
第６５回全信州陸上競技大会                                                      
　主催　上田市・上田市教育委員会・(財)上田市体育協会                            
　　　　長野県教育委員会・長野陸上競技協会                                      
　主管　上田陸上競技協会                                                        

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】204130  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
10/05 男子  +1.4細田 昌宏(2) 11.9 小林 颯(2) 11.9 石井 雄大(2) 12.0 原田 健太(1) 12.0 竹内 凱斗(2) 12.2 池田 亮太(2) 12.6

100m 高校･上田染谷丘高 高校･小諸高 高校･野沢北高 高校･小諸高 高校･上田染谷丘高 高校･坂城高
10/05 小林 颯(2) 53.9 塚田 博希(2) 54.1 吉田 開恩(3) 54.9 白川 大智(2) 56.6 山﨑 創二(1) 1,02.6 近藤 駿介(2) 1,07.9

400m 高校･小諸高 高校･上田高 中学･中野平中 高校･丸子修学館高 高校･上田高 高校･坂城高
10/05 宮坂 響(2) 4,18.4 大嵩崎 慧(2) 4,20.5 笹澤 大地(3) 4,25.5 内川 大樹(1) 4,27.9 野崎 智希(2) 4,29.4 荻原 宏崇(1) 4,30.6 清水 葉(1) 4,33.4 柳澤 航希(1) 4,34.9

1500m 高校･上田染谷丘高 高校･上田染谷丘高 高校･丸子修学館高 高校･小諸高 高校･上田染谷丘高 高校･上田東高 高校･小諸高 高校･上田高
10/05 武井 湧平(2) 16,15.2 永井 慎也(1) 16,32.0 松下 治正(3) 16,58.5 阪田 健斗(3) 17,13.3

5000m 高校･丸子修学館高 高校･丸子修学館高 高校･小諸高 高校･丸子修学館高
10/05  +1.1木村 大樹(1) 18.7 本多 俊平 19.5 中沢 悟(1) 19.8

110mH 一般･信大 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校･小諸高
10/05 本多 俊平 1.70 箕輪 朋晃(1) 1.55 中沢 悟(1) 1.40

走高跳 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校･上田高 高校･小諸高
10/05 安藤 弥(2) 6.08(-0.3) 本多 俊平 5.90(+1.4) 原田 健太(1) 5.23(+1.1) 利根川 大貴(2)4.97(+0.8) 澤﨑 拓己(2) 4.74(+0.3) 箕輪 朋晃(1) 4.65(+0.7) 甘利 優太(2) 4.59(+0.2)

走幅跳 高校･坂城高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校･小諸高 高校･野沢南高 高校･坂城高 高校･上田高 高校･野沢南高
10/05 日馬 正貴 12.29(+1.8) 本多 俊平 11.74(+1.2)

三段跳 一般･安曇野陸協 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
10/05 橋詰 幸孝(3) 10.14 本多 俊平 9.50 安藤 弥(2) 9.06 松野 翔悟(2) 8.82 宮原 和希(2) 8.56

砲丸投 高校･丸子修学館高 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校･坂城高 高校･小諸高 高校･坂城高
10/05 本多 俊平 28.74 松野 翔悟(2) 28.48 土屋 春生 28.35 若林 隆大(1) 23.68 寺澤 亮祐 22.00

円盤投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ 高校･小諸高 一般･北佐久郡陸協 高校･上田染谷丘高 高校･上田染谷丘高
10/05 橋詰 幸孝(3) 48.39 安藤 弥(2) 41.60 長崎 大悟(1) 38.68

やり投 高校･丸子修学館高 高校･坂城高 高校･丸子修学館高
10/05 小諸高     3,47.2 上田染谷丘高(A)    3,48.9 野沢南高     3,49.4 丸子修学館高     3,50.0 坂城高     3,51.3 上田染谷丘高(B)    3,53.9 上田高     3,53.9

4x400mR 原田 健太(1) 寺澤 亮祐 小林 将大(1) 白川 大智(2) 池田 亮太(2) 安藤 活樹(1) 箕輪 朋晃(1)
内川 大樹(1) 竹内 凱斗(2) 岩松 裕矢(1) 武井 湧平(2) 塚田 慈暉(2) 宮坂 響(2) 塚田 博希(2)
小林 颯(2) 牧村 直樹(2) 甘利 優太(2) 永井 慎也(1) 澤﨑 拓己(2) 野崎 智希(2) 山﨑 創二(1)
中沢 悟(1) 細田 昌宏(2) 利根川 大貴(2) 長崎 大悟(1) 安藤 弥(2) 大嵩崎 慧(2) 柳澤 航希(1)

10/05 中学男子  +0.7吉田 開恩(3) 11.9 山田 航(2) 12.5 森村 一真(2) 12.9
100m 中学･中野平中 中学･小諸東中 中学･塩田中

10/05 児玉 天晴(3) 9,47.7 笹沢 健司(2) 10,14.5 油井 麻純(2) 10,22.2 大嵩崎 黎(2) 10,25.0 工藤 誉(3) 10,25.2 若林 亮冶(1) 10,33.6 油井 宏喜(2) 10,36.7 寺尾 昴(1) 10,37.5
3000m 中学･軽井沢中 中学･丸子中 中学･佐久東中 中学･上田第五中 中学･丸子北中 中学･上田第四中 中学･佐久東中 中学･塩田中

10/05 吉田 開恩(3) 1.60 大平 健斗(1) 1.40 森村 一真(2) 1.40 大塚 海仁(1) 1.40
走高跳 中学･中野平中 中学･上田第五中 中学･塩田中 中学･上田第五中

10/05 土屋 巧(3) 5.96(+1.0) 神田 優人(3) 5.79(+0.8) 須崎 修二(2) 5.57(+0.8) 伊藤 司能(2) 5.48(0.0) 大澤 達(3) 5.28(0.0) 丹羽 南樹(3) 5.13(+1.5) 山浦 渓斗(1) 4.92(+0.3) 中村 郁弥(2) 4.87(+1.1)
走幅跳 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･上田第四中 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ 中学･望月AC 中学･望月AC

10/05 神津 悠輔(2) 8.05 土屋 瑞希(1) 6.51 井出 篤志(2) 5.24
砲丸投 中学･佐久東中 中学･上田第五中 中学･佐久東中

10/05 裾花中       47.8 望月AC(A)       48.6 小諸東中(A)       50.0 望月AC(B)       51.5 上田第四中       53.9 小諸東中(B)       56.4 
4x100mR 堤 雄大(3) 伊藤 司能(2) 柏木 康熙(2) 神田 来夢(1) 矢野 大和(1) 山口 侑也(1)

徳武 秀(3) 神田 優人(3) 山田 航(2) 常田 紀幸(2) 須崎 修二(2) 茂木 達哉(1)
金児 浩弥(3) 大澤 達(3) 小幡 建登(2) 上野 樹(3) 尾沼 裕太(2) 岡村 州紘(1)
清水 隆寛(3) 土屋 巧(3) 田中 太玖斗(2) 中村 郁弥(2) 山下 幹生(1) 柏木 佑太(1)



予選 10月5日  9:00
決勝 10月5日 11:20

大会新              11.3

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 +0.3

 1 大澤 達(3) 中学      13.2  1 伊藤 司能(2) 中学      12.7 q
ｵｵｻﾜ ﾄｵﾙ 望月AC ｲﾄｳ ｼﾉ 望月AC

 2 茂木 達哉(1) 中学      13.9  2 赤尾 理玖(2) 中学      12.9 
ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ 小諸東中 ｱｶｵ ﾘｸ 上田第五中

 3 片桐 歩稀(2) 中学      15.6  3 中村 郁弥(2) 中学      13.7 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ 望月AC ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 望月AC

 4 滝沢 歩夢(1) 中学      16.6  4 清水 雅敏(2) 中学      14.5 
ﾀｷｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 丸子中 ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄｼ 丸子北中
五十里 槙哉(3) 中学  5 吉村 龍成(1) 中学      16.3 
ｲｿﾘ ｼﾝﾔ 上田第四中 ﾖｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ 丸子中
沓掛 玲哉(2) 中学 石井 博之(2) 中学
ｸﾂｶｹ ﾚｲﾔ 上田第五中 ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ 小諸東中

[ 3組] 風速 +0.2 [ 4組] 風速 +1.0

 1 土屋 巧(3) 中学      12.3 q  1 神田 優人(3) 中学      12.4 q
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 望月AC ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 望月AC

 2 小幡 建登(2) 中学      12.9  2 丹羽 南樹(3) 中学      12.8 
ｵﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ 小諸東中 ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ

 3 神田 来夢(1) 中学      13.6  3 伊藤 一稀(1) 中学      13.3 
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 望月AC ｲﾄｳ ｶｽﾞｷ 上田第五中

 4 丸橋 佑二(2) 中学      15.1  4 田中 太玖斗(2) 中学      13.4 
ﾏﾙﾊｼ ﾕｳｼﾞ 佐久東中 ﾀﾅｶ ﾀｸﾄ 小諸東中

 5 戸松 悠斗(1) 中学      16.1  5 上野 樹(3) 中学      13.5 
ﾄﾏﾂ ﾕｳﾄ 丸子中 ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 望月AC
鶴田 国光(1) 中学 島田 寛哉(1) 中学
ﾂﾙﾀ ｸﾆﾐﾂ 上田第五中 ｼﾏﾀﾞ ﾋﾛﾔ 丸子中

[ 5組] 風速 +1.1 [ 6組] 風速 +0.5

 1 吉田 開恩(3) 中学      12.3 q  1 山田 航(2) 中学      12.5 q
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 中野平中 ﾔﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ 小諸東中

 2 森村 一真(2) 中学      12.8  2 常田 紀幸(2) 中学      13.2 
ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 塩田中 ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 望月AC

 3 山下 幹生(1) 中学      13.1  3 井田 幸稀(1) 中学      13.4 
ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ 上田第四中 ｲﾀﾞ ｺｳｷ 丸子中

 4 菅沢 晴樹(1) 中学      13.5  4 増沢 将弥(1) 中学      13.5 
ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 望月AC ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｷﾔ 丸子北中

 5 春原 冴紀(1) 中学      14.2  5 山浦 渓斗(1) 中学      14.4 
ｽﾉﾊﾗ ｻｴｷ 丸子中 ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 望月AC

 6 柏木 佑太(1) 中学      14.7 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ 小諸東中

風速 +0.7

 1 吉田 開恩(3) 中学      11.9 
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 中野平中

 2 山田 航(2) 中学      12.5 
ﾔﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ 小諸東中

 3 森村 一真(2) 中学      12.9 
ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 塩田中
土屋 巧(3) 中学
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 望月AC
神田 優人(3) 中学
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 望月AC
伊藤 司能(2) 中学
ｲﾄｳ ｼﾉ 望月AC

4   484

欠場
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5   371

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   695
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1   678
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欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

3   367
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1   972

氏  名 所属名 記録／備考
2   484

2   680

4   976
欠場

5   492

3   284

1   486

6   370

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

4   681

3   366

6   487

5   694

記録／備考
2   488

1   968

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

3   935
欠場

4   964

5   517

2   679

記録／備考
1   485

6   378

中学男子

100m

予選 通過基準  6組  0着 + 6 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 10月5日  9:40
決勝 10月5日 11:25

大会新              10.9

[ 1組] 風速 +0.5 [ 2組] 風速 +0.6

 1 原田 健太(1) 高校      12.1 q  1 小林 颯(2) 高校      11.9 q
ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ 小諸高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 小諸高

 2 池田 亮太(2) 高校      12.4 q  2 細田 昌宏(2) 高校      12.2 q
ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 坂城高 ﾎｿﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 上田染谷丘高

 3 塚田 慈暉(2) 高校      12.6  3 石井 雄大(2) 高校      12.3 q
ﾂｶﾀﾞ ｼｹﾞｷ 坂城高 ｲｼｲ ﾕｳﾀﾞｲ 野沢北高

 4 澤﨑 拓己(2) 高校      13.3  4 竹内 凱斗(2) 高校      12.4 q
ｻﾜｻﾞｷ ﾀｸﾐ 坂城高 ﾀｹｳﾁ ｶｲﾄ 上田染谷丘高

 5 飯田 大輝(1) 高校      13.6  5 長崎 大悟(1) 高校      12.7 
ｲｲﾀﾞ ﾋﾛｷ 坂城高 ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 丸子修学館高

 6 井出 亮(1) 高校      14.9 牧村 直樹(2) 高校
ｲﾃﾞ ﾘｮｳ 坂城高 ﾏｷﾑﾗ ﾅｵｷ 上田染谷丘高

風速 +1.4

 1 細田 昌宏(2) 高校      11.9 
ﾎｿﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ 上田染谷丘高

 2 小林 颯(2) 高校      11.9 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 小諸高

 3 石井 雄大(2) 高校      12.0 
ｲｼｲ ﾕｳﾀﾞｲ 野沢北高

 4 原田 健太(1) 高校      12.0 
ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ 小諸高

 5 竹内 凱斗(2) 高校      12.2 
ﾀｹｳﾁ ｶｲﾄ 上田染谷丘高

 6 池田 亮太(2) 高校      12.6 
ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ 坂城高

決勝 10月5日 10:30

大会新              50.5

 1 小林 颯(2) 高校      53.9 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 小諸高

 2 塚田 博希(2) 高校      54.1 
ﾂｶﾀﾞ  ﾋﾛｷ 上田高

 3 吉田 開恩(3) 中学      54.9 
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 中野平中

 4 白川 大智(2) 高校      56.6 
ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ 丸子修学館高

 5 山﨑 創二(1) 高校      62.6 
ﾔﾏｻﾞｷ  ｿｳｼﾞ 上田高

 6 近藤 駿介(2) 高校      67.9 
ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 坂城高

2  1776

4  2734

5  4461

1  1754

3  1706

6  1788

男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

66  2732 2732

11  1849 1849

55  2822 2822
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氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
44  1845 1845

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名

22  1855 1855
欠場欠場

33  1758 1758

44  1849 1849

55  1525 1525

66  1845 1845

11  1706 1706
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

33  2738 2738

66  2739 2739

44  2733 2733

55  2741 2741

11  2732 2732

22  2822 2822
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

男子

100m100m

予選予選予選 通過基準  2組  0着 + 6通過基準  2組  0着 + 6 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



決勝 10月5日  9:50

大会新            4,07.4

 1 宮坂 響(2) 高校    4,18.4 
ﾐﾔｻｶ ﾋﾋﾞｷ 上田染谷丘高

 2 大嵩崎 慧(2) 高校    4,20.5 
ｵｵﾂｷ ｹｲ 上田染谷丘高

 3 笹澤 大地(3) 高校    4,25.5 
ｻｻｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 丸子修学館高

 4 内川 大樹(1) 高校    4,27.9 
ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 小諸高

 5 野崎 智希(2) 高校    4,29.4 
ﾉｻﾞｷ ﾄﾓｷ 上田染谷丘高

 6 荻原 宏崇(1) 高校    4,30.6 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ 上田東高

 7 清水 葉(1) 高校    4,33.4 
ｼﾐｽﾞ ﾖｳ 小諸高

 8 柳澤 航希(1) 高校    4,34.9 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ｺｳｷ 上田高

 9 秋山 祥汰(2) 高校    4,35.6 
ｱｷﾔﾏ ｼｮｳﾀ 上田染谷丘高

10 安藤 活樹(1) 高校    4,38.4 
ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾂｷ 上田染谷丘高

11 服部 幸一(1) 高校    5,10.6 
ﾊｯﾄﾘ ｺｳｲﾁ 坂城高

12 近藤 駿介(2) 高校    5,29.7 
ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ 坂城高
小林 雅史(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻｼ 小諸高
山口 紘佑(2) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳｽｹ 上田染谷丘高
田島 史都(2) 高校
ﾀｼﾞﾏ  ﾌﾐﾄ 上田高
脇坂 拓馬(2) 高校
ﾜｷｻｶ ﾀｸﾏ 丸子修学館高
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1500m
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決勝 10月5日 10:40

[ 1組] [ 2組]

 1 小野 勝汰(2) 中学   10,47.9  1 児玉 天晴(3) 中学    9,47.7 
ｵﾉ ｼｮｳﾀ 小諸東中 ｺﾀﾞﾏ ﾃﾝｾｲ 軽井沢中

 2 野原 尚貴(3) 中学   10,57.9  2 笹沢 健司(2) 中学   10,14.5 
ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 丸子北中 ｻｻｻﾞﾜ ｹﾝｼﾞ 丸子中

 3 丸橋 佑二(2) 中学   11,17.5  3 油井 麻純(2) 中学   10,22.2 
ﾏﾙﾊｼ ﾕｳｼﾞ 佐久東中 ﾕｲ ﾏｽﾐ 佐久東中

 4 清水 雅敏(2) 中学   11,18.1  4 大嵩崎 黎(2) 中学   10,25.0 
ｼﾐｽﾞ ﾏｻﾄｼ 丸子北中 ｵｵﾂｷ ﾚｲ 上田第五中

 5 井出 龍一(3) 中学   11,22.3  5 工藤 誉(3) 中学   10,25.2 
ｲﾃﾞ ﾘｭｳｲﾁ 丸子北中 ｸﾄﾞｳ ﾎﾏﾚ 丸子北中

 6 高瀬 慎之介(1) 中学   11,23.3  6 若林 亮冶(1) 中学   10,33.6 
ﾀｶｾ ｼﾝﾉｽｹ 小諸東中 ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 上田第四中

 7 西沢 一希(3) 中学   11,45.9  7 油井 宏喜(2) 中学   10,36.7 
ﾆｼｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 丸子北中 ﾕｲ ｺｳｷ 佐久東中

 8 春原 紀重(3) 中学   12,02.2  8 寺尾 昴(1) 中学   10,37.5 
ｽﾉﾊﾗ ﾉﾘｼｹﾞ 丸子北中 ﾃﾗｵ ｽﾊﾞﾙ 塩田中

 9 神津 悠輔(2) 中学   12,02.5  9 諸山 光(2) 中学   10,38.1 
ｺｳﾂﾞ ﾕｳｽｹ 佐久東中 ﾓﾛﾔﾏ ﾋｶﾙ 小諸東中

10 増沢 将弥(1) 中学   12,14.8 10 宇都宮 翔(2) 中学   10,45.9 
ﾏｽｻﾞﾜ ﾕｷﾔ 丸子北中 ｳﾂﾉﾐﾔ ｼｮｳ 小諸東中

11 大塚 仁貴(2) 中学   12,56.5 11 中村 怜輝(2) 中学   11,08.7 
ｵｵﾂｶ ﾋﾄｷ 佐久東中 ﾅｶﾑﾗ ﾚｷ 丸子中

12 井出 篤志(2) 中学   13,40.6 12 尾沼 裕太(2) 中学   11,10.4 
ｲﾃﾞ ｱﾂｼ 佐久東中 ｵﾇﾏ ﾕｳﾀ 上田第四中
中村 優作(3) 中学 13 矢野 大和(1) 中学   11,43.1 
ﾅｶﾑﾗ ﾕｳｻｸ 丸子北中 ﾔﾉ ﾔﾏﾄ 上田第四中
岸田 駿輔(1) 中学 清水 拓斗(2) 中学
ｷｼﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 小諸東中 ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾄ 上田第五中
藤本 僚太(2) 中学
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾘｮｳﾀ 佐久東中

   1 児玉 天晴(3) 中学 軽井沢中     9,47.7   2   1
   2 笹沢 健司(2) 中学 丸子中    10,14.5   2   2
   3 油井 麻純(2) 中学 佐久東中    10,22.2   2   3
   4 大嵩崎 黎(2) 中学 上田第五中    10,25.0   2   4
   5 工藤 誉(3) 中学 丸子北中    10,25.2   2   5
   6 若林 亮冶(1) 中学 上田第四中    10,33.6   2   6
   7 油井 宏喜(2) 中学 佐久東中    10,36.7   2   7
   8 寺尾 昴(1) 中学 塩田中    10,37.5   2   8
   9 諸山 光(2) 中学 小諸東中    10,38.1   2   9
  10 宇都宮 翔(2) 中学 小諸東中    10,45.9   2  10
  11 小野 勝汰(2) 中学 小諸東中    10,47.9   1   1
  12 野原 尚貴(3) 中学 丸子北中    10,57.9   1   2
  13 中村 怜輝(2) 中学 丸子中    11,08.7   2  11
  14 尾沼 裕太(2) 中学 上田第四中    11,10.4   2  12
  15 丸橋 佑二(2) 中学 佐久東中    11,17.5   1   3
  16 清水 雅敏(2) 中学 丸子北中    11,18.1   1   4
  17 井出 龍一(3) 中学 丸子北中    11,22.3   1   5
  18 高瀬 慎之介(1) 中学 小諸東中    11,23.3   1   6
  19 矢野 大和(1) 中学 上田第四中    11,43.1   2  13
  20 西沢 一希(3) 中学 丸子北中    11,45.9   1   7
  21 春原 紀重(3) 中学 丸子北中    12,02.2   1   8
  22 神津 悠輔(2) 中学 佐久東中    12,02.5   1   9
  23 増沢 将弥(1) 中学 丸子北中    12,14.8   1  10
  24 大塚 仁貴(2) 中学 佐久東中    12,56.5   1  11
  25 井出 篤志(2) 中学 佐久東中    13,40.6   1  12  282
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決勝 10月5日 12:15

大会新           15,16.1

 1 武井 湧平(2) 高校   16,15.2 
ﾀｹｲ ﾖｳﾍｲ 丸子修学館高

 2 永井 慎也(1) 高校   16,32.0 
ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾔ 丸子修学館高

 3 松下 治正(3) 高校   16,58.5 
ﾏﾂｼﾀ ﾊﾙﾏｻ 小諸高

 4 阪田 健斗(3) 高校   17,13.3 
ｻｶﾀ ｹﾝﾄ 丸子修学館高
笹澤 大地(3) 高校
ｻｻｻﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 丸子修学館高

決勝 10月5日 10:15

大会新              15.3

風速 +1.1

 1 木村 大樹(1) 一般      18.7 
ｷﾑﾗ ﾀﾞｲｷ 信大

 2 本多 俊平 一般      19.5 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ

 3 中沢 悟(1) 高校      19.8 
ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 小諸高

5  1765
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決勝 10月5日 13:15

大会新              46.9

[ 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 望月AC(B)   492 神田 来夢(1)      51.5  1   3 裾花中  5253 堤 雄大(3)      47.8 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰB ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ ｽｿﾊﾞﾅﾁｭｳ ﾂﾂﾐ ﾕｳﾀﾞｲ
  489 常田 紀幸(2)  5251 徳武 秀(3)

ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ ﾄｸﾀｹ ｼｭｳ
  483 上野 樹(3)  5255 金児 浩弥(3)

ｳｴﾉ ﾀﾂｷ ｶﾈｺ  ﾋﾛﾔ
  487 中村 郁弥(2)  5249 清水 隆寛(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ ｼﾐｽﾞ ﾀｶﾋﾛ
 2   4 小諸東中(B)   372 山口 侑也(1)      56.4  2   2 望月AC(A)   488 伊藤 司能(2)      48.6 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳB ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰA ｲﾄｳ ｼﾉ
  378 茂木 達哉(1)   484 神田 優人(3)

ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ
  373 岡村 州紘(1)   485 大澤 達(3)

ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ ｵｵｻﾜ ﾄｵﾙ
  377 柏木 佑太(1)   486 土屋 巧(3)

ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ
  2 上田第五中(A)   965 坂口 直弥(2)  3   5 小諸東中(A)   363 柏木 康熙(2)      50.0 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞA ｻｶｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 失格 ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳA ｶｼﾜｷﾞ ｺｳｷ
  964 沓掛 玲哉(2)   371 山田 航(2)

ｸﾂｶｹ ﾚｲﾔ ﾔﾏﾀﾞ ﾜﾀﾙ
  969 柳澤 里槻(2)   370 小幡 建登(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾂｷ ｵﾊﾞﾀ ｹﾝﾄ
  968 赤尾 理玖(2)   367 田中 太玖斗(2)

ｱｶｵ ﾘｸ ﾀﾅｶ ﾀｸﾄ
  3 丸子中   683 春原 冴紀(1)  4   4 上田第四中   945 矢野 大和(1)      53.9 

ﾏﾙｺﾁｭｳ ｽﾉﾊﾗ ｻｴｷ 失格 ｳｴﾀﾞﾖﾝﾁｭｳ ﾔﾉ ﾔﾏﾄ
  681 吉村 龍成(1)   931 須崎 修二(2)

ﾖｼﾑﾗ ﾘｭｳｾｲ ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ
  680 戸松 悠斗(1)   932 尾沼 裕太(2)

ﾄﾏﾂ ﾕｳﾄ ｵﾇﾏ ﾕｳﾀ
  678 井田 幸稀(1)   943 山下 幹生(1)

ｲﾀﾞ ｺｳｷ ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ
  6 上田第五中(B)   975 土屋 瑞希(1)

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞB ﾂﾁﾔ ﾐｽﾞｷ 失格
  971 松田 拓巳(1)

ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ
  973 大塚 海仁(1)

ｵｵﾂｶ ﾐﾅﾄ
  974 大平 健斗(1)

ｵｵﾋﾗ ｹﾝﾄ

   1 裾花中      47.8 堤 雄大(3) 徳武 秀(3) 金児 浩弥(3) 清水 隆寛(3)   2   1
   2 望月AC(A)      48.6 伊藤 司能(2) 神田 優人(3) 大澤 達(3) 土屋 巧(3)   2   2
   3 小諸東中(A)      50.0 柏木 康熙(2) 山田 航(2) 小幡 建登(2) 田中 太玖斗(2)   2   3
   4 望月AC(B)      51.5 神田 来夢(1) 常田 紀幸(2) 上野 樹(3) 中村 郁弥(2)   1   1
   5 上田第四中      53.9 矢野 大和(1) 須崎 修二(2) 尾沼 裕太(2) 山下 幹生(1)   2   4
   6 小諸東中(B)      56.4 山口 侑也(1) 茂木 達哉(1) 岡村 州紘(1) 柏木 佑太(1)   1   2

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 ｵｰﾀﾞｰ1

中学男子

4x100mR

決勝

タイムレース



決勝 10月5日 13:45

大会新            3,26.2

[ 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 上田染谷丘高(A) 1852 寺澤 亮祐    3,48.9  1   3 小諸高  2822 原田 健太(1)    3,47.2 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳA ﾃﾗｻﾜ ﾘｮｳｽｹ ｺﾓﾛ ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ
 1849 竹内 凱斗(2)  1701 内川 大樹(1)

ﾀｹｳﾁ ｶｲﾄ ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ
 1855 牧村 直樹(2)  1706 小林 颯(2)

ﾏｷﾑﾗ ﾅｵｷ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ
 1845 細田 昌宏(2)  2821 中沢 悟(1)

ﾎｿﾀﾞ ﾏｻﾋﾛ ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄﾙ
 2   3 坂城高  2732 池田 亮太(2)    3,51.3  2   4 野沢南高  1557 小林 将大(1)    3,49.4 

ｻｶｷｺｳ ｲｹﾀﾞ ﾘｮｳﾀ ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ
 2741 塚田 慈暉(2)  1558 岩松 裕矢(1)

ﾂｶﾀﾞ ｼｹﾞｷ ｲﾜﾏﾂ ﾕｳﾔ
 2733 澤﨑 拓己(2)  1556 甘利 優太(2)

ｻﾜｻﾞｷ ﾀｸﾐ ｱﾏﾘ ﾕｳﾀ
 2731 安藤 弥(2)  1555 利根川 大貴(2)

ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ ﾄﾈｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ
 3   2 上田染谷丘高(B) 1857 安藤 活樹(1)    3,53.9  3   2 丸子修学館高  1754 白川 大智(2)    3,50.0 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳB ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾂｷ ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝ ｼﾗｶﾜ ﾀﾞｲﾁ
 1856 宮坂 響(2)  1753 武井 湧平(2)

ﾐﾔｻｶ ﾋﾋﾞｷ ﾀｹｲ ﾖｳﾍｲ
 1850 野崎 智希(2)  1756 永井 慎也(1)

ﾉｻﾞｷ ﾄﾓｷ ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾔ
 1847 大嵩崎 慧(2)  1758 長崎 大悟(1)

ｵｵﾂｷ ｹｲ ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ
 3   5 上田高  1773 箕輪 朋晃(1)    3,53.9 

ｳｴﾀﾞｺｳ ﾐﾉﾜ  ﾄﾓｱｷ
 1788 塚田 博希(2)

ﾂｶﾀﾞ  ﾋﾛｷ
 1776 山﨑 創二(1)

ﾔﾏｻﾞｷ  ｿｳｼﾞ
 1771 柳澤 航希(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ｺｳｷ

   1 小諸高    3,47.2 原田 健太(1) 内川 大樹(1) 小林 颯(2) 中沢 悟(1)   2   1
   2 上田染谷丘高(A)    3,48.9 寺澤 亮祐 竹内 凱斗(2) 牧村 直樹(2) 細田 昌宏(2)   1   1
   3 野沢南高    3,49.4 小林 将大(1) 岩松 裕矢(1) 甘利 優太(2) 利根川 大貴(2)   2   2
   4 丸子修学館高    3,50.0 白川 大智(2) 武井 湧平(2) 永井 慎也(1) 長崎 大悟(1)   2   3
   5 坂城高    3,51.3 池田 亮太(2) 塚田 慈暉(2) 澤﨑 拓己(2) 安藤 弥(2)   1   2
   6 上田染谷丘高(B)    3,53.9 安藤 活樹(1) 宮坂 響(2) 野崎 智希(2) 大嵩崎 慧(2)   1   3
   6 上田高    3,53.9 箕輪 朋晃(1) 塚田 博希(2) 山﨑 創二(1) 柳澤 航希(1)   1   3

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 ｵｰﾀﾞｰ1

男子

4x400mR

決勝

タイムレース



決勝 10月5日 11:00

大会新               1.80

吉田 開恩(3) 中学
ﾖｼﾀﾞ ｶｵﾝ 中野平中
森村 一真(2) 中学
ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 塩田中
大平 健斗(1) 中学
ｵｵﾋﾗ ｹﾝﾄ 上田第五中
大塚 海仁(1) 中学
ｵｵﾂｶ ﾐﾅﾄ 上田第五中

決勝 10月5日 13:00

大会新               2.10

本多 俊平 一般
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
箕輪 朋晃(1) 高校
ﾐﾉﾜ  ﾄﾓｱｷ 上田高
中沢 悟(1) 高校
ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 小諸高

 1.40

 1.40

4 2   973
XXO XXO XXX

3 1   974
O O XXX

 1.40

 1.60

2 3  6048
XO XO XX- X/

O O XO XXX

記録 備考
1 4  4461

- - O

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 1m35 1m40

 1.40

 1.55

3 1  2821
XXO XXX

O XXX
2 2  1773

O O XXO

O O XXX  1.70
1 3  7003

- - - - -

記録1m50 1m55 備考1m40 1m45 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



決勝 10月5日 10:15

大会新               6.40

土屋 巧(3) 中学   5.85   5.90   5.72   5.77   5.79   5.96    5.96 
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 望月AC   +0.5   +0.6    0.0   +0.2   +0.4   +1.0    +1.0
神田 優人(3) 中学   5.60   5.79   5.72   5.76    X   5.71    5.79 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 望月AC   +1.3   +0.8   +0.6   +0.7   +0.3    +0.8
須崎 修二(2) 中学   5.54   5.24   5.43   5.49   5.57    X    5.57 
ｽｻﾞｷ ｼｭｳｼﾞ 上田第四中   +0.1   +1.4   +1.2   +0.1   +0.8    +0.8
伊藤 司能(2) 中学   5.22   5.22   5.06   5.34   5.41   5.48    5.48 
ｲﾄｳ ｼﾉ 望月AC   +0.5   +0.6   +0.7   +1.0   +1.3    0.0     0.0
大澤 達(3) 中学   4.98   5.23   5.28   5.26    X   5.14    5.28 
ｵｵｻﾜ ﾄｵﾙ 望月AC   +0.3   +0.6    0.0   +0.5   +0.4     0.0
丹羽 南樹(3) 中学   5.13    X    X    X   5.10    X    5.13 
ﾆﾜ ﾅﾐｷ 茅野ｱｽﾚﾁｯｸｽ   +1.5   +1.7    +1.5
山浦 渓斗(1) 中学   4.70    X   4.92    X    X   4.88    4.92 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 望月AC   -0.8   +0.3    0.0    +0.3
中村 郁弥(2) 中学   4.48   4.87   4.52   4.64   4.49   4.72    4.87 
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 望月AC    0.0   +1.1   +0.9   +1.0   +0.7   +0.3    +1.1
神田 来夢(1) 中学    X    X   4.80    4.80 
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 望月AC   +0.4    +0.4
坂口 直弥(2) 中学   4.63   4.71   4.65    4.71 
ｻｶｸﾞﾁ ﾅｵﾔ 上田第五中    0.0   +0.2   +1.0    +0.2
岡村 州紘(1) 中学   4.63   3.22   3.81    4.63 
ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 小諸東中   +0.9   +0.6   +1.6    +0.9
上野 樹(3) 中学   3.97   4.47   4.31    4.47 
ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 望月AC   -0.3   +0.9   +1.6    +0.9
常田 紀幸(2) 中学   4.35    X    X    4.35 
ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 望月AC   +0.1    +0.1
柏木 康熙(2) 中学   3.73   3.08   4.27    4.27 
ｶｼﾜｷﾞ ｺｳｷ 小諸東中   -0.2   +0.7   +0.7    +0.7
松田 拓巳(1) 中学    X   4.07   3.91    4.07 
ﾏﾂﾀﾞ ﾀｸﾐ 上田第五中   +1.4   -0.3    +1.4
片桐 歩稀(2) 中学    X   3.64    X    3.64 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ 望月AC   +0.3    +0.3
山口 侑也(1) 中学   3.47   2.06   3.34    3.47 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 小諸東中   +0.8   +0.9   +1.2    +0.8
菅沢 晴樹(1) 中学   2.11   3.32   3.38    3.38 
ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 望月AC   +0.4   +0.7   +0.4    +0.4
柳澤 里槻(2) 中学   3.06    X   3.30    3.30 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘﾂｷ 上田第五中    0.0   +1.2    +1.2
下村 迅人(1) 中学   2.80   2.70   2.96    2.96 
ｼﾓﾑﾗ ﾊﾔﾄ 丸子中   +2.1   +0.8   +0.4    +0.4

決勝 10月5日  9:00

大会新               7.09

安藤 弥(2) 高校   5.94    X    -   6.04    -   6.08    6.08 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 坂城高   +0.5   +2.4   -0.3    -0.3
本多 俊平 一般   5.69   5.75    -   5.90   5.59    X    5.90 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ   +0.9   +1.1   +1.4   +2.8    +1.4
原田 健太(1) 高校    X   5.23   4.83   4.77   5.03   5.05    5.23 
ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ 小諸高   +1.1   +0.5   +1.3   +1.7   +0.5    +1.1
利根川 大貴(2) 高校   4.97   3.03   4.92    X   4.56   2.49    4.97 
ﾄﾈｶﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 野沢南高   +0.8   +0.9   +0.8   +1.0   +1.1    +0.8
澤﨑 拓己(2) 高校   4.74    X    X    X    X    X    4.74 
ｻﾜｻﾞｷ ﾀｸﾐ 坂城高   +0.3    +0.3
箕輪 朋晃(1) 高校   3.89   3.81   4.65   3.46   4.62   4.50    4.65 
ﾐﾉﾜ  ﾄﾓｱｷ 上田高   +1.3   +2.1   +0.7   +1.0   +1.8   +1.1    +0.7
甘利 優太(2) 高校   4.06   4.18    X   4.59   4.29   4.53    4.59 
ｱﾏﾘ ﾕｳﾀ 野沢南高   +1.5   +0.4   +0.2   +1.4   +3.0    +0.2
柳澤 航希(1) 高校 欠場
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ｺｳｷ 上田高

7 4  1556

1  1771

5 3  2733

6 5  1773

3 6  2822

4 2  1555

1 8  2731

2 7  7003

-3- -4- -5- -6- 記録 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-

19 7   969

20 2   677

17 5   372

18 1   491

15 3   971

16 4   517

13 14   489

14 11   363

11 6   373

12 9   483

9 13   492

10 8   965

7 12   493

8 10   487

5 15   485

6 17  1375

3 18   931

4 16   488

1 19   486
-5-

2 20   484

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

中学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 10月5日 13:30

大会新              14.53

日馬 正貴 一般  11.78  12.08  12.20    X  12.29  12.25   12.29 
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野陸協   +1.9   +3.7   +3.7   +1.8   +1.6    +1.8
本多 俊平 一般  11.00  11.61    X    X    X  11.74   11.74 
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ   +2.3   +1.9   +1.2    +1.2

決勝 10月5日  9:00

大会新              11.25

神津 悠輔(2) 中学
ｺｳﾂﾞ ﾕｳｽｹ 佐久東中
土屋 瑞希(1) 中学
ﾂﾁﾔ ﾐｽﾞｷ 上田第五中
井出 篤志(2) 中学
ｲﾃﾞ ｱﾂｼ 佐久東中
石井 博之(2) 中学 欠場
ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ 小諸東中

決勝 10月5日 10:00

大会新              13.62

橋詰 幸孝(3) 高校
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｷﾀｶ 丸子修学館高
本多 俊平 一般
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
安藤 弥(2) 高校
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 坂城高
松野 翔悟(2) 高校
ﾏﾂﾉ ｼｮｳｺﾞ 小諸高
宮原 和希(2) 高校
ﾐﾔﾊﾞﾗ ｶｽﾞｷ 坂城高
中島 公徳 一般 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

 8.56   8.56 

6  7000

 8.82   8.82 

5 2  2735
 7.34  7.88  8.06   X  7.82

 9.06   9.06 

4 5  1705
 8.58  8.38  8.34  7.81  8.36

  -   9.50 

3 1  2731
 7.98  8.41  8.62  8.64   X

  -  10.14 

2 3  7003
 9.41  9.38   X  9.50   -

記録 備考
1 4  1762

  X  9.74  9.90 10.14 10.10

-1- -2- -3- -4- -5- -6-

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名

男子

砲丸投

 5.05  5.11  5.04   5.24 

3   366

 5.85  6.12  6.35   6.51 

3 1   282
 4.77  5.24  4.85

 6.96  7.85  7.15   8.05 

2 2   975
 6.28  6.51  6.23

1 4   285
 7.34  7.32  8.05

-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-

1 2  7002
-5-

2 1  7003

-6- 記録-2- -3- -4- 備考

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-



決勝 10月5日  9:00

大会新              39.24

本多 俊平 一般
ﾎﾝﾀﾞ ｼｭﾝﾍﾟｲ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ
松野 翔悟(2) 高校
ﾏﾂﾉ ｼｮｳｺﾞ 小諸高
土屋 春生 一般
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｵ 北佐久郡陸協
若林 隆大(1) 高校
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀﾞｲ 上田染谷丘高
寺澤 亮祐 高校
ﾃﾗｻﾜ ﾘｮｳｽｹ 上田染谷丘高
山崎 直紀(2) 高校 欠場
ﾔﾏｻﾞｷ ﾅｵｷ 坂城高
中島 公徳 一般 欠場
ﾅｶｼﾞﾏ ｷﾐﾉﾘ ｾｲｺｰｴﾌﾟｿﾝ

決勝 10月5日 12:30

大会新              63.18

橋詰 幸孝(3) 高校
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｷﾀｶ 丸子修学館高
安藤 弥(2) 高校
ｱﾝﾄﾞｳ ﾜﾀﾙ 坂城高
長崎 大悟(1) 高校
ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 丸子修学館高

男子

やり投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 3  1762

  X 45.00   X 48.39   X   O  48.39 

2 2  2731
  O   O 41.60   X  41.60 

3 1  1758
32.17   O   X   X   O 38.68  38.68 

  O   X

4  7000

  O 22.00   X  22.00 

2  2736

  O   X   O  23.68 

5 3  1852
21.80   O   O

  X 28.35   X  28.35 

4 1  1858
23.68   O   O

  O   X   X  28.48 

3 7  7001
  O 26.15   O

  X   O   X  28.74 

2 6  1705
  O 28.48   X

1 5  7003
  O   O 28.74

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

円盤投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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