
決勝記録一覧表
男  子 【競技場】203010  上田市営陸上競技場

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
09/13 男子  +0.8 内堀 直也(1) 11.5 宮川 広夢(1) 11.5 清水 大暉(2) 11.5 柄澤 昌希(1) 11.6 櫻井 裕也(2) 11.6 植松 孝太(2) 11.7 大澤 浩平(1) 佐久長聖

１００ｍ 岩村田 岩村田 上田 丸子修学館 岩村田 野沢北 新津 直人(2) 佐久長聖
09/14  +0.2 内堀 直也(1) 23.5 川上 真弥(1) 23.8 大澤 浩平(1) 24.2 清水 大暉(2) 24.3 植松 孝太(2) 24.4 新津 直人(2) 24.5 柄澤 昌希(1) 児玉 知(1)

２００ｍ 岩村田 岩村田 佐久長聖 上田 野沢北 佐久長聖 丸子修学館 小諸
09/13 川上 真弥(1) 53.4 小山 義人(2) 53.7 小宮山 彦毅(1) 54.0 根岸 達也(2) 小諸 54.4 遠山 直希(1) 55.0 細谷 優太(2) 55.3 掛川 友希(2) 55.3

４００ｍ 岩村田 野沢北 上田 佐藤 久明(2) 佐久長聖 岩村田 上田 小諸
09/14 大田 一輝(2) 2,00.9 小山 義人(2) 2,02.6 小宮山 彦毅(1) 2,06.4 村松 裕太(2) 2,06.5 大久保 賢志(1) 2,08.0 上野 泰暢(1) 2,08.4 小林 祐也(1) 2,08.6 児玉 岳(1) 2,10.0

８００ｍ 上田 野沢北 上田 丸子修学館 上田西 臼田 上田東 佐久長聖
09/13 福沢 潤一(2) 4,12.4 福地 紘貴(1) 4,17.9 小林 祐也(1) 4,20.5 村松 裕太(2) 4,21.1 大久保 賢志(1) 4,21.8 上野 泰暢(1) 4,24.2 荒井 賢也(1) 4,30.1 里見 裕章(2) 4,30.2

１５００ｍ 佐久長聖 佐久長聖 上田東 丸子修学館 上田西 臼田 丸子修学館 野沢北
09/14 福沢 潤一(2) 15,24.6 福地 紘貴(1) 16,11.9 臼田 稔宏(2) 16,40.3 荒井 賢也(1) 16,54.5 里見 裕章(2) 17,07.8 小林 浩俊(2) 17,19.0 宮澤 遼(2) 17,21.3 泉 継道(1) 17,28.1

５０００ｍ 佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖 丸子修学館 野沢北 小諸 丸子修学館 上田
09/13  -0.9 東山 由樹(1) 17.2 掛川 友希(2) 18.7 塩澤 啓太(2) 18.8 小沼 雄大(1) 19.9 高橋 博幸(1) 20.4

１１０ｍＨ 岩村田 小諸 小諸商業 小諸 北佐久農業
09/14 掛川 友希(2) 60.2 東山 由樹(1) 60.4 伊藤 圭祐(2) 61.7 児玉 翔(1) 62.1 富井 嵩晃(2) 64.7 尾本 友紀(2) 66.3 今井 晃規(2) 66.4 森本 健嗣(2) 67.2

４００ｍＨ 小諸 岩村田 小諸 佐久長聖 野沢南 小諸 丸子修学館 北佐久農業
09/13 松下 拓磨(1) 10,20.5 宮澤 遼(2) 10,40.2 泉 継道(1) 10,48.1 尾澤 佳昭(2) 10,49.4 西澤 優汰(1) 11,00.3 岡村 尚平(2) 11,20.6 小林 勝太(1) 11,35.8 小林 傑(1) 12,01.4

３０００ｍＳＣ 佐久長聖 丸子修学館 上田 小諸商業 小諸 丸子修学館 上田東 野沢北
09/14 小林 純平(2) 23,34.2 尾澤 佳昭(2) 26,22.2 松田 誠二(1) 27,53.2 有坂 丈典 28,42.8 加藤 貴規(2) 28,54.7

５０００ｍＷ 佐久長聖 小諸商業 小諸 上田染谷丘 上田西
09/14 清水 駿(2) 1.65 伊藤 圭祐(2) 小諸 1.60 櫻井 裕也(2) 1.60 井上 嵩史(1) 1.55 佐野 太一(1) 1.55

走高跳 野沢北 塩川 浩平(2) 北佐久農業 岩村田 野沢北 小諸
09/13 小山 範晃(1) 3.20 小林 真二(1) 3.10 飯島 泰斗(1) 2.40

棒高跳 上田東 上田東 岩村田
09/13 箕輪 雄太(2) 6.52(+0.9) 中曽根 豪(2) 6.36(+1.3) 清水 駿(2) 6.23(+0.9) 塩澤 啓太(2) 6.08(+2.2) 三沢 真弥(1) 5.94(+1.8) 笹沢 隆文(1) 5.92(+2.3) 小林 直哉(1) 5.84(+1.7) 宮川 広夢(1) 5.84(+2.2)

走幅跳 野沢北 佐久長聖 野沢北 小諸商業 上田西 佐久長聖 野沢北 岩村田
09/14 箕輪 雄太(2) 13.22(+1.6) 中曽根 豪(2) 13.08(+0.7) 小山 範晃(1) 12.07(+0.9) 清水 駿(2) 12.00(-0.1) 今井 晃規(2) 11.86(+1.9) 佐野 太一(1) 11.43(0.0) 足立 祥一(1) 10.56(+0.8)

三段跳 野沢北 佐久長聖 上田東 野沢北 丸子修学館 小諸 東御清翔
09/13 小林 龍之介(2) 10.49 岩下 遼介(2) 9.65 渡辺 慎吾(1) 8.41 中澤 裕生(1) 7.56 永井 一平(1) 7.51 小林 峻也(2) 6.92

砲丸投 小諸 上田 野沢北 岩村田 丸子修学館 北佐久農業
09/14 小林 龍之介(2) 30.57 大井 達也(1) 28.18 永井 一平(1) 27.52 籠谷 勇人(1) 26.68 大井 翼(1) 25.58 中澤 裕生(1) 25.56 早川 佳明(2) 22.49 小林 正夫(2) 21.23

円盤投 小諸 岩村田 丸子修学館 野沢北 北佐久農業 岩村田 野沢北 岩村田
09/13 岩下 遼介(2) 46.99 小林 峻也(2) 33.36 大井 達也(1) 27.75 中澤 裕生(1) 26.26 渡辺 慎吾(1) 15.21

ハンマー投 上田 大会新 北佐久農業 岩村田 岩村田 野沢北
09/14 永井 一平(1) 44.99 大井 達也(1) 44.09 早川 佳明(2) 43.09 小林 龍之介(2) 34.86 小宮山 彦毅(1) 34.68 佐藤 和紀(1) 34.53 渡辺 慎吾(1) 29.33 坂本 麗太(1) 28.87

やり投 丸子修学館 岩村田 野沢北 小諸 上田 小諸商業 野沢北 小諸商業
09/13 岩村田       45.1 佐久長聖       46.0 野沢北       46.1 上田       46.2 小諸商業       46.8 小諸       47.9 上田西       48.1 丸子修学館       48.3 

４×１００ｍＲ 宮川 広夢(1) 新津 直人(2) 小山 義人(2) 小宮山 彦毅(1) 塩澤 啓太(2) 児玉 知(1) 小須田 卓朗(1) 今井 晃規(2)
櫻井 裕也(2) 笹沢 隆文(1) 植松 孝太(2) 清水 大暉(2) 中澤 桂(1) 掛川 友希(2) 塩見 弘樹(2) 柄澤 昌希(1)
東山 由樹(1) 中曽根 豪(2) 小林 直哉(1) 大田 一輝(2) 佐藤 和紀(1) 伊藤 圭祐(2) 松木 優太(2) 久保川 峻吾(1)
川上 真弥(1) 佐藤 久明(2) 箕輪 雄太(2) 飯塚 築(1) 佐藤 栄樹(2) 根岸 達也(2) 林 拓也(2) 永井 一平(1)

09/14 岩村田     3,33.2 上田     3,34.1 丸子修学館     3,37.3 小諸     3,37.7 佐久長聖     3,41.3 野沢北     3,42.3 小諸商業     3,48.1 上田東     3,51.0 
４×４００ｍＲ 宮川 広夢(1) 清水 大暉(2) 久保川 峻吾(1) 児玉 知(1) 佐藤 宗人(2) 早川 佳明(2) 中澤 桂(1) 宮崎 浩司(2)

遠山 直希(1) 小宮山 彦毅(1) 今井 晃規(2) 伊藤 圭祐(2) 大澤 浩平(1) 植松 孝太(2) 佐藤 栄樹(2) 小山 範晃(1)
東山 由樹(1) 細谷 優太(2) 柄澤 昌希(1) 掛川 友希(2) 笹沢 隆文(1) 箕輪 雄太(2) 坂本 麗太(1) 中村 駿(2)
川上 真弥(1) 大田 一輝(2) 村松 裕太(2) 根岸 達也(2) 佐藤 久明(2) 小山 義人(2) 塩澤 啓太(2) 小林 祐也(1)

09/14 伊藤 圭祐(2) 3463 櫻井 裕也(2) 3344 佐野 太一(1) 3265 塩川 浩平(2) 2912 尾本 友紀(2) 2330
八種競技 小諸 岩村田 小諸 北佐久農業 小諸

09/13 ｵｰﾌﾟﾝ男子  -0.4 川上 真弥(1) 12.0 笹沢 隆文(1) 12.0 小森 佳樹(1) 12.2 小宮山 直登(1) 12.8 畑 俊太(1) 12.9
１００ｍ 岩村田 佐久長聖 岩村田 佐久長聖 岩村田



決勝記録一覧表
男  子 【競技場】203010  上田市営陸上競技場

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
09/14  -1.8 三沢 真弥(1) 26.2 高塚 竜矢(1) 29.1

２００ｍ 上田西 上田千曲
09/14 掛川 礼央(1) 2,18.7 荻原 淳(1) 2,31.5

８００ｍ 上田 上田
09/13 上倉 利也(1) 4,24.6 松下 拓磨(1) 4,28.9 小田切 将真(1) 4,33.2

１５００ｍ 佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖
09/14 上倉 利也(1) 15,42.3 小田切 将真(1) 15,48.7 松下 拓磨(1) 16,07.8

５０００ｍ 佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖



トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第146回東信高校総合体育大会                                                     ｺｰﾄﾞ  [9201509]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 09/13 +0.8  1 内堀 直也(1)     11.5  2 宮川 広夢(1)     11.5  3 清水 大暉(2)     11.5  4 柄澤 昌希(1)     11.6

岩村田 岩村田 上田 丸子修学館
 5 櫻井 裕也(2)     11.6  6 植松 孝太(2)     11.7  7 大澤 浩平(1)  7 新津 直人(2)

岩村田 野沢北 佐久長聖 佐久長聖
男子 09/14 +0.2  1 内堀 直也(1)     23.5  2 川上 真弥(1)     23.8  3 大澤 浩平(1)     24.2  4 清水 大暉(2)     24.3

岩村田 岩村田 佐久長聖 上田
 5 植松 孝太(2)     24.4  6 新津 直人(2)     24.5  7 柄澤 昌希(1)  8 児玉 知(1)

野沢北 佐久長聖 丸子修学館 小諸
男子 09/13  1組  1 川上 真弥(1)     53.4  2 小宮山 彦毅(1)     54.0  3 佐藤 久明(2)     54.4  4 遠山 直希(1)     55.0

岩村田 上田 佐久長聖 岩村田
 5 久保川 峻吾(1)     55.3  6 大田 一輝(2)     55.5

丸子修学館 上田
 2組  1 小山 義人(2)     53.7  2 根岸 達也(2)     54.4  3 細谷 優太(2)     55.3  4 掛川 友希(2)     55.3

野沢北 小諸 上田 小諸
 5 児玉 知(1)     56.5  6 森角 拓哉(2)     57.0

小諸 野沢南
男子 09/14  1 大田 一輝(2)   2,00.9  2 小山 義人(2)   2,02.6  3 小宮山 彦毅(1)   2,06.4  4 村松 裕太(2)   2,06.5

上田 野沢北 上田 丸子修学館
 5 大久保 賢志(1)   2,08.0  6 上野 泰暢(1)   2,08.4  7 小林 祐也(1)   2,08.6  8 児玉 岳(1)   2,10.0

上田西 臼田 上田東 佐久長聖
 9 西澤 優汰(1)   2,10.5 10 田中 健太郎(1)   2,22.3

小諸 佐久長聖
男子 09/13  1 福沢 潤一(2)   4,12.4  2 福地 紘貴(1)   4,17.9  3 小林 祐也(1)   4,20.5  4 村松 裕太(2)   4,21.1

佐久長聖 佐久長聖 上田東 丸子修学館
 5 大久保 賢志(1)   4,21.8  6 上野 泰暢(1)   4,24.2  7 荒井 賢也(1)   4,30.1  8 里見 裕章(2)   4,30.2

上田西 臼田 丸子修学館 野沢北
 9 岸田 聖司(2)   4,30.4 10 西澤 優汰(1)   4,32.6 11 宮澤 大樹(1)   4,44.6 12 小林 浩俊(2)   4,47.3

上田千曲 小諸 上田千曲 小諸
男子 09/14  1 福沢 潤一(2)  15,24.6  2 福地 紘貴(1)  16,11.9  3 臼田 稔宏(2)  16,40.3  4 荒井 賢也(1)  16,54.5

佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖 丸子修学館
 5 里見 裕章(2)  17,07.8  6 小林 浩俊(2)  17,19.0  7 宮澤 遼(2)  17,21.3  8 泉 継道(1)  17,28.1

野沢北 小諸 丸子修学館 上田
 9 岡村 尚平(2)  17,40.0 10 小林 傑(1)  18,47.6 11 江元 勇介(1)  19,28.3 12 松田 誠二(1)  19,44.1

丸子修学館 野沢北 野沢南 小諸
上野 泰暢(1) 欠場    小林 祐也(1) 欠場    坂口 太一(1) 欠場    徳武 啓太(2) 欠場    

臼田 上田東 野沢北 上田東
男子 09/13  1組 -0.9  1 塩澤 啓太(2)     18.8  2 小沼 雄大(1)     19.9  3 高橋 博幸(1)     20.4 小林 直哉(1) 欠場    

小諸商業 小諸 北佐久農業 野沢北
 2組 -1.5  1 東山 由樹(1)     17.2  2 掛川 友希(2)     18.7 小林 正夫(2) 欠場    寺島 令真(1) 欠場    

岩村田 小諸 岩村田 野沢北
男子 09/14  1組  1 富井 嵩晃(2)     64.7  2 森本 健嗣(2)     67.2  3 佐藤 栄樹(2)     68.5 塩澤 啓太(2) 失格    

野沢南 北佐久農業 小諸商業 小諸商業
加藤 竜大(1) 欠場    

野沢南
 2組  1 掛川 友希(2)     60.2  2 児玉 翔(1)     62.1  3 宮入 俊(2)     67.3 橋詰 智也(1) 欠場    

小諸 佐久長聖 上田東 丸子修学館
細谷 優太(2) 欠場    

上田
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トラック種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第146回東信高校総合体育大会                                                     ｺｰﾄﾞ  [9201509]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位

順
位

順
位

順
位

 3組  1 東山 由樹(1)     60.4  2 伊藤 圭祐(2)     61.7  3 尾本 友紀(2)     66.3  4 今井 晃規(2)     66.4
岩村田 小諸 小諸 丸子修学館

遠山 直希(1) 欠場    
岩村田

男子 09/13  1 松下 拓磨(1)  10,20.5  2 宮澤 遼(2)  10,40.2  3 泉 継道(1)  10,48.1  4 尾澤 佳昭(2)  10,49.4
佐久長聖 丸子修学館 上田 小諸商業

 5 西澤 優汰(1)  11,00.3  6 岡村 尚平(2)  11,20.6  7 小林 勝太(1)  11,35.8  8 小林 傑(1)  12,01.4
小諸 丸子修学館 上田東 野沢北

上倉 利也(1) 欠場    
佐久長聖

男子 09/14  1 小林 純平(2)  23,34.2  2 尾澤 佳昭(2)  26,22.2  3 松田 誠二(1)  27,53.2  4 有坂 丈典  28,42.8
佐久長聖 小諸商業 小諸 上田染谷丘

 5 加藤 貴規(2)  28,54.7
上田西

ｵｰﾌﾟﾝ男子 09/13 -0.4  1 川上 真弥(1)     12.0  2 笹沢 隆文(1)     12.0  3 小森 佳樹(1)     12.2  4 小宮山 直登(1)     12.8
岩村田 佐久長聖 岩村田 佐久長聖

 5 畑 俊太(1)     12.9 塚田 史弥(1) 欠場    
岩村田 上田西

ｵｰﾌﾟﾝ男子 09/14 -1.8  1 三沢 真弥(1)     26.2  2 高塚 竜矢(1)     29.1 塚田 史弥(1) 欠場    
上田西 上田千曲 上田西

ｵｰﾌﾟﾝ男子 09/13 田中 健太郎(1) 欠場    
佐久長聖

ｵｰﾌﾟﾝ男子 09/14  1組  1 荻原 淳(1)   2,31.5
上田

 2組  1 掛川 礼央(1)   2,18.7
上田

ｵｰﾌﾟﾝ男子 09/13  1組  1 上倉 利也(1)   4,24.6  2 松下 拓磨(1)   4,28.9  3 小田切 将真(1)   4,33.2
佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖

 2組 松井 将器(1) 欠場    上田 瑠偉(1) 欠場    徳武 啓太(2) 欠場    
佐久長聖 佐久長聖 上田東

ｵｰﾌﾟﾝ男子 09/14  1 上倉 利也(1)  15,42.3  2 小田切 将真(1)  15,48.7  3 松下 拓磨(1)  16,07.8 松井 将器(1) 欠場    
佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖

上田 瑠偉(1) 欠場    
佐久長聖

３０００ｍＳＣ
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リレー種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第146回東信高校総合体育大会                                                     ｺｰﾄﾞ  [9201509]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203010]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
男子 09/13  1組     1 野沢北 小山 義人(2) 植松 孝太(2) 小林 直哉(1) 箕輪 雄太(2)       46.1 

    2 小諸商業 塩澤 啓太(2) 中澤 桂(1) 佐藤 和紀(1) 佐藤 栄樹(2)       46.8 
    3 丸子修学館 今井 晃規(2) 柄澤 昌希(1) 久保川 峻吾(1) 永井 一平(1)       48.3 
    4 上田千曲 高塚 竜矢(1) 茅野 貴志(2) 花岡 英仁(2) 中井 啓太(2)       51.0 

北佐久農業 欠場      
野沢南 欠場      

 2組     1 岩村田 宮川 広夢(1) 櫻井 裕也(2) 東山 由樹(1) 川上 真弥(1)       45.1 
    2 佐久長聖 新津 直人(2) 笹沢 隆文(1) 中曽根 豪(2) 佐藤 久明(2)       46.0 
    3 上田 小宮山 彦毅(1) 清水 大暉(2) 大田 一輝(2) 飯塚 築(1)       46.2 
    4 小諸 児玉 知(1) 掛川 友希(2) 伊藤 圭祐(2) 根岸 達也(2)       47.9 
    5 上田西 小須田 卓朗(1) 塩見 弘樹(2) 松木 優太(2) 林 拓也(2)       48.1 
    6 上田東 宮崎 浩司(2) 小山 範晃(1) 宮入 俊(2) 小林 真二(1)       53.0 

男子 09/14  1組     1 佐久長聖 佐藤 宗人(2) 大澤 浩平(1) 笹沢 隆文(1) 佐藤 久明(2)     3,41.3 
    2 野沢北 早川 佳明(2) 植松 孝太(2) 箕輪 雄太(2) 小山 義人(2)     3,42.3 
    3 野沢南 富井 嵩晃(2) 加藤 竜大(1) 江元 勇介(1) 森角 拓哉(2)     3,57.0 
    4 上田千曲 中井 啓太(2) 岸田 聖司(2) 宮澤 大樹(1) 花岡 英仁(2)     3,58.3 

上田西 欠場      
北佐久農業 欠場      

 2組     1 岩村田 宮川 広夢(1) 遠山 直希(1) 東山 由樹(1) 川上 真弥(1)     3,33.2 
    2 上田 清水 大暉(2) 小宮山 彦毅(1) 細谷 優太(2) 大田 一輝(2)     3,34.1 
    3 丸子修学館 久保川 峻吾(1) 今井 晃規(2) 柄澤 昌希(1) 村松 裕太(2)     3,37.3 
    4 小諸 児玉 知(1) 伊藤 圭祐(2) 掛川 友希(2) 根岸 達也(2)     3,37.7 
    5 小諸商業 中澤 桂(1) 佐藤 栄樹(2) 坂本 麗太(1) 塩澤 啓太(2)     3,48.1 
    6 上田東 宮崎 浩司(2) 小山 範晃(1) 中村 駿(2) 小林 祐也(1)     3,51.0 

４×４００ｍＲ
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トラック種目・予  選・[準決勝]・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第146回東信高校総合体育大会                                                     ｺｰﾄﾞ  [9201509]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 09/13  1組 -2.4  1 内堀 直也(1)     11.9  2 清水 大暉(2)     12.0  3 柄澤 昌希(1)     12.0  4 佐藤 栄樹(2)     12.2

岩村田 上田 丸子修学館 小諸商業
 5 根岸 達也(2)     12.2  6 中曽根 豪(2)     12.3

小諸 佐久長聖
 2組 -0.9  1 宮川 広夢(1)     11.6  2 植松 孝太(2)     11.7  3 櫻井 裕也(2)     11.8  4 新津 直人(2)     12.0

岩村田 野沢北 岩村田 佐久長聖
 5 大澤 浩平(1)     12.0  6 児玉 知(1)     12.1

佐久長聖 小諸
男子 09/14  1組 -1.8  1 大澤 浩平(1)     24.1  2 川上 真弥(1)     24.2  3 植松 孝太(2)     24.4  4 児玉 知(1)     24.5

佐久長聖 岩村田 野沢北 小諸
 5 佐藤 栄樹(2)     24.7  6 飯塚 築(1)     24.8

小諸商業 上田
 2組 -1.6  1 内堀 直也(1)     23.6  2 清水 大暉(2)     24.1  3 新津 直人(2)     24.2  4 柄澤 昌希(1)     24.4

岩村田 上田 佐久長聖 丸子修学館
 5 佐藤 久明(2)     24.8  6 中澤 桂(1)     24.8

佐久長聖 小諸商業
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トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第146回東信高校総合体育大会                                                     ｺｰﾄﾞ  [9201509]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 09/13  1組 -2.3  1 根岸 達也(2)     12.2  2 新津 直人(2)     12.2  3 中澤 桂(1)     12.3  4 中井 啓太(2)     13.0

小諸 佐久長聖 小諸商業 上田千曲
 5 川口 礼人(1)     14.2 橋詰 智也(1) 欠場    

上田東 丸子修学館
 2組 -0.4  1 櫻井 裕也(2)     11.7  2 植松 孝太(2)     11.9  3 中曽根 豪(2)     12.2  4 飯塚 築(1)     12.4

岩村田 野沢北 佐久長聖 上田
 5 足立 祥一(1)     12.8  6 茅野 貴志(2)     13.5

東御清翔 上田千曲
 3組 -0.6  1 内堀 直也(1)     11.6  2 佐藤 栄樹(2)     12.1  3 林 拓也(2)     12.2  4 久保川 峻吾(1)     12.5

岩村田 小諸商業 上田西 丸子修学館
 5 小林 真二(1)     13.2  6 高塚 竜矢(1)     14.0

上田東 上田千曲
 4組 -1.5  1 柄澤 昌希(1)     11.8  2 大澤 浩平(1)     11.9  3 児玉 知(1)     12.0  4 佐藤 和紀(1)     12.8

丸子修学館 佐久長聖 小諸 小諸商業
 5 柳田 匡慶(1)     13.1 寺島 令真(1) 欠場    

上田西 野沢北
 5組 -1.1  1 宮川 広夢(1)     11.7  2 清水 大暉(2)     11.9  3 三沢 真弥(1)     12.6  4 宮崎 浩司(2)     12.8

岩村田 上田 上田西 上田東
 5 小沼 雄大(1)     13.1 籠谷 勇人(1) 欠場    

小諸 野沢北
男子 09/14  1組 -0.7  1 大澤 浩平(1)     23.8  2 清水 大暉(2)     24.6  3 佐藤 栄樹(2)     24.9  4 塩見 弘樹(2)     25.6

佐久長聖 上田 小諸商業 上田西
 5 宮崎 浩司(2)     25.6  6 中井 啓太(2)     26.3

上田東 上田千曲
 2組 -0.8  1 柄澤 昌希(1)     24.4  2 川上 真弥(1)     24.6  3 中澤 桂(1)     24.7  4 根岸 達也(2)     24.9

丸子修学館 岩村田 小諸商業 小諸
 5 茅野 貴志(2)     27.8  6 川口 礼人(1)     28.8

上田千曲 上田東
 3組 -0.2  1 佐藤 久明(2)     24.8  2 飯塚 築(1)     25.1  3 小森 佳樹(1)     25.1  4 久保川 峻吾(1)     25.4

佐久長聖 上田 岩村田 丸子修学館
 5 花岡 英仁(2)     26.8  6 草間 康平(1)     27.4

上田千曲 野沢北
 4組 -0.9  1 植松 孝太(2)     25.2  2 新津 直人(2)     25.3  3 森角 拓哉(2)     26.3  4 小須田 卓朗(1)     26.5

野沢北 佐久長聖 野沢南 上田西
 5 小沼 雄大(1)     26.9 橋詰 智也(1) 欠場    

小諸 丸子修学館
 5組 0.0  1 内堀 直也(1)     23.8  2 児玉 知(1)     24.7  3 林 拓也(2)     25.4  4 佐藤 和紀(1)     25.6

岩村田 小諸 上田西 小諸商業
 5 宮入 俊(2)     26.2 箕輪 雄太(2) 欠場    

上田東 野沢北
男子 09/13  1組  1 遠山 直希(1)     55.9  2 小宮山 彦毅(1)     56.0  3 宮崎 浩司(2)     59.1  4 草間 康平(1)     60.3

岩村田 上田 上田東 野沢北
 5 高橋 博幸(1)     62.8 児玉 翔(1) 欠場    

北佐久農業 佐久長聖
 2組  1 根岸 達也(2)     57.1  2 細谷 優太(2)     58.6  3 佐藤 宗人(2)     60.3  4 富井 嵩晃(2)     61.4

小諸 上田 佐久長聖 野沢南
 5 川口 礼人(1)     67.9 塩見 弘樹(2) 欠場    

上田東 上田西
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トラック種目・[予  選]・準決勝・決勝・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第146回東信高校総合体育大会                                                     ｺｰﾄﾞ  [9201509]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
順
位
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位

順
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 3組  1 久保川 峻吾(1)     56.1  2 掛川 友希(2)     56.4  3 森角 拓哉(2)     57.0  4 宮入 俊(2)     59.2
丸子修学館 小諸 野沢南 上田東

 5 坂本 麗太(1)     59.3
小諸商業

 4組  1 川上 真弥(1)     53.4  2 佐藤 久明(2)     54.4  3 大田 一輝(2)     54.5  4 柄澤 昌希(1)     58.6
岩村田 佐久長聖 上田 丸子修学館

井上 嵩史(1) 欠場    
野沢北

 5組  1 小山 義人(2)     56.2  2 児玉 知(1)     57.2  3 森本 健嗣(2)     58.0  4 花岡 英仁(2)     59.5
野沢北 小諸 北佐久農業 上田千曲

相場 智裕(2)
岩村田

男子 09/14  1組  1 上野 泰暢(1)   2,08.3  2 大田 一輝(2)   2,08.6  3 大久保 賢志(1)   2,09.5  4 児玉 岳(1)   2,10.2
臼田 上田 上田西 佐久長聖

 5 西澤 優汰(1)   2,11.7  6 加藤 竜大(1)   2,15.9  7 小林 勝太(1)   2,16.7  8 岸田 聖司(2)   2,21.1
小諸 野沢南 上田東 上田千曲

 9 坂口 太一(1)   2,21.6 10 塩川 嶺介(1)   2,29.7 中嶋 翔矢(1) 欠場    
野沢北 上田 北佐久農業

 2組  1 小宮山 彦毅(1)   2,08.4  2 小山 義人(2)   2,08.8  3 村松 裕太(2)   2,09.3  4 田中 健太郎(1)   2,10.4
上田 野沢北 丸子修学館 佐久長聖

 5 小林 祐也(1)   2,10.7  6 宮澤 大樹(1)   2,14.8  7 坂本 麗太(1)   2,16.9  8 小林 浩俊(2)   2,18.1
上田東 上田千曲 小諸商業 小諸

金井 翼(2) 欠場    相場 智裕(2) 欠場    
上田西 岩村田

男子 09/13  1組  1 福沢 潤一(2)   4,17.9  2 上野 泰暢(1)   4,25.0  3 大久保 賢志(1)   4,26.1  4 小林 浩俊(2)   4,36.9
佐久長聖 臼田 上田西 小諸

 5 荒井 賢也(1)   4,38.5  6 宮澤 大樹(1)   4,41.5  7 中村 駿(2)   4,43.6  8 有坂 丈典   4,51.0
丸子修学館 上田千曲 上田東 上田染谷丘

 9 江元 勇介(1)   4,57.2 10 坂口 太一(1)   4,57.4 11 荻原 淳(1)   5,17.3 小林 傑(1) 欠場    
野沢南 野沢北 上田 野沢北

加藤 貴規(2) 欠場    
上田西

 2組  1 福地 紘貴(1)   4,27.0  2 小林 祐也(1)   4,30.7  3 村松 裕太(2)   4,32.4  4 西澤 優汰(1)   4,35.8
佐久長聖 上田東 丸子修学館 小諸

 5 岸田 聖司(2)   4,39.7  6 里見 裕章(2)   4,40.5  7 小林 勝太(1)   4,48.8  8 掛川 礼央(1)   4,49.1
上田千曲 野沢北 上田東 上田

 9 松田 誠二(1)   5,08.7 臼田 稔宏(2) 欠場    中嶋 翔矢(1) 欠場    金井 翼(2) 欠場    
小諸 佐久長聖 北佐久農業 上田西

１５００ｍ
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フィールド種目・予  選・準決勝・[決勝]・記録表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第146回東信高校総合体育大会                                                     ｺｰﾄﾞ  [9201509]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 09/14  1 清水 駿(2)    1.65  2 伊藤 圭祐(2)    1.60  2 塩川 浩平(2)    1.60  4 櫻井 裕也(2)    1.60

野沢北 小諸 北佐久農業 岩村田
 5 井上 嵩史(1)    1.55  6 佐野 太一(1)    1.55

野沢北 小諸
男子 09/13  1 小山 範晃(1)    3.20  2 小林 真二(1)    3.10  3 飯島 泰斗(1)    2.40 松木 優太(2)

上田東 上田東 岩村田 上田西
男子 09/13  1 箕輪 雄太(2)    6.52  2 中曽根 豪(2)    6.36  3 清水 駿(2)    6.23  4 塩澤 啓太(2)    6.08

野沢北    +0.9 佐久長聖    +1.3 野沢北    +0.9 小諸商業    +2.2
 5 三沢 真弥(1)    5.94  6 笹沢 隆文(1)    5.92  7 小林 直哉(1)    5.84  8 宮川 広夢(1)    5.84

上田西    +1.8 佐久長聖    +2.3 野沢北    +1.7 岩村田    +2.2
 9 今井 晃規(2)    5.82 10 小山 範晃(1)    5.68 11 中澤 桂(1)    5.54 12 足立 祥一(1)    5.34

丸子修学館    +2.1 上田東    +1.2 小諸商業    +3.2 東御清翔    +2.8
13 畑 俊太(1)    5.26 14 小林 真二(1)    5.23 15 小宮山 直登(1)    5.00 16 尾本 友紀(2)

岩村田    +3.1 上田東    +1.4 佐久長聖    +1.6 小諸
男子 09/14  1 箕輪 雄太(2)   13.22  2 中曽根 豪(2)   13.08  3 小山 範晃(1)   12.07  4 清水 駿(2)   12.00

野沢北    +1.6 佐久長聖    +0.7 上田東    +0.9 野沢北    -0.1
 5 今井 晃規(2)   11.86  6 佐野 太一(1)   11.43  7 足立 祥一(1)   10.56

丸子修学館    +1.9 小諸     0.0 東御清翔    +0.8
男子 09/13  1 小林 龍之介(2)   10.49  2 岩下 遼介(2)    9.65  3 渡辺 慎吾(1)    8.41  4 中澤 裕生(1)    7.56

小諸 上田 野沢北 岩村田
 5 永井 一平(1)    7.51  6 小林 峻也(2)    6.92

丸子修学館 北佐久農業
男子 09/14  1 小林 龍之介(2)   30.57  2 大井 達也(1)   28.18  3 永井 一平(1)   27.52  4 籠谷 勇人(1)   26.68

小諸 岩村田 丸子修学館 野沢北
 5 大井 翼(1)   25.58  6 中澤 裕生(1)   25.56  7 早川 佳明(2)   22.49  8 小林 正夫(2)   21.23

北佐久農業 岩村田 野沢北 岩村田
 9 小須田 卓朗(1)   18.54

上田西
男子 09/13  1 岩下 遼介(2)   46.99  2 小林 峻也(2)   33.36  3 大井 達也(1)   27.75  4 中澤 裕生(1)   26.26

上田 北佐久農業 岩村田 岩村田
 5 渡辺 慎吾(1)   15.21

野沢北
男子 09/14  1 永井 一平(1)   44.99  2 大井 達也(1)   44.09  3 早川 佳明(2)   43.09  4 小林 龍之介(2)   34.86

丸子修学館 岩村田 野沢北 小諸
 5 小宮山 彦毅(1)   34.68  6 佐藤 和紀(1)   34.53  7 渡辺 慎吾(1)   29.33  8 坂本 麗太(1)   28.87

上田 小諸商業 野沢北 小諸商業
 9 籠谷 勇人(1)   23.89 大井 翼(1) 欠場    

野沢北 北佐久農業

順
位

順
位

順
位

順
位

砲丸投

円盤投

ハンマー投

やり投

走高跳

棒高跳

走幅跳

三段跳



混成競技記録表   得点表  （[男子]・女子）

陸協名 長野       [20] 競技会名 第146回東信高校総合体育大会                                                     ｺｰﾄﾞ  [9201509]

競技場名 上田市営陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [203010]

種  目 月/日 組 風速 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録 選手名 所  属 記  録
男子 09/14  1 伊藤 圭祐(2)    3463  2 櫻井 裕也(2)    3344  3 佐野 太一(1)    3265  4 塩川 浩平(2)    2912

小諸 岩村田 小諸 北佐久農業
 5 尾本 友紀(2)    2330 小林 正夫(2) 欠場    

小諸 岩村田

八種競技

順
位

順
位

順
位

順
位
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