
決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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
09/13 男子  +0.6 荻原 京介(2) 10.91 松崎 文弥(1) 11.21 花里 翼(1) 11.29 須藤 稜太(2) 11.37 藤澤 玄(2) 11.38 柳澤  匠(2) 11.65 原田 健太(2) 11.83 松本 光平(1) 11.93

１００ｍ 高校･佐久長聖 GR 高校･佐久長聖 GR 高校･佐久長聖 GR 高校･岩村田 高校･上田西高 高校･岩村田 高校･小諸 高校･上田西高
09/14  +2.3 荻原 京介(2) 22.03 松崎 文弥(1) 22.45 須藤 稜太(2) 23.25 柳澤  匠(2) 23.41 龍野 准(1) 23.70 原田 健太(2) 24.13 増田 凌(1) 24.32 土屋  巧(1) 25.05

２００ｍ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･上田千曲高 高校･小諸 高校･上田西高 高校･野沢北
09/13 荻原 京介(2) 50.26 町田 一生(2) 51.31 内堀 連(2) 52.07 花里 翼(1) 52.76 木内 寛人(2) 53.46 小林 将大(2) 53.46 龍野 准(1) 53.66 相場 泰彦(1) 54.20

４００ｍ 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･北佐久農高 高校･佐久長聖 高校･北佐久農高 高校･野沢南 高校･上田千曲高 高校･佐久長聖
09/14 内川 大樹(2) 2,02.44 小林 達哉(2) 2,04.02 木内 寛人(2) 2,04.87 小林 将大(2) 2,05.20 安藤 活樹(2) 2,07.75 荻原 宏崇(2) 2,09.20 中山 智顕(1) 2,10.10 笠原 渓介(1) 2,15.49

８００ｍ 高校･小諸 GR 高校･北佐久農高 高校･北佐久農高 高校･野沢南 高校･上田染谷丘 高校･上田東高 高校･佐久長聖 高校･上田
09/13 井上 錬(2) 4,05.29 児玉 天晴(1) 4,08.44 菅原 憲二(2) 4,10.70 小林 達哉(2) 4,11.07 内川 大樹(2) 4,11.75 築舘 陽介(2) 4,12.57 荻原 宏崇(2) 4,14.37 栁澤 航希(2) 4,16.54

１５００ｍ 高校･佐久長聖 高校･上田西高 高校･野沢北 高校･北佐久農高 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･上田東高 高校･上田
09/14 井上 錬(2) 15,02.58 築舘 陽介(2) 15,08.84 児玉 天晴(1) 15,23.28 相馬 崇史(1) 15,48.50 永井 慎也(2) 15,58.94 掛川 萌也(1) 16,00.89 柳沢 充保(2) 16,17.22 中山 峻弥(2) 16,20.51

５０００ｍ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田西高 高校･佐久長聖 高校･丸子修学館 高校･上田西高 高校･上田西高 高校･上田
09/13  +0.8 坂田 涼輔(1) 16.37 中沢 悟(2) 17.10 清水 泰地(2) 18.38 栁澤 陸(1) 19.63 小林 拓真(1) 19.79 小須田 健(2) 22.39

１１０ｍＨ 高校･佐久長聖 高校･小諸 高校･丸子修学館 高校･小諸 高校･上田東高 高校･東御清翔
09/14 山浦 貫人(2) 57.09 中沢 悟(2) 59.39 相場 泰彦(1) 1,01.21 町田 一生(2) 1,01.24 内堀 連(2) 1,01.66 武藤 雅哉(1) 1,03.13 山﨑 創二(2) 1,04.20 小林 侃矢(2) 1,04.33

４００ｍＨ 高校･岩村田 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･北佐久農高 高校･野沢北 高校･上田 高校･野沢北
09/13 永井 慎也(2) 9,51.91 丸山 和輝(2) 9,57.42 柳沢 充保(2) 10,16.67 西村 涼太(1) 10,22.76 中山 峻弥(2) 10,24.23 菅原 憲二(2) 10,34.69 川中 浩平(2) 10,37.62 内田 知樹(1) 11,00.22

３０００ｍＳＣ 高校･丸子修学館 高校･佐久長聖 高校･上田西高 高校･上田西高 高校･上田 高校･野沢北 高校･上田 高校･上田
09/14 藤森 太一(2) 25,21.52 菊池 風希(2) 27,43.78 西嶋 花道(1) 29,43.20 青山 夏樹(1) 31,17.00

５０００ｍＷ 高校･丸子修学館 高校･岩村田 高校･丸子修学館 高校･岩村田
09/14 山浦 貫人(2) 1.80 箕輪 朋晃(2) 1.60 寺島 僚(1) 1.50 高見沢 草太(1) 1.50 須藤 稜太(2) 1.45 坂口 友輝人(1) 1.40

走高跳 高校･岩村田 高校･上田 高校･上田 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･上田千曲高
09/13 清水 泰地(2) 6.80(+1.1) 神田 優人(1) 6.06(+1.5) 土屋  巧(1) 5.99(+2.1) 藤澤 玄(2) 5.79(+4.5) 山口 智也(1) 5.69(+1.8) 松本 光平(1) 5.61(+1.3) 原田 健太(2) 5.49(+0.5) 平田 宗一郎(1)5.36(-0.5)

走幅跳 高校･丸子修学館 高校･岩村田 高校･野沢北 高校･上田西高 高校･岩村田 高校･上田西高 高校･小諸 高校･上田
09/14 清水 泰地(2) 13.52(+1.5) 神田 優人(1) 11.99(+0.7) 藤澤 玄(2) 11.57(+0.9) 町田 一生(2) 10.16(+2.1) 松本 光平(1) 9.80(+0.7) 小林 舜(1) 9.74(+2.5)

三段跳 高校･丸子修学館 高校･岩村田 高校･上田西高 高校･岩村田 高校･上田西高 高校･野沢南
09/13 松崎 文弥(1) 9.91 長崎 大悟(2) 8.90 坂田 涼輔(1) 8.64 丸山 佑太(2) 8.63 北村 悠和(1) 7.66 中田 凌平(1) 7.48 小山 達之(1) 7.36 土屋 侃汰(1) 7.36

砲丸投(6.000kg) 高校･佐久長聖 高校･丸子修学館 高校･佐久長聖 高校･上田西高 高校･上田千曲高 高校･小諸 高校･野沢北 高校･小諸
09/13 長崎 大悟(2) 32.37 若林 隆大(2) 28.82 菊原 崇矢(1) 25.15 丸山 佑太(2) 24.99 髙橋 俊満(1) 22.74 宮崎 未奈三(1) 20.89 富岡 平(2) 18.38 内海 常規(2) 14.07

円盤投(1.750kg) 高校･丸子修学館 高校･上田染谷丘 高校･野沢南 高校･上田西高 高校･北佐久農高 高校･北佐久農高 高校･岩村田 高校･上田西高
09/12 海野 龍一(1) 24.09 髙橋 俊満(1) 22.71 北村 悠和(1) 14.99 佐藤 玲緒(2) 14.16 小須田 健(2) 7.47

ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 高校･丸子修学館 高校･北佐久農高 高校･上田千曲高 高校･岩村田 高校･東御清翔
09/14 長崎 大悟(2) 50.59 若林 隆大(2) 49.75 海野 龍一(1) 41.51 佐塚 一馬(1) 38.96 荻原 悠輔(1) 37.39 須崎 大地(2) 35.31 丸山 佑太(2) 33.76 土屋 侃汰(1) 31.48

やり投(0.800kg) 高校･丸子修学館 高校･上田染谷丘 高校･丸子修学館 高校･岩村田 高校･小諸 高校･上田千曲高 高校･上田西高 高校･小諸
09/13 岩村田       43.05 佐久長聖       43.28 上田西高       45.59 北佐久農高       46.05 小諸       46.76 上田千曲高       47.02 上田染谷丘       47.43 野沢南       48.51

４×１００ｍＲ 須藤 稜太(2) GR 坂田 涼輔(1) 松本 光平(1) 髙橋 俊満(1) 原田 健太(2) 北村 悠和(1) 若林 隆大(2) 小林 舜(1)
山浦 貫人(2) 花里 翼(1) 藤澤 玄(2) 宮崎 未奈三(1) 荻原 悠輔(1) 龍野 准(1) 安藤 活樹(2) 小林 将大(2)
町田 一生(2) 松崎 文弥(1) 丸山 佑太(2) 木内 寛人(2) 土屋 侃汰(1) 須崎 大地(2) 長谷川 直樹(1) 上野 樹(1)
柳澤  匠(2) 荻原 京介(2) 増田 凌(1) 内堀 連(2) 中沢 悟(2) 坂口 友輝人(1) 有賀 聡一朗(1) 菊原 崇矢(1)

09/14 佐久長聖     3,27.32 岩村田     3,32.24 上田西高     3,37.60 小諸     3,38.03 北佐久農高     3,42.24 野沢北     3,44.80 上田     3,46.91 上田染谷丘     3,50.90
４×４００ｍＲ 松崎 文弥(1) 佐塚 一馬(1) 増田 凌(1) 原田 健太(2) 内堀 連(2) 林 智哉(1) 箕輪 朋晃(2) 長谷川 直樹(1)

相場 泰彦(1) 柳澤  匠(2) 丸山 佑太(2) 中沢 悟(2) 木内 寛人(2) 武藤 雅哉(1) 清水 陽(1) 安藤 活樹(2)
花里 翼(1) 須藤 稜太(2) 松本 光平(1) 笹沢 広夢(1) 小林 達哉(2) 佐藤 和紀(1) 吉永 雄大(1) 若林 隆大(2)
荻原 京介(2) 町田 一生(2) 藤澤 玄(2) 内川 大樹(2) 宮崎 未奈三(1) 小林 侃矢(2) 平田 宗一郎(1) 有賀 聡一朗(1)

09/13 山浦 貫人(2) 4960 佐塚 一馬(1) 3622 荻原 悠輔(1) 3449 野原 尚貴(1) 3135 高見沢 草太(1) 2941 小林 拓真(1) 2424
八種競技 高校･岩村田 GR 高校･岩村田 高校･小諸 高校･上田 高校･岩村田 高校･上田東高

09/14 ｵｰﾌﾟﾝ男子 岩野 純人(1) 2,19.54 青山 夏樹(1) 2,23.98 原 大晴(1) 2,24.05
８００ｍ 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･佐久長聖

09/13 丸山 和輝(2) 4,13.08 水上 優斗(2) 4,14.58 内田 光(1) 4,19.94 相馬 崇史(1) 4,26.46 小林 諒汰(2) 4,29.38 箱山 陸人(2) 4,31.98 岩松 敬賀(2) 4,32.52 北島 翔吾(1) 4,37.44
１５００ｍ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田西高 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田西高

09/14 丸山 和輝(2) 15,05.61 水上 優斗(2) 15,42.93 内田 光(1) 16,21.53 小林 諒汰(2) 16,52.13 西村 涼太(1) 16,53.78 竹鼻 将生(1) 16,59.16 北島 翔吾(1) 17,08.54 小平 悟志(1) 17,36.14
５０００ｍ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田西高 高校･上田西高 高校･上田 高校･上田西高 高校･上田

09/14 岩村田 佐久長聖 丸子修学館 上田西 小諸 北佐久農 上田 野沢北
学校対抗 137 133 85 79 62 55 33 25



予選 9月13日 11:15
決勝 9月13日 13:25

県高新(KR)          10.32
大会新(GR)          11.30

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +0.7

 1 花里 翼(1) 高校     11.46 Q  1 荻原 京介(2) 高校     11.15 Q
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 佐久長聖 ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ 佐久長聖

 2 藤澤 玄(2) 高校     11.49 Q  2 須藤 稜太(2) 高校     11.56 Q
ﾌｼﾞｻﾜ ｹﾞﾝ 上田西高 ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 岩村田

 3 原田 健太(2) 高校     11.88 q  3 松本 光平(1) 高校     11.87 q
ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ 小諸 ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 上田西高

 4 神田 優人(1) 高校     12.09  4 土屋  巧(1) 高校     11.98 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩村田 ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 野沢北

 5 須崎 大地(2) 高校     12.44  5 長谷川 直樹(1) 高校     12.56 
ｽｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 上田千曲高 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ 上田染谷丘

 6 上野 樹(1) 高校     12.98  6 清水 陽(1) 高校     12.94 
ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 野沢南 ｼﾐｽﾞ ﾖｳ 上田

 7 山浦 翔(1) 高校     13.17 竹花 拓実(2) 高校
ﾔﾏｳﾗ ｼｮｳ 北佐久農高 ﾀｹﾊﾅ ﾀｸﾐ 丸子修学館

 8 小池 優周(2) 高校     13.19 
ｺｲｹ ﾏｻﾋﾛ 上田

[ 3組] 風速 +0.8

 1 松崎 文弥(1) 高校     11.27 Q
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖

 2 柳澤  匠(2) 高校     11.69 Q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾐ 岩村田

 3 増田 凌(1) 高校     11.89 
ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 上田西高

 4 寺島 僚(1) 高校     12.21 
ﾃﾗｼﾏ ﾘｮｳ 上田

 5 中田 凌平(1) 高校     12.63 
ﾅｶﾀ ﾘｮｳﾍｲ 小諸

 6 小林 拓真(1) 高校     12.76 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 上田東高

 7 池田 航平(1) 高校     12.77 
ｲｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ 野沢北

風速 +0.6

 1 荻原 京介(2) 高校     10.91 
ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ 佐久長聖

 2 松崎 文弥(1) 高校     11.21 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖

 3 花里 翼(1) 高校     11.29 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 佐久長聖

 4 須藤 稜太(2) 高校     11.37 
ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 岩村田

 5 藤澤 玄(2) 高校     11.38 
ﾌｼﾞｻﾜ ｹﾞﾝ 上田西高

 6 柳澤  匠(2) 高校     11.65 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾐ 岩村田

 7 原田 健太(2) 高校     11.83 
ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ 小諸

 8 松本 光平(1) 高校     11.93 
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 上田西高
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予選 9月14日 10:15
決勝 9月14日 13:15

県高新(KR)          20.93
大会新(GR)          22.17

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +1.3

 1 松崎 文弥(1) 高校     22.64 Q  1 荻原 京介(2) 高校     22.73 Q
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖 ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ 佐久長聖

 2 増田 凌(1) 高校     24.41 Q  2 柳澤  匠(2) 高校     23.78 Q
ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 上田西高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾐ 岩村田

 3 池田 航平(1) 高校     25.64  3 原田 健太(2) 高校     24.61 q
ｲｹﾀﾞ ｺｳﾍｲ 野沢北 ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ 小諸

 4 中田 凌平(1) 高校     25.96  4 長谷川 直樹(1) 高校     25.53 
ﾅｶﾀ ﾘｮｳﾍｲ 小諸 ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ 上田染谷丘

 5 上野 樹(1) 高校     26.28  5 小池 優周(2) 高校     26.91 
ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 野沢南 ｺｲｹ ﾏｻﾋﾛ 上田

 6 清水 陽(1) 高校     26.33  6 内海 常規(2) 高校     27.69 
ｼﾐｽﾞ ﾖｳ 上田 ｳﾂﾐ ﾂﾈﾉﾘ 上田西高
中沢 悟(2) 高校
ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 小諸

[ 3組] 風速 +1.3

 1 須藤 稜太(2) 高校     23.77 Q
ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 岩村田

 2 龍野 准(1) 高校     24.03 Q
ﾀﾂﾉ ｶｲ 上田千曲高

 3 土屋  巧(1) 高校     24.83 q
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 野沢北
吉永 雄大(1) 高校
ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ 上田
相場 泰彦(1) 高校
ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ 佐久長聖
竹花 拓実(2) 高校
ﾀｹﾊﾅ ﾀｸﾐ 丸子修学館

風速 +2.3

 1 荻原 京介(2) 高校     22.03 
ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ 佐久長聖

 2 松崎 文弥(1) 高校     22.45 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖

 3 須藤 稜太(2) 高校     23.25 
ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 岩村田

 4 柳澤  匠(2) 高校     23.41 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾐ 岩村田

 5 龍野 准(1) 高校     23.70 
ﾀﾂﾉ ｶｲ 上田千曲高

 6 原田 健太(2) 高校     24.13 
ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ 小諸

 7 増田 凌(1) 高校     24.32 
ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ 上田西高

 8 土屋  巧(1) 高校     25.05 
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 野沢北

2  1539

3  2822

8  1909

9  1874

7  1583

4  1587

6  2807

所属名 記録／備考
5  2811

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

7  1746
欠場

決勝

欠場
5  2808

欠場

6  1539

3  1767

2  1874

所属名 記録／備考
4  1583

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

6  1915

3  1834

5  1587

氏  名 所属名 記録／備考
4  2811

欠場

順 ﾚｰﾝ No.

7  2822

2  1786

6  1768

5  2821

2  1561

7  1536

8  2827

3  1909

4  2807
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

男子

２００ｍ

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

所属名 記録／備考



予選 9月13日 10:25
決勝 9月13日 12:40

県高新(KR)          46.98
大会新(GR)          49.65

[ 1組] [ 2組]

 1 町田 一生(2) 高校     52.23 Q  1 荻原 京介(2) 高校     51.48 Q
ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ 岩村田 ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ 佐久長聖

 2 花里 翼(1) 高校     52.63 Q  2 木内 寛人(2) 高校     53.38 Q
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 佐久長聖 ｷｳﾁ ﾋﾛﾄ 北佐久農高

 3 龍野 准(1) 高校     53.67 q  3 安藤 活樹(2) 高校     53.80 
ﾀﾂﾉ ｶｲ 上田千曲高 ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾂｷ 上田染谷丘

 4 笹沢 広夢(1) 高校     54.43  4 林 智哉(1) 高校     54.89 
ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 小諸 ﾊﾔｼ ﾄﾓﾔ 野沢北

 5 箕輪 朋晃(2) 高校     56.93  5 小林 大峰(2) 高校     55.50 
ﾐﾉﾜ ﾄﾓｱｷ 上田 ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾀｶ 岩村田

 6 佐藤 和紀(1) 高校     57.53  6 平田 宗一郎(1) 高校     56.66 
ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 野沢北 ﾋﾗﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 上田

 7 上野 樹(1) 高校   1,00.10  7 栁澤 陸(1) 高校     59.23 
ｳｴﾉ ﾀﾂｷ 野沢南 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｸ 小諸

[ 3組]

 1 内堀 連(2) 高校     51.73 Q
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾚﾝ 北佐久農高

 2 小林 将大(2) 高校     52.98 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 野沢南

 3 相場 泰彦(1) 高校     53.76 q
ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ 佐久長聖

 4 笠原 渓介(1) 高校     55.63 
ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ 上田

 5 土屋 侃汰(1) 高校     56.60 
ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 小諸

 6 糀 真哉(2) 高校     58.86 
ｺｳｼﾞ ﾏｻﾔ 野沢北

 1 荻原 京介(2) 高校     50.26 
ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ 佐久長聖

 2 町田 一生(2) 高校     51.31 
ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ 岩村田

 3 内堀 連(2) 高校     52.07 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾚﾝ 北佐久農高

 4 花里 翼(1) 高校     52.76 
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 佐久長聖

 5 木内 寛人(2) 高校     53.46 
ｷｳﾁ ﾋﾛﾄ 北佐久農高

 6 小林 将大(2) 高校     53.46 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 野沢南

 7 龍野 准(1) 高校     53.66 
ﾀﾂﾉ ｶｲ 上田千曲高

 8 相場 泰彦(1) 高校     54.20 
ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ 佐久長聖

2  2808

9  1557

3  1874

8  1624

7  1623

6  2801

5  1585

所属名 記録／備考
4  2811

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

5  1540

7  1778

3  2824

4  2808

6  1623

8  1557

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  1775

3  1534

6  1624

氏  名 所属名 記録／備考
2  2811

ﾚｰﾝ

8  1857

7  1582

4  2825

5  1537

3  1561

9  1773
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7  1585
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

男子

４００ｍ

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順所属名 記録／備考 No.



予選 9月14日 10:50
決勝 9月14日 12:50

県高新(KR)        1,48.46
大会新(GR)        2,02.99

[ 1組] [ 2組]

 1 内川 大樹(2) 高校   2,02.68 Q  1 小林 将大(2) 高校   2,05.48 Q
ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 小諸 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 野沢南

 2 中山 智顕(1) 高校   2,05.02 Q  2 笠原 渓介(1) 高校   2,05.67 Q
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 佐久長聖 ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ 上田

 3 木内 寛人(2) 高校   2,06.15 q  3 岩松 敬賀(2) 高校   2,06.94 
ｷｳﾁ ﾋﾛﾄ 北佐久農高 ｲﾜﾏﾂ ｹｲｶﾞ 佐久長聖

 4 林 智哉(1) 高校   2,06.46  4 小林 侃矢(2) 高校   2,07.97 
ﾊﾔｼ ﾄﾓﾔ 野沢北 ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 野沢北

 5 栁澤 航希(2) 高校   2,11.39  5 西嶋 花道(1) 高校   2,14.81 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 上田 ﾆｼｼﾞﾏ ﾊﾅﾐﾁ 丸子修学館

 6 小林 大峰(2) 高校   2,14.43  6 佐藤 玲緒(2) 高校   2,15.16 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾀｶ 岩村田 ｻﾄｳ ﾚｵ 岩村田

 7 宮島 侑希(1) 高校   2,22.51  7 有賀 聡一朗(1) 高校   2,15.17 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 上田 ｱﾘｶﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 上田染谷丘
小林 優矢(2) 高校 大西 宏樹(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 上田西高 ｵｵﾆｼ ﾋﾛｷ 上田千曲高

[ 3組]

 1 小林 達哉(2) 高校   2,02.93 Q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 北佐久農高

 2 荻原 宏崇(2) 高校   2,03.15 Q
ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ 上田東高

 3 安藤 活樹(2) 高校   2,03.42 q
ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾂｷ 上田染谷丘

 4 笹沢 広夢(1) 高校   2,09.59 
ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 小諸

 5 富岡 平(2) 高校   2,10.88 
ﾄﾐｵｶ ﾀｲﾗ 岩村田

 6 山上 淳(1) 高校   2,16.55 
ﾔﾏｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 上田西高

 7 糀 真哉(2) 高校   2,19.53 
ｺｳｼﾞ ﾏｻﾔ 野沢北
小林 諒也(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 佐久長聖

 1 内川 大樹(2) 高校   2,02.44 
ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 小諸

 2 小林 達哉(2) 高校   2,04.02 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 北佐久農高

 3 木内 寛人(2) 高校   2,04.87 
ｷｳﾁ ﾋﾛﾄ 北佐久農高

 4 小林 将大(2) 高校   2,05.20 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ 野沢南

 5 安藤 活樹(2) 高校   2,07.75 
ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾂｷ 上田染谷丘

 6 荻原 宏崇(2) 高校   2,09.20 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ 上田東高

 7 中山 智顕(1) 高校   2,10.10 
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 佐久長聖

 8 笠原 渓介(1) 高校   2,15.49 
ｶｻﾊﾗ ｹｲｽｹ 上田

9  1778
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2  1857
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所属名 記録／備考
7  1701

決勝

順 No. 氏  名
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4  1625

順 No. 氏  名
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男子

８００ｍ

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順所属名 記録／備考 氏  名順 No. 氏  名



決勝 9月13日 13:00

県高新(KR)        3,38.49
大会新(GR)        4,03.28

 1 井上 錬(2) 高校   4,05.29 
ｲﾉｳｴ ﾚﾝ 佐久長聖

 2 児玉 天晴(1) 高校   4,08.44 
ｺﾀﾞﾏ ﾃﾝｾｲ 上田西高

 3 菅原 憲二(2) 高校   4,10.70 
ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 野沢北

 4 小林 達哉(2) 高校   4,11.07 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ 北佐久農高

 5 内川 大樹(2) 高校   4,11.75 
ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 小諸

 6 築舘 陽介(2) 高校   4,12.57 
ﾂｷﾀﾞﾃ ﾖｳｽｹ 佐久長聖

 7 荻原 宏崇(2) 高校   4,14.37 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾀｶ 上田東高

 8 栁澤 航希(2) 高校   4,16.54 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 上田

 9 掛川 萌也(1) 高校   4,22.00 
ｶｹｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 上田西高

10 竹鼻 将生(1) 高校   4,27.35 
ﾀｹﾊﾅ ﾏｻｷ 上田

11 武藤 雅哉(1) 高校   4,31.54 
ﾑﾄｳ ﾏｻﾔ 野沢北

12 山上 淳(1) 高校   4,37.29 
ﾔﾏｶﾞﾐ ｼﾞｭﾝ 上田西高

13 富岡 平(2) 高校   4,39.51 
ﾄﾐｵｶ ﾀｲﾗ 岩村田

14 有賀 聡一朗(1) 高校   4,39.65 
ｱﾘｶﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ 上田染谷丘

15 小平 悟志(1) 高校   4,39.71 
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄｼ 上田

16 岩野 純人(1) 高校   4,43.10 
ｲﾜﾉ ｽﾐﾋﾄ 岩村田

17 笹沢 広夢(1) 高校   4,45.49 
ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ 小諸

18 小山 達之(1) 高校   4,46.07 
ｺﾔﾏ ﾀﾂﾕｷ 野沢北

19 青山 夏樹(1) 高校   4,48.38 
ｱｵﾔﾏ ﾅﾂｷ 岩村田

20 藤森 太一(2) 高校   5,07.49 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲﾁ 丸子修学館

21 和田 明斗(1) 高校   5,09.21 
ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾄ 蓼科
清水 葉(2) 高校
ｼﾐｽﾞ ﾖｳ 小諸
日野 志朗(2) 高校
ﾋﾉ ｼﾛｳ 佐久長聖 欠場

2  1715
欠場

5  1651

19  1891

21  1591

20  1759

8  1538

3  1594

22  2828

23  1766

10  1584

4  1831

7  2789

17  1779

9  1535

15  2788

11  1800

6  1771

18  1649

12  1625

14  1701

13  1541

16  1647

1  2786

男子

１５００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月14日 12:00

県高新(KR)       13,45.23
大会新(GR)       14,57.89

 1 井上 錬(2) 高校  15,02.58 
ｲﾉｳｴ ﾚﾝ 佐久長聖

 2 築舘 陽介(2) 高校  15,08.84 
ﾂｷﾀﾞﾃ ﾖｳｽｹ 佐久長聖

 3 児玉 天晴(1) 高校  15,23.28 
ｺﾀﾞﾏ ﾃﾝｾｲ 上田西高

 4 相馬 崇史(1) 高校  15,48.50 
ｿｳﾏ ﾀｶｼ 佐久長聖

 5 永井 慎也(2) 高校  15,58.94 
ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾔ 丸子修学館

 6 掛川 萌也(1) 高校  16,00.89 
ｶｹｶﾞﾜ ﾄﾓﾔ 上田西高

 7 柳沢 充保(2) 高校  16,17.22 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾂﾔｽ 上田西高

 8 中山 峻弥(2) 高校  16,20.51 
ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 上田

 9 菅原 憲二(2) 高校  16,43.58 
ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 野沢北

10 川中 浩平(2) 高校  16,56.06 
ｶﾜﾅｶ ｺｳﾍｲ 上田

11 内田 知樹(1) 高校  16,57.09 
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ 上田

12 和田 明斗(1) 高校  19,49.05 
ﾜﾀﾞ ﾋﾛﾄ 蓼科
清水 葉(2) 高校
ｼﾐｽﾞ ﾖｳ 小諸
菊池 風希(2) 高校
ｷｸﾁ ﾌｳｷ 岩村田 欠場

5  1715
欠場

7  1588

13  1891

9  1769

11  1780

3  1541

2  1912

1  1772

4  2788

12  1644

6  1756

14  2786

8  1647

10  1649

男子

５０００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月13日 12:00

県高新              14.44
大会新(GR)          16.15

風速 +0.8

 1 坂田 涼輔(1) 高校     16.37 
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 佐久長聖

 2 中沢 悟(2) 高校     17.10 
ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 小諸

 3 清水 泰地(2) 高校     18.38 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 丸子修学館

 4 栁澤 陸(1) 高校     19.63 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｸ 小諸

 5 小林 拓真(1) 高校     19.79 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 上田東高

 6 小須田 健(2) 高校     22.39 
ｺｽﾀﾞ ﾀｹｼ 東御清翔

決勝 9月14日 11:40

県高新(KR)          51.36
大会新(GR)          56.67

[ 1組] [ 2組]

 1 山浦 貫人(2) 高校     57.09  1 中沢 悟(2) 高校     59.39 
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田 ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄﾙ 小諸

 2 相場 泰彦(1) 高校   1,01.21  2 内堀 連(2) 高校   1,01.66 
ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ 佐久長聖 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾚﾝ 北佐久農高

 3 町田 一生(2) 高校   1,01.24  3 武藤 雅哉(1) 高校   1,03.13 
ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ 岩村田 ﾑﾄｳ ﾏｻﾔ 野沢北

 4 小林 侃矢(2) 高校   1,04.33  4 山﨑 創二(2) 高校   1,04.20 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ 野沢北 ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳｼﾞ 上田

 5 小林 大峰(2) 高校   1,05.21  5 栁澤 陸(1) 高校   1,06.53 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾋﾛﾀｶ 岩村田 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｸ 小諸

 6 菊原 崇矢(1) 高校   1,06.69  6 田中 光(1) 高校   1,14.17 
ｷｸﾊﾗ ﾀｶﾔ 野沢南 ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 軽井沢高校

   1 山浦 貫人(2) 高校 岩村田       57.09   1   1
   2 中沢 悟(2) 高校 小諸       59.39   2   1
   3 相場 泰彦(1) 高校 佐久長聖     1,01.21   1   2
   4 町田 一生(2) 高校 岩村田     1,01.24   1   3
   5 内堀 連(2) 高校 北佐久農高     1,01.66   2   2
   6 武藤 雅哉(1) 高校 野沢北     1,03.13   2   3
   7 山﨑 創二(2) 高校 上田     1,04.20   2   4
   8 小林 侃矢(2) 高校 野沢北     1,04.33   1   4
   9 小林 大峰(2) 高校 岩村田     1,05.21   1   5
  10 栁澤 陸(1) 高校 小諸     1,06.53   2   5
  11 菊原 崇矢(1) 高校 野沢南     1,06.69   1   6
  12 田中 光(1) 高校 軽井沢高校     1,14.17   2   6

男子

４００ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順

 1582

4  1585

6  1581

5  2808

No. 氏  名 所属名

9  1559

7  1542

8

5  1623

7  1535

記録／備考
4  2821

ﾚｰﾝ

8  2825

9  1691

6  1776

順位 No. 氏  名 都道府県

タイムレース

順位組
 1581
 2821
 2808

所属名 記録 備考

 1691

 1542
 1582
 2825
 1559

 1585
 1623
 1535
 1776

6  1734

7  2825

5  1801

2  1757

4  2813

3  2821

男子

１１０ｍＨ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月13日 14:10

県高新(KR)        8,57.13
大会新(GR)        9,35.15

 1 永井 慎也(2) 高校   9,51.91 
ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾔ 丸子修学館

 2 丸山 和輝(2) 高校   9,57.42 
ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｷ 佐久長聖

 3 柳沢 充保(2) 高校  10,16.67 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾐﾂﾔｽ 上田西高

 4 西村 涼太(1) 高校  10,22.76 
ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 上田西高

 5 中山 峻弥(2) 高校  10,24.23 
ﾅｶﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 上田

 6 菅原 憲二(2) 高校  10,34.69 
ｽｶﾞﾜﾗ ｹﾝｼﾞ 野沢北

 7 川中 浩平(2) 高校  10,37.62 
ｶﾜﾅｶ ｺｳﾍｲ 上田

 8 内田 知樹(1) 高校  11,00.22 
ｳﾁﾀﾞ ﾄﾓｷ 上田

 9 佐藤 和紀(1) 高校  11,03.96 
ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ 野沢北

10 西嶋 花道(1) 高校  11,22.71 
ﾆｼｼﾞﾏ ﾊﾅﾐﾁ 丸子修学館

11 菊池 風希(2) 高校  11,31.12 
ｷｸﾁ ﾌｳｷ 岩村田

12 清水 葉(2) 高校  11,31.34 
ｼﾐｽﾞ ﾖｳ 小諸

13 岩野 純人(1) 高校  11,37.43 
ｲﾜﾉ ｽﾐﾋﾄ 岩村田
大澤 智樹(1) 高校
ｵｵｻﾜ ﾄﾓｷ 佐久長聖
内川 大樹(2) 高校
ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ 小諸

決勝 9月14日 14:00

県高新(KR)       19,45.72
大会新(GR)       23,18.79

 1 藤森 太一(2) 高校  25,21.52 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲﾁ 丸子修学館

 2 菊池 風希(2) 高校  27,43.78 
ｷｸﾁ ﾌｳｷ 岩村田

 3 西嶋 花道(1) 高校  29,43.20 
ﾆｼｼﾞﾏ ﾊﾅﾐﾁ 丸子修学館

 4 青山 夏樹(1) 高校  31,17.00 
ｱｵﾔﾏ ﾅﾂｷ 岩村田

4  1591

3  1747

2  1588

男子

５０００ｍＷ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  1759

欠場
8  1701

欠場

11  1594

4  1642

10  1715

7  1747

13  1588

1  1537

6  1769

14  1780

15  1541

3  2781

5  1772

12  1912

男子

３０００ｍＳＣ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  1756

2  1652



決勝 9月13日 14:50

県高新(KR)          41.29
大会新(GR)          43.27

[ 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 上田西高  1908 松本 光平(1)     45.59  1   5 岩村田  1583 須藤 稜太(2)     43.05 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 大会新
 2784 藤澤 玄(2)  1581 山浦 貫人(2)

ﾌｼﾞｻﾜ ｹﾞﾝ ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ
 2782 丸山 佑太(2)  1585 町田 一生(2)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ
 1909 増田 凌(1)  1587 柳澤  匠(2)

ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾐ
 2   4 上田千曲高  1875 北村 悠和(1)     47.02  2   4 佐久長聖  2813 坂田 涼輔(1)     43.28 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ ｻｸﾁｮｳｲ ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ
 1874 龍野 准(1)  2801 花里 翼(1)

ﾀﾂﾉ ｶｲ ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ
 1872 須崎 大地(2)  2807 松崎 文弥(1)

ｽｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
 1876 坂口 友輝人(1)  2811 荻原 京介(2)

ｻｶｸﾞﾁ ﾕｷﾄ ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ
 3   8 野沢南  1560 小林 舜(1)     48.51  3   7 北佐久農高  1628 髙橋 俊満(1)     46.05 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ ｷﾀｻｸﾉｳｺｳ ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ
 1557 小林 将大(2)  1627 宮崎 未奈三(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾅﾐ
 1561 上野 樹(1)  1624 木内 寛人(2)

ｳｴﾉ ﾀﾂｷ ｷｳﾁ ﾋﾛﾄ
 1559 菊原 崇矢(1)  1623 内堀 連(2)

ｷｸﾊﾗ ﾀｶﾔ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾚﾝ
  6 丸子修学館  1758 長崎 大悟(2)  4   8 小諸  2822 原田 健太(2)     46.76 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝ ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 失格 ｺﾓﾛ ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ
 1757 清水 泰地(2)  2826 荻原 悠輔(1)

ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ
 1759 藤森 太一(2)  2824 土屋 侃汰(1)

ﾌｼﾞﾓﾘ ﾀｲﾁ ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ
 1747 西嶋 花道(1)  2821 中沢 悟(2)

ﾆｼｼﾞﾏ ﾊﾅﾐﾁ ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄﾙ
  7 上田  1768 清水 陽(1)  5   6 上田染谷丘  1858 若林 隆大(2)     47.43 

ｳｴﾀﾞ ｼﾐｽﾞ ﾖｳ 失格 ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀﾞｲ
 1770 寺島 僚(1)  1857 安藤 活樹(2)

ﾃﾗｼﾏ ﾘｮｳ ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾂｷ
 1767 吉永 雄大(1)  1834 長谷川 直樹(1)

ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ
 1774 野原 尚貴(1)  1831 有賀 聡一朗(1)

ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ ｱﾘｶﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ

   1 岩村田     43.05 大会新 須藤 稜太(2) 山浦 貫人(2) 町田 一生(2) 柳澤  匠(2)   2   1
   2 佐久長聖     43.28 坂田 涼輔(1) 花里 翼(1) 松崎 文弥(1) 荻原 京介(2)   2   2
   3 上田西高     45.59 松本 光平(1) 藤澤 玄(2) 丸山 佑太(2) 増田 凌(1)   1   1
   4 北佐久農高     46.05 髙橋 俊満(1) 宮崎 未奈三(1) 木内 寛人(2) 内堀 連(2)   2   3
   5 小諸     46.76 原田 健太(2) 荻原 悠輔(1) 土屋 侃汰(1) 中沢 悟(2)   2   4
   6 上田千曲高     47.02 北村 悠和(1) 龍野 准(1) 須崎 大地(2) 坂口 友輝人(1)   1   2
   7 上田染谷丘     47.43 若林 隆大(2) 安藤 活樹(2) 長谷川 直樹(1) 有賀 聡一朗(1)   2   5
   8 野沢南     48.51 小林 舜(1) 小林 将大(2) 上野 樹(1) 菊原 崇矢(1)   1   3

備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2

男子

４×１００ｍＲ

決勝

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録



決勝 9月14日 15:00

県高新(KR)        3,15.32
大会新(GR)        3,21.26

[ 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   6 上田西高  1909 増田 凌(1)   3,37.60  1   4 佐久長聖  2807 松崎 文弥(1)   3,27.32 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ﾏｽﾀﾞ ﾘｮｳ ｻｸﾁｮｳｲ ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ
 2782 丸山 佑太(2)  2808 相場 泰彦(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ ｱｲﾊﾞ ﾔｽﾋｺ
 1908 松本 光平(1)  2801 花里 翼(1)

ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ
 2784 藤澤 玄(2)  2811 荻原 京介(2)

ﾌｼﾞｻﾜ ｹﾞﾝ ｵｷﾞﾜﾗ ｷｮｳｽｹ
 2   5 小諸  2822 原田 健太(2)   3,38.03  2   5 岩村田  1592 佐塚 一馬(1)   3,32.24 

ｺﾓﾛ ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ
 2821 中沢 悟(2)  1587 柳澤  匠(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ｻﾄﾙ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾀｸﾐ
 2828 笹沢 広夢(1)  1583 須藤 稜太(2)

ｻｻｻﾞﾜ ﾋﾛﾑ ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ
 1701 内川 大樹(2)  1585 町田 一生(2)

ｳﾁｶﾜ ﾀﾞｲｷ ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ
 3   4 上田染谷丘  1834 長谷川 直樹(1)   3,50.90  3   3 北佐久農高  1623 内堀 連(2)   3,42.24 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾊｾｶﾞﾜ ﾅｵｷ ｷﾀｻｸﾉｳｺｳ ｳﾁﾎﾞﾘ ﾚﾝ
 1857 安藤 活樹(2)  1624 木内 寛人(2)

ｱﾝﾄﾞｳ ｶﾂｷ ｷｳﾁ ﾋﾛﾄ
 1858 若林 隆大(2)  1625 小林 達哉(2)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀﾞｲ ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾂﾔ
 1831 有賀 聡一朗(1)  1627 宮崎 未奈三(1)

ｱﾘｶﾞ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾅﾐ
 4   8 野沢南  1561 上野 樹(1)   3,56.05  4   6 野沢北  1534 林 智哉(1)   3,44.80 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐ ｳｴﾉ ﾀﾂｷ ﾉｻﾞﾜｷﾀ ﾊﾔｼ ﾄﾓﾔ
 1559 菊原 崇矢(1)  1535 武藤 雅哉(1)

ｷｸﾊﾗ ﾀｶﾔ ﾑﾄｳ ﾏｻﾔ
 1560 小林 舜(1)  1537 佐藤 和紀(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ ｻﾄｳ ｶｽﾞｷ
 1557 小林 将大(2)  1542 小林 侃矢(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ ｺﾊﾞﾔｼ ﾅｵﾔ
 5   7 上田千曲高  1872 須崎 大地(2)   3,57.09  5   7 上田  1773 箕輪 朋晃(2)   3,46.91 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ｽｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ ｳｴﾀﾞ ﾐﾉﾜ ﾄﾓｱｷ
 1874 龍野 准(1)  1768 清水 陽(1)

ﾀﾂﾉ ｶｲ ｼﾐｽﾞ ﾖｳ
 1875 北村 悠和(1)  1767 吉永 雄大(1)

ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ ﾖｼﾅｶﾞ ﾕｳﾀﾞｲ
 1876 坂口 友輝人(1)  1775 平田 宗一郎(1)

ｻｶｸﾞﾁ ﾕｷﾄ ﾋﾗﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ
 6   8 丸子修学館  1758 長崎 大悟(2)   3,52.78 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｸｶﾝ ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ
 1757 清水 泰地(2)

ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ
 1747 西嶋 花道(1)

ﾆｼｼﾞﾏ ﾊﾅﾐﾁ
 1748 海野 龍一(1)

ｳﾝﾉ ﾘｭｳｲﾁ

   1 佐久長聖   3,27.32 松崎 文弥(1) 相場 泰彦(1) 花里 翼(1) 荻原 京介(2)   2   1
   2 岩村田   3,32.24 佐塚 一馬(1) 柳澤  匠(2) 須藤 稜太(2) 町田 一生(2)   2   2
   3 上田西高   3,37.60 増田 凌(1) 丸山 佑太(2) 松本 光平(1) 藤澤 玄(2)   1   1
   4 小諸   3,38.03 原田 健太(2) 中沢 悟(2) 笹沢 広夢(1) 内川 大樹(2)   1   2
   5 北佐久農高   3,42.24 内堀 連(2) 木内 寛人(2) 小林 達哉(2) 宮崎 未奈三(1)   2   3
   6 野沢北   3,44.80 林 智哉(1) 武藤 雅哉(1) 佐藤 和紀(1) 小林 侃矢(2)   2   4
   7 上田   3,46.91 箕輪 朋晃(2) 清水 陽(1) 吉永 雄大(1) 平田 宗一郎(1)   2   5
   8 上田染谷丘   3,50.90 長谷川 直樹(1) 安藤 活樹(2) 若林 隆大(2) 有賀 聡一朗(1)   1   3
   9 丸子修学館   3,52.78 長崎 大悟(2) 清水 泰地(2) 西嶋 花道(1) 海野 龍一(1)   2   6
  10 野沢南   3,56.05 上野 樹(1) 菊原 崇矢(1) 小林 舜(1) 小林 将大(2)   1   4
  11 上田千曲高   3,57.09 須崎 大地(2) 龍野 准(1) 北村 悠和(1) 坂口 友輝人(1)   1   5

備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2

男子

４×４００ｍＲ

決勝

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録



決勝 9月14日 10:10

県高新(KR)           2.17
大会新(GR)           2.01

山浦 貫人(2) 高校
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田
箕輪 朋晃(2) 高校
ﾐﾉﾜ ﾄﾓｱｷ 上田
寺島 僚(1) 高校
ﾃﾗｼﾏ ﾘｮｳ 上田
高見沢 草太(1) 高校
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田
須藤 稜太(2) 高校
ｽﾄﾞｳ ﾘｮｳﾀ 岩村田
坂口 友輝人(1) 高校
ｻｶｸﾞﾁ ﾕｷﾄ 上田千曲高

決勝 9月13日 12:00

県高新(KR)           7.61
大会新(GR)           7.14

清水 泰地(2) 高校    X   6.42   6.75   6.70   6.80   6.80    6.80 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 丸子修学館   +2.8   +1.6   +2.6   +1.1   -0.1    +1.1
神田 優人(1) 高校    X   5.88   5.77   6.06   5.79   5.91    6.06 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩村田   +2.9   +0.7   +1.5    0.0   +0.6    +1.5
土屋  巧(1) 高校   5.96   5.99   5.93    X   5.99    X    5.99 
ﾂﾁﾔ ﾀｸﾐ 野沢北   +1.0   +2.1   -0.4   +0.4    +2.1
藤澤 玄(2) 高校   5.68   5.74   5.66   5.79    -   5.73    5.79 
ﾌｼﾞｻﾜ ｹﾞﾝ 上田西高   -0.1   +0.1   -1.1   +4.5   +0.6    +4.5
山口 智也(1) 高校   4.91   5.69    -   4.15    X   3.95    5.69 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 岩村田   +0.4   +1.8   +1.5   +1.8    +1.8
松本 光平(1) 高校   5.33   5.51   5.61   5.57    X    -    5.61 
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 上田西高   +1.7   +0.9   +1.3   +1.4    +1.3
原田 健太(2) 高校    X   5.19   5.37   5.02   5.49    X    5.49 
ﾊﾗﾀﾞ ｹﾝﾀ 小諸   +1.3   +0.9   +2.6   +0.5    +0.5
平田 宗一郎(1) 高校   4.54   5.36   4.90   4.79    X   5.11    5.36 
ﾋﾗﾀ ｿｳｲﾁﾛｳ 上田   +0.4   -0.5   +3.3   +0.3   +1.3    -0.5
小林 舜(1) 高校    X   5.08   4.81    5.08 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 野沢南   +0.2   +2.3    +0.2
坂口 友輝人(1) 高校   4.21   4.61   4.60    4.61 
ｻｶｸﾞﾁ ﾕｷﾄ 上田千曲高   +0.6   +0.2   +0.8    +0.2
田中 光(1) 高校    X   4.46   4.20    4.46 
ﾀﾅｶ ﾋｶﾙ 軽井沢高校   -0.3   +0.6    -0.3
山﨑 創二(2) 高校 欠場
ﾔﾏｻﾞｷ ｿｳｼﾞ 上田
花里 翼(1) 高校 欠場
ﾊﾅｻﾞﾄ ﾂﾊﾞｻ 佐久長聖

3  1776

7  2801

10 4  1876

11 2  1691

8 1  1775

9 5  1560

6 8  1908

7 6  2822

4 11  2784

5 10  1590

2 12  1589

3 9  1539

記録 備考
1 13  1757

-3- -4- -5- -6-

男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

 1.40

 1.50

 1.45

6 2  1876
XXO XXX

5 1  1583
XO O XXX

 1.60

 1.50

4 4  1593
O O XXO XXX

3 5  1770
XO XO O XXX

XXX

 1.80

2 3  1773
- O O O XXO

O O O O

1m80 1m831m70 1m75

XXX
1 6  1581

- - - - -

記録 備考1m40 1m45 1m50 1m55 1m60 1m65

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名



決勝 9月14日 13:20

県高新(KR)          15.58
大会新(GR)          14.63

清水 泰地(2) 高校  12.49  13.52  13.32  13.04  13.46  13.29   13.52 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲﾁ 丸子修学館   +0.5   +1.5   +0.7   +0.5   +0.4   -0.1    +1.5
神田 優人(1) 高校  11.99    X    -    -    -    -   11.99 
ｶﾝﾀﾞ ﾕｳﾄ 岩村田   +0.7    +0.7
藤澤 玄(2) 高校    X   9.78  11.29  11.41  11.57    -   11.57 
ﾌｼﾞｻﾜ ｹﾞﾝ 上田西高   +1.2   +1.5   +0.2   +0.9    +0.9
町田 一生(2) 高校    X    X  10.16    -    -    -   10.16 
ﾏﾁﾀﾞ ｶｽﾞｷ 岩村田   +2.1    +2.1
松本 光平(1) 高校    X    X    X    X   9.80   9.79    9.80 
ﾏﾂﾓﾄ ｺｳﾍｲ 上田西高   +0.7   -0.4    +0.7
小林 舜(1) 高校   9.74   9.70    X   9.64   9.25   9.70    9.74 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭﾝ 野沢南   +2.5   +0.3   +0.3   +1.0   +0.5    +2.5

6 4  1560

4 3  1585

5 1  1908

2 5  1589

3 2  2784

記録 備考
1 6  1757

-3- -4- -5- -6-

男子

三段跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月13日 11:00

県高新(KR)          14.59
大会新(GR)          11.48

松崎 文弥(1) 高校
ﾏﾂｻﾞｷ ﾌﾐﾔ 佐久長聖
長崎 大悟(2) 高校
ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 丸子修学館
坂田 涼輔(1) 高校
ｻｶﾀ ﾘｮｳｽｹ 佐久長聖
丸山 佑太(2) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 上田西高
北村 悠和(1) 高校
ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 上田千曲高
中田 凌平(1) 高校
ﾅｶﾀ ﾘｮｳﾍｲ 小諸
小山 達之(1) 高校
ｺﾔﾏ ﾀﾂﾕｷ 野沢北
土屋 侃汰(1) 高校
ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 小諸
内海 常規(2) 高校
ｳﾂﾐ ﾂﾈﾉﾘ 上田西高
山浦 翔(1) 高校
ﾔﾏｳﾗ ｼｮｳ 北佐久農高
小須田 健(2) 高校
ｺｽﾀﾞ ﾀｹｼ 東御清翔

決勝 9月13日 10:00

県高新(KR)          45.21
大会新(GR)          37.83

長崎 大悟(2) 高校
ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 丸子修学館
若林 隆大(2) 高校
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀﾞｲ 上田染谷丘
菊原 崇矢(1) 高校
ｷｸﾊﾗ ﾀｶﾔ 野沢南
丸山 佑太(2) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 上田西高
髙橋 俊満(1) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ 北佐久農高
宮崎 未奈三(1) 高校
ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾅﾐ 北佐久農高
富岡 平(2) 高校
ﾄﾐｵｶ ﾀｲﾗ 岩村田
内海 常規(2) 高校
ｳﾂﾐ ﾂﾈﾉﾘ 上田西高
海野 龍一(1) 高校 欠場
ｳﾝﾉ ﾘｭｳｲﾁ 丸子修学館

男子

円盤投(1.750kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  O   X

-3- -4- -5- -6-

  O   X

記録 備考
1 7  1758

  O   O 32.37

  O   O

  X  32.37 

2 8  1858
28.82   O   O

  O   O

  X  28.82 

3 5  1559
22.99   O   O

  O   O

25.15  25.15 

4 6  2782
  X 24.99   O

  O   O

  O  24.99 

5 2  1628
  O   O 22.74

  O   O

  O  22.74 

6 4  1627
20.31   O   O

  O 14.07

20.89  20.89 

7 3  1584
  O   X 17.36 18.38  18.38 

8 1  1915
12.71   X   X   X  14.07 

9  1748

  5.74 

  6.00 

11 4  1734
 5.74  5.46  5.06

  6.48 

10 1  1629
 5.87  5.64  6.00

 7.12   7.36 

9 2  1915
 6.48  6.31  6.03

 7.18   7.36 

8 11  2824
 6.27  6.99  7.10  6.83  7.36

 6.68   7.48 

7 8  1538
 6.98  7.01  7.25  5.74  7.36

 6.58   7.66 

6 3  2827
 7.48  6.99  7.41  7.02  7.02

  X   8.63 

5 5  1875
 6.69  7.66  7.42  7.07  7.04

  -   8.64 

4 10  2782
 7.61  8.55  8.63   X  7.42

 8.89   8.90 

3 6  2813
 8.07  8.64   -   -   -

 9.51   9.91 

2 7  1758
 8.90  8.35   X   X  8.77

記録 備考
1 9  2807

  -   -  9.91  9.37  9.59

-3- -4- -5- -6-

男子

砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月12日 16:00

県高新(KR)          57.29
大会新(GR)          50.48

海野 龍一(1) 高校
ｳﾝﾉ ﾘｭｳｲﾁ 丸子修学館
髙橋 俊満(1) 高校
ﾀｶﾊｼ ﾄｼﾐﾂ 北佐久農高
北村 悠和(1) 高校
ｷﾀﾑﾗ ﾋﾛｶｽﾞ 上田千曲高
佐藤 玲緒(2) 高校
ｻﾄｳ ﾚｵ 岩村田
小須田 健(2) 高校
ｺｽﾀﾞ ﾀｹｼ 東御清翔

決勝 9月14日 13:00

県高新(KR)          62.58
大会新(GR)          57.42

長崎 大悟(2) 高校
ﾅｶﾞｻｷ ﾀﾞｲｺﾞ 丸子修学館
若林 隆大(2) 高校
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾘｭｳﾀﾞｲ 上田染谷丘
海野 龍一(1) 高校
ｳﾝﾉ ﾘｭｳｲﾁ 丸子修学館
佐塚 一馬(1) 高校
ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ 岩村田
荻原 悠輔(1) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸
須崎 大地(2) 高校
ｽｻﾞｷ ﾀﾞｲﾁ 上田千曲高
丸山 佑太(2) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳﾀ 上田西高
土屋 侃汰(1) 高校
ﾂﾁﾔ ｶﾝﾀ 小諸
佐藤 玲緒(2) 高校
ｻﾄｳ ﾚｵ 岩村田
宮崎 未奈三(1) 高校
ﾐﾔｻﾞｷ ﾐﾅﾐ 北佐久農高
原 大晴(1) 高校
ﾊﾗ ﾀｲｾｲ 佐久長聖

 24.56 

 28.96 

11 1  2810
24.56   O   O

 30.91 

10 2  1627
  O 28.96   O

  O  31.48 

9 9  1586
  X 30.91   X

  X  33.76 

8 4  2824
  O   O 31.43   O 31.48

  X  35.31 

7 3  2782
33.76   O   X   O   O

  O  37.39 

6 7  1872
  X 35.31   O   O   X

  O  38.96 

5 6  2826
37.39   O   O   O   X

  O  41.51 

4 5  1592
38.96   O   O   O   X

  O  49.75 

3 8  1748
  O 41.05   O 41.51   O

50.59  50.59 

2 10  1858
  X   O 49.75   X   X

記録 備考
1 11  1758

47.31   -   O   O   -

-3- -4- -5- -6-

男子

やり投(0.800kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

男子

ハンマー投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

  O   O

-3- -4- -5- -6-

  O   O

記録 備考
1 5  1748

  O 24.09   O

14.99   O

  O  24.09 

2 4  1628
  O   X 22.71

  O 14.16

  O  22.71 

3 1  1875
  O 14.62   X

  O   O

  O  14.99 

4 2  1586
  X   O 13.71

 7.47   7.47 

  O  14.16 

5 3  1734
  O  6.24   O



決勝 9月13日 11:20

県高新              10.32
大会新              11.30

風速

山口 智也(1) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓﾔ 岩村田

決勝 9月13日 10:30

県高新              46.98
大会新              49.86

中山 智顕(1) 高校
ﾅｶﾔﾏ ﾄﾓｱｷ 佐久長聖
小林 諒也(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾔ 佐久長聖

決勝 9月14日 11:00

県高新            1,48.46
大会新            2,02.99

 1 岩野 純人(1) 高校   2,19.54 
ｲﾜﾉ ｽﾐﾋﾄ 岩村田

 2 青山 夏樹(1) 高校   2,23.98 
ｱｵﾔﾏ ﾅﾂｷ 岩村田

 3 原 大晴(1) 高校   2,24.05 
ﾊﾗ ﾀｲｾｲ 佐久長聖

2  2810

1  1594

3  1591

ｵｰﾌﾟﾝ男子

８００ｍ

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

記録／備考

欠場

2  2809

1  2812

No. 氏  名

ｵｰﾌﾟﾝ男子

４００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

所属名 記録／備考
1  1590

欠場

ｵｰﾌﾟﾝ男子

１００ｍ

決勝

順 ﾚｰﾝ



決勝 9月13日 10:45

県高新            3,38.49
大会新            4,03.28

 1 丸山 和輝(2) 高校   4,13.08 
ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｷ 佐久長聖

 2 水上 優斗(2) 高校   4,14.58 
ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳﾄ 佐久長聖

 3 内田 光(1) 高校   4,19.94 
ｳﾁﾀﾞ ﾋｶﾙ 佐久長聖

 4 相馬 崇史(1) 高校   4,26.46 
ｿｳﾏ ﾀｶｼ 佐久長聖

 5 小林 諒汰(2) 高校   4,29.38 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 上田西高

 6 箱山 陸人(2) 高校   4,31.98 
ﾊｺﾔﾏ ﾘｸﾄ 佐久長聖

 7 岩松 敬賀(2) 高校   4,32.52 
ｲﾜﾏﾂ ｹｲｶﾞ 佐久長聖

 8 北島 翔吾(1) 高校   4,37.44 
ｷﾀｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 上田西高

 9 宮島 侑希(1) 高校   4,54.11 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 上田
小林 優矢(2) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾔ 上田西高
小林 海仁(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 佐久長聖
山口 航大(1) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 佐久長聖
大澤 智樹(1) 高校
ｵｵｻﾜ ﾄﾓｷ 佐久長聖

決勝 9月14日 12:10

県高新           13,45.23
大会新           14,57.89

 1 丸山 和輝(2) 高校  15,05.61 
ﾏﾙﾔﾏ ｶｽﾞｷ 佐久長聖

 2 水上 優斗(2) 高校  15,42.93 
ﾐｽﾞｶﾐ ﾕｳﾄ 佐久長聖

 3 内田 光(1) 高校  16,21.53 
ｳﾁﾀﾞ ﾋｶﾙ 佐久長聖

 4 小林 諒汰(2) 高校  16,52.13 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 上田西高

 5 西村 涼太(1) 高校  16,53.78 
ﾆｼﾑﾗ ﾘｮｳﾀ 上田西高

 6 竹鼻 将生(1) 高校  16,59.16 
ﾀｹﾊﾅ ﾏｻｷ 上田

 7 北島 翔吾(1) 高校  17,08.54 
ｷﾀｼﾞﾏ ｼｮｳｺﾞ 上田西高

 8 小平 悟志(1) 高校  17,36.14 
ｺﾀﾞｲﾗ ｻﾄｼ 上田
日野 志朗(2) 高校
ﾋﾉ ｼﾛｳ 佐久長聖
山口 航大(1) 高校
ﾔﾏｸﾞﾁ ｺｳﾀﾞｲ 佐久長聖
大澤 智樹(1) 高校
ｵｵｻﾜ ﾄﾓｷ 佐久長聖
小林 海仁(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 佐久長聖
箱山 陸人(2) 高校
ﾊｺﾔﾏ ﾘｸﾄ 佐久長聖
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順 No. 氏  名 所属名



決勝 9月13日 10:15

風速 +1.8

 1 山浦 貫人(2) 高校 11.14(830)
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田

 2 佐塚 一馬(1) 高校 11.98(655)
ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ 岩村田

 3 荻原 悠輔(1) 高校 12.20(612)
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸

 4 高見沢 草太(1) 高校 12.27(599)
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田

 5 野原 尚貴(1) 高校 12.48(560)
ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 上田

 6 小林 拓真(1) 高校 12.67(525)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 上田東高

 1 山浦 貫人(2) 高校 50.84(776)
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田

 2 佐塚 一馬(1) 高校 53.17(674)
ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ 岩村田

 3 荻原 悠輔(1) 高校 56.95(523)
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸

 4 高見沢 草太(1) 高校 58.13(479)
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田

 5 野原 尚貴(1) 高校 59.15(443)
ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 上田

 6 小林 拓真(1) 高校 1,04.25(280)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 上田東高

 1 山浦 貫人(2) 高校 4,41.15(673)
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田

 2 佐塚 一馬(1) 高校 4,44.85(650)
ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ 岩村田

 3 野原 尚貴(1) 高校 4,58.09(571)
ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 上田

 4 高見沢 草太(1) 高校 5,16.97(466)
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田

 5 荻原 悠輔(1) 高校 5,17.14(465)
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸

 6 小林 拓真(1) 高校 5,31.88(390)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 上田東高

決勝 9月14日 10:00

風速 +0.7

 1 山浦 貫人(2) 高校 16.12(719)
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田

 2 野原 尚貴(1) 高校 19.46(393)
ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 上田

 3 小林 拓真(1) 高校 20.01(348)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 上田東高

 4 荻原 悠輔(1) 高校 20.12(340)
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸

 5 佐塚 一馬(1) 高校 21.62(232)
ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ 岩村田

 6 高見沢 草太(1) 高校 22.25(193)
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田
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決勝 9月14日 12:00

県高新               2.17
大会新               2.01

1m80
山浦 貫人(2) 高校 - - - - - - - O XO XXO
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田 XXX (585)
高見沢 草太(1) 高校 - - O O O XXX
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田 (389)
荻原 悠輔(1) 高校 - O O XO XXX
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸 (352)
野原 尚貴(1) 高校 O O O XXX
ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 上田 (317)
小林 拓真(1) 高校 O XO XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 上田東高 (283)
佐塚 一馬(1) 高校 O XXX
ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ 岩村田 (250)

決勝 9月13日 11:00

山浦 貫人(2) 高校   6.15   6.06   6.12    6.15 
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田   +3.2   -1.8   +0.6    +3.2 (619)
佐塚 一馬(1) 高校   5.31   5.19   5.60    5.60 
ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ 岩村田   +0.6   +0.5   +1.2    +1.2 (502)
野原 尚貴(1) 高校   5.24   5.36   4.76    5.36 
ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 上田   +1.4   +0.4   +1.1    +0.4 (453)
高見沢 草太(1) 高校    X   5.19   5.36    5.36 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田   -0.2   +1.0    +1.0 (453)
荻原 悠輔(1) 高校    X   5.23    X    5.23 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸   -1.1    -1.1 (427)
小林 拓真(1) 高校   4.66   4.54   4.56    4.66 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 上田東高   +1.8   -0.5   +0.6    +1.8 (319)

決勝 9月13日 12:40

山浦 貫人(2) 高校
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田 (407)
荻原 悠輔(1) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸 (359)
小林 拓真(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 上田東高 (279)
野原 尚貴(1) 高校
ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 上田 (274)
高見沢 草太(1) 高校
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田 (244)
佐塚 一馬(1) 高校
ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ 岩村田 (229)

決勝 9月14日 11:00

八種やり投

佐塚 一馬(1) 高校
ｻﾂｶ ｶｽﾞﾏ 岩村田 (430)
荻原 悠輔(1) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾕｳｽｹ 小諸 (371)
山浦 貫人(2) 高校
ﾔﾏｳﾗ ｶﾝﾄ 岩村田 (351)
野原 尚貴(1) 高校
ﾉﾊﾗ ﾅｵｷ 上田 (124)
高見沢 草太(1) 高校
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｿｳﾀ 岩村田 (118)
小林 拓真(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｸﾏ 上田東高 (  0)
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