
13　佐久地区陸上競技選手権大会                                                  

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】202060  佐久総合運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
07/21 男子 荻原 京介(1) 11.40 池田 仁(2) 11.46 相米 健太(2) 11.59 茂木 康平(2) 11.72 小林 颯(2) 高校･小諸高 11.79 内堀 連(1) 11.89 柳澤 圭太(2) 11.90

１００ｍ 高校･佐久長聖高 高校･岩村田高 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 石井 雄大(2) 高校･野沢北高 高校･北佐久農業高 高校･岩村田高
07/21 川上 真弥(2) 50.28 荻原 京介(1) 50.59 相米 健太(2) 50.65 茂木 康平(2) 51.12 池田 仁(2) 51.35 内堀 連(1) 52.12 竹内 祥太郎(2) 52.66 小林 颯(2) 52.78

４００ｍ 一般･中央大 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 高校･岩村田高 高校･北佐久農業高 高校･岩村田高 高校･小諸高
07/21 青木達哉 4,04.63 柳澤  慶(2) 4,16.26 内川 大樹(1) 4,17.15 碓氷 将司(2) 4,22.88 長谷川 裕真(2) 4,26.94 小林 達哉(1) 4,28.72 柳澤 佑丞(3) 4,30.01 甘利 優太(2) 4,31.64

１５００ｍ 一般･小諸市陸協 高校･野沢北高 高校･小諸高 高校･野沢北高 高校･野沢北高 高校･北佐久農業高 高校･岩村田高 高校･野沢南高
07/21  +0.4 五十嵐 大樹(4) 15.14 桜井 滉治(2) 16.38 山浦 貫人(1) 16.42 中沢 悟(1) 19.55 土屋 春樹(2) 20.49

１１０ｍＨ 一般･新潟大 高校･岩村田高 高校･岩村田高 高校･小諸高 高校･小諸商高
07/21 五十嵐 大樹(4) 1.80

走高跳 一般･新潟大
07/21 藤牧 佑希(2) 6.40(0.0) 竹内 祥太郎(2)6.19(+0.4) 森谷 義貴 5.92(+0.3) 原田 健太(1) 5.24(+0.8) 町田 一生(1) 5.14(+0.3)

走幅跳 高校･岩村田高 高校･岩村田高 一般･南佐久郡陸協 高校･小諸高 高校･岩村田高
07/21 土屋 春生 8.14

砲丸投 一般･北佐久郡陸協
07/21 松野 翔悟(2) 10.65 秋和 拓也(1) 8.56 荻原 康輔(2) 7.17

砲丸投 高校･小諸高 高校･北佐久農業高 高校･北佐久農業高
07/21 土屋 春生 25.71

円盤投 一般･北佐久郡陸協
07/21 松野 翔悟(2) 25.01 高橋 正行(2) 25.00 荻原 康輔(2) 24.72 鈴木 翔太(2) 24.24 秋和 拓也(1) 18.68

円盤投 高校･小諸高 高校･岩村田高 高校･北佐久農業高 高校･岩村田高 高校･北佐久農業高
07/21 松澤 洋 42.39 富永 智(2) 41.95 大井 友尋(2) 39.78 北島 拓(2) 32.80 佐藤 玲緒(1) 31.43

やり投 一般･小諸市陸協 高校･小諸商高 高校･北佐久農業高 高校･佐久長聖高 高校･岩村田高
07/21 中学男子  +0.6 松﨑 文弥(3) 11.36 阿部 響貴(2) 12.11 荻原 悠輔(3) 12.20 山田 航(2) 12.23 坂根 遼汰郞(2) 12.36 伊藤 司能(2) 12.48 池田 航平(3) 12.63

１００ｍ 中学･浅間中 中学･浅間中 中学･御代田中 中学･小諸東中 中学･野沢中 中学･望月AC 中学･中込中
07/21 相場 泰彦(3) 53.81 林 智哉(3) 54.75 荻原 悠輔(3) 54.98 三浦 央司(2) 55.74 新津 輝(3) 58.20 池田 航平(3) 58.24 栁澤 陸(3) 58.27 清野 凌太(3) 59.26

４００ｍ 中学･小諸東中 中学･野沢中 中学･御代田中 中学･野沢中 中学･小諸東中 中学･中込中 中学･御代田中 中学･野沢中
07/21 掛川 萌也(3) 4,30.95 中山 智顕(3) 4,32.89 武藤 雅哉(3) 4,35.30 小山 達之(3) 4,38.53 小林 諒也(3) 4,39.12 荻原 慧(2) 4,39.53 廣瀬 洸(2) 4,41.08 長坂 勝次(3) 4,41.24

１５００ｍ 中学･芦原中 中学･中込中 中学･芦原中 中学･中込中 中学･御代田中 中学･芦原中 中学･御代田中 中学･中込中
07/21  -0.1 坂根 遼汰郞(2) 17.54 栁澤 陸(3) 17.78 須藤 謙太(2) 17.86 新津 輝(3) 20.42 田中 光(3) 21.62 新海 悠貴(1) 23.03

１１０ｍＨ 中学･野沢中 中学･御代田中 中学･浅間中 中学･小諸東中 中学･中込中 中学･野沢中
07/21 佐藤 諒真(2) 1.46 横井 駿太(2) 中学･軽井沢中 1.45 遠山 舜也(1) 1.45 佐藤 剛大(3) 1.45

走高跳 中学･軽井沢中 三浦 央司(2) 中学･野沢中 中学･軽井沢中 中学･芦原中
07/21 神田 優人(3) 6.19(+0.6) 土屋 巧(3) 5.88(+0.3) 髙橋 俊満(3) 5.71(+1.0) 小林 孝太郎(2)5.51(+1.1) 山口 智也(3) 5.39(+0.9) 大澤 達(3) 5.38(+1.1) 伊藤 司能(2) 5.18(0.0) 山浦 渓斗(1) 4.78(-1.0)

走幅跳 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･浅間中 中学･中込中 中学･浅間中 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･望月AC
07/21 髙橋 俊満(3) 9.68 土屋 隼人(3) 9.15 荻原 翼(2) 8.98 吉澤 翼(3) 8.82 神津 悠輔(2) 8.12 宮崎 未奈三(3) 8.04 奥田 祥希(2) 5.31 小林 功貴(2) 5.28

砲丸投 中学･浅間中 中学･軽井沢中 中学･御代田中 中学･佐久東中 中学･佐久東中 中学･浅間中 中学･御代田中 中学･浅間中
07/21 中村 郁弥(2) 46.12 茂木 達哉(1) 42.21 神津 悠輔(2) 37.28 吉澤 翼(3) 33.55 片桐 歩稀(2) 29.01

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･望月AC 中学･小諸東中 中学･佐久東中 中学･佐久東中 中学･望月AC
07/21 小共通男子 佐藤 公一郎(6) 3,16.54 江元 龍之介(6) 3,18.07 矢ケ崎 励空(6) 3,22.20 佐々木 梨人(6) 3,33.47 中島教友(5) 3,34.49 荻原 拓海(6) 3,36.80 髙泉凜(5) 3,39.18 永井 颯太(5) 3,39.59

１０００ｍ 小学･御代田北小 小学･佐久城山小 小学･美南ｶﾞ丘小 小学･小海小 小学･川上第一小 小学･野沢小 小学･川上第一小 小学･野岸小
07/21 加藤 瑠乃祐(6) 12.81 一場 稜(6) 14.26 大井冬星(6) 14.69 小泉 陸人(6) 14.89 佐藤 嶺(5) 16.24 佐藤 輝季(5) 16.26 菊池 友也(6) 16.84 竹花 賢人(6) 16.91

８０ｍＨ 小学･軽井沢中部小 小学･軽井沢中部小 小学･千曲陸上 小学･美南ｶﾞ丘小 小学･軽井沢A&AC 小学･軽井沢東部小 小学･南牧北小 小学･ﾛﾃﾞｨｵ
07/21 T&F佐久平(A)       55.69 御代田北小       57.29 美南ｶﾞ丘小(A)      57.55 望月AC     1,00.18 立科小     1,00.55 美南ｶﾞ丘小(B)    1,01.47 軽井沢東部小     1,01.64 千曲陸上     1,01.95

４×１００ｍＲ 中山 京彌(6) 佐々木 陽冬(6) 小泉 陸人(6) 田中 璃空(6) 別府 亮次郎(5) 前田 右京(6) 前田 憲諒(6)
上原 一輝(6) 古越 良(6) 岩崎 凌大(6) 瀬下 陸(6) 藤原 由未斗(5) 吉田 晃太朗(5) 井出 匡紀(6)
浅沼 都夫(5) 林 亮太(6) 矢ケ崎 励空(6) 永井 楓(6) 岩本　弦己(5) 篠原 泰成(6) 大井冬星(6)
原  惇也(5) 佐藤 公一郎(6) 柏木 優(5) 宮澤 将太郎(6) 蜂須 翔太(4) 山本 敬太(6) 藤村知季(6)

07/21 小6男子  -0.4 上原 一輝(6) 13.11 片桐 優斗(6) 13.63 渡邉 勇陽(6) 14.37 岩崎 凌大(6) 14.44 柏木 優(5) 14.48 依田 直也(6) 14.76 横森 雄一(6) 15.00 高橋 松吾(6) 15.46
１００ｍ 小学･T&F佐久平 小学･中込小 小学･御代田南小 小学･美南ｶﾞ丘小 小学･美南ｶﾞ丘小 小学･岩村田AC 小学･南牧南小 小学･田口小

07/21 藤村知季(6) 4.22(+0.8) 土屋 舜太朗(6)4.11(-0.3) 菊池 崚太(6) 4.04(+1.4) 小松 風雅(6) 3.96(+0.5) 原 泰三(6) 3.93(+1.3) 小松 大和(6) 3.83(+2.1) 土屋 潤喜(6) 3.80(+0.5) 山本 成伯(6) 3.79(+0.3)
走幅跳 小学･千曲陸上 小学･御代田南小 小学･八千穂小 小学･望月AC 小学･野岸小 小学･望月AC 小学･中込小 小学･南牧南小
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決勝記録一覧表
男  子 【競技場】202060  佐久総合運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
07/21 小5男子  -0.5 蜂須 翔太(4) 14.38 加藤 大雅(5) 14.43 原  惇也(5) 14.69 片桐 岳(5) 15.47 浅沼 都夫(5) 15.50 浜松 和希(5) 15.55 川﨑 友吾(5) 15.78 平林 陽斗(5) 15.91

１００ｍ 小学･美南ｶﾞ丘小 小学･御代田南小 小学･T&F佐久平 小学･軽井沢中部小 小学･T&F佐久平 小学･小諸JEC 小学･立科小 小学･中佐都小
07/21 吉田 晃太朗(5)4.02(+0.3) 市川 恵大(5) 3.88(-0.1) 井出 健人(5) 3.81(+0.2) 中澤 颯太(5) 3.79(+1.1) 小須田 亮祐(5)3.69(+0.7) 半田 青児(5) 3.61(+0.7) 小林 颯(5) 3.40(+0.4) 別府 亮次郎(5) 3.36(0.0)

走幅跳 小学･軽井沢東部小 小学･佐久西小 小学･南牧北小 小学･T&F佐久平 小学･佐久西小 小学･坂の上小 小学･八千穂小 小学･美南ｶﾞ丘小
07/21 マスターズ男 田中　淳(5) 12.61 松澤　洋(4) 13.15 美斉津　智(4) 13.97 篠原　信裕(5) 一般･佐久マスターズ 14.00 宇羽野　弘(5) 14.23 小宮山　一美(6) 15.34 中沢　則彦(6) 17.10

１００ｍ 一般･佐久マスターズ 一般･佐久マスターズ 一般･佐久マスターズ 天沼　昭彦(6) 一般･佐久マスターズ 一般･佐久マスターズ 一般･佐久マスターズ 一般･上田マスターズ
07/21 田中　淳(5) 59.51 市川　誠(4) 1,01.09 美斉津　智(4) 1,03.41 早川　祐一(5) 1,08.29 篠原　信裕(5) 1,13.95

４００ｍ 一般･佐久マスターズ 一般･佐久マスターズ 一般･佐久マスターズ 一般･佐久マスターズ 一般･佐久マスターズ
07/21 早川　祐一(5) 5,34.56 清水　智(6) 6,31.19

１５００ｍ 一般･佐久マスターズ 一般･佐久マスターズ
07/21 宮原　清司(4) 1.65 加藤　則行(4) 1.60

走高跳 一般･佐久マスターズ 一般･佐久マスターズ
07/21 白倉　啓(6) 2.88(0.0)

走幅跳 一般･上田マスターズ
07/21 堀内　正美(8) 5.70

砲丸投 一般･佐久マスターズ
07/21 布施　元弘(7) 30.14 土屋 春生 25.36 髙橋　邦武(6) 23.30 佐々木　敏夫(7) 22.51 堀内　正美(8) 13.64

円盤投 一般･佐久マスターズ 一般･北佐久郡陸協 一般･佐久マスターズ 一般･上田マスターズ 一般･佐久マスターズ
07/21 須崎　一弘(4) 48.37 森　憲之(5) 41.54 松澤　洋(4) 41.37 布施　元弘(7) 36.12 宇羽野　弘(5) 28.22 髙橋　邦武(6) 27.91 佐々木　敏夫(7) 18.13

やり投 一般･上田マスターズ 一般･佐久マスターズ 一般･佐久マスターズ 一般･佐久マスターズ 一般･佐久マスターズ 一般･佐久マスターズ 一般･上田マスターズ
07/21 小４男子  +0.2 伊藤 司騎(4) 15.35 土屋 由木(4) 15.94 土屋 裕弘(4) 15.96 今井 智也(4) 16.23 中澤 凪(4) 16.25 小林 奏太(4) 16.33 中山 悠太(4) 16.38 堤  優志(4) 16.54

１００ｍ 小学･望月AC 小学･美南ｶﾞ丘小 小学･浅科AC 小学･立科小 小学･美南ｶﾞ丘小 小学･立科小 小学･中佐都小 小学･野沢小
07/21 並木 陸(4) 3.58(+0.7) 中村 洋平(4) 3.53(+0.2) 林  亮典(4) 3.44(-0.1) 髙見澤 幹(4) 3.34(+0.4) 田崎 佑冴(4) 3.23(+1.1) 林 洸聖(4) 3.22(+0.3) 藤本 大輝(4) 3.09(-0.6) 林 樹生(4) 2.96(-0.3)

走幅跳 小学･軽井沢中部小 小学･望月AC 小学･T&F佐久平 小学･南牧南小 小学･美南ｶﾞ丘小 小学･美南ｶﾞ丘小 小学･南牧北小 小学･望月AC



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       [-1] 競技会名 13　佐久地区陸上競技選手権大会                                                  ｺｰﾄﾞ  [13200556]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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
中学男子 07/21  1組 -1.9  1 倉根樹希也(3) 中学    12.55  2 小山 達之(3) 中学    13.04  3 神田 来夢(1) 中学    13.33  4 荻原 慎二(1) 中学    13.49

小海中 中込中 望月AC 御代田中
 5 藤本 僚太(2) 中学    13.84  6 柏木 佑太(1) 中学    14.46  7 遠山 舜也(1) 中学    14.81  8 小金沢 勇貴(1) 中学    16.29

佐久東中 小諸東中 軽井沢中 浅間中
梅田 隼人(2) 中学

浅間中
 2組 -1.5  1 荻原 悠輔(3) 中学    12.36  2 坂根 遼汰郞(2) 中学    12.44  3 宮崎 未奈三(3) 中学    12.79  4 常田 紀幸(2) 中学    12.88

御代田中 野沢中 浅間中 望月AC
 5 茂木 達哉(1) 中学    13.74  6 竹内 勇人(1) 中学    14.20  7 渡邉 大飛(1) 中学    15.24  8 大塚 仁貴(2) 中学    15.42

小諸東中 中込中 芦原中 佐久東中
土屋 侑平(2) 中学

軽井沢中
 3組 +1.9  1 松﨑 文弥(3) 中学    11.28  2 池田 航平(3) 中学    12.44  3 大澤 達(3) 中学    12.70  4 中島大虎(3) 中学    12.96

浅間中 中込中 望月AC 小海中
 5 石井 博之(2) 中学    13.33  6 神尾 倫大郎(1) 中学    13.80  7 山浦 聡士(3) 中学    14.17  8 三井 瑠毅哉(1) 中学    14.57

小諸東中 浅間中 野沢中 芦原中
 9 横井 駿太(2) 中学    14.62

軽井沢中
 4組 +1.9  1 阿部 響貴(2) 中学    11.96  2 伊藤 司能(2) 中学    12.27  3 小幡 建登(2) 中学    12.69  4 井出 洲大(1) 中学    13.62

浅間中 望月AC 小諸東中 芦原中
 5 山浦 渓斗(1) 中学    13.81  6 油井 麻純(2) 中学    14.00  7 西澤 雅志(1) 中学    14.12  8 田中 光(3) 中学    14.93

望月AC 佐久東中 野沢中 中込中
佐藤 和歩(2) 中学 欠場    

軽井沢中
 5組 +1.9  1 山田 航(2) 中学    12.07  2 須藤 謙太(2) 中学    12.50  3 小林 孝太郎(2) 中学    12.71  4 西澤 輝(1) 中学    13.33

小諸東中 浅間中 中込中 芦原中
 5 菅沢 晴樹(1) 中学    13.57  6 油井 宏喜(2) 中学    13.96  7 片桐 歩稀(2) 中学    15.04 五味 丈志(1) 中学 欠場    

望月AC 佐久東中 望月AC 軽井沢中
田村 亘(2) 中学 欠場    

野沢中
 6組 +2.2  1 神田 優人(3) 中学    12.26  2 井出 直哉(1) 中学    12.82  3 上野 樹(3) 中学    13.14  4 鈴木 涼斗(2) 中学    13.42

望月AC 軽井沢中 望月AC 浅間中
 5 土屋 立輝(1) 中学    13.64  6 丸橋 佑二(2) 中学    14.40  7 山口 侑也(1) 中学    15.11 土屋 侃汰(3) 中学 欠場    

中込中 佐久東中 小諸東中 芦原中
 7組 +1.7  1 土屋 巧(3) 中学    12.49  2 小林 諒也(3) 中学    12.72  3 中田 凌平(3) 中学    12.90  4 中村 郁弥(2) 中学    13.15

望月AC 御代田中 芦原中 望月AC
 5 内堀 忠隆(1) 中学    13.21  6 川辺 健瑠(2) 中学    13.46  7 井出 篤志(2) 中学    14.26  8 田口 玲児(1) 中学    14.29

小諸東中 中込中 佐久東中 浅間中
小6男子 07/21  1組 +1.0  1 片桐 優斗(6) 小学    13.36  2 柏木 優(5) 小学    14.32  3 依田 直也(6) 小学    14.65  4 高橋 松吾(6) 小学    15.15

中込小 美南ｶﾞ丘小 岩村田AC 田口小
 5 石川 泰地(6) 小学    15.70  6 井出 匡紀(6) 小学    16.43  7 井上 星弥(6) 小学    17.47

佐久城山小 千曲陸上 佐久西小
 2組 +1.3  1 上原 一輝(6) 小学    13.08  2 岩崎 凌大(6) 小学    14.28  3 横森 雄一(6) 小学    14.80  4 宮澤 将太郎(6) 小学    15.45

T&F佐久平 美南ｶﾞ丘小 南牧南小 立科小
 5 小金沢 優志(6) 小学    15.62  6 依田 雄斗(6) 小学    15.65  7 有坂 空希翔(6) 小学    16.05

佐久西小 望月AC 小海小
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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       [-1] 競技会名 13　佐久地区陸上競技選手権大会                                                  ｺｰﾄﾞ  [13200556]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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
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位
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位

順
位

 3組 +0.8  1 渡邉 勇陽(6) 小学    14.12  2 井出 悠太(6) 小学    15.21  3 藤本 颯太(6) 小学    15.67  4 山本 敬太(6) 小学    16.25
御代田南小 田口小 南牧北小 軽井沢東部小

林 亮太(6) 小学 欠場    小林 未来雄(6) 小学 欠場    
御代田北小 望月AC

小5男子 07/21  1組 -0.2  1 蜂須 翔太(4) 小学    14.52  2 片桐 岳(5) 小学    15.18  3 浅沼 都夫(5) 小学    15.35  4 中澤 友希(5) 小学    15.57
美南ｶﾞ丘小 軽井沢中部小 T&F佐久平 坂の上小

 5 比田井 累生(5) 小学    15.73  6 菊池 健太郎(5) 小学    15.84  7 村上 隼翔(5) 小学    17.74
中込小 切原小 軽井沢A&AC

 2組 +1.0  1 加藤 大雅(5) 小学    14.49  2 原  惇也(5) 小学    14.57  3 川﨑 友吾(5) 小学    15.36  4 中島 開智(5) 小学    16.33
御代田南小 T&F佐久平 立科小 南相木小

 5 柳澤 祥太(5) 小学    17.23 藤原 由未斗(5) 小学 失格    柴平 夢叶(5) 小学 欠場    
軽井沢A&AC 美南ｶﾞ丘小 野岸小

 3組 +2.0  1 浜松 和希(5) 小学    15.30  2 平林 陽斗(5) 小学    15.52  3 宮下 力(5) 小学    15.65  4 市村 海(5) 小学    15.71
小諸JEC 中佐都小 望月AC 小諸東小

 5 堀田 永遠(5) 小学    16.83  6 土屋 滉基(5) 小学    16.93 中澤 佑弥(5) 小学 欠場    
平根小 軽井沢中部小 岩村田AC

小４男子 07/21  1組  1 土屋 由木(4) 小学    15.71  2 今井 智也(4) 小学    15.98  3 荒井 優人(4) 小学    16.53  4 津金 謙信(4) 小学    16.86
美南ｶﾞ丘小 立科小 野沢小 南牧北小

 5 小須田 敬(4) 小学    17.44  6 井出 匠(4) 小学    17.65 長谷川 瑛人(4) 小学 欠場    花岡 哲也(4) 小学 欠場    
八千穂小 青沼小 中佐都小 佐久城山小

 2組 +1.2  1 伊藤 司騎(4) 小学    15.17  2 中山 悠太(4) 小学    16.05  3 山田 愛斗(4) 小学    16.86  4 朝田 練成(4) 小学    17.35
望月AC 中佐都小 田口小 青沼小

 5 堀米 悠太(4) 小学    17.81  6 宮内 大樹(4) 小学    18.39 荻原 諒人(4) 小学 欠場    
佐久城山小 T&F佐久平 御代田南小

 3組 +1.1  1 土屋 裕弘(4) 小学    15.60  2 小林 奏太(4) 小学    15.74  3 堤  優志(4) 小学    16.09  4 有坂 心裕(4) 小学    16.47
浅科AC 立科小 野沢小 中込小

 5 髙見澤 能(4) 小学    16.67  6 浅見 俊輔(4) 小学    17.03  7 栁沢 一輝(4) 小学    17.12
南牧南小 野岸小 小諸東小

 4組 +0.4  1 中澤 凪(4) 小学    16.09  2 三井 恭平(4) 小学    16.47  3 芦澤 風汰(4) 小学    16.56  4 石山 稜太郎(4) 小学    16.57
美南ｶﾞ丘小 南牧南小 南牧北小 中込小

 5 畠山 将吾(4) 小学    16.64  6 佐藤 大岳(4) 小学    16.83  7 石井 佑磨(4) 小学    17.43
小海小 浅科AC 野岸小

１００ｍ１００ｍ１００ｍ

１００ｍ１００ｍ１００ｍ



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       [-1] 競技会名 13　佐久地区陸上競技選手権大会                                                  ｺｰﾄﾞ  [13200556]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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 07/21  1組 0.0  1 小林 颯(2) 高校    11.79  2 内堀 連(1) 高校    11.89  3 須藤 稜太(1) 高校    11.94  4 原田 健太(1) 高校    12.06

小諸高 北佐久農業高 岩村田高 小諸高
 5 小林 将大(1) 高校    12.08  6 柳澤  慶(2) 高校    12.09  7 利根川 大貴(2) 高校    12.33  8 森谷 義貴 一般    12.94

野沢南高 野沢北高 野沢南高 南佐久郡陸協
 9 小林 大峰(1) 高校    13.40

岩村田高
 2組 -0.4  1 荻原 京介(1) 高校    11.40  2 池田 仁(2) 高校    11.46  3 相米 健太(2) 高校    11.59  4 茂木 康平(2) 高校    11.72

佐久長聖高 岩村田高 佐久長聖高 佐久長聖高
 5 石井 雄大(2) 高校    11.79  6 柳澤 圭太(2) 高校    11.90  7 柳澤  匠(1) 高校    11.92 尾形 峻志(1) 高校 欠場    

野沢北高 岩村田高 岩村田高 小諸高
男子 07/21  1組  1 柳澤  匠(1) 高校    54.37  2 高橋 正行(2) 高校    55.32  3 須藤 稜太(1) 高校    55.61  4 富岡 平(1) 高校    59.35

岩村田高 岩村田高 岩村田高 岩村田高
 5 佐藤 玲緒(1) 高校  1,00.53  6 小林 大峰(1) 高校  1,01.36  7 鈴木 翔太(2) 高校  1,01.60  8 菊池 風希(1) 高校  1,02.16

岩村田高 岩村田高 岩村田高 岩村田高
 2組  1 石井 雄大(2) 高校    53.49  2 西澤 弦也(2) 高校    54.16  3 町田 一生(1) 高校    54.26  4 小林 将大(1) 高校    54.26

野沢北高 小諸高 岩村田高 野沢南高
 5 碓氷 将司(2) 高校    56.40  6 長谷川 裕真(2) 高校    57.64  7 中沢 悟(1) 高校    58.21 尾形 峻志(1) 高校 欠場    

野沢北高 野沢北高 小諸高 小諸高
 3組  1 相米 健太(2) 高校    50.65  2 内堀 連(1) 高校    52.12  3 竹内 祥太郎(2) 高校    52.66  4 桜井 滉治(2) 高校    52.86

佐久長聖高 北佐久農業高 岩村田高 岩村田高
 5 山浦 貫人(1) 高校    54.48  6 利根川 大貴(2) 高校    55.94  7 橋本 穂琢佳(2) 高校    57.85 佐藤 元紀(2) 高校 欠場    

岩村田高 野沢南高 野沢北高 野沢北高
 4組  1 川上 真弥(2) 一般    50.28  2 荻原 京介(1) 高校    50.59  3 茂木 康平(2) 高校    51.12  4 池田 仁(2) 高校    51.35

中央大 佐久長聖高 佐久長聖高 岩村田高
 5 小林 颯(2) 高校    52.78  6 柳澤 圭太(2) 高校    54.47  7 木内 寛人(1) 高校    54.68 藤牧 佑希(2) 高校 欠場    

小諸高 岩村田高 北佐久農業高 岩村田高
男子 07/21  1 青木達哉 一般  4,04.63  2 柳澤  慶(2) 高校  4,16.26  3 内川 大樹(1) 高校  4,17.15  4 碓氷 将司(2) 高校  4,22.88

小諸市陸協 野沢北高 小諸高 野沢北高
 5 長谷川 裕真(2) 高校  4,26.94  6 小林 達哉(1) 高校  4,28.72  7 柳澤 佑丞(3) 高校  4,30.01  8 甘利 優太(2) 高校  4,31.64

野沢北高 北佐久農業高 岩村田高 野沢南高
 9 岩松 敬賀(1) 高校  4,39.26 10 清水 葉(1) 高校  4,48.57 11 岩松 裕矢(1) 高校  4,49.77 12 菊池 風希(1) 高校  4,54.95

佐久長聖高 小諸高 野沢南高 岩村田高
13 富岡 平(1) 高校  4,56.69 14 小林 侃矢(1) 高校  5,04.65 15 上原 光太(2) 高校  5,17.61 16 糀 真哉(1) 高校  5,32.63

岩村田高 野沢北高 北佐久農業高 野沢北高

男子 07/21 +0.4  1 五十嵐 大樹(4) 一般    15.14  2 桜井 滉治(2) 高校    16.38  3 山浦 貫人(1) 高校    16.42  4 中沢 悟(1) 高校    19.55
新潟大 岩村田高 岩村田高 小諸高

 5 土屋 春樹(2) 高校    20.49
小諸商高

中学男子 07/21 +0.6  1 松﨑 文弥(3) 中学    11.36  2 阿部 響貴(2) 中学    12.11  3 荻原 悠輔(3) 中学    12.20  4 山田 航(2) 中学    12.23
浅間中 浅間中 御代田中 小諸東中

 5 坂根 遼汰郞(2) 中学    12.36  6 伊藤 司能(2) 中学    12.48  7 池田 航平(3) 中学    12.63 神田 優人(3) 中学 欠場    
野沢中 望月AC 中込中 望月AC
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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       [-1] 競技会名 13　佐久地区陸上競技選手権大会                                                  ｺｰﾄﾞ  [13200556]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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
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中学男子 07/21  1組  1 清野 凌太(3) 中学    59.26  2 藤本 僚太(2) 中学  1,00.16  3 田中 太玖斗(2) 中学  1,01.78  4 佐藤 諒真(2) 中学  1,03.90
野沢中 佐久東中 小諸東中 軽井沢中

 5 神尾 倫大郎(1) 中学  1,05.93  6 築山 祐太(1) 中学  1,10.53  7 田口 玲児(1) 中学  1,12.95  8 高見澤 杏太(1) 中学  1,13.29
浅間中 野沢中 浅間中 芦原中

阿部 響貴(2) 中学 欠場    
浅間中

 2組  1 相場 泰彦(3) 中学    53.81  2 林 智哉(3) 中学    54.75  3 荻原 悠輔(3) 中学    54.98  4 三浦 央司(2) 中学    55.74
小諸東中 野沢中 御代田中 野沢中

 5 新津 輝(3) 中学    58.20  6 池田 航平(3) 中学    58.24  7 栁澤 陸(3) 中学    58.27  8 青山 夏樹(3) 中学  1,02.06
小諸東中 中込中 御代田中 軽井沢中

土屋 侃汰(3) 中学 欠場    
芦原中

中学男子 07/21  1組  1 油井 麻純(2) 中学  4,48.97  2 宇都宮 翔(2) 中学  5,00.24  3 油井 宏喜(2) 中学  5,00.79  4 諸山 光(2) 中学  5,04.47
佐久東中 小諸東中 佐久東中 小諸東中

 5 岸田 駿輔(1) 中学  5,12.97  6 高瀬 慎之介(1) 中学  5,14.24  7 和田 明斗(3) 中学  5,24.78  8 中島龍平(2) 中学  5,40.04
小諸東中 小諸東中 芦原中 小海中

 9 木次 航太(1) 中学  5,45.53 10 奥田 祥希(2) 中学  5,54.67 11 渡邉 大飛(1) 中学  6,13.72 12 三井 瑠毅哉(1) 中学  6,18.20
野沢中 御代田中 芦原中 芦原中

小林 拓海(1) 中学 欠場    山浦 竜介(1) 中学 欠場    
野沢中 野沢中

 2組  1 掛川 萌也(3) 中学  4,30.95  2 中山 智顕(3) 中学  4,32.89  3 武藤 雅哉(3) 中学  4,35.30  4 小山 達之(3) 中学  4,38.53
芦原中 中込中 芦原中 中込中

 5 小林 諒也(3) 中学  4,39.12  6 荻原 慧(2) 中学  4,39.53  7 廣瀬 洸(2) 中学  4,41.08  8 長坂 勝次(3) 中学  4,41.24
御代田中 芦原中 御代田中 中込中

 9 米山 哲弘(1) 中学  4,50.18 10 鈴木 涼斗(2) 中学  4,50.31 11 小野 勝汰(2) 中学  4,57.36 12 小俣 龍星(3) 中学  5,19.15
佐久長聖中 浅間中 小諸東中 芦原中

13 山本楽(2) 中学  5,19.19
小海中

中学男子 07/21 -0.1  1 坂根 遼汰郞(2) 中学    17.54  2 栁澤 陸(3) 中学    17.78  3 須藤 謙太(2) 中学    17.86  4 新津 輝(3) 中学    20.42
野沢中 御代田中 浅間中 小諸東中

 5 田中 光(3) 中学    21.62  6 新海 悠貴(1) 中学    23.03 相場 泰彦(3) 中学 欠場    
中込中 野沢中 小諸東中

小共通男子 07/21  1組  1 佐藤 公一郎(6) 小学  3,16.54  2 菊池 龍生(6) 小学  3,40.80  3 五十嵐 碧(4) 小学  3,43.63  4 森 鉱輔(5) 小学  3,43.66
御代田北小 中込小 南牧南小 立科小

 5 上野 太暉(6) 小学  3,48.54  6 佐々木 史哉(5) 小学  3,50.49  7 坪井 康生(5) 小学  3,50.97  8 飯島 晴希(4) 小学  3,51.50
ﾛﾃﾞｨｵ 八千穂小 T&F佐久平 野沢小

 9 佐々木 健太(6) 小学  3,56.32 10 佐藤 空弥(4) 小学  4,01.77 11 渡辺 陽天(5) 小学  4,03.36 12 櫻井 和輝(5) 小学  4,08.17
南牧南小 御代田北小 小諸東小 平根小

13 飯沼 龍陽(6) 小学  4,08.76 14 滝澤 淳志(4) 小学  4,12.93 15 松本 耕平(4) 小学  4,23.53 16 甘利 優雅(4) 小学  4,32.95
ﾛﾃﾞｨｵ 小諸東小 小海小 小諸JEC

村上 聖眞(6) 小学 欠場    
岩村田AC

４００ｍ４００ｍ４００ｍ
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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       [-1] 競技会名 13　佐久地区陸上競技選手権大会                                                  ｺｰﾄﾞ  [13200556]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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

 2組  1 江元 龍之介(6) 小学  3,18.07  2 矢ケ崎 励空(6) 小学  3,22.20  3 佐々木 梨人(6) 小学  3,33.47  4 中島教友(5) 小学  3,34.49
佐久城山小 美南ｶﾞ丘小 小海小 川上第一小

 5 荻原 拓海(6) 小学  3,36.80  6 髙泉凜(5) 小学  3,39.18  7 永井 颯太(5) 小学  3,39.59  8 西澤 隼翔(5) 小学  3,40.79
野沢小 川上第一小 野岸小 T&F佐久平

 9 川崎 海斗(6) 小学  3,41.35 10 櫻井 翔(5) 小学  3,43.03 11 井出 陽人(6) 小学  3,47.65 12 髙見澤 玲生(4) 小学  3,48.38
美南ｶﾞ丘小 中込小 切原小 南牧北小

13 中島 健大(5) 小学  3,50.94 14 依田 翼(5) 小学  3,52.99 15 前田 右京(6) 小学  3,57.58 16 梅香 拓海(4) 小学  3,57.72
南相木小 佐久西小 軽井沢東部小 田口小

17 中嶋春輝(4) 小学  4,16.04
南牧北小

小共通男子 07/21  1組 -0.1  1 菊池 友也(6) 小学    16.84  2 竹花 賢人(6) 小学    16.91  3 小林 英星(4) 小学    17.70  4 髙見澤 匠冴(4) 小学    18.20
南牧北小 ﾛﾃﾞｨｵ 浅科AC 南牧北小

 5 井出 直希(6) 小学    18.80  6 黒澤 哉也(6) 小学    19.02  7 小澤 瑠空(5) 小学    19.04  8 大工原 猛琉(5) 小学    19.31
ﾛﾃﾞｨｵ 小海小 切原小 切原小

 9 金沢 優大(4) 小学    20.32
南牧南小

 2組 -0.5  1 加藤 瑠乃祐(6) 小学    12.81  2 一場 稜(6) 小学    14.26  3 大井冬星(6) 小学    14.69  4 小泉 陸人(6) 小学    14.89
軽井沢中部小 軽井沢中部小 千曲陸上 美南ｶﾞ丘小

 5 佐藤 嶺(5) 小学    16.24  6 佐藤 輝季(5) 小学    16.26  7 平林 大(4) 小学    18.20  8 宮内 健太(6) 小学    18.75
軽井沢A&AC 軽井沢東部小 佐久城山小 T&F佐久平

小6男子 07/21 -0.4  1 上原 一輝(6) 小学    13.11  2 片桐 優斗(6) 小学    13.63  3 渡邉 勇陽(6) 小学    14.37  4 岩崎 凌大(6) 小学    14.44
T&F佐久平 中込小 御代田南小 美南ｶﾞ丘小

 5 柏木 優(5) 小学    14.48  6 依田 直也(6) 小学    14.76  7 横森 雄一(6) 小学    15.00  8 高橋 松吾(6) 小学    15.46
美南ｶﾞ丘小 岩村田AC 南牧南小 田口小

小5男子 07/21 -0.5  1 蜂須 翔太(4) 小学    14.38  2 加藤 大雅(5) 小学    14.43  3 原  惇也(5) 小学    14.69  4 片桐 岳(5) 小学    15.47
美南ｶﾞ丘小 御代田南小 T&F佐久平 軽井沢中部小

 5 浅沼 都夫(5) 小学    15.50  6 浜松 和希(5) 小学    15.55  7 川﨑 友吾(5) 小学    15.78  8 平林 陽斗(5) 小学    15.91
T&F佐久平 小諸JEC 立科小 中佐都小

マスターズ男子 07/21  1組 0.0  1 松澤　洋(4) 一般    13.15  2 篠原　信裕(5) 一般    14.00  3 天沼　昭彦(6) 一般    14.00  4 宇羽野　弘(5) 一般    14.23
佐久マスターズ 佐久マスターズ 佐久マスターズ 佐久マスターズ

佐野　浩二(4) 一般 欠場    
佐久マスターズ

 2組 +0.4  1 田中　淳(5) 一般    12.61  2 美斉津　智(4) 一般    13.97  3 小宮山　一美(6)一般    15.34  4 中沢　則彦(6) 一般    17.10
佐久マスターズ 佐久マスターズ 佐久マスターズ 上田マスターズ

加藤　則行(4) 一般 欠場    
佐久マスターズ

マスターズ男子 07/21  1 田中　淳(5) 一般    59.51  2 市川　誠(4) 一般  1,01.09  3 美斉津　智(4) 一般  1,03.41  4 早川　祐一(5) 一般  1,08.29
佐久マスターズ 佐久マスターズ 佐久マスターズ 佐久マスターズ

 5 篠原　信裕(5) 一般  1,13.95 加藤　之則(6) 一般 欠場    
佐久マスターズ 佐久マスターズ

マスターズ男子 07/21  1 早川　祐一(5) 一般  5,34.56  2 清水　智(6) 一般  6,31.19 神津　誠(3) 一般 欠場    加藤　之則(6) 一般 欠場    
佐久マスターズ 佐久マスターズ 佐久マスターズ 佐久マスターズ

小４男子 07/21 +0.2  1 伊藤 司騎(4) 小学    15.35  2 土屋 由木(4) 小学    15.94  3 土屋 裕弘(4) 小学    15.96  4 今井 智也(4) 小学    16.23
望月AC 美南ｶﾞ丘小 浅科AC 立科小

 5 中澤 凪(4) 小学    16.25  6 小林 奏太(4) 小学    16.33  7 中山 悠太(4) 小学    16.38  8 堤  優志(4) 小学    16.54
美南ｶﾞ丘小 立科小 中佐都小 野沢小

８０ｍＨ８０ｍＨ８０ｍＨ
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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       [-1] 競技会名 13　佐久地区陸上競技選手権大会                                                  ｺｰﾄﾞ  [13200556]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

種  目 月/日 組 順位 選手名２ 選手名３ 選手名４ 記  録 備  考
ｵｰﾌﾟﾝ男子 07/21 御代田南小 櫻井 利正(4) 加藤 大雅(5) 渡邉 勇陽(6) 土屋 舜太朗(6)

小共通男子 07/21  1組     1 T&F佐久平(A) 中山 京彌(6) 上原 一輝(6) 浅沼 都夫(5) 原  惇也(5)       55.69
    2御代田北小 佐々木 陽冬(6) 古越 良(6) 林 亮太(6) 佐藤 公一郎(6)       57.29
    3立科小 田中 璃空(6) 瀬下 陸(6) 永井 楓(6) 宮澤 将太郎(6)     1,00.55
    4美南ｶﾞ丘小(B) 別府 亮次郎(5) 藤原 由未斗(5) 岩本　弦己(5) 蜂須 翔太(4)     1,01.47
    5千曲陸上 前田 憲諒(6) 井出 匡紀(6) 大井冬星(6) 藤村知季(6)     1,01.95
    6川上第二小 遠藤 太地(5) 鈴木 刀麻(5) 伊藤 颯(5) 田口 輝(5)     1,03.44
    7南相木小 菊池 和斗(6) 菊池 祐作(6) 鈴木 遥人(5) 依田 篤義(5)     1,07.35
    8平根小     1,11.14

 2組     1美南ｶﾞ丘小(A) 小泉 陸人(6) 岩崎 凌大(6) 矢ケ崎 励空(6) 柏木 優(5)       57.55
    2望月AC     1,00.18
    3軽井沢東部小 前田 右京(6) 吉田 晃太朗(5) 篠原 泰成(6) 山本 敬太(6)     1,01.64
    4佐久西小 井上 星弥(6) 小須田 亮祐(5) 市川 恵大(5) 小金沢 優志(6)     1,03.37
    5 ﾛﾃﾞｨｵ 飯沼 龍陽(6) 竹花 賢人(6) 栁澤 真(5) 上野 太暉(6)     1,03.40
    6 T&F佐久平(B) 宮内 健太(6) 中澤 颯太(5) 坪井 康生(5) 西澤 隼翔(5)     1,03.73
    7小諸東小 野口 知暉(6) 田中 悠詩(6) 高橋 流空(6) 柳澤 優斗(6)     1,03.79

チーム名 選手名１

４×１００ｍR４×１００ｍR４×１００ｍR

４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ４×１００ｍＲ



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       [-1] 競技会名 13　佐久地区陸上競技選手権大会                                                  ｺｰﾄﾞ  [13200556]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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 07/21  1 五十嵐 大樹(4) 一般    1.80

新潟大
男子 07/21  1 藤牧 佑希(2) 高校    6.40  2 竹内 祥太郎(2) 高校    6.19  3 森谷 義貴 一般    5.92  4 原田 健太(1) 高校    5.24

岩村田高     0.0 岩村田高    +0.4 南佐久郡陸協    +0.3 小諸高    +0.8
 5 町田 一生(1) 高校    5.14 橋本 穂琢佳(2) 高校 欠場    

岩村田高    +0.3 野沢北高
男子 07/21  1 土屋 春生 一般    8.14 松澤 洋 一般 欠場    

北佐久郡陸協 小諸市陸協
男子 07/21  1 松野 翔悟(2) 高校   10.65  2 秋和 拓也(1) 高校    8.56  3 荻原 康輔(2) 高校    7.17

小諸高 北佐久農業高 北佐久農業高
男子 07/21  1 土屋 春生 一般   25.71

北佐久郡陸協
男子 07/21  1 松野 翔悟(2) 高校   25.01  2 高橋 正行(2) 高校   25.00  3 荻原 康輔(2) 高校   24.72  4 鈴木 翔太(2) 高校   24.24

小諸高 岩村田高 北佐久農業高 岩村田高
 5 秋和 拓也(1) 高校   18.68

北佐久農業高
男子 07/21  1 松澤 洋 一般   42.39  2 富永 智(2) 高校   41.95  3 大井 友尋(2) 高校   39.78  4 北島 拓(2) 高校   32.80

小諸市陸協 小諸商高 北佐久農業高 佐久長聖高
 5 佐藤 玲緒(1) 高校   31.43

岩村田高
中学男子 07/21  1 佐藤 諒真(2) 中学    1.46  2 横井 駿太(2) 中学    1.45  2 三浦 央司(2) 中学    1.45  4 遠山 舜也(1) 中学    1.45

軽井沢中 軽井沢中 野沢中 軽井沢中
 5 佐藤 剛大(3) 中学    1.45

芦原中
中学男子 07/21  1 神田 優人(3) 中学    6.19  2 土屋 巧(3) 中学    5.88  3 髙橋 俊満(3) 中学    5.71  4 小林 孝太郎(2) 中学    5.51

望月AC    +0.6 望月AC    +0.3 浅間中    +1.0 中込中    +1.1
 5 山口 智也(3) 中学    5.39  6 大澤 達(3) 中学    5.38  7 伊藤 司能(2) 中学    5.18  8 山浦 渓斗(1) 中学    4.78

浅間中    +0.9 望月AC    +1.1 望月AC     0.0 望月AC    -1.0
 9 神田 来夢(1) 中学    4.69 10 上野 樹(3) 中学    4.65 11 岡村 州紘(1) 中学    4.48 12 轟 直也(2) 中学    4.47

望月AC    +0.8 望月AC    +1.3 小諸東中    +2.1 野沢中    +0.1
13 井出 直哉(1) 中学    4.39 14 西澤 雅志(1) 中学    4.32 15 山浦 聡士(3) 中学    4.29 16 磯部 延吉(1) 中学    4.26

軽井沢中    +0.2 野沢中    +1.0 野沢中    +0.1 野沢中    +1.2
17 丸橋 佑二(2) 中学    4.25 18 柏木 康熙(2) 中学    4.25 19 田村尚太郎(2) 中学    4.06 20 小林 功貴(2) 中学    3.90

佐久東中    +0.3 小諸東中    +1.4 小海中    +1.3 浅間中    +0.9
21 山口 侑也(1) 中学    3.66 22 菅沢 晴樹(1) 中学    3.62 23 柏木 佑太(1) 中学    3.58 常田 紀幸(2) 中学

小諸東中    +1.1 望月AC    +1.4 小諸東中    +1.9 望月AC
山浦 竜介(1) 中学 欠場    五味 丈志(1) 中学 欠場    梅田 隼人(2) 中学 欠場    佐藤 和歩(2) 中学 欠場    

野沢中 軽井沢中 浅間中 軽井沢中
中学男子 07/21  1 髙橋 俊満(3) 中学    9.68  2 土屋 隼人(3) 中学    9.15  3 荻原 翼(2) 中学    8.98  4 吉澤 翼(3) 中学    8.82

浅間中 軽井沢中 御代田中 佐久東中
 5 神津 悠輔(2) 中学    8.12  6 宮崎 未奈三(3) 中学    8.04  7 奥田 祥希(2) 中学    5.31  8 小林 功貴(2) 中学    5.28

佐久東中 浅間中 御代田中 浅間中
 9 井出 篤志(2) 中学    5.04 10 小金沢 勇貴(1) 中学    4.84 11 大塚 仁貴(2) 中学    4.73 12 石井 博之(2) 中学

佐久東中 浅間中 佐久東中 小諸東中
中学男子 07/21  1 中村 郁弥(2) 中学   46.12  2 茂木 達哉(1) 中学   42.21  3 神津 悠輔(2) 中学   37.28  4 吉澤 翼(3) 中学   33.55

望月AC 小諸東中 佐久東中 佐久東中
 5 片桐 歩稀(2) 中学   29.01

望月AC
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走幅跳走幅跳走幅跳

砲丸投砲丸投砲丸投

砲丸投砲丸投砲丸投

円盤投円盤投円盤投

円盤投円盤投円盤投

やり投やり投やり投

走高跳走高跳走高跳

走幅跳走幅跳走幅跳

砲丸投砲丸投砲丸投

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ



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       [-1] 競技会名 13　佐久地区陸上競技選手権大会                                                  ｺｰﾄﾞ  [13200556]

競技場名 佐久総合運動公園陸上競技場 ｺｰﾄﾞ  [202060]

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

小6男子 07/21  1 藤村知季(6) 小学    4.22  2 土屋 舜太朗(6) 小学    4.11  3 菊池 崚太(6) 小学    4.04  4 小松 風雅(6) 小学    3.96
千曲陸上    +0.8 御代田南小    -0.3 八千穂小    +1.4 望月AC    +0.5

 5 原 泰三(6) 小学    3.93  6 小松 大和(6) 小学    3.83  7 土屋 潤喜(6) 小学    3.80  8 山本 成伯(6) 小学    3.79
野岸小    +1.3 望月AC    +2.1 中込小    +0.5 南牧南小    +0.3

 9 中山 京彌(6) 小学    3.71 10 篠原 泰成(6) 小学    3.66 11 荻原 泰輝(6) 小学    3.53 12 草間 将裕(6) 小学    3.47
T&F佐久平    +0.9 軽井沢東部小    +1.8 ﾛﾃﾞｨｵ    +1.4 切原小    +2.2

13 井出 渉(6) 小学    3.36 14 赤尾 瞭磨(6) 小学    3.18 15 北瀬 祥実(6) 小学    3.09 16 井出 芽吹(6) 小学    2.99
青沼小    +0.2 千曲小    +1.3 軽井沢東部小    -0.7 南牧北小    +1.1

17 薩田 知弥(6) 小学    2.98 18 前田 憲諒(6) 小学    2.73 19 新津 颯太朗(6) 小学    2.72 20 黒岩 昂志(6) 小学    2.55
南牧北小    +0.4 千曲陸上    +1.6 小海小    +1.0 南牧南小    +1.4

小5男子 07/21  1 吉田 晃太朗(5) 小学    4.02  2 市川 恵大(5) 小学    3.88  3 井出 健人(5) 小学    3.81  4 中澤 颯太(5) 小学    3.79
軽井沢東部小    +0.3 佐久西小    -0.1 南牧北小    +0.2 T&F佐久平    +1.1

 5 小須田 亮祐(5) 小学    3.69  6 半田 青児(5) 小学    3.61  7 小林 颯(5) 小学    3.40  8 別府 亮次郎(5) 小学    3.36
佐久西小    +0.7 坂の上小    +0.7 八千穂小    +0.4 美南ｶﾞ丘小     0.0

 9 菊池 純之進(5) 小学    3.26 10 栁澤 真(5) 小学    3.17 11 酒井 力(5) 小学    3.13
南牧北小    +0.1 ﾛﾃﾞｨｵ    +0.2 野岸小    +1.1

マスターズ男子 07/21  1 宮原　清司(4) 一般    1.65  2 加藤　則行(4) 一般    1.60
佐久マスターズ 佐久マスターズ

マスターズ男子 07/21  1 白倉　啓(6) 一般    2.88
上田マスターズ     0.0

マスターズ男子 07/21  1 堀内　正美(8) 一般    5.70
佐久マスターズ

マスターズ男子 07/21  1 布施　元弘(7) 一般   30.14  2 土屋 春生 一般   25.36  3 髙橋　邦武(6) 一般   23.30  4 佐々木　敏夫(7)一般   22.51
佐久マスターズ 北佐久郡陸協 佐久マスターズ 上田マスターズ

 5 堀内　正美(8) 一般   13.64
佐久マスターズ

マスターズ男子 07/21  1 須崎　一弘(4) 一般   48.37  2 森　憲之(5) 一般   41.54  3 松澤　洋(4) 一般   41.37  4 布施　元弘(7) 一般   36.12
上田マスターズ 佐久マスターズ 佐久マスターズ 佐久マスターズ

 5 宇羽野　弘(5) 一般   28.22  6 髙橋　邦武(6) 一般   27.91  7 佐々木　敏夫(7)一般   18.13
佐久マスターズ 佐久マスターズ 上田マスターズ

小４男子 07/21  1 並木 陸(4) 小学    3.58  2 中村 洋平(4) 小学    3.53  3 林  亮典(4) 小学    3.44  4 髙見澤 幹(4) 小学    3.34
軽井沢中部小    +0.7 望月AC    +0.2 T&F佐久平    -0.1 南牧南小    +0.4

 5 田崎 佑冴(4) 小学    3.23  6 林 洸聖(4) 小学    3.22  7 藤本 大輝(4) 小学    3.09  8 林 樹生(4) 小学    2.96
美南ｶﾞ丘小    +1.1 美南ｶﾞ丘小    +0.3 南牧北小    -0.6 望月AC    -0.3

 9 新井 寿輝(4) 小学    2.96 10 鈴木 崚太(4) 小学    2.92 11 篠原 孝志郎(4) 小学    2.90 12 櫻井 利正(4) 小学    2.89
小海小     0.0 中佐都小    -0.7 小海小    +0.9 御代田南小    +0.2

13 薩田 悠成(4) 小学    2.50 玉置 陽翔(4) 小学 欠場    
南牧北小    +0.3 中佐都小

走幅跳走幅跳走幅跳

走幅跳走幅跳走幅跳

走高跳走高跳走高跳

走幅跳走幅跳走幅跳

砲丸投砲丸投砲丸投

円盤投円盤投円盤投

やり投やり投やり投

走幅跳走幅跳走幅跳



決勝 7月21日 11:20

県中新               1.97
大会新               1.76

佐藤 諒真(2) 中学
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ 軽井沢中
横井 駿太(2) 中学
ﾖｺｲ ｼｭﾝﾀ 軽井沢中
三浦 央司(2) 中学
ﾐｳﾗ ﾋｻｼ 野沢中
遠山 舜也(1) 中学
ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 軽井沢中
佐藤 剛大(3) 中学
ｻﾄｳ ﾀｹﾋﾛ 芦原中

中学男子

走高跳走高跳

決勝決勝決勝

順位順位順位 試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 記録記録記録1m401m40 1m451m45 備考備考備考1m301m301m30 1m351m351m35 1m40 1m45 1m501m501m50 1m481m481m48 1m461m461m46
11 33   309  309

OO OO OO XOXO XXXXXX XX OO  1.46 1.46

22 11   312  312
OO OO OO XOXO XXXXXX XX XX  1.45 1.45

22 22   194  194
-- OO OO XOXO XXXXXX XX XX  1.45 1.45

44 55   319  319
OO OO OO XOXO XXXXXX XX //  1.45 1.45

55 44   395  395
-- OO OO XXOXXO XXXXXX  1.45 1.45



決勝 7月21日 13:00

県中新               6.90
大会新               6.05

神田 優人(3) 中学    X   6.05   5.91   5.91   6.19   5.94    6.19 大会新
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 望月AC   +0.6   +0.3   -1.6   +0.4   +0.6   +0.2    +0.6
土屋 巧(3) 中学   5.67   3.84    X   3.64   5.88   5.88    5.88 
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 望月AC   +0.4   +1.2   -0.4   +1.3   +0.3   +0.2    +0.3
髙橋 俊満(3) 中学    X   5.26   5.52   5.71   5.68   5.68    5.71 
ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ 浅間中   +0.6   +0.3   -0.9   +1.0   +0.7   -0.2    +1.0
小林 孝太郎(2) 中学    X   5.51   5.43   5.11   5.48   5.48    5.51 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳﾀﾛｳ 中込中   +1.1   +1.1   -0.8   +0.4   +1.2   -0.8    +1.1
山口 智也(3) 中学    X   5.39    X    X    X    X    5.39 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 浅間中   +1.2   +0.9   -1.1   +0.1   +0.2   +1.1    +0.9
大澤 達(3) 中学   5.32   5.38   4.98    X    X    X    5.38 
ｵｵｻﾜ ﾄｵﾙ 望月AC   +1.8   +1.1   +1.0    0.0   +0.1   +0.2    +1.1
伊藤 司能(2) 中学   5.18   4.73    -    -    -    -    5.18 
ｲﾄｳ ｼﾉ 望月AC    0.0   +0.3     0.0
山浦 渓斗(1) 中学   4.69   4.63    X    X   4.61   4.78    4.78 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 望月AC   +1.1   +1.5   -0.2   -2.3   +0.7   -1.0    -1.0
神田 来夢(1) 中学    X   4.69   2.41    4.69 
ｶﾝﾀﾞ ﾗｲﾑ 望月AC   +1.1   +0.8    0.0    +0.8
上野 樹(3) 中学   4.65    X    X    4.65 
ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 望月AC   +1.3   +0.5   +1.2    +1.3
岡村 州紘(1) 中学    X   4.48    X    4.48 
ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 小諸東中   +0.7   +2.1   +0.1    +2.1
轟 直也(2) 中学   4.46   4.35   4.47    4.47 
ﾄﾄﾞﾛｷ ﾅｵﾔ 野沢中   +1.9   +0.9   +0.1    +0.1
井出 直哉(1) 中学    X   4.39    X    4.39 
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 軽井沢中   +1.0   +0.2   -0.5    +0.2
西澤 雅志(1) 中学   3.70   4.32   4.15    4.32 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 野沢中   +0.9   +1.0   -0.3    +1.0
山浦 聡士(3) 中学   3.89   3.77   4.29    4.29 
ﾔﾏｳﾗ ｻﾄｼ 野沢中   +1.8   +1.1   +0.1    +0.1
磯部 延吉(1) 中学   4.26   4.14   4.09    4.26 
ｲｿﾍﾞ ﾉﾌﾞﾖｼ 野沢中   +1.2   +0.4   +0.6    +1.2
丸橋 佑二(2) 中学   4.25   4.11   4.25    4.25 
ﾏﾙﾊｼ ﾕｳｼﾞ 佐久東中   +0.3   +1.0   +0.6    +0.3
柏木 康熙(2) 中学   4.18   4.25   4.13    4.25 
ｶｼﾜｷﾞ ｺｳｷ 小諸東中   +1.0   +1.4   +0.6    +1.4
田村尚太郎(2) 中学   4.06    X    X    4.06 
ﾀﾑﾗｼｮｳﾀﾛｳ 小海中   +1.3   +0.9   -1.3    +1.3
小林 功貴(2) 中学    X   3.90    X    3.90 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 浅間中   +0.1   +0.9   +0.6    +0.9
山口 侑也(1) 中学   3.66    X   3.54    3.66 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾔ 小諸東中   +1.1   +1.6   +1.4    +1.1
菅沢 晴樹(1) 中学   3.37   3.62   3.59    3.62 
ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 望月AC   +1.1   +1.4   -0.1    +1.4
柏木 佑太(1) 中学   3.58    X   3.29    3.58 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ 小諸東中   +1.9   +1.0   +0.5    +1.9
常田 紀幸(2) 中学    X    X    X
ﾄｷﾀﾞ ﾉﾘﾕｷ 望月AC   +1.0   +1.9   -0.2
山浦 竜介(1) 中学 欠場
ﾔﾏｳﾗ ﾘｭｳｽｹ 野沢中
五味 丈志(1) 中学 欠場
ｺﾞﾐ ｼﾞｮｰｼﾞ 軽井沢中
梅田 隼人(2) 中学 欠場
ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ 浅間中
佐藤 和歩(2) 中学 欠場
ｻﾄｳ ｶｽﾞﾎ 軽井沢中

中学男子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 2828   484  484

-5--5-

22 2323   486  486

33 2222   262  262

44 2020   225  225

55 2424   266  266

66 1515   485  485

77 99   488  488

88 1111   493  493

99 1717   492  492

1010 77   483  483

1111 1212   373  373

1212 44   196  196

1313 1919   316  316

1414 2121   204  204

1515 22   183  183

1616 88   203  203

1717 66   284  284

1818 1414   363  363

1919 1818    65   65

2020 1010   267  267

2121 33   372  372

2222 55   491  491

2323 11   377  377

1313   489  489

1616   205  205

2525   315  315

2626   252  252

2727   313  313



決勝 7月21日  9:30

県中新              12.96
大会新              10.58

髙橋 俊満(3) 中学
ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ 浅間中
土屋 隼人(3) 中学
ﾂﾁﾔ ﾊﾔﾄ 軽井沢中
荻原 翼(2) 中学
ｵｷﾞﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 御代田中
吉澤 翼(3) 中学
ﾖｼｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 佐久東中
神津 悠輔(2) 中学
ｺｳﾂﾞ ﾕｳｽｹ 佐久東中
宮崎 未奈三(3) 中学
ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾅﾐ 浅間中
奥田 祥希(2) 中学
ｵｸﾀﾞ ﾖｼｷ 御代田中
小林 功貴(2) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ｺｳｷ 浅間中
井出 篤志(2) 中学
ｲﾃﾞ ｱﾂｼ 佐久東中
小金沢 勇貴(1) 中学
ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾕｳｷ 浅間中
大塚 仁貴(2) 中学
ｵｵﾂｶ ﾋﾄｷ 佐久東中
石井 博之(2) 中学
ｲｼｲ ﾋﾛﾕｷ 小諸東中

中学男子

砲丸投(5.000kg)砲丸投(5.000kg)

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 1212   262  262

 8.69 8.69  9.62 9.62  9.68 9.68  9.19 9.19  9.08 9.08  8.93 8.93   9.68   9.68 

22 1111   303  303
 8.33 8.33  8.58 8.58  9.15 9.15  8.17 8.17   X  X  8.25 8.25   9.15   9.15 

33 1010   335  335
 8.98 8.98  8.90 8.90  8.90 8.90   X  X  8.29 8.29   X  X   8.98   8.98 

44 77   280  280
 8.82 8.82  8.22 8.22  8.30 8.30  8.24 8.24   X  X  7.31 7.31   8.82   8.82 

55 55   285  285
 8.12 8.12  7.55 7.55  7.64 7.64  7.42 7.42  7.47 7.47  7.70 7.70   8.12   8.12 

66 99   265  265
 7.25 7.25  7.60 7.60  7.34 7.34  7.38 7.38  8.04 8.04  7.15 7.15   8.04   8.04 

77 88   338  338
 5.31 5.31  4.95 4.95  4.98 4.98  4.91 4.91  4.54 4.54  5.27 5.27   5.31   5.31 

88 44   267  267
 5.02 5.02  5.11 5.11  5.16 5.16  5.28 5.28  5.16 5.16  5.21 5.21   5.28   5.28 

99 33   282  282
 4.74 4.74  4.99 4.99  5.04 5.04   5.04   5.04 

1010 22   243  243
 4.29 4.29  4.68 4.68  4.84 4.84   4.84   4.84 

1111 11   283  283
 4.27 4.27  4.65 4.65  4.73 4.73   4.73   4.73 

1212 66   366  366



決勝 7月21日 10:15

県中新              66.44
大会新        

中村 郁弥(2) 中学 大会新
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 望月AC
茂木 達哉(1) 中学 大会新
ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ 小諸東中
神津 悠輔(2) 中学 大会新
ｺｳﾂﾞ ﾕｳｽｹ 佐久東中
吉澤 翼(3) 中学 大会新
ﾖｼｻﾞﾜ ﾂﾊﾞｻ 佐久東中
片桐 歩稀(2) 中学 大会新
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ 望月AC

中学男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 55   487  487

  O  O   O  O 46.1246.12   O  O   -  -   O  O  46.12  46.12 

22 44   378  378
  O  O 42.2142.21   O  O   O  O   -  -   O  O  42.21  42.21 

33 33   285  285
  O  O   O  O   X  X   O  O 37.2837.28   X  X  37.28  37.28 

44 11   280  280
  O  O   O  O 33.5533.55   O  O   O  O   O  O  33.55  33.55 

55 22   517  517
  O  O   O  O 29.0129.01   O  O   -  -   O  O  29.01  29.01 



決勝 7月21日 11:20

県小新               5.47
大会新               4.73

藤村知季(6) 小学   3.96   4.00   4.22    4.22 
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ 千曲陸上   +0.2   +1.1   +0.8    +0.8
土屋 舜太朗(6) 小学   4.11   3.96    X    4.11 
ﾂﾁﾔ ｼｭﾝﾀﾛｳ 御代田南小   -0.3   +1.9    -0.3
菊池 崚太(6) 小学   4.04   3.68   3.68    4.04 
ｷｸﾁ ﾘｮｳﾀ 八千穂小   +1.4   +1.6   +0.7    +1.4
小松 風雅(6) 小学   3.93   3.96   3.76    3.96 
ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 望月AC   +1.2   +0.5   +0.4    +0.5
原 泰三(6) 小学   3.93   3.85   3.92    3.93 
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 野岸小   +1.3   +0.5   +0.1    +1.3
小松 大和(6) 小学   3.36   3.83    X    3.83 
ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ 望月AC    0.0   +2.1    +2.1
土屋 潤喜(6) 小学   3.69   3.80   3.75    3.80 
ﾂﾁﾔ ｼﾞｭﾝｷ 中込小   +0.3   +0.5   +0.1    +0.5
山本 成伯(6) 小学   3.79    X    X    3.79 
ﾔﾏﾓﾄ ﾅｵ 南牧南小   +0.3    +0.3
中山 京彌(6) 小学   3.64   3.64   3.71    3.71 
ﾅｶﾔﾏ  ﾐﾔﾋﾞ T&F佐久平   +0.8   +3.7   +0.9    +0.9
篠原 泰成(6) 小学   3.63   3.66   3.60    3.66 
ｼﾉﾊﾗ ﾀｲｾｲ 軽井沢東部小   +1.1   +1.8   +0.7    +1.8
荻原 泰輝(6) 小学   2.42   3.40   3.53    3.53 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｲｷ ﾛﾃﾞｨｵ   +0.2   +1.8   +1.4    +1.4
草間 将裕(6) 小学   3.25   3.47   2.91    3.47 
ｸｻﾏ ﾏｻﾋﾛ 切原小   -0.9   +2.2   +0.5    +2.2
井出 渉(6) 小学   3.28   3.36   3.25    3.36 
ｲﾃﾞ ﾜﾀﾙ 青沼小    0.0   +0.2   +1.1    +0.2
赤尾 瞭磨(6) 小学   3.06   3.18   3.02    3.18 
ｱｶｵ ﾘｮｳﾏ 千曲小   -0.9   +1.3   +2.1    +1.3
北瀬 祥実(6) 小学    X    X   3.09    3.09 
ｷﾀｾ ｼｮｳﾏ 軽井沢東部小   -0.7    -0.7
井出 芽吹(6) 小学   2.40   2.99   2.95    2.99 
ｲﾃﾞ ﾒﾌﾞｷ 南牧北小   -0.6   +1.1   +1.3    +1.1
薩田 知弥(6) 小学   2.66   2.98    X    2.98 
ｻｯﾀ ﾄﾓﾔ 南牧北小   +1.8   +0.4    +0.4
前田 憲諒(6) 小学   2.73   2.70   2.71    2.73 
ﾏｴﾀﾞ ﾉﾘｱｷ 千曲陸上   +1.6   +2.5   -0.5    +1.6
新津 颯太朗(6) 小学   2.54   2.72   2.60    2.72 
ﾆｲﾂ ｿｳﾀﾛｳ 小海小   -0.2   +1.0    0.0    +1.0
黒岩 昂志(6) 小学   2.55    X    X    2.55 
ｸﾛｲﾜ ﾀｶｼ 南牧南小   +1.4    +1.4

小6男子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 1717    83   83

-5--5-

22 1616    38   38

33 1111   137  137

44 1313   162  162

55 66   167  167

66 1515   161  161

77 55    95   95

88 1414   121  121

99 1212     8    8

1010 1010    32   32

1111 1818    13   13

1212 33    77   77

1313 77    72   72

1414 44    79   79

1515 88    34   34

1616 22   125  125

1717 2020   129  129

1818 99    81   81

1919 11    58   58

2020 1919   118  118



決勝 7月21日 10:00

県小新               5.47
大会新               4.14

吉田 晃太朗(5) 小学   4.02   3.95   3.96    4.02 
ﾖｼﾀﾞ ｺｳﾀﾛｳ 軽井沢東部小   +0.3   +1.0   +0.4    +0.3
市川 恵大(5) 小学   3.88   3.52   3.65    3.88 
ｲﾁｶﾜ ｹｲﾀﾞｲ 佐久西小   -0.1   +1.4   +0.6    -0.1
井出 健人(5) 小学   3.81   3.67   3.66    3.81 
ｲﾃﾞ ｹﾝﾄ 南牧北小   +0.2   +0.9   +0.1    +0.2
中澤 颯太(5) 小学   3.67   3.79   3.65    3.79 
ﾅｶｻﾞﾜ  ｿｳﾀ T&F佐久平    0.0   +1.1   +0.6    +1.1
小須田 亮祐(5) 小学   3.69    X   3.68    3.69 
ｺｽﾀﾞ ﾘｮｳｽｹ 佐久西小   +0.7   +0.5    0.0    +0.7
半田 青児(5) 小学   3.61   3.52   2.90    3.61 
ﾊﾝﾀﾞ ｾｲｼﾞ 坂の上小   +0.7   +0.7   +0.4    +0.7
小林 颯(5) 小学   3.22   3.23   3.40    3.40 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾃ 八千穂小   +1.6   +0.5   +0.4    +0.4
別府 亮次郎(5) 小学   3.23    X   3.36    3.36 
ﾍﾞｯﾌﾟ ﾘｮｳｼﾞﾛｳﾉﾌﾞ 美南ｶﾞ丘小   +1.5   +0.6    0.0     0.0
菊池 純之進(5) 小学   3.10   3.26   3.13    3.26 
ｷｸﾁ ｼﾞｭﾝﾉｼﾝ 南牧北小    0.0   +0.1   +0.2    +0.1
栁澤 真(5) 小学   2.77   3.17    X    3.17 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼﾝ ﾛﾃﾞｨｵ    0.0   +0.2   -0.2    +0.2
酒井 力(5) 小学   3.13   2.49   2.96    3.13 
ｻｶｲ ﾁｶﾗ 野岸小   +1.1   +0.7   +0.1    +1.1

小5男子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 88    29   29

-5--5-

22 66    48   48

33 99   126  126

44 77     9    9

55 44    50   50

66 55    52   52

77 33   140  140

88 22   149  149

99 1111   127  127

1010 1010    17   17

1111 11   169  169



決勝 7月21日 11:20

宮原　清司(4) 一般
ﾐﾔﾊﾞﾗ ｷﾖｼ 佐久マスターズ
加藤　則行(4) 一般
ｶﾄｳ ﾉﾘﾕｷ 佐久マスターズ

マスターズ男子

走高跳走高跳

決勝決勝決勝

順位順位順位 試技試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名氏  名 所属名所属名所属名 記録記録記録1m651m65 1m701m70 備考備考備考1m551m551m55 1m601m601m60 1m65 1m70
11 22  7005 7005

-- OO OO XXXXXX  1.65 1.65

22 11  7008 7008
XOXO OO XXXXXX  1.60 1.60



決勝 7月21日 13:00

白倉　啓(6) 一般    X   2.35   2.88    -    2.88 
ｼﾗｸﾗ ｱｷﾗ 上田マスターズ   +0.7    0.0     0.0

マスターズ男子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 11  7026 7026

-5--5-



決勝 7月21日 11:30

県新                16.11
大会新        

堀内　正美(8) 一般 大会新
ﾎﾘｳﾁ ﾏｻﾐ 佐久マスターズ

マスターズ男子

砲丸投砲丸投

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 11  7023 7023

 5.64 5.64  5.58 5.58  5.70 5.70  5.40 5.40   5.70   5.70 



決勝 7月21日  9:45

県新                50.52
大会新        

布施　元弘(7) 一般 大会新
ﾌｾ ﾓﾄﾋﾛ 佐久マスターズ
土屋 春生 一般 大会新
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｵ 北佐久郡陸協
髙橋　邦武(6) 一般 大会新
ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾀｹ 佐久マスターズ
佐々木　敏夫(7) 一般 大会新
ｻｻｷ ﾄｼｵ 上田マスターズ
堀内　正美(8) 一般 大会新
ﾎﾘｳﾁ ﾏｻﾐ 佐久マスターズ

マスターズ男子

円盤投円盤投

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 44  7022 7022

  X  X   X  X 30.1430.14   O  O  30.14  30.14 

22 55  7000 7000
25.3625.36   O  O   X  X   X  X  25.36  25.36 

33 33  7021 7021
23.3023.30   O  O   X  X   O  O  23.30  23.30 

44 22  7027 7027
  X  X 22.5122.51   X  X   O  O  22.51  22.51 

55 11  7023 7023
  O  O 13.6413.64   O  O   O  O  13.64  13.64 



決勝 7月21日 10:15

県新                67.34
大会新        

須崎　一弘(4) 一般 大会新
ｽｻﾞｷ ｶｽﾞﾋﾛ 上田マスターズ
森　憲之(5) 一般 大会新
ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ 佐久マスターズ
松澤　洋(4) 一般 大会新
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾋﾛｼ 佐久マスターズ
布施　元弘(7) 一般 大会新
ﾌｾ ﾓﾄﾋﾛ 佐久マスターズ
宇羽野　弘(5) 一般 大会新
ｳﾊﾞﾉ ﾋﾛﾑ 佐久マスターズ
髙橋　邦武(6) 一般 大会新
ﾀｶﾊｼ ｸﾆﾀｹ 佐久マスターズ
佐々木　敏夫(7) 一般 大会新
ｻｻｷ ﾄｼｵ 上田マスターズ

マスターズ男子

やり投やり投

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -2--2- -3--3- -4--4- -5--5- -6--6- 記録記録 備考備考
11 33  7024 7024

  O  O 48.3748.37   O  O   O  O  48.37  48.37 

22 22  7010 7010
  X  X 41.5441.54   O  O   X  X  41.54  41.54 

33 11  7001 7001
41.3741.37   O  O   -  -   O  O  41.37  41.37 

44 66  7022 7022
  O  O   O  O   O  O 36.1236.12  36.12  36.12 

55 77  7013 7013
  O  O 28.2228.22   O  O   O  O  28.22  28.22 

66 44  7021 7021
  O  O   O  O 27.9127.91   O  O  27.91  27.91 

77 55  7027 7027
  O  O   O  O   O  O 18.1318.13  18.13  18.13 



決勝 7月21日  9:00

県小新               5.47
大会新               3.72

並木 陸(4) 小学   3.58   3.52   3.54    3.58 
ﾅﾐｷ ﾘｸ 軽井沢中部小   +0.7   +0.3   -0.4    +0.7
中村 洋平(4) 小学    X   3.29   3.53    3.53 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 望月AC   -0.2   +1.0   +0.2    +0.2
林  亮典(4) 小学    X   3.42   3.44    3.44 
ﾊﾔｼ  ﾘｮｳｽｹ T&F佐久平   +1.0   +0.3   -0.1    -0.1
髙見澤 幹(4) 小学   3.34   3.14   3.25    3.34 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｶﾝ 南牧南小   +0.4   -0.2   -0.3    +0.4
田崎 佑冴(4) 小学   3.17   2.87   3.23    3.23 
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 美南ｶﾞ丘小   -0.7   +0.7   +1.1    +1.1
林 洸聖(4) 小学   3.22   2.96   3.14    3.22 
ﾊﾔｼ ｺｳｾｲ 美南ｶﾞ丘小   +0.3   +1.2   +0.4    +0.3
藤本 大輝(4) 小学   3.09    X    X    3.09 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀｲｷ 南牧北小   -0.6   +0.5   +1.1    -0.6
林 樹生(4) 小学   2.93   2.96    X    2.96 
ﾊﾔｼ ﾐｷｵ 望月AC   -0.8   -0.3   +1.0    -0.3
新井 寿輝(4) 小学   2.68   2.96   2.86    2.96 
ｱﾗｲ ﾄｼｷ 小海小   -0.6    0.0   +0.5     0.0
鈴木 崚太(4) 小学   2.92    X    X    2.92 
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 中佐都小   -0.7   +0.3   +0.9    -0.7
篠原 孝志郎(4) 小学   2.83   2.64   2.90    2.90 
ｼﾉﾊﾗ ｺｳｼﾛｳ 小海小   -0.5   -0.5   +0.9    +0.9
櫻井 利正(4) 小学   2.58   2.89   2.61    2.89 
ｻｸﾗｲ ﾘｼｮｳ 御代田南小   -0.7   +0.2   +0.9    +0.2
薩田 悠成(4) 小学    -   2.50    X    2.50 
ｻｯﾀ ﾕｳｾｲ 南牧北小   -0.3   +0.3   +0.2    +0.3
玉置 陽翔(4) 小学 欠場
ﾀﾏｵｷ ﾋｶﾙ 中佐都小

小４男子

走幅跳走幅跳

決勝決勝決勝

順位順位 試技試技 ﾅﾝﾊﾞｰﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名氏  名 所属名所属名 -1--1- -6--6- 記録記録-2--2- -3--3- -4--4- 備考備考
11 1414    27   27

-5--5-

22 1010   164  164

33 1212    11   11

44 1313   122  122

55 77   145  145

66 1111   152  152

77 88   133  133

88 66   165  165

99 55    57   57

1010 22   104  104

1111 33    55   55

1212 99    40   40

1313 11   130  130

44   100  100
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