　　　東信地区陸上競技協会                                                      
　　　東信地区各市町村教育委員会                                                

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
06/06 1年  -1.3須田 岳琉(1) 12.94 菊原 煌生(1) 13.07 森田 千寛(1) 13.32 池田 恭輔(1) 13.35 佐藤 柾希(1) 13.37 新川 旺杜也(1) 13.46 掛川 征恭(1) 13.66 山下 寛太(1) 14.24

100m 中学生･野沢 中学生･佐久穂 中学生･御代田 中学生･軽井沢 中学生･御代田 中学生･上田第六 中学生･丸子北 中学生･上田第四
06/06 2年  -1.6宇佐美 隆悟(2) 12.02 美齊津 岳(2) 12.21 掛川 龍(2) 12.80 手塚 悠介(2) 12.80 佐藤 亮太(2) 13.08 北村 碧惟(2) 13.13 田島 一輝(2) 13.22 小林 遼哉(2) 13.35

100m 中学生･立科 中学生･小諸東 中学生･御代田 中学生･上田第六 中学生･軽井沢 中学生･小諸東 中学生･望月 中学生･芦原
06/06 3年 田中 粋(3) 中学生･丸子 11.88 早崎 蒼心(3) 11.94 大工原 政斗(3) 12.05 小須田 翔(3) 12.06 北村 海晴(3) 12.19 藤沢 政信(3) 12.46 輿石 絆(3) 12.52

100m 星野 タイト(3)中学生･芦原 中学生･御代田 中学生･佐久東 中学生･浅間 中学生･小諸東 中学生･小諸東 中学生･南牧
06/06 木内 光波(3) 23.31 成澤 優希(3) 23.43 山下 智也(3) 23.94 伊東 海翔(3) 24.70 鈴木 陽大(3) 24.75 竹内 一真(2) 25.13 中澤 煌牙(2) 25.50 今井 平和(3) 25.67

200m 中学生･浅間 中学生･東御東部 中学生･上田第四 中学生･上田第四 中学生･御代田 中学生･東御東部 中学生･浅間 中学生･立科
06/06 中村 一輝(2) 56.22 羽場 瑠南(2) 57.78 大澤 直道(3) 57.89 小林 蓮門(3) 59.22 塚田 陽音(3) 1,00.46 竹内 勇椅(2) 1,01.83 横山 遥都(2) 1,03.03 渡邉 正葵(2) 1,05.04

400m 中学生･上田第四 中学生･立科 中学生･野沢 中学生･野沢 中学生･東御東部 中学生･野沢 中学生･東御東部 中学生･佐久東
06/06 清水 大輝(3) 2,11.57 與川 竜陽(3) 2,12.51 飯野 隼(3) 2,13.12 萩原 幹太(3) 2,26.69 大井 優翔(2) 2,31.22 山岸 洸善(2) 2,37.28 東海林 悠晴(1) 2,48.51 茂木 幸都(1) 3,22.20

800m 中学生･佐久東 中学生･東御東部 中学生･佐久東 中学生･浅間 中学生･浅間 中学生･東御東部 中学生･野沢 中学生･野沢
06/06 1年 古屋野 佑俐(1) 4,54.85 塩入 愛斗(1) 4,58.58 竜野 誠一郎(1) 5,00.39 清水 颯太(1) 5,04.33 矢嶋 慶(1) 5,20.93 山中 莉輝(1) 5,23.08 今井 琢人(1) 5,49.41 土屋 大地(1) 5,56.18

1500m 中学生･軽井沢 中学生･北御牧 中学生･上田第五 中学生･上田第五 中学生･小海 中学生･川上 中学生･佐久穂 中学生･浅間
06/06 2・3年 内堀 翼(3) 4,30.80 滝沢 智博(3) 4,32.78 黒沢 燦(2) 4,43.58 中澤 太樹(3) 4,44.90 塩川 直人(3) 4,45.38 五十嵐 史(3) 4,48.94 楢原 舜斗(2) 4,51.72 黒木 勇翔(2) 4,52.47

1500m 中学生･丸子北 中学生･上田第五 中学生･丸子 中学生･浅間 中学生･中込 中学生･南牧 中学生･東御東部 中学生･依田窪南部
06/06 土赤 仁義(2) 9,40.61 中山 旺星(3) 10,00.86 金子 倖大(3) 10,06.01 諸山 琉生(2) 10,21.60 児玉 大河(2) 10,26.02 大工原 礼人(3) 10,35.17 安藤 鈴(1) 10,37.75 関口 渓瑚(3) 10,46.94

3000m 中学生･小諸東 中学生･御代田 中学生･臼田 中学生･小諸東 中学生･丸子 中学生･佐久東 中学生･小海 中学生･佐久東
06/06  -1.5山本 祐弥(3) 14.81 尾﨑 蒼太(3) 16.21 栁澤 翔逢(2) 16.86 相場 遥心(2) 18.35 森角 魁斗(3) 18.71 佐藤 悠輝(3) 19.78

110mH 中学生･小諸東 中学生･上田第一 中学生･佐久東 中学生･東御東部 中学生･軽井沢 中学生･上田第一
06/06 1・2年 東御東部       50.44 小諸東       50.79 野沢       50.94 軽井沢       51.64 浅間       51.99 御代田       52.26 上田第五       56.87

4x100mR 佐藤 ﾑﾊﾝﾏﾄﾞ ｱﾆｯｸ(1) 北村 碧惟(2) 須田 岳琉(1) 平間 旭(1) 赤尾 悠斗(1) 吉田 晴翔(1) 青木 虹斗(1)
山口 朋希(2) 小林 颯介(1) 竹内 勇椅(2) 池田 恭輔(1) 小山 滉人(2) 佐藤 柾希(1) 柳澤 旺我(1)
荻原 優(1) 諸山 琉生(2) 橋詰 蓮平(1) 津島 輝(2) 小林 悠(1) 井上 成(1) 石田 悠人(1)
相場 遥心(2) 南澤 侑吾(1) 三石 蒼士(2) 坂本 絃八(1) 大井 優翔(2) 森田 千寛(1) 宮下 徹久(1)

06/06 東御東部       45.97 立科       46.66 小諸東       46.69 浅間       46.70 上田第四       47.16 佐久東       47.44 御代田       48.39 上田第一       48.81
4x100mR 中島 悠貴(3) 羽場 瑠南(2) 藤沢 政信(3) 小須田 翔(3) 伊東 海翔(3) 萩原 汐逢(2) 掛川 龍(2) 柏木 健太(3)

成澤 優希(3) 宇佐美 隆悟(2) 北村 海晴(3) 木内 光波(3) 山下 智也(3) 大工原 政斗(3) 早崎 蒼心(3) 佐藤 悠輝(3)
竹内 一真(2) 今井 平和(3) 土屋 太木(3) 中澤 煌牙(2) 中村 一輝(2) 栁澤 翔逢(2) 中山 旺星(3) 早川 湊人(3)
塚田 陽音(3) 依田 惺那(2) 美齊津 岳(2) 秋山 恵澄(3) 篠田 啓太(3) 清水 大輝(3) 鈴木 陽大(3) 尾﨑 蒼太(3)

06/06 中島 悠貴(3) 1.65 小林 成生(3) 1.50 清野 侑弘(2) 1.50 神津 恵斗(2) 1.45 秋穂 智俊(2) 1.45
走高跳 中学生･東御東部 中学生･小諸東 中学生･望月 中学生･望月 中学生･浅間

06/06 三石 蒼士(2) 3.05 樫山 滉(2) 2.60 柏木 健太(3) 2.60 早川 湊人(3) 2.40 小林 龍典(3) 2.20 櫻井 大治(1) 中学生･野沢 2.10
棒高跳 中学生･野沢 中学生･野沢 中学生･上田第一 中学生･上田第一 中学生･東御東部 村山 史穏(2) 中学生･上田第四

06/06 1年 南澤 侑吾(1) 5.02(+1.5) 橋詰 蓮平(1) 4.66(+1.5) 小林 悠(1) 4.62(+1.5) 宮下 徹久(1) 4.32(+1.2) 坂本 絃八(1) 4.24(+0.9) 小林 颯介(1) 4.11(+0.9) 井上 成(1) 4.07(+1.3) 赤尾 悠斗(1) 4.00(+1.4)
走幅跳 中学生･小諸東 中学生･野沢 中学生･浅間 中学生･上田第五 中学生･軽井沢 中学生･小諸東 中学生･御代田 中学生･浅間

06/06 2・3年 山浦 珠宇(2) 5.89(+1.0) 田中 駿埜(2) 5.82(+0.9) 依田 惺那(2) 5.57(+0.9) 土屋 春喜(3) 5.21(+0.8) 萩原 汐逢(2) 5.19(+0.7) 土屋 太木(3) 5.14(+0.5) 大塚 智哉(2) 5.00(+0.8) 佐藤 義明(3) 4.95(+0.8)
走幅跳 中学生･望月 中学生･塩田 中学生･立科 中学生･中込 中学生･佐久東 中学生･小諸東 中学生･佐久東 中学生･東御東部

06/06 豊田 大夢(2) 7.51 栁沢 翔空(2) 7.26 津留 拓哉(3) 7.26 中澤 里琥(2) 6.94 西川 大観(1) 6.64 矢野 陽美季(2) 6.38 篠原 翔(2) 6.20 吉澤 孝太(3) 5.95
砲丸投 中学生･佐久東 中学生･上田第四 中学生･東御東部 中学生･東御東部 中学生･上田第五 中学生･佐久東 中学生･浅間 中学生･丸子

06/06 竹内 睦喜(3) 2491 工藤 優真(3) 2381 甘利 悠馬(2) 1381
四種競技 中学生･野沢 中学生･野沢 中学生･野沢



予選 6月6日  9:25
決勝 6月6日 11:35

中学新              10.85
大会新              11.9 

[ 1組] 風速 -1.1 [ 2組] 風速 -0.3

 1 須田 岳琉(1) 中学生     12.92 q  1 菊原 煌生(1) 中学生     13.21 q
ｽﾀﾞ ﾀｹﾙ 野沢 ｷｸﾊﾗ ｺｳｾｲ 佐久穂

 2 杉村 陸(1) 中学生     14.29  2 佐藤 柾希(1) 中学生     13.41 q
ｽｷﾞﾑﾗ ﾘｸ 浅間 ｻﾄｳ ﾏｻｷ 御代田

 3 水間 琥珀(1) 中学生     14.36  3 山下 寛太(1) 中学生     13.91 q
ﾐｽﾞﾏ ｺﾊｸ 佐久東 ﾔﾏｼﾀ ｶﾝﾀ 上田第四

 4 関口 徠雅(1) 中学生     14.40  4 平間 旭(1) 中学生     14.06 
ｾｷｸﾞﾁ ﾗｲｶﾞ 中込 ﾋﾗﾏ ｱｷﾗ 軽井沢

 5 青木 虹斗(1) 中学生     14.46  5 水間 柊星(1) 中学生     14.12 
ｱｵｷ ﾅﾅﾄ 上田第五 ﾐｽﾞﾏ ｼｭｳｾｲ 中込

 6 西戸 優太(1) 中学生     15.00  6 柳澤 旺我(1) 中学生     14.66 
ﾆｼﾄﾞ ﾕｳﾀ 上田第四 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｵｳｶﾞ 上田第五

 7 井出澤 宙(1) 中学生     15.88 
ｲﾃﾞｻﾞﾜ ｿﾗ 南牧

[ 3組] 風速 -1.8

 1 森田 千寛(1) 中学生     13.30 q
ﾓﾘﾀ ﾁﾋﾛ 御代田

 2 池田 恭輔(1) 中学生     13.33 q
ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 軽井沢

 3 新川 旺杜也(1) 中学生     13.40 q
ｱﾗｶﾜ ｵﾄﾔ 上田第六

 4 掛川 征恭(1) 中学生     13.57 q
ｶｹｶﾞﾜ ﾏｻﾔｽ 丸子北

 5 森角 樹(1) 中学生     14.60 
ﾓﾘｶｸ ｲﾂｷ 浅間

 6 湯浅 奏多(1) 中学生     16.70 
ﾕｱｻ ｶﾅﾀ 南牧

風速 -1.3

 1 須田 岳琉(1) 中学生     12.94 
ｽﾀﾞ ﾀｹﾙ 野沢

 2 菊原 煌生(1) 中学生     13.07 
ｷｸﾊﾗ ｺｳｾｲ 佐久穂

 3 森田 千寛(1) 中学生     13.32 
ﾓﾘﾀ ﾁﾋﾛ 御代田

 4 池田 恭輔(1) 中学生     13.35 
ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 軽井沢

 5 佐藤 柾希(1) 中学生     13.37 
ｻﾄｳ ﾏｻｷ 御代田

 6 新川 旺杜也(1) 中学生     13.46 
ｱﾗｶﾜ ｵﾄﾔ 上田第六

 7 掛川 征恭(1) 中学生     13.66 
ｶｹｶﾞﾜ ﾏｻﾔｽ 丸子北

 8 山下 寛太(1) 中学生     14.24 
ﾔﾏｼﾀ ｶﾝﾀ 上田第四

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

中学1年男子

100m                

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順
8  4089 3  4030

7  4148 6  4253

5  4169 5  4667

3  4115 7  4218

4  4670 4  4116

2  4665 2  4699

6  4012

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  4261

3  4213

2  4701

6  4493

4  4146

5  4011

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  4089

4  4030

6  4261

7  4213

9  4253

8  4701

3  4493

2  4667



予選 6月6日  9:35
決勝 6月6日 11:50

中学新              10.85
大会新              11.46

[ 1組] 風速 -0.9 [ 2組] 風速 +0.1

 1 宇佐美 隆悟(2) 中学生     12.09 q  1 美齊津 岳(2) 中学生     12.05 q
ｳｻﾐ ﾘｭｳｺﾞ 立科 ﾐｻｲﾂﾞ ｶﾞｸ 小諸東

 2 佐藤 亮太(2) 中学生     12.96 q  2 手島 颯冴(2) 中学生     13.51 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 軽井沢 ﾃｼﾏ ｿｳｺﾞ 上田第五

 3 北村 碧惟(2) 中学生     13.01 q  3 津島 輝(2) 中学生     13.63 
ｷﾀﾑﾗ ｱｵｲ 小諸東 ﾂｼﾏ ﾋｶﾙ 軽井沢

 4 小林 遼哉(2) 中学生     13.29 q  4 寺尾 泰斗(2) 中学生     13.64 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 芦原 ﾃﾗｵ ﾀｲﾄ 御代田

 5 吉田 光(2) 中学生     13.73  5 保科 承太郎(2) 中学生     14.65 
ﾖｼﾀﾞ ﾋｶﾙ 佐久穂 ﾎｼﾅ  ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 望月

 6 望月 透人(2) 中学生     14.52 柳澤 絃弥斗(2) 中学生
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｷﾄ 東御東部 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｵﾐﾄ 浅間
髙見澤 雅流(2) 中学生 原田 連(2) 中学生
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｶﾞﾘｭｳ 川上 ﾊﾗﾀﾞ ﾚﾝ 中込

[ 3組] 風速 -0.8

 1 手塚 悠介(2) 中学生     12.69 q
ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｽｹ 上田第六

 2 掛川 龍(2) 中学生     12.75 q
ｶｹｶﾞﾜ ﾘｭｳ 御代田

 3 田島 一輝(2) 中学生     13.21 q
ﾀｼﾞﾏ  ｲｯｷ 望月

 4 白鳥 基(2) 中学生     13.98 
ｼﾗﾄﾘ ﾊｼﾞﾒ 芦原

 5 堀内 翔(2) 中学生     14.41 
ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳ 中込
中島 光大(2) 中学生
ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ 浅間

風速 -1.6

 1 宇佐美 隆悟(2) 中学生     12.02 
ｳｻﾐ ﾘｭｳｺﾞ 立科

 2 美齊津 岳(2) 中学生     12.21 
ﾐｻｲﾂﾞ ｶﾞｸ 小諸東

 3 掛川 龍(2) 中学生     12.80 
ｶｹｶﾞﾜ ﾘｭｳ 御代田

 4 手塚 悠介(2) 中学生     12.80 
ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｽｹ 上田第六

 5 佐藤 亮太(2) 中学生     13.08 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 軽井沢

 6 北村 碧惟(2) 中学生     13.13 
ｷﾀﾑﾗ ｱｵｲ 小諸東

 7 田島 一輝(2) 中学生     13.22 
ﾀｼﾞﾏ  ｲｯｷ 望月

 8 小林 遼哉(2) 中学生     13.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 芦原

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ

中学2年男子

100m                

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順
4  4335 3  4295

2  4215 2  4671

7  4293 6  4217

8  4328 4  4268

5  4043 8  4193

6  4407 5  4132
欠場

3  4003 7  4114
欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  4702

7  4267

4  4190

5  4327

2  4113

3  4130
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4335

5  4295

7  4267

6  4702

8  4215

9  4293

0

3  4190

2  4328



決勝 6月6日 12:00

中学新              10.85
大会新              11.1 

[ 1組] 風速 -2.0 [ 2組] 風速 -2.8

 1 田中 粋(3) 中学生     11.88  1 星野 タイト(3) 中学生     11.88 
ﾀﾅｶ ｽｲ 丸子 ﾎｼﾉ ﾀｲﾄ 芦原

 2 小須田 翔(3) 中学生     12.06  2 早崎 蒼心(3) 中学生     11.94 
ｺｽﾀﾞ ｶｹﾙ 浅間 ﾊﾔｻｷ ｿｳｼﾞﾝ 御代田

 3 藤沢 政信(3) 中学生     12.46  3 大工原 政斗(3) 中学生     12.05 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 小諸東 ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 佐久東

 4 花見 唯斗(3) 中学生     12.62  4 北村 海晴(3) 中学生     12.19 
ﾊﾅﾐ ﾕｲﾄ 上田第五 ｷﾀﾑﾗ ｶｲｾｲ 小諸東

 5 吉田 遊(3) 中学生     13.26  5 輿石 絆(3) 中学生     12.52 
ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ 軽井沢 ｺｼｲｼ ｷｽﾞﾅ 南牧

 6 田中 流星(3) 中学生     13.46  6 秋山 恵澄(3) 中学生     13.28 
ﾀﾅｶ ﾘｭｳｾｲ 上田第二 ｱｷﾔﾏ ｹｲﾄ 浅間

   1 田中 粋(3) 中学生 丸子     11.88 (-2.0)   1   1
   1 星野 タイト(3) 中学生 芦原     11.88 (-2.8)   2   1
   3 早崎 蒼心(3) 中学生 御代田     11.94 (-2.8)   2   2
   4 大工原 政斗(3) 中学生 佐久東     12.05 (-2.8)   2   3
   5 小須田 翔(3) 中学生 浅間     12.06 (-2.0)   1   2
   6 北村 海晴(3) 中学生 小諸東     12.19 (-2.8)   2   4
   7 藤沢 政信(3) 中学生 小諸東     12.46 (-2.0)   1   3
   8 輿石 絆(3) 中学生 南牧     12.52 (-2.8)   2   5
   9 花見 唯斗(3) 中学生 上田第五     12.62 (-2.0)   1   4
  10 吉田 遊(3) 中学生 軽井沢     13.26 (-2.0)   1   5
  11 秋山 恵澄(3) 中学生 浅間     13.28 (-2.8)   2   6
  12 田中 流星(3) 中学生 上田第二     13.46 (-2.0)   1   6

 4212
 4144
 4607

 4264
 4175
 4156
 4292
 4283
 4016

備考 組 順位
 4484
 4317

 4681

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

5  4607 7  4144

3  4212 4  4016

2  4681 6  4292

6  4283 2  4175

7  4156 5  4264

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4484 3  4317

中学3年男子   

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 6月6日 10:05

中学新              21.73

[ 1組] 風速 -1.3 [ 2組] 風速 -1.2

 1 成澤 優希(3) 中学生     23.43  1 木内 光波(3) 中学生     23.31 
ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ 東御東部 ｷｳﾁ ｺｳﾊ 浅間

 2 山下 智也(3) 中学生     23.94  2 伊東 海翔(3) 中学生     24.70 
ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ 上田第四 ｲﾄｳ ｶｲﾄ 上田第四

 3 中澤 煌牙(2) 中学生     25.50  3 鈴木 陽大(3) 中学生     24.75 
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｶﾞ 浅間 ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀﾞｲ 御代田

 4 山口 朋希(2) 中学生     25.87  4 竹内 一真(2) 中学生     25.13 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 東御東部 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾏ 東御東部

 5 篠田 啓太(3) 中学生     25.92  5 今井 平和(3) 中学生     25.67 
ｼﾉﾀﾞ ｹｲﾀ 上田第四 ｲﾏｲ ﾀｲﾄ 立科

 6 吉田 晴翔(1) 中学生     28.92  6 小池 海嘉(3) 中学生     26.17 
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 御代田 ｺｲｹ ｶｲｶﾞ 塩田

   1 木内 光波(3) 中学生 浅間     23.31 (-1.2)   2   1
   2 成澤 優希(3) 中学生 東御東部     23.43 (-1.3)   1   1
   3 山下 智也(3) 中学生 上田第四     23.94 (-1.3)   1   2
   4 伊東 海翔(3) 中学生 上田第四     24.70 (-1.2)   2   2
   5 鈴木 陽大(3) 中学生 御代田     24.75 (-1.2)   2   3
   6 竹内 一真(2) 中学生 東御東部     25.13 (-1.2)   2   4
   7 中澤 煌牙(2) 中学生 浅間     25.50 (-1.3)   1   3
   8 今井 平和(3) 中学生 立科     25.67 (-1.2)   2   5
   9 山口 朋希(2) 中学生 東御東部     25.87 (-1.3)   1   4
  10 篠田 啓太(3) 中学生 上田第四     25.92 (-1.3)   1   5
  11 小池 海嘉(3) 中学生 塩田     26.17 (-1.2)   2   6
  12 吉田 晴翔(1) 中学生 御代田     28.92 (-1.3)   1   6

 4654
 4570
 4256

 4653
 4647
 4265
 8770
 4135
 4330

備考 組 順位
 4157
 4397

 4411

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

5  4256 2  4570

7  4654 3  4330

6  4411 4  8770

2  4135 7  4265

3  4653 6  4647

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4397 5  4157

中学男子

200m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 6月6日  9:45

中学新              49.54

[ 1組] [ 2組]

 1 横山 遥都(2) 中学生   1,03.03  1 中村 一輝(2) 中学生     56.22 
ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ 東御東部 ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 上田第四

 2 渡邉 正葵(2) 中学生   1,05.04  2 羽場 瑠南(2) 中学生     57.78 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ 佐久東 ﾊﾊﾞ ﾙﾅ 立科

 4 花岡 蓮(2) 中学生   1,08.70  3 大澤 直道(3) 中学生     57.89 
ﾊﾅｵｶ ﾚﾝ 上田第四 ｵｵｻﾜ ﾅｵﾐﾁ 野沢

 5 小山 莉央(2) 中学生   1,10.57  4 小林 蓮門(3) 中学生     59.22 
ｺﾔﾏ ﾘｵｳ 御代田 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝﾄ 野沢

 6 中澤 拓海(2) 中学生   1,10.87  5 塚田 陽音(3) 中学生   1,00.46 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 佐久東 ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 東御東部

 7 青木 遥斗(2) 中学生   1,13.36  6 竹内 勇椅(2) 中学生   1,01.83 
ｱｵｷ ﾊﾙﾄ 御代田 ﾀｹｳﾁ ﾕｳｲ 野沢
田島 理稀(2) 中学生
ﾀｼﾞﾏ ﾘｷ 佐久東

   1 中村 一輝(2) 中学生 上田第四       56.22   2   1
   2 羽場 瑠南(2) 中学生 立科       57.78   2   2
   3 大澤 直道(3) 中学生 野沢       57.89   2   3
   4 小林 蓮門(3) 中学生 野沢       59.22   2   4
   5 塚田 陽音(3) 中学生 東御東部     1,00.46   2   5
   6 竹内 勇椅(2) 中学生 野沢     1,01.83   2   6
   7 横山 遥都(2) 中学生 東御東部     1,03.03   1   1
   8 渡邉 正葵(2) 中学生 佐久東     1,05.04   1   2
   9 花岡 蓮(2) 中学生 上田第四     1,08.70   1   4
  10 小山 莉央(2) 中学生 御代田     1,10.57   1   5
  11 中澤 拓海(2) 中学生 佐久東     1,10.87   1   6
  12 青木 遥斗(2) 中学生 御代田     1,13.36   1   7

 4073
 4076

 4168
 4266

 4396
 4084
 8773
 4174
 4640
 4279

記録 備考 組 順位
 4641
 4333

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

4  4165
失格

3  4266 2  4084

6  4168 7  4396

5  4279 4  4076

2  4640 6  4073

8  4174 5  4333

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  8773 3  4641

中学男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 6月6日 10:55

中学新            1,53.15

 1 清水 大輝(3) 中学生   2,11.57 
ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ 佐久東

 2 與川 竜陽(3) 中学生   2,12.51 
ﾖｶﾜ ﾘｭｳﾋ 東御東部

 3 飯野 隼(3) 中学生   2,13.12 
ｲｲﾉ ｼﾞｭﾝ 佐久東

 4 萩原 幹太(3) 中学生   2,26.69 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｶﾝﾀ 浅間

 5 大井 優翔(2) 中学生   2,31.22 
ｵｵｲ ﾕｳﾄ 浅間

 6 山岸 洸善(2) 中学生   2,37.28 
ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳｾﾞﾝ 東御東部

 7 東海林 悠晴(1) 中学生   2,48.51 
ﾄｳｲﾘﾝ ﾕｳｾｲ 野沢

 8 茂木 幸都(1) 中学生   3,22.20 
ﾓﾃｷ ﾕｷﾄ 野沢

中学男子

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4176

9  4390

6  4171

8  4147

2  4136

7  4415

3  4087

5  4090



決勝 6月6日 10:25

大会新            4,23.61

 1 古屋野 佑俐(1) 中学生   4,54.85 
ｺﾔﾉ ﾕｳﾘ 軽井沢

 2 塩入 愛斗(1) 中学生   4,58.58 
ｼｵｲﾘ ﾏﾅﾄ 北御牧

 3 竜野 誠一郎(1) 中学生   5,00.39 
ﾀﾂﾉ ｾｲｲﾁﾛｳ 上田第五

 4 清水 颯太(1) 中学生   5,04.33 
ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ 上田第五

 5 矢嶋 慶(1) 中学生   5,20.93 
ﾔｼﾞﾏ ｹｲ 小海

 6 山中 莉輝(1) 中学生   5,23.08 
ﾔﾏﾅｶ ﾘｷ 川上

 7 今井 琢人(1) 中学生   5,49.41 
ｲﾏｲ ﾀｸﾄ 佐久穂

 8 土屋 大地(1) 中学生   5,56.18 
ﾂﾁﾔ ﾀﾞｲﾁ 浅間
小原 康広(1) 中学生
ｺﾊﾗ ﾔｽﾋﾛ 川上

5  4006
欠場

6  4042

1  4149

2  4025

7  4007

4  4695

8  4685

3  4219

9  4382

中学1年男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月6日 10:15

[ 1組] [ 2組]

 1 楢原 舜斗(2) 中学生   4,51.72  1 内堀 翼(3) 中学生   4,30.80 
ﾅﾗﾊﾗ ｼｭﾝﾄ 東御東部 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾂﾊﾞｻ 丸子北

 2 有沢 優(3) 中学生   5,00.37  2 滝沢 智博(3) 中学生   4,32.78 
ｱﾘｻﾜ ﾕｳ 野沢 ﾀｷｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 上田第五

 3 岩藤 海門(2) 中学生   5,05.49  3 黒沢 燦(2) 中学生   4,43.58 
ｲﾜﾄｳ ｶｲﾄ 軽井沢 ｸﾛｻﾜ ｱｷﾗ 丸子

 4 飯嶋 エミル(3) 中学生   5,14.40  4 中澤 太樹(3) 中学生   4,44.90 
ｲｲｼﾞﾏ ｴﾐﾙ 野沢 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾞｲｼﾞｭ 浅間

 5 荻原 蓮(2) 中学生   5,14.77  5 塩川 直人(3) 中学生   4,45.38 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾚﾝ 立科 ｼｵｶﾜ ﾅｵﾄ 中込

 6 小山 叶夢(2) 中学生   5,17.08  6 五十嵐 史(3) 中学生   4,48.94 
ｺﾔﾏ ｶﾅﾒ 東御東部 ｲｶﾞﾗｼ ﾌﾋﾞﾄ 南牧

 7 中島 立惺(2) 中学生   5,21.65  7 黒木 勇翔(2) 中学生   4,52.47 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ 川上 ｸﾛｷ ﾕｳﾄ 依田窪南部

 8 尾沼 希昌(3) 中学生   5,31.65  8 金井 崚惺(2) 中学生   4,59.29 
ｵﾇﾏ ﾕｷﾏｻ 浅間 ｶﾅｲ ﾘｮｳｾｲ 丸子

 9 六川 冬真(2) 中学生   5,37.63  9 鈴木 陽向(3) 中学生   5,07.75 
ﾛｸｶﾞﾜ ﾄｳﾏ 中込 ｽｽﾞｷ ﾋﾅﾀ 立科
曺 有根(2) 中学生
ｿｳ ｳｺﾝ 上田第四

   1 内堀 翼(3) 中学生 丸子北     4,30.80   2   1
   2 滝沢 智博(3) 中学生 上田第五     4,32.78   2   2
   3 黒沢 燦(2) 中学生 丸子     4,43.58   2   3
   4 中澤 太樹(3) 中学生 浅間     4,44.90   2   4
   5 塩川 直人(3) 中学生 中込     4,45.38   2   5
   6 五十嵐 史(3) 中学生 南牧     4,48.94   2   6
   7 楢原 舜斗(2) 中学生 東御東部     4,51.72   1   1
   8 黒木 勇翔(2) 中学生 依田窪南部     4,52.47   2   7
   9 金井 崚惺(2) 中学生 丸子     4,59.29   2   8
  10 有沢 優(3) 中学生 野沢     5,00.37   1   2
  11 岩藤 海門(2) 中学生 軽井沢     5,05.49   1   3
  12 鈴木 陽向(3) 中学生 立科     5,07.75   2   9
  13 飯嶋 エミル(3) 中学生 野沢     5,14.40   1   4
  14 荻原 蓮(2) 中学生 立科     5,14.77   1   5
  15 小山 叶夢(2) 中学生 東御東部     5,17.08   1   6
  16 中島 立惺(2) 中学生 川上     5,21.65   1   7
  17 尾沼 希昌(3) 中学生 浅間     5,31.65   1   8
  18 六川 冬真(2) 中学生 中込     5,37.63   1   9

 4462
 4071

 4154
 4112

 4216
 4331
 4072
 4332
 4417
 4004

 4487
 4155
 4111
 4015
 4406
 4520

記録 備考 組 順位
 4518
 4680

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名

2  4644
欠場

3  4112 2  4331

4  4154 1  4462

10  4004 4  4520

8  4417 6  4015

5  4332 7  4111

7  4072 5  4155

1  4216 3  4487

9  4071 9  4680

No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  4406 8  4518

中学2・3年男子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 6月6日 12:20

中学新            8,30.96
大会新            8,58.49

 1 土赤 仁義(2) 中学生   9,40.61 
ﾂﾁｱｶ ｼﾞﾝ 小諸東

 2 中山 旺星(3) 中学生  10,00.86 
ﾅｶﾔﾏ ｵｳｾｲ 御代田

 3 金子 倖大(3) 中学生  10,06.01 
ｶﾈｺ ｺｳﾀ 臼田

 4 諸山 琉生(2) 中学生  10,21.60 
ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 小諸東

 5 児玉 大河(2) 中学生  10,26.02 
ｺﾀﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 丸子

 6 大工原 礼人(3) 中学生  10,35.17 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｱﾔﾄ 佐久東

 7 安藤 鈴(1) 中学生  10,37.75 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾚｲ 小海

 8 関口 渓瑚(3) 中学生  10,46.94 
ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｺﾞ 佐久東

 9 小林 宇宙(3) 中学生  10,50.20 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 東御東部

10 伊東 輝(2) 中学生  10,55.10 
ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 小諸東

11 児玉 大和(2) 中学生  11,53.02 
ｺﾀﾞﾏ ﾔﾏﾄ 丸子
髙橋 大季(3) 中学生
ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲｷ 臼田

中学男子

3000m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4298

9  4278

3  4065

2  4297

11  4489

6  4177

5  4026

10  4173

8  4392

12  4296

7  4488

1  4062
欠場



決勝 6月6日 11:15

中学新              14.19
大会新              14.81

風速 -1.5

 1 山本 祐弥(3) 中学生     14.81 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 小諸東

 2 尾﨑 蒼太(3) 中学生     16.21 
ｵｻﾞｷ ｿｳﾀ 上田第一

 3 栁澤 翔逢(2) 中学生     16.86 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ 佐久東

 4 相場 遥心(2) 中学生     18.35 
ｱｲﾊﾞ ﾊﾙｼ 東御東部

 5 森角 魁斗(3) 中学生     18.71 
ﾓﾘｶｸ ｶｲﾄ 軽井沢

 6 佐藤 悠輝(3) 中学生     19.78 
ｻﾄｳ ﾕｳｷ 上田第一

2  4211

3  8813

6  4163

4  4416

5  4287

7  8814

中学男子

110mH               

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月6日 12:45

中学新              46.47
大会新              48.67

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 東御東部  8772 佐藤 ﾑﾊﾝﾏﾄﾞ ｱﾆｯｸ(    50.44 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ｻﾄｳﾑﾊﾝﾏﾄﾞ ｱﾆｯｸ
 4411 山口 朋希(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｷ
 4418 荻原 優(1)

ｵｷﾞﾜﾗ ﾕｳ
 4416 相場 遥心(2)

ｱｲﾊﾞ ﾊﾙｼ
 2   8 小諸東  4293 北村 碧惟(2)     50.79 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｷﾀﾑﾗ ｱｵｲ
 4300 小林 颯介(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ
 4297 諸山 琉生(2)

ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ
 4299 南澤 侑吾(1)

ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ
 3   5 野沢  4089 須田 岳琉(1)     50.94 

ﾉｻﾞﾜ ｽﾀﾞ ﾀｹﾙ
 4084 竹内 勇椅(2)

ﾀｹｳﾁ ﾕｳｲ
 4088 橋詰 蓮平(1)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ
 4085 三石 蒼士(2)

ﾐﾂｲｼ ｱｵｼ
 4   9 軽井沢  4218 平間 旭(1)     51.64 

ｶﾙｲｻﾞﾜ ﾋﾗﾏ ｱｷﾗ
 4213 池田 恭輔(1)

ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｽｹ
 4217 津島 輝(2)

ﾂｼﾏ ﾋｶﾙ
 4221 坂本 絃八(1)

ｻｶﾓﾄ ｹﾞﾝﾔ
 5   3 浅間  4138 赤尾 悠斗(1)     51.99 

ｱｻﾏ ｱｶｵ ﾕｳﾄ
 4131 小山 滉人(2)

ｺﾔﾏ ﾋﾛﾄ
 4139 小林 悠(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ
 4136 大井 優翔(2)

ｵｵｲ ﾕｳﾄ
 6   6 御代田  4256 吉田 晴翔(1)     52.26 

ﾐﾖﾀ ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ
 4253 佐藤 柾希(1)

ｻﾄｳ ﾏｻｷ
 4255 井上 成(1)

ｲﾉｳｴ ｼﾞｮｳ
 4261 森田 千寛(1)

ﾓﾘﾀ ﾁﾋﾛ
 7   7 上田第五  4670 青木 虹斗(1)     56.87 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ｱｵｷ ﾅﾅﾄ
 4699 柳澤 旺我(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｵｳｶﾞ
 4676 石田 悠人(1)

ｲｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ
 4678 宮下 徹久(1)

ﾐﾔｼﾀ ﾃﾂﾋｻ

中学1・2年男子

4x100mR             

決勝



決勝 6月6日 13:00

中学新              43.32
大会新              44.15

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 小諸東  4283 藤沢 政信(3)     46.69  1   5 東御東部  4394 中島 悠貴(3)     45.97 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ
 4292 北村 海晴(3)  4397 成澤 優希(3)

ｷﾀﾑﾗ ｶｲｾｲ ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ
 4285 土屋 太木(3)  8770 竹内 一真(2)

ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾏ
 4295 美齊津 岳(2)  4396 塚田 陽音(3)

ﾐｻｲﾂﾞ ｶﾞｸ ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ
 2   9 御代田  4267 掛川 龍(2)     48.39  2   6 立科  4333 羽場 瑠南(2)     46.66 

ﾐﾖﾀ ｶｹｶﾞﾜ ﾘｭｳ ﾀﾃｼﾅ ﾊﾊﾞ ﾙﾅ
 4264 早崎 蒼心(3)  4335 宇佐美 隆悟(2)

ﾊﾔｻｷ ｿｳｼﾞﾝ ｳｻﾐ ﾘｭｳｺﾞ
 4278 中山 旺星(3)  4330 今井 平和(3)

ﾅｶﾔﾏ ｵｳｾｲ ｲﾏｲ ﾀｲﾄ
 4265 鈴木 陽大(3)  4334 依田 惺那(2)

ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀﾞｲ ﾖﾀﾞ ｾﾅ
 3   5 望月  4190 田島 一輝(2)     49.14  3   8 浅間  4156 小須田 翔(3)     46.70 

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｼﾞﾏ  ｲｯｷ ｱｻﾏ ｺｽﾀﾞ ｶｹﾙ
 4192 山浦 珠宇(2)  4157 木内 光波(3)

ﾔﾏｳﾗ  ｼｭｳ ｷｳﾁ ｺｳﾊ
 4191 清野 侑弘(2)  4135 中澤 煌牙(2)

ｷﾖﾉ  ﾕﾋﾛ ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｶﾞ
 4189 小林 美海(2)  4144 秋山 恵澄(3)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾁｭﾗ ｱｷﾔﾏ ｹｲﾄ
 4   7 軽井沢  4216 岩藤 海門(2)     50.55  4   3 上田第四  4647 伊東 海翔(3)     47.16 

ｶﾙｲｻﾞﾜ ｲﾜﾄｳ ｶｲﾄ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ｲﾄｳ ｶｲﾄ
 4215 佐藤 亮太(2)  4653 山下 智也(3)

ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ
 4212 吉田 遊(3)  4641 中村 一輝(2)

ﾖｼﾀﾞ ﾕｳ ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ
 4211 森角 魁斗(3)  4654 篠田 啓太(3)

ﾓﾘｶｸ ｶｲﾄ ｼﾉﾀﾞ ｹｲﾀ
 5   8 中込  4113 堀内 翔(2)     51.45  5   4 佐久東  4162 萩原 汐逢(2)     47.44 

ﾅｶｺﾞﾐ ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳ ｻｸﾋｶﾞｼ ﾊｷﾞﾜﾗ ｾｱ
 4127 土屋 春喜(3)  4175 大工原 政斗(3)

ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ
 4115 関口 徠雅(1)  4163 栁澤 翔逢(2)

ｾｷｸﾞﾁ ﾗｲｶﾞ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ
 4111 塩川 直人(3)  4176 清水 大輝(3)

ｼｵｶﾜ ﾅｵﾄ ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ
 6   6 上田第五  4671 手島 颯冴(2)     51.51  6   7 上田第一  8815 柏木 健太(3)     48.81 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ﾃｼﾏ ｿｳｺﾞ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ ｶｼﾜｷﾞ ｹﾝﾀ
 4681 花見 唯斗(3)  8813 佐藤 悠輝(3)

ﾊﾅﾐ ﾕｲﾄ ｻﾄｳ ﾕｳｷ
 4682 林 琉昊(3)  8816 早川 湊人(3)

ﾊﾔｼ ﾙｲｺﾞ ﾊﾔｶﾜ ｶﾅﾄ
 4672 伊東 吾郎(1)  8814 尾﨑 蒼太(3)

ｲﾄｳ ｺﾞﾛｳ ｵｻﾞｷ ｿｳﾀ
 7   3 南牧  4016 輿石 絆(3)     56.76 

ﾐﾅﾐﾏｷ ｺｼｲｼ ｷｽﾞﾅ
 4015 五十嵐 史(3)

ｲｶﾞﾗｼ ﾌﾋﾞﾄ
 4011 湯浅 奏多(1)

ﾕｱｻ ｶﾅﾀ
 4012 井出澤 宙(1)

ｲﾃﾞｻﾞﾜ ｿﾗ

   1 東御東部     45.97 中島 悠貴(3) 成澤 優希(3) 竹内 一真(2) 塚田 陽音(3)   2   1
   2 立科     46.66 羽場 瑠南(2) 宇佐美 隆悟(2)今井 平和(3) 依田 惺那(2)   2   2
   3 小諸東     46.69 藤沢 政信(3) 北村 海晴(3) 土屋 太木(3) 美齊津 岳(2)   1   1
   4 浅間     46.70 小須田 翔(3) 木内 光波(3) 中澤 煌牙(2) 秋山 恵澄(3)   2   3
   5 上田第四     47.16 伊東 海翔(3) 山下 智也(3) 中村 一輝(2) 篠田 啓太(3)   2   4
   6 佐久東     47.44 萩原 汐逢(2) 大工原 政斗(3)栁澤 翔逢(2) 清水 大輝(3)   2   5
   7 御代田     48.39 掛川 龍(2) 早崎 蒼心(3) 中山 旺星(3) 鈴木 陽大(3)   1   2
   8 上田第一     48.81 柏木 健太(3) 佐藤 悠輝(3) 早川 湊人(3) 尾﨑 蒼太(3)   2   6
   9 望月     49.14 田島 一輝(2) 山浦 珠宇(2) 清野 侑弘(2) 小林 美海(2)   1   3
  10 軽井沢     50.55 岩藤 海門(2) 佐藤 亮太(2) 吉田 遊(3) 森角 魁斗(3)   1   4
  11 中込     51.45 堀内 翔(2) 土屋 春喜(3) 関口 徠雅(1) 塩川 直人(3)   1   5
  12 上田第五     51.51 手島 颯冴(2) 花見 唯斗(3) 林 琉昊(3) 伊東 吾郎(1)   1   6
  13 南牧     56.76 輿石 絆(3) 五十嵐 史(3) 湯浅 奏多(1) 井出澤 宙(1)   1   7

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1

中学男子

4x100mR             

決勝

タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ2



決勝 6月6日 12:00

中学新               1.97
大会新               1.91

中島 悠貴(3) 中学生
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 東御東部
小林 成生(3) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ 小諸東
清野 侑弘(2) 中学生
ｷﾖﾉ  ﾕﾋﾛ 望月
神津 恵斗(2) 中学生
ｺｳﾂﾞ  ｹｲﾄ 望月
秋穂 智俊(2) 中学生
ｱｷﾎ ﾄﾓﾖｼ 浅間
大塚 裕斗(3) 中学生 欠場
ｵｵﾂｶ ﾋﾛﾄ 小諸東

 1.45

1  4284

XXO XXX
5 3  4133

- O O

 1.45

 1.50

4 2  4194
O O XO O XXX

XO XXO XXX
3 4  4191

O O O

XXX  1.50

 1.65

2 5  4282
- O XO O O

O O O O O XXX

1m70 記録 備考
1 6  4394

- - O

1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65

中学男子

走高跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m30 1m35



決勝 6月6日  9:30

中学新               4.75
大会新               3.90

2m80 2m90 3m00 3m05 3m10
三石 蒼士(2) 中学生 - - - - - - - - - O
ﾐﾂｲｼ ｱｵｼ 野沢 O O O O XXX
樫山 滉(2) 中学生 - - - - O O O O O XXX
ｶｼﾔﾏ ｱｷﾗ 野沢
柏木 健太(3) 中学生 - - - - - - - - XO XXX
ｶｼﾜｷﾞ ｹﾝﾀ 上田第一
早川 湊人(3) 中学生 - - - - - O O XXX
ﾊﾔｶﾜ ｶﾅﾄ 上田第一
小林 龍典(3) 中学生 O XO O XO XO XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 東御東部
櫻井 大治(1) 中学生 O XO O O XXX
ｻｸﾗｲ ﾀﾞｲｼﾞ 野沢
村山 史穏(2) 中学生 O XO O O XXX
ﾑﾗﾔﾏ ｼｵﾝ 上田第四

6 1  4086
 2.10

6 2  4650
 2.10

4 4  8816
 2.40

5 3  4398
 2.20

2 5  4082
 2.60

3 6  8815
 2.60

2m60 2m70
記録 備考

1 7  4085
 3.05

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
1m80 1m90 2m20 2m30 2m40 2m50



決勝 6月6日 11:00

中学新               7.04
大会新               5.63

南澤 侑吾(1) 中学生   4.80    X   5.02    5.02 
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 小諸東   +2.1   +1.5    +1.5
橋詰 蓮平(1) 中学生    X    X   4.66    4.66 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 野沢   +1.5    +1.5
小林 悠(1) 中学生   3.46   4.54   4.62    4.62 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 浅間   +1.1   +1.0   +1.5    +1.5
宮下 徹久(1) 中学生    X   4.32   4.26    4.32 
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾂﾋｻ 上田第五   +1.2   +2.0    +1.2
坂本 絃八(1) 中学生    X   4.24   4.11    4.24 
ｻｶﾓﾄ ｹﾞﾝﾔ 軽井沢   +0.9   +1.2    +0.9
小林 颯介(1) 中学生   4.11   4.01   3.93    4.11 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ 小諸東   +0.9   +1.1   +2.2    +0.9
井上 成(1) 中学生   4.03   3.99   4.07    4.07 
ｲﾉｳｴ ｼﾞｮｳ 御代田   +1.4   +1.7   +1.3    +1.3
赤尾 悠斗(1) 中学生   4.00    X   3.80    4.00 
ｱｶｵ ﾕｳﾄ 浅間   +1.4   +1.9    +1.4
外川 慈瑛(1) 中学生   3.71   3.77   3.94    3.94 
ﾄｶﾞﾜ ｼﾞｴｲ 軽井沢   +0.8   +1.6   +2.3    +2.3
内藤 奨太(1) 中学生    X   3.52   3.68    3.68 
ﾅｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 佐久穂   +0.7   +3.4    +3.4
今井 俊輔(1) 中学生   3.66   3.39   3.66    3.66 
ｲﾏｲ ｼｭﾝｽｹ 佐久穂   +0.5   +0.4   +2.2    +0.5
前沢 優成(1) 中学生   2.77   3.22   3.37    3.37 
ﾏｴｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ 上田第四   +0.4   +0.8   +0.5    +0.5
橋本 望(1) 中学生   3.08   2.95   2.85    3.08 
ﾊｼﾓﾄ ﾉｿﾞﾑ 上田第五   +0.6   +0.6   +1.9    +0.6
中村 颯汰(1) 中学生    X   2.10    X    2.10 
ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 丸子北   +1.0    +1.0

13 4  4696

14 3  4494

11 5  4040

12 1  4666

9 10  4223

10 8  4041

7 7  4255

8 9  4138

5 12  4221

6 6  4300

3 11  4139

4 2  4678

1 14  4299

2 13  4088

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学1年男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 6月6日  9:00

山浦 珠宇(2) 中学生   5.89   5.72    X    5.89 
ﾔﾏｳﾗ  ｼｭｳ 望月   +1.0   +0.4    +1.0
田中 駿埜(2) 中学生   5.48   5.82   5.56    5.82 
ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾔ 塩田   +0.8   +0.9   +1.2    +0.9
依田 惺那(2) 中学生   5.57   5.14   5.19    5.57 
ﾖﾀﾞ ｾﾅ 立科   +0.9   +0.6   +1.2    +0.9
土屋 春喜(3) 中学生   5.05   5.21   5.14    5.21 
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ 中込   +1.4   +0.8   +0.4    +0.8
萩原 汐逢(2) 中学生    X   5.19    X    5.19 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｾｱ 佐久東   +0.7    +0.7
土屋 太木(3) 中学生   4.73   4.82   5.14    5.14 
ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ 小諸東   +0.6   +0.7   +0.5    +0.5
大塚 智哉(2) 中学生   4.61   5.00   4.90    5.00 
ｵｵﾂｶ ﾄﾓﾔ 佐久東   +1.3   +0.8    0.0    +0.8
佐藤 義明(3) 中学生   4.92   4.95   4.93    4.95 
ｻﾄｳ ﾖｼｱｷ 東御東部   +0.3   +0.8   +1.0    +0.8
花見 樹(2) 中学生   4.61   4.82   4.49    4.82 
ﾊﾅﾐ ｲﾂｷ 東御東部   +0.6   +0.6   +0.1    +0.6
林 琉昊(3) 中学生   4.75    X    X    4.75 
ﾊﾔｼ ﾙｲｺﾞ 上田第五   +1.2    +1.2
市川 尋斗(3) 中学生   4.57   4.44   4.44    4.57 
ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾄ 浅間   +1.0   +0.1   -0.5    +1.0
遠藤 大志(2) 中学生   4.39   4.54   4.56    4.56 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ 小海   +0.8   +0.3   -0.2    -0.2
阿部 隼人(3) 中学生   4.55   4.23   3.63    4.55 
ｱﾍﾞ ﾊﾔﾄ 浅間   +0.6   -0.2   +0.9    +0.6
小林 美海(2) 中学生    X    X    X
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾁｭﾗ 望月
中根 竜司(2) 中学生 欠場
ﾅｶﾈ ﾘｭｳｼﾞ 小諸東

2  4294

13 9  4159

13  4189

 4682

11 6  4153

12 15  4021

10 7

8 1  4395

9 3  8771

6 4  4285

7 5  4160

4 10  4127

5 8  4162

備考
1 11  4192

2 14  4572

-2- -3- -4-

記録なし

中学2・3年男子

走幅跳              

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

3 12  4334

氏  名 所属名 -1- -5- -6- 記録



決勝 6月6日 10:00

中学新              14.25

豊田 大夢(2) 中学生
ﾄﾖﾀ ﾋﾛﾑ 佐久東
栁沢 翔空(2) 中学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｱ 上田第四
津留 拓哉(3) 中学生
ﾂﾙ ﾀｸﾔ 東御東部
中澤 里琥(2) 中学生
ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｸ 東御東部
西川 大観(1) 中学生
ﾆｼｶﾜ ﾀｲｶﾝ 上田第五
矢野 陽美季(2) 中学生
ﾔﾉ ﾋﾋﾞｷ 佐久東
篠原 翔(2) 中学生
ｼﾉﾊﾗ ｶｹﾙ 浅間
吉澤 孝太(3) 中学生
ﾖｼｻﾞﾜ ｺｳﾀ 丸子
式田 航(2) 中学生
ｼｷﾀ ﾜﾀﾙ 東御東部
千葉 遼空(2) 中学生 欠場
ﾁﾊﾞ ﾊﾙｱ 佐久東

  4.72 

2  4161

  5.95 

9 1  4419
 4.47   X  4.72

  6.20 

8 6  4485
 5.95  5.68  5.93

  6.38 

7 5  4137
 6.20  6.01   X

  6.64 

6 7  4164
 6.38  5.71  6.21

  6.94 

5 3  4677
 6.64  6.57  6.59

  7.26 

4 10  4401
 5.16  6.22  6.94

  7.26 

3 8  4399
 7.14  6.00  7.26

  7.51 

2 9  4646
 7.26  7.26   X

1 4  4166
 6.85  7.23  7.51

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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-



決勝 6月6日  9:00

中学新               2800
大会新               2441

竹内 睦喜(3) 中学生 大会新
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 野沢
工藤 優真(3) 中学生
ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 野沢
甘利 悠馬(2) 中学生
ｱﾏﾘ ﾕｳﾏ 野沢

中学男子

四種競技            

順位 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考

3  4081
  1381

1  4078
  2491

2  4074
  2381



P

期日令和3年6月6日(日曜) 審判長

陸協名　　長野
ｺｰﾄﾞ 2 0 2 1 1 7 4 0 0 1

記録主任

1 7 2 0 6 0
記録員

3 3 2

（陸連No.15）
注１： 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。 風向・風速を必要とする競技で＋4.0ｍを超えた場合、または平均が＋2.0ｍを超えた場合は、セカ
注2：(生年)は生まれた年(西暦)の下２桁を記入する。例)1989年生まれ→(89) ンド記録（＋4.0以下）で平均すると＋2.1m以下のものがあればそれを付記して下さい。
注３：学年は中高一貫校及びクラブチームの場合、高校生はＨ1~3(High school)、中学生はJ1~3(Junior high school)で記入する。

加 藤 順 之

競 技 場 名
東信地区中学校体育連盟　東信地区陸上競技協会

主催団体名

混 成 競 技 記 録 得 点 表 （ 男 ・ 女 ）

種 目 共通四種競技

競 技 会 名
第60回県中総体夏季大会陸上競技東信地区予選会

佐久総合運動公園陸上競技場

由井　正巳

競技者名（生年） 竹内 睦喜 工藤 優真 甘利 悠馬

ナンバー 4078 4074 4081

都道府県・所属・学年 野沢 野沢 野沢

第

１

日

種

目

１１０ｍＨ
16.01 732 15.30 814 19.91 356

-0.8 -0.8 -0.8

砲丸投
10.06 489 8.53 398 7.94 363

1,221 1,212 719

走高跳
1.72 560 1.69 536 1.45 352

1,781 1,748 1,071

４００ｍ
52.34 710 54.16 633 63.24 310

2,491 2,381 1,381

得　点　順 1 2 3

第　１　日 2,491 2,381 1,381

ナンバー

順　　位 1 2 3

都道府県・所属・学年

競技者名（生年）

第　１　日

第

１

日

種

目

得　点　順

順　　位
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