
　 第６８回全信州陸上競技大会　記録集

　 　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
　 　期日　平成２８年(２０１６年)１０月８日(土)

　審判長　細田完二(トラック)，中條延太郎(フィールド)
　記録主任　山野井宏彰

　気象状況

時刻 天候 風 気温 湿度
 9:00 くもり 東南東   0.9m/sec.  22.0 ℃  64.0 %

10:00 くもり 東南東   1.2m/sec.  24.0 ℃  64.0 %
11:00 くもり 南東   0.5m/sec.  25.0 ℃  68.0 %
12:00 くもり 南東   1.1m/sec.  24.0 ℃  62.0 %
13:00 くもり 南東   1.0m/sec.  25.0 ℃  60.0 %
14:00 くもり 東南東   1.3m/sec.  25.0 ℃  54.0 %
15:00 くもり 東南東   1.5m/sec.  24.0 ℃  54.0 %
16:00 晴れ 東   1.8m/sec.  23.0 ℃  54.0 %

　本大会で樹立した記録

クラス・種目 ラウンド 選手名(学年) クラス・所属 記録 風力

小学男子 60m 決勝 古賀 琥太郎(3) 小学･上田JSC 10.2   0.0 大会新

小学男子 100m 予選 木藤 海流(6) 小学･千曲小 13.2 +1.7 大会タイ

女子 棒高跳 決勝 小林 奏(2) 高校･佐久長聖高 3m20 大会新

小学女子 60m 決勝 大森 玲花(3) 小学･軽井沢A&AC 9.9  +0.5 大会新

小学女子 100m 決勝 大森 里香(6) 小学･軽井沢A&AC 14.1  +0.4 大会新

小学女子 100m 決勝 佐伯 風帆(5) 小学･軽井沢A&AC 14.5  +0.4 大会ﾀｲ
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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

10/08 男子  +1.9藤村 知季(3) 11.3 小林 涼真(3) 11.3 山下 幹生(1) 11.7 森村 一真(2) 11.8 伊豆 裕太(2) 11.8 松橋 建(1) 12.0 丸山 健一 12.1
100m 中学･芦原中 中学･芦原中 高校･上田高 高校･丸子修学館高 高校･丸子修学館高 高校･長野工高 一般･長野市陸協

10/08 松山 周平(2) 55.4 森村 一真(2) 56.6 山田 嵩大(1) 56.9 小泉 雅樹(1) 58.2
400m 高校･北部高 高校･丸子修学館高 高校･長野工高 高校･上田高

10/08 泉 継道 4,15.4 宮下 輝一(2) 4,20.4 堀内 魁斗(2) 4,23.1 佐藤 諒真(2) 4,36.1 小宮山 貴大(1) 4,38.2 青木 優斗(2) 4,41.7 小金沢 勇貴(1) 4,50.8 小林 将弥(1) 4,55.4
1500m 一般･上水内郡陸協 高校･上田染谷丘高 高校･佐久平総合高 高校･佐久平総合高 高校･上田千曲高 高校･上田千曲高 高校･佐久平総合高 高校･佐久平総合高

10/08 北村 翼(2) 16,19.9 米山 祐貴(6) 16,29.7 轟 暁光(4) 17,52.9 横井 駿太(2) 19,06.6 佐藤 開都(3) 20,33.9
5000m 高校･上田染谷丘高 一般･信大 一般･信大 高校･丸子修学館高 高校･箕輪進修高

10/08  +1.3中村 妥偉也(2) 17.9
110mH 高校･長野工高

10/08 松岡 治人 1.70 中路 星耀(2) 1.65 成田 充(2) 1.55
走高跳 一般･長野市陸協 高校･箕輪進修高 高校･上田高

10/08 小山吉明
棒高跳 一般･須坂陸協

10/08 丸山 健一 6.31(+2.1) 梅田 隼人(2) 6.07(+1.7) 井出 直哉(1) 5.97(+1.9) 荒井 滉司(2) 5.94(+0.8) 上原 拓(1) 5.84(+0.9) 本戸 友晴(2) 5.81(+0.4) 成田 充(2) 5.74(+1.6) 佐々木悠登(1)5.69(+0.4)
走幅跳 一般･長野市陸協 高校･佐久平総合高 高校･小諸 高校･北部高 高校･上田染谷丘高 高校･北部高 高校･上田高 高校･野沢南高

10/08 丸山 健一 13.69(+2.0) 金子 司 13.49(+1.0) 泉 継道 12.15(+1.2) 日馬 正貴 12.12(+1.1) 岩井 遼太郎(1)11.77(+1.7) 梅田 隼人(2)11.37(+0.6) 原 祐(2) 10.88(+1.2) 髙木 涼(1) 10.11(+0.5)
三段跳 一般･長野市陸協 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 一般･上水内郡陸協 一般･安曇野陸協 高校･上田高 高校･佐久平総合高 高校･野沢南高 高校･上田千曲高

10/08 上原 隆伸 11.46 荻原 翼(2) 9.98
砲丸投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校･佐久平総合高

10/08 上原 隆伸 35.53 中村 郁弥(2) 30.67 荻原 翼(2) 27.88 原 祐(2) 25.54 土屋 瑞希(1) 23.30
円盤投 一般･ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野 高校･丸子修学館高 高校･佐久平総合高 高校･野沢南高 高校･東御清翔

10/08 伊豆 裕太(2) 51.57 高木 翔(2) 48.36 吉池 真緋呂(2) 48.15 中村 郁弥(2) 46.35 山本 健太郎 42.89 森 望(2) 40.67 中村 妥偉也(2) 37.59 小林 篤央(1) 36.60
やり投 高校･丸子修学館高 高校･北部高 高校･長野工高 高校･丸子修学館高 一般･上田陸協 高校･小諸 高校･長野工高 高校･上田高

10/08 上田染谷丘高   11,43.5 佐久平総合高   11,46.5 上田高    11,52.6 
4x1000mR 上原 拓(1) 小林 将弥(1) 成田 充(2)

宮下 輝一(2) 小金沢 勇貴(1) 竹内 力哉(2)
重田 隆明(1) 佐藤 諒真(2) 小泉 雅樹(1)
北村 翼(2) 堀内 魁斗(2) 阿藤 紘己(1)

10/08 中学男子  +0.4堀込 碧(3) 11.8 永井 颯太(2) 12.1 遠西 孝哲(3) 12.2 渡辺 大翔(3) 12.2 青木 陸哉(3) 12.6 伊藤 司騎(1) 12.7 上野 太暉(3) 12.8
100m 中学･野沢中 中学･小諸東中 中学･上田第三 中学･上田第三 中学･上田第三 中学･望月AC 中学･望月AC

10/08 土赤 本気(1) 10,26.0 手塚 智也(2) 10,41.1 山浦 健(1) 10,44.1 掛川 祐貴(1) 10,45.9 関 隆彰(2) 10,57.8 尾沼 優(1) 11,01.1 田口 紫音(1) 11,02.6 清水 海地(3) 11,16.1
3000m 中学･小諸東中 中学･上田第四中 中学･上田第六 中学･芦原中 中学･丸子北中 中学･上田第五中 中学･芦原中 中学･上田第五中

10/08 井出 紋次郎(2) 1.60 野澤 一揮(2) 1.55 竹内 友哉(2) 1.50 中村 洋平(1) 1.45
走高跳 中学･小諸東中 中学･小諸東中 中学･東北中 中学･望月AC

10/08 石坂 巽海(3) 3.40 中村 勇海(2) 3.10 宮下 晴海(2) 3.10 西 智也(2) 中学･上田第五中 2.40 片桐 岳(2) 2.20 今野 駿太(1) 1.80 村木 竜馬(1) 1.80
棒高跳 中学･常盤中 中学･常盤中 中学･常盤中 栁田 彩人(2) 中学･上田第五中 中学･軽井沢A&AC 中学･軽井沢A&AC 中学･上田第五中

10/08 井出紋次郎(2)5.89(+0.3) 上野 太暉(3) 5.82(+0.9) 矢花 竜也(2) 5.65(+2.1) 伊藤 司騎(1) 5.42(+1.7) 渡辺 大翔(3) 5.36(+1.2) 藤村 知季(3) 5.13(+0.6) 小林 秀平(2) 4.98(+0.8) 細田 夏希(2) 4.95(+0.4)
走幅跳 中学･小諸東中 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･上田第三 中学･芦原中 中学･東北中 中学･上田第四中

10/08 久保川 優士(2) 10.45 中澤 友希(2) 9.78 土屋 海斗(1) 8.20 吉田 真輝(2) 8.15 笹沢 竜叶(2) 6.71 佐々木 優麻(2) 6.58 金澤 拓夢(1) 6.42 工藤 未来翔(2) 6.31
砲丸投 中学･丸子北中 中学･芦原中 中学･上田第五中 中学･東北中 中学･丸子中 中学･佐久東 中学･芦原中 中学･丸子北中

10/08 佐久東    13,00.2 上田第五中(A)   13,04.0 ﾄｳﾎｸﾁｭｳ    13,08.6 小諸東中    13,20.7 芦原中    14,07.9 望月AC    14,45.9 上田第五中(B)   15,00.6 丸子中    15,04.8 
4x1000mR 小澤 優希(2) 清水 海地(3) 小林 秀平(2) 町田 駿(2) 金澤 拓夢(1) 矢花 竜也(2) 栁田 彩人(2) 瀬切 悠気(2)

中澤 颯太(2) 森本 翔馬(3) 泉 丈輔(2) 土屋 由木(1) 漆原 奏哉(1) 上野 太暉(3) 西 智也(2) 中山 悠(1)
佐々木 優麻(2) 土屋 諒(3) 竹内 友哉(2) 塚田 響(2) 中澤 友希(2) 中村 洋平(1) 滝沢 諒(1) 箱山 大夢(2)
田嶋 聡哲(2) 尾沼 優(1) 原田 直輝(2) 横須賀 大翼(1) 掛川 祐貴(1) 伊藤 司騎(1) 土屋 海斗(1) 関 舜太(2)

10/08 小学1･2･3年 堀 竜之介(3) 29.92 堀内 侑李(3) 29.64 小林 美海(3) 27.89 南澤 侑吾(2) 27.14 中屋 大和(3) 24.30 金井 楓空(3) 19.22
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･長野市教室 小学･真田ﾏﾗｿﾝ教室 小学･望月AC 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･真田ﾏﾗｿﾝ教室 小学･上田JSC

10/08 小学4･5･6年 石原 虹貴(6) 52.64 手塚 嵐太(6) 47.87 横沢 真士(6) 45.84 菊地 祐吾(6) 44.37 竹内 大智(5) 44.28 木村 伊吹(6) 43.90 菊池 優介(5) 43.34 黒澤 佑樹(5) 40.54
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･真田ﾏﾗｿﾝ教室 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･真田ﾏﾗｿﾝ教室 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･上田JSC 小学･T&F佐久平 小学･T&F佐久平 小学･御代田南

10/08 小学男子   0.0古賀 琥太郎(3) 10.2 堀 竜之介(3) 10.3 小林 美海(3) 10.5 遠藤 大志(3) 10.7 中屋 大和(3) 10.7 阿藤 颯優(3) 10.7 玉川 慶(2) 11.0
60m 小学･上田JSC 大会新 小学･長野市教室 小学･望月AC 小学･T&F佐久平 小学･真田ﾏﾗｿﾝ教室 小学･上田JSC 小学･上田JSC
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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
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10/08  +2.9木藤 海流(6) 13.1 浦野 青空(6) 13.3 南澤 爽太(6) 13.9 木村 伊吹(6) 13.9 桜井 英輝(6) 14.1 小林 碧空(5) 14.4 金田 叡哲(6) 14.7

100m 小学･千曲小 小学･共和小 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･T&F佐久平 小学･真田ﾏﾗｿﾝ教室 小学･望月AC 小学･真田ﾏﾗｿﾝ教室
10/08 内堀 翼(4) 3,39.0 齋藤 音吹(5) 3,40.1 伊香賀 遥土(5) 3,41.0 田下 輝稀(5) 3,42.7 小林 康楠(6) 3,44.1 金子 倖大(4) 3,44.8 鈴木 聖永(5) 3,47.1 山浦 信(5) 3,47.3

1000m 小学･真田ｸﾗﾌﾞ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･真田ｸﾗﾌﾞ 小学･T&F佐久平 小学･真田ｸﾗﾌﾞ 小学･T&F佐久平 小学･木島平 小学･川辺小
10/08 南澤 爽太(6) 4.53(+1.8) 岡田 陸(6) 4.42(+2.3) 4.20(+3.2) 手塚 嵐太(6) 4.17(+1.5) 菊地 祐吾(6) 4.07(+1.2) 寺島 恒輔(6) 4.07(+1.2) 小林 碧空(5) 4.02(+1.3) 山浦 雅斗(5) 3.97(+1.3)

走幅跳 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･望月AC 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･望月AC 小学･望月AC 小学･望月AC
10/08 T&F佐久平    11,45.91 望月AC    12,07.53

4x800mR 市川 和英(6) 矢嶋 虹太(6)
片井 蓮仁(5) 小林 碧空(5)
小林 珀琢(5) 佐々木 隆之介(5)
酒井 瞬(6) 寺島 恒輔(6)

佐々木隆之介(5)



予選 10月8日  9:50
決勝 10月8日 13:10

大会新              10.9

[ 1組] 風速 +1.5 [ 2組] 風速 +0.5

 1 伊豆 裕太(2) 高校      11.9 q  1 藤村 知季(3) 中学      11.4 q
ｲｽﾞ ﾕｳﾀ 丸子修学館高 ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ 芦原中

 2 丸山 健一 一般      12.2 q  2 山下 幹生(1) 高校      12.1 q
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 長野市陸協 ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ 上田高

 3 角田 孝仁(1) 高校      15.3  3 吉池 真緋呂(2) 高校      12.3 
ﾂﾉﾀﾞ ﾀｶﾋﾄ 小諸 ﾖｼｲｹ ﾏﾋﾛ 長野工高
須藤 謙太(2) 高校  4 重田 隆明(1) 高校      12.9 
ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 上田高 ｼｹﾞﾀ ﾀｶｱｷ 上田染谷丘高
片桐 歩稀(2) 高校  4 竹花 光輝(1) 高校      12.9 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ 望月AC ﾀｹﾊﾅ ﾐﾂｷ 佐久平総合高
西澤 雅志(1) 高校 伊藤 宏行(1) 高校
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 野沢南高 ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 上田高

[ 3組] 風速  0.0

 1 小林 涼真(3) 中学      11.7 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 芦原中

 2 森村 一真(2) 高校      12.0 q
ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 丸子修学館高

 3 松橋 建(1) 高校      12.1 q
ﾏﾂﾊｼ ｹﾝ 長野工高

 4 後藤 開(2) 高校      12.5 
ｺﾞﾄｳ ｶｲ 上田高
日馬 正貴 一般
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野陸協

風速 +1.9

 1 藤村 知季(3) 中学      11.3 
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ 芦原中

 2 小林 涼真(3) 中学      11.3 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 芦原中

 3 山下 幹生(1) 高校      11.7 
ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ 上田高

 4 森村 一真(2) 高校      11.8 
ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 丸子修学館高

 5 伊豆 裕太(2) 高校      11.8 
ｲｽﾞ ﾕｳﾀ 丸子修学館高

 6 松橋 建(1) 高校      12.0 
ﾏﾂﾊｼ ｹﾝ 長野工高

 7 丸山 健一 一般      12.1 
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 長野市陸協

1   181

3  1762

6  1161

7  1793

2  1746

4  4316

5  4317

5   130
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

2  1161

4  1777

6  4317

3  1746

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  1546 6  1795
欠場 欠場

5   190 7  1624
欠場

2  1785 2  1840
欠場

7  1705 3  1153

4   181 4  1793

3  1762 5  4316

男子

100m

予選 通過基準  3組  0着 + 7 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



決勝 10月8日 12:05

大会新           49.9  

 1 松山 周平(2) 高校      55.4 
ﾏﾂﾔﾏ  ｼｭｳﾍｲ 北部高

 2 森村 一真(2) 高校      56.6 
ﾓﾘﾑﾗ ｶｽﾞﾏ 丸子修学館高

 3 山田 嵩大(1) 高校      56.9 
ﾔﾏﾀﾞ ｺｳﾀﾞｲ 長野工高

 4 小泉 雅樹(1) 高校      58.2 
ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻｷ 上田高
筆島 悠一郎(2) 中学
ﾌﾃﾞｼﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 常盤中

4  4884
欠場

6  1162

3  1791

5  1030

2  1746

男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月8日 11:35

大会新            4,02.8

 1 泉 継道 一般    4,15.4 
ｲｽﾞﾐ ﾂｸﾞﾐﾁ 上水内郡陸協

 2 宮下 輝一(2) 高校    4,20.4 
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾋﾄ 上田染谷丘高

 3 堀内 魁斗(2) 高校    4,23.1 
ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ 佐久平総合高

 4 佐藤 諒真(2) 高校    4,36.1 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ 佐久平総合高

 5 小宮山 貴大(1) 高校    4,38.2 
ｺﾐﾔﾏ  ﾀｶﾋﾛ 上田千曲高

 6 青木 優斗(2) 高校    4,41.7 
ｱｵｷ  ﾕｳﾄ 上田千曲高

 7 小金沢 勇貴(1) 高校    4,50.8 
ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久平総合高

 8 小林 将弥(1) 高校    4,55.4 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ 佐久平総合高

 9 下平 勇希(1) 高校    4,59.9 
ｼﾓﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 箕輪進修高

10 神頭 軍馬(1) 高校    5,04.8 
ｺｳｽﾞ  ｸﾞﾝﾏ 北部高

11 竹内 力哉(2) 高校    5,05.8 
ﾀｹｳﾁ ﾘｷﾔ 上田高

12 松本 歩夢(1) 高校    5,09.8 
ﾏﾂﾓﾄ  ｱﾕﾑ 北部高

13 柳澤 春希(1) 高校    5,11.5 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 東御清翔
原 克彦(2) 高校
ﾊﾗ ｶﾂﾋｺ 箕輪進修高

1  1740

2   310
欠場

10  1784

13  1035

4   314

11  1038

6  1623

8  1625

5  1880

9  1879

12  1622

14  1638

7   148

3  1835

男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月8日 14:20

大会新           14,53.4

 1 北村 翼(2) 高校   16,19.9 
ｷﾀﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ 上田染谷丘高

 2 米山 祐貴(6) 一般   16,29.7 
ﾖﾈﾔﾏ ﾕｳｷ 信大

 3 轟 暁光(4) 一般   17,52.9 
ﾄﾄﾞﾛｷ ｱｷﾋﾛ 信大

 4 横井 駿太(2) 高校   19,06.6 
ﾖｺｲ ｼｭﾝﾀ 丸子修学館高

 5 佐藤 開都(3) 高校   20,33.9 
ｻﾄｳ ｶｲﾄ 箕輪進修高

2   307

1   217

5  1764

4  1836

3   210

男子

5000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月8日 11:55

大会新              15.2

風速 +1.3

 1 中村 妥偉也(2) 高校      17.9 
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾔ 長野工高

No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  1151

男子

110mH

決勝

順 ﾚｰﾝ



決勝 10月8日 15:45

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 上田染谷丘高  1839 上原 拓(1)   11,43.5 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶｺｳ ｳｴﾊﾗ ﾀｸ
 1835 宮下 輝一(2)

ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾋﾄ
 1840 重田 隆明(1)

ｼｹﾞﾀ ﾀｶｱｷ
 1836 北村 翼(2)

ｷﾀﾑﾗ ﾂﾊﾞｻ
 2   3 佐久平総合高  1625 小林 将弥(1)   11,46.5 

ｻｸﾀﾞｲﾗｿｳｺﾞｳｺｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾔ
 1623 小金沢 勇貴(1)

ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾕｳｷ
 1638 佐藤 諒真(2)

ｻﾄｳ ﾘｮｳﾏ
 1622 堀内 魁斗(2)

ﾎﾘｳﾁ ｶｲﾄ
 3   4 上田高  1788 成田 充(2)   11,52.6 

ｳｴﾀﾞｺｳ ﾅﾘﾀ ﾐﾂﾙ
 1784 竹内 力哉(2)

ﾀｹｳﾁ ﾘｷﾔ
 1791 小泉 雅樹(1)

ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻｷ
 1790 阿藤 紘己(1)

ｱﾄｳ ﾋﾛｷ

男子

4x1000mR            

決勝



予選 10月8日 11:20
決勝 10月8日 13:35

大会新　　　　10.3

[ 1組] 風速 +0.4 [ 2組] 風速 +1.5

 1 古賀 琥太郎(3) 小学      10.2 q  1 小林 美海(3) 小学      10.6 q
ｺｶﾞ ｺﾀﾛｳ 上田JSC ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月AC

 2 堀 竜之介(3) 小学      10.4 q  2 中屋 大和(3) 小学      10.8 q
ﾎﾘ ﾘｭｳﾉｽｹ 長野市教室 ﾅｶﾔ ﾔﾏﾄ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 3 玉川 慶(2) 小学      10.9 q  3 遠藤 大志(3) 小学      10.9 q
ﾀﾏｶﾞﾜ ｹｲ 上田JSC ｴﾝﾄﾞｳ  ﾀｲｼ T&F佐久平

 4 南澤 侑吾(2) 小学      11.1  4 福中 健太郎(3) 小学      11.0 
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾌｸﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ 上田JSC

 5 堀内 侑李(3) 小学      11.3  5 都築 悠大(3) 小学      11.1 
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾘ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ﾂﾂﾞｷ ﾕｳﾀﾞｲ 上田JSC

 6 清水 大翔(3) 小学      11.7  6 小池 澄空(2) 小学      11.4 
ｼﾐｽﾞ ﾋﾛﾄ 上田JSC ｺｲｹ ﾄｵｱ 上田JSC

 7 一之瀬 永羽(3) 小学      11.8 
ｲﾁﾉｾ ﾄﾜ 上田JSC

[ 3組] 風速 +1.0

 1 阿藤 颯優(3) 小学      10.9 q
ｱﾄｳ ﾊﾔｻ 上田JSC

 2 宮下 暁仁(3) 小学      11.1 
ﾐﾔｼﾀ ｱｷﾋﾄ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 3 西澤 紀仁(3) 小学      11.3 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾋﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ

 4 金井 楓空(3) 小学      11.5 
ｶﾅｲ ｶｴﾃﾞ 上田JSC

 5 真島 琉(2) 小学      12.0 
ﾏｼﾏ ﾘｭｳ 上田JSC

 6 金子 哲大(1) 小学      12.4 
ｶﾈｺ  ﾃﾂﾀ T&F佐久平

風速  0.0

 1 古賀 琥太郎(3) 小学      10.2 
ｺｶﾞ ｺﾀﾛｳ 上田JSC

 2 堀 竜之介(3) 小学      10.3 
ﾎﾘ ﾘｭｳﾉｽｹ 長野市教室

 3 小林 美海(3) 小学      10.5 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月AC

 4 遠藤 大志(3) 小学      10.7 
ｴﾝﾄﾞｳ  ﾀｲｼ T&F佐久平

 5 中屋 大和(3) 小学      10.7 
ﾅｶﾔ ﾔﾏﾄ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 6 阿藤 颯優(3) 小学      10.7 
ｱﾄｳ ﾊﾔｻ 上田JSC

 7 玉川 慶(2) 小学      11.0 
ﾀﾏｶﾞﾜ ｹｲ 上田JSC

1   152

5   174

7   150

4   187

6   102

記録／備考
3   154

大会新
2   180

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2   159

5   105

7   126

6   153

4   150

3   169

3   151

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5   160 2   156

4   175 4   164

6   144 6   166

2   152 5   102

1   180 7   174

7   154 3   187
大会新

小学男子

60m                 

予選 通過基準  3組  0着 + 7 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



予選 10月8日 10:35
決勝 10月8日 13:20

大会新             13.2

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +0.6

 1 木藤 海流(6) 小学      13.2 q  1 桜井 英輝(6) 小学      14.2 q
ｷﾄﾞｳ ｶｲﾙ 千曲小 ｻｸﾗｲ ｱｲｷ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 2 菊池 優介(5) 小学      14.5  2 小林 碧空(5) 小学      14.4 q
ｷｸﾁ  ﾕｳｽｹ T&F佐久平 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月AC

 3 小山 翔平(5) 小学      16.2  3 鈴木 聖永(5) 小学      16.1 
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 望月AC ｽｽﾞｷ ｾﾅ 木島平

 4 井出 博人(5) 小学      16.3  4 小池 海嘉(4) 小学      16.3 
ｲﾃﾞ  ﾋﾛﾄ T&F佐久平 ｺｲｹ ｶｲｶﾞ 上田JSC

 5 比嘉 大翔(4) 小学      18.1  5 小林 一成(6) 小学      16.8 
ﾋｶﾞ ﾀﾞｲﾄ 上田JSC ｺﾊﾞﾔｼ  ｲｯｾｲ T&F佐久平

 6 田中 紫月(4) 小学      18.7  6 大草 芽生(4) 小学      16.9 
ﾀﾅｶ  ｼﾂﾞｷ T&F佐久平 ｵｵｸｻ ｲﾌﾞｷ 望月AC
千葉 大輝(5) 小学  7 増澤 青(4) 小学      17.6 
ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 上田JSC ﾏｽｻﾞﾜ ｱｵｲ 上田JSC

[ 3組] 風速 +2.0 [ 4組] 風速 +1.3

 1 木村 伊吹(6) 小学      14.2 q  1 佐々木 隆之介(5) 小学      15.1 
ｷﾑﾗ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久平 ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 望月AC

 2 金田 叡哲(6) 小学      14.3 q  2 竹内 睦喜(4) 小学      15.7 
ｶﾈﾀﾞ ｴｲﾃﾂ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ﾀｹｳﾁ  ﾓﾄｷ T&F佐久平

 3 山浦 雅斗(5) 小学      15.1  3 内堀 翼(4) 小学      16.1 
ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 望月AC ｳﾁﾎﾞﾘ ﾂﾊﾞｻ 真田ｸﾗﾌﾞ

 4 岡村 吏紗(6) 小学      16.0  4 新井 翔太(6) 小学      16.1 
ｵｶﾑﾗ ﾂｶｻ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｱﾗｲ ｼｮｳﾀ 上田JSC

 5 木藤 誉秀阿(5) 小学      16.2  5 山口 和也(5) 小学      16.2 
ｷﾄﾞｳ ｼﾞｮｼｭｱ 千曲小 ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 6 片井 蓮仁(5) 小学      16.4  6 田下 輝稀(5) 小学      16.2 
ｶﾀｲ  ﾚﾝﾄ T&F佐久平 ﾀｼﾀ  ｺｳｷ T&F佐久平

 7 金子 倖大(4) 小学      17.1 安藤 海琴(6) 小学
ｶﾈｺ  ｺｳﾀ T&F佐久平 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｺﾄ 軽井沢A&AC

[ 5組] 風速 +1.0 [ 6組] 風速 +0.3

 1 南澤 爽太(6) 小学      14.0 q  1 浦野 青空(6) 小学      13.6 q
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｳﾗﾉ ｿﾗ 共和小

 2 横沢 真士(6) 小学      14.5  2 寺島 恒輔(6) 小学      15.1 
ﾖｺｻﾜ ﾏｻｼ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 望月AC

 3 足立 晃悠(6) 小学      15.2  3 小池 陸翔(6) 小学      15.8 
ｱﾀﾞﾁ  ﾃﾙﾁｶ T&F佐久平 ｺｲｹ ﾘｸﾄ 上田JSC

 4 矢嶋 虹太(6) 小学      15.4  4 百瀬 裕吏(5) 小学      15.9 
ﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀ 望月AC ﾓﾓｾ  ﾕｳﾘ T&F佐久平

 5 竹内 大智(5) 小学      15.7  5 平林 凌大(4) 小学      16.6 
ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 上田JSC ﾋﾗﾊﾞﾔｼ  ﾘｮｳﾀ T&F佐久平

 6 柳澤 透偉(5) 小学      16.6  6 坪井 泰生(6) 小学      17.5 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾄｳｲ T&F佐久平 ﾂﾎﾞｲ  ﾀｲｾｲ T&F佐久平

 7 阿藤 颯助(5) 小学      17.7  7 湯本 眞生(6) 小学      17.6 
ｱﾄｳ ｻｽｹ 上田JSC ﾕﾓﾄ ﾏｲｸ 木島平

風速 +2.9

 1 木藤 海流(6) 小学      13.1 
ｷﾄﾞｳ ｶｲﾙ 千曲小

 2 浦野 青空(6) 小学      13.3 
ｳﾗﾉ ｿﾗ 共和小

 3 南澤 爽太(6) 小学      13.9 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 木村 伊吹(6) 小学      13.9 
ｷﾑﾗ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久平

 5 桜井 英輝(6) 小学      14.1 
ｻｸﾗｲ ｱｲｷ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 6 小林 碧空(5) 小学      14.4 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月AC

 7 金田 叡哲(6) 小学      14.7 
ｶﾈﾀﾞ ｴｲﾃﾂ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

6   170

7   171

1   188

5   143

4   119

記録／備考
2   177

3   131

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

1   149 7   192

6   120 5   113

3   163 3   117

7   191 1   116

4   110 2   157

2   168 4   185

5   143 6   131
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

7   104 1   132
欠場

5   118 7   114

4   178 4   172

2   138 5   158

6   184 6   127

1   170 3   111

3   119 2   183
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   161 2   162
欠場

3   115 5   189

2   165 3   108

7   101 4   155

5   186 6   193

1   103 7   188

6   177 1   171
大会タイ

小学男子

100m

予選 通過基準  6組  0着 + 7 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



決勝 10月8日 12:35

大会新            3,22.4

 1 内堀 翼(4) 小学    3,39.0 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾂﾊﾞｻ 真田ｸﾗﾌﾞ

 2 齋藤 音吹(5) 小学    3,40.1 
ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 伊香賀 遥土(5) 小学    3,41.0 
ｲｶｶﾞ ﾊﾙﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ

 4 田下 輝稀(5) 小学    3,42.7 
ﾀｼﾀ  ｺｳｷ T&F佐久平

 5 小林 康楠(6) 小学    3,44.1 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾅﾝ 真田ｸﾗﾌﾞ

 6 金子 倖大(4) 小学    3,44.8 
ｶﾈｺ  ｺｳﾀ T&F佐久平

 7 鈴木 聖永(5) 小学    3,47.1 
ｽｽﾞｷ ｾﾅ 木島平

 8 山浦 信(5) 小学    3,47.3 
ﾔﾏｳﾗ ｼﾝ 川辺小

 9 土屋 聖瑛(5) 小学    3,50.5 
ﾂﾁﾔ ｾｲｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

10 熊倉 正之(5) 小学    3,53.2 
ｸﾏｸﾗ ﾏｻﾕｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

11 中山 瑛生(5) 小学    3,54.0 
ﾅｶﾔﾏ  ｴｲｷ T&F佐久平

12 湯本 眞生(6) 小学    3,57.4 
ﾕﾓﾄ ﾏｲｸ 木島平

13 小池 陸翔(6) 小学    3,57.5 
ｺｲｹ ﾘｸﾄ 上田JSC

14 吉原 璃空(6) 小学    3,59.7 
ﾖｼﾊﾗ ﾘｸ 真田ｸﾗﾌﾞ

15 櫻井 絢悠(5) 小学    4,01.8 
ｻｸﾗｲ  ｹﾝﾕｳ T&F佐久平

16 新井 翔太(6) 小学    4,08.9 
ｱﾗｲ ｼｮｳﾀ 上田JSC

17 小池 海嘉(4) 小学    4,34.3 
ｺｲｹ ｶｲｶﾞ 上田JSC
福島 翔太(6) 小学
ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
加藤 大雅(5) 小学
ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 軽井沢A&AC

順 No.

小学男子

1000m

決勝

13   127
氏  名 所属名 記録／備考
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16   193

4   104
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9   179

2   112

1   124

7   157

14   192

6   121

11   123

15   155

3   158

17   133
欠場

8   145
欠場



決勝 10月8日 14:50

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   1 T&F佐久平   106 市川 和英(6)  11,45.91 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ｲﾁｶﾜ  ｶｽﾞﾋﾃﾞ
  118 片井 蓮仁(5)

ｶﾀｲ  ﾚﾝﾄ
  109 小林 珀琢(5)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾊｸ
  107 酒井 瞬(6)

ｻｶｲ  ｼｭﾝ
 2   2 望月AC   191 矢嶋 虹太(6)  12,07.53 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀ
  188 小林 碧空(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ
  183 佐々木 隆之介(5)

ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
  185 寺島 恒輔(6)

ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ

小学男子

4x800mR             

決勝



予選 10月8日  9:20
決勝 10月8日 13:05

大会新              11.3

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速  0.0

 1 堀込 碧(3) 中学      12.0 q  1 永井 颯太(2) 中学      12.5 q
ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 野沢中 ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 小諸東中

 2 酒井 力(2) 中学      13.4  2 石田 歩岳(3) 中学      12.8 
ｻｶｲ ﾁｶﾗ 小諸東中 ｲｼﾀﾞ ﾎﾀｶ 上田第三

 3 金澤 拓夢(1) 中学      13.6  3 吉田 真輝(2) 中学      13.5 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾑ 芦原中 ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ 東北中

 4 堀内 駿輔(2) 中学      14.3  4 田中 雅也(2) 中学      13.7 
ﾎﾘｳﾁ ｼｭﾝｽｹ 丸子北中 ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ 丸子北中

 5 依田 優輔(1) 中学      16.0  5 関 旭流(1) 中学      15.1 
ﾖﾀﾞ ﾕｳｽｹ 小諸東中 ｾｷ ｱｹﾙ 上田第四中

 6 関口 哉夢(2) 中学      17.5 甘利 優雅(1) 中学
ｾｷｸﾞﾁ ｶﾅﾑ 佐久東 ｱﾏﾘ ﾕｳｶﾞ 小諸東中
筆島 悠一郎(2) 中学 栁澤 亮也(1) 中学
ﾌﾃﾞｼﾏ ﾕｳｲﾁﾛｳ 常盤中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｮｳﾔ 芦原中

[ 3組] 風速 +0.7 [ 4組] 風速 +1.5

 1 青木 陸哉(3) 中学      12.6 q  1 遠西 孝哲(3) 中学      12.5 q
ｱｵｷ ﾘｸﾔ 上田第三 ﾄｵﾆｼ ﾀｶﾉﾘ 上田第三

 2 深澤 尚仁(2) 中学      12.8  2 上野 太暉(3) 中学      12.6 q
ﾌｶｻﾜ ﾅｵﾄ 東北中 ｳｴﾉ ﾀｲｷ 望月AC

 3 小澤 優希(2) 中学      13.4  3 細田 夏希(2) 中学      13.4 
ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久東 ﾎｿﾀﾞ ﾅﾂｷ 上田第四中

 4 手塚 慧介(2) 中学      13.8  4 田崎 佑冴(1) 中学      13.7 
ﾃﾂﾞｶ ｹｲｽｹ 上田第四中 ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 小諸東中

 5 土屋 由木(1) 中学      14.5  5 笹沢 竜叶(2) 中学      14.9 
ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 小諸東中 ｻｻｻﾞﾜ ﾀﾂﾄ 丸子中

 6 林 樹生(1) 中学      15.4  6 清水 優馬(2) 中学      15.4 
ﾊﾔｼ ﾐｷｵ 望月AC ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾏ 丸子北中

[ 5組] 風速 +0.2 [ 6組] 風速 +1.4

 1 矢花 竜也(2) 中学      12.7  1 渡辺 大翔(3) 中学      12.3 q
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ 望月AC ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 上田第三

 2 佐々木 優麻(2) 中学      13.2  2 伊藤 司騎(1) 中学      12.5 q
ｻｻｷ ﾕｳﾏ 佐久東 ｲﾄｳ ｼｷ 望月AC

 3 坂口 拓真(2) 中学      13.5  3 漆原 奏哉(1) 中学      13.3 
ｻｶｸﾞﾁ ﾀｸﾏ 東北中 ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ 芦原中

 4 横須賀 大翼(1) 中学      13.7  4 塚田 響(2) 中学      13.7 
ﾖｺｽｶ ﾀﾞｲﾄ 小諸東中 ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 小諸東中

 5 佐藤 秀(1) 中学      14.3  4 箱山 昂希(1) 中学      13.7 
ｻﾄｳ ｼｭｳ 上田第四中 ﾊｺﾔﾏ ｱｷ 上田第四中

 6 宮嶋 祐生(2) 中学      14.6  6 田嶋 聡哲(2) 中学      15.3 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 丸子北中 ﾀｼﾞﾏ ｿｳﾃﾂ 佐久東

風速 +0.4

 1 堀込 碧(3) 中学      11.8 
ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 野沢中

 2 永井 颯太(2) 中学      12.1 
ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 小諸東中

 3 遠西 孝哲(3) 中学      12.2 
ﾄｵﾆｼ ﾀｶﾉﾘ 上田第三

 4 渡辺 大翔(3) 中学      12.2 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 上田第三

 5 青木 陸哉(3) 中学      12.6 
ｱｵｷ ﾘｸﾔ 上田第三

 6 伊藤 司騎(1) 中学      12.7 
ｲﾄｳ ｼｷ 望月AC

 7 上野 太暉(3) 中学      12.8 
ｳｴﾉ ﾀｲｷ 望月AC

6  4188

1  4630

2  4182

5  4632

3  4633

記録／備考
4  4088

7  4306

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

7  4507 3  4178

3  4660 7  4662

2  4285 2  4281

5  5646 4  4323

6  4177 6  4182

4  4189 5  4633
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  4181 4  4505

7  4287 7  4471

3  4659 6  4288

4  4174 3  4658

5  5647 5  4188

2  4630 2  4632
順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6  4884 2  4322
欠場 欠場

1  4175 1  4289
欠場

3  4291 5  4661

7  4506 4  4501

4  4325 7  5641

5  4305 6  4631

2  4088 3  4306

中学男子

100m

予選 通過基準  6組  0着 + 7 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考記録／備考 順No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名ﾚｰﾝ



決勝 10月8日 12:10

大会新　　　　　9,24.5

 1 土赤 本気(1) 中学   10,26.0 
ﾂﾁｱｶ ﾏｼﾞ 小諸東中

 2 手塚 智也(2) 中学   10,41.1 
ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓﾔ 上田第四中

 3 山浦 健(1) 中学   10,44.1 
ﾔﾏｳﾗ ｹﾝ 上田第六

 4 掛川 祐貴(1) 中学   10,45.9 
ｶｹｶﾞﾜ ﾕｳｷ 芦原中

 5 関 隆彰(2) 中学   10,57.8 
ｾｷ ﾀｶｱｷ 丸子北中

 6 尾沼 優(1) 中学   11,01.1 
ｵﾇﾏ ﾕｳ 上田第五中

 7 田口 紫音(1) 中学   11,02.6 
ﾀｸﾞﾁ ｼｵﾝ 芦原中

 8 清水 海地(3) 中学   11,16.1 
ｼﾐｽﾞ ｶｲﾁ 上田第五中

 9 森本 翔馬(3) 中学   11,18.1 
ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳﾏ 上田第五中

10 土屋 諒(3) 中学   12,05.1 
ﾂﾁﾔ ﾘｮｳ 上田第五中

11 瀬切 悠気(2) 中学   12,05.4 
ｾｷﾞﾘ ﾕｳｷ 丸子中

12 栁田 彩人(2) 中学   12,07.5 
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱﾔﾄ 上田第五中

13 土屋 海斗(1) 中学   12,28.0 
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 上田第五中

14 村木 竜馬(1) 中学   12,35.4 
ﾑﾗｷ ﾘｮｳﾏ 上田第五中

15 箱山 大夢(2) 中学   12,38.4 
ﾊｺﾔﾏ ﾋﾛﾑ 丸子中

16 西 智也(2) 中学   12,49.8 
ﾆｼ ﾄﾓﾔ 上田第五中

17 櫻井 優斗(2) 中学   13,02.7 
ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ 丸子北中

18 滝沢 諒(1) 中学   14,04.1 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳ 上田第五中
花岡 侑(2) 中学
ﾊﾅｵｶ ｱﾂﾑ 上田第四中

8  4655
欠場

16  4499

15  4692

12  4474

3  4673

5  4693

19  4694

10  4473

17  4672

1  4695

9  4696

18  4326

7  4689

6  4500

13  4690

2  4701

14  4324

11  4284

4  4657

中学男子

3000m
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順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 10月8日 15:05

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 佐久東  4174 小澤 優希(2)   13,00.2 

ｻｸﾋｶﾞｼ ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ
 4173 中澤 颯太(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ
 4177 佐々木 優麻(2)

ｻｻｷ ﾕｳﾏ
 4178 田嶋 聡哲(2)

ﾀｼﾞﾏ ｿｳﾃﾂ
 2   3 上田第五中(A)  4689 清水 海地(3)   13,04.0 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳA ｼﾐｽﾞ ｶｲﾁ
 4695 森本 翔馬(3)

ﾓﾘﾓﾄ ｼｮｳﾏ
 4696 土屋 諒(3)

ﾂﾁﾔ ﾘｮｳ
 4690 尾沼 優(1)

ｵﾇﾏ ﾕｳ
 3   4 ﾄｳﾎｸﾁｭｳ  5645 小林 秀平(2)   13,08.6 

ﾄｳﾎｸ ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ
 5639 泉 丈輔(2)

ｲｽﾞﾐ ｼﾞｮｳｽｹ
 5642 竹内 友哉(2)

ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ
 5643 原田 直輝(2)

ﾊﾗﾀﾞ ﾅｵｷ
 4   7 小諸東中  4309 町田 駿(2)   13,20.7 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ﾏﾁﾀﾞ ｼｭﾝ
 4287 土屋 由木(1)

ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ
 4281 塚田 響(2)

ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ
 4285 横須賀 大翼(1)

ﾖｺｽｶ ﾀﾞｲﾄ
 5   8 芦原中  4325 金澤 拓夢(1)   14,07.9 

ｱｼﾊﾗﾁｭｳ ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾑ
 4323 漆原 奏哉(1)

ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ
 4320 中澤 友希(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ
 4324 掛川 祐貴(1)

ｶｹｶﾞﾜ ﾕｳｷ
 6   1 望月AC  4189 矢花 竜也(2)   14,45.9 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ
 4188 上野 太暉(3)

ｳｴﾉ ﾀｲｷ
 4180 中村 洋平(1)

ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ
 4182 伊藤 司騎(1)

ｲﾄｳ ｼｷ
 7   9 上田第五中(B)  4672 栁田 彩人(2)   15,00.6 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳB ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱﾔﾄ
 4673 西 智也(2)

ﾆｼ ﾄﾓﾔ
 4692 滝沢 諒(1)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳ
 4693 土屋 海斗(1)

ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ
 8   5 丸子中  4473 瀬切 悠気(2)   15,04.8 

ﾏﾙｺﾁｭｳ ｾｷﾞﾘ ﾕｳｷ
 4476 中山 悠(1)

ﾅｶﾔﾏ ﾕｳ
 4474 箱山 大夢(2)

ﾊｺﾔﾏ ﾋﾛﾑ
 4472 関 舜太(2)

ｾｷ ｼｭﾝﾀ
  6 常盤中

ﾄｷﾜﾁｭｳ 欠場

 10 上田第三
ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｻﾝ 欠場

中学男子

4x1000mR            

決勝





決勝 10月8日 12:00

大会新               2.10

松岡 治人 一般
ﾏﾂｵｶ ﾊﾙﾄ 長野市陸協
中路 星耀(2) 高校
ﾅｶｼﾞ ｾｲﾖｳ 箕輪進修高
成田 充(2) 高校
ﾅﾘﾀ ﾐﾂﾙ 上田高
清水 南雄人(2) 高校 記録なし
ｼﾐｽﾞ ﾅｵﾄ 佐久平総合高

 1.55

1  1634
- XXX

3 2  1788
XO XXO XXX

 1.65

 1.70

2 3   309
- O XXO XXO XXX

O XXO XXX

記録 備考
1 4   182

O - O

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 1m50 1m55



決勝 10月8日  9:00

大会新               4.70

小山吉明 一般 記録なし
ｺﾔﾏ ﾖｼｱｷ 須坂陸協

- X- XX/

記録 備考
1 1   176

- - -

3m10 3m20 3m30 3m40

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m90 3m00



決勝 10月8日  9:00

大会新               7.21

丸山 健一 一般   5.58   6.31    X   5.50    X   5.47    6.31 
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 長野市陸協   +0.6   +2.1   +1.9   +1.4    +2.1
梅田 隼人(2) 高校   5.91   4.59   6.02   6.07   5.79   5.91    6.07 
ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ 佐久平総合高   +1.1   +0.3   +1.2   +1.7   +0.3   +0.4    +1.7
井出 直哉(1) 高校   5.70   5.77   5.59   5.71   5.53   5.97    5.97 
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸   +0.3   +0.6   +0.7   +0.6   +0.4   +1.9    +1.9
荒井 滉司(2) 高校   5.94    X   5.69   5.66   5.75   5.83    5.94 
ｱﾗｲ  ｺｳｼﾞ 北部高   +0.8   +1.9   +0.4   +1.4   +1.2    +0.8
上原 拓(1) 高校   5.58   5.46   5.66   5.39   5.67   5.84    5.84 
ｳｴﾊﾗ ﾀｸ 上田染谷丘高    0.0   +0.5   +0.5    0.0   +0.1   +0.9    +0.9
本戸 友晴(2) 高校   5.74   5.71   5.81   5.69   5.45   5.66    5.81 
ﾎﾝﾄﾞ  ﾄﾓﾊﾙ 北部高   +0.1    0.0   +0.4   +0.6   +1.1   +1.2    +0.4
成田 充(2) 高校   4.99   5.50   5.34   5.22   5.60   5.74    5.74 
ﾅﾘﾀ ﾐﾂﾙ 上田高   +0.4   +1.2    0.0   +0.2   +1.3   +1.6    +1.6
佐々木 悠登(1) 高校   5.69   5.47   5.30   5.40   5.66   5.30    5.69 
ｻｻｷ ﾕｳﾄ 野沢南高   +0.4   -0.6   +0.6   +0.8   +0.5   +3.0    +0.4
泉 継道 一般   5.18   5.27   5.04    5.27 
ｲｽﾞﾐ ﾂｸﾞﾐﾁ 上水内郡陸協   +1.0   +0.3   +0.6    +0.3
須藤 謙太(2) 高校    X    X   5.18    5.18 
ｽﾄﾞｳ ｹﾝﾀ 上田高   +0.1    +0.1
髙木 涼(1) 高校   5.17    X    X    5.17 
ﾀｶｷﾞ  ﾘｮｳ 上田千曲高   +0.9    +0.9
市川 隼人(2) 高校    X   4.16   5.02    5.02 
ｲﾁｶﾜ ﾊﾔﾄ 長野工高   +1.7   +0.3    +0.3
後藤 開(2) 高校   4.68    -   5.01    5.01 
ｺﾞﾄｳ ｶｲ 上田高   +0.1   +0.3    +0.3
山下 幹生(1) 高校    X    -   4.92    4.92 
ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ 上田高   +0.2    +0.2
井出 洲大(1) 高校   3.91   4.53   4.30    4.53 
ｲﾃﾞ ｸﾆﾋﾛ 小諸   +0.2   +0.8   -0.1    +0.8
菅沢 晴樹(1) 高校   4.24    X   4.18    4.24 
ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 野沢南高   +0.1   +0.2    +0.1
西條 元輝(1) 高校    X    X    X 記録なし
ｻｲｼﾞｮｳ  ﾓﾄﾃﾙ 北部高
日馬 正貴 一般 欠場
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野陸協
増田 剛也(2) 高校 欠場
ﾏｽﾀﾞ ﾀｹﾔ 佐久平総合高
山浦 渓斗(1) 高校 欠場
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 小諸

18  1639

19  1703

2  1036

4   130

15 6  1704

16 9  1558

13 1  1777

14 3  1793

11 12  1882

12 5  1158

9 7   148

10 8  1785

7 10  1788

8 14  1550

5 13  1839

6 15  1033

3 11  1701

4 20  1029

1 17   181

2 16  1633

-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-



決勝 10月8日 15:00

大会新              15.06

丸山 健一 一般  13.18  13.34  13.69  13.31  13.15  13.65   13.69 
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 長野市陸協   +1.8   +1.8   +2.0   +0.6   +0.8   +1.2    +2.0
金子 司 一般  13.49  13.14  12.17  12.58  12.31  13.35   13.49 
ｶﾈｺ ﾂｶｻ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野   +1.0   +1.0   +2.2   +1.1   +0.5   +0.4    +1.0
泉 継道 一般  11.83  12.15  12.05    X  11.93  12.06   12.15 
ｲｽﾞﾐ ﾂｸﾞﾐﾁ 上水内郡陸協   +1.5   +1.2   +2.3   +0.7   +0.2    +1.2
日馬 正貴 一般    X  12.09    X    X  12.12  11.85   12.12 
ｸｻﾏ ﾏｻｷ 安曇野陸協   +1.6   +1.1   +0.1    +1.1
岩井 遼太郎(1) 高校  11.21  11.72  11.77  11.48  10.79  11.03   11.77 
ｲﾜｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 上田高   +1.5   +1.5   +1.7   +1.4   +1.8    0.0    +1.7
梅田 隼人(2) 高校  10.64  11.37  10.38  10.76  11.18  10.43   11.37 
ｳﾒﾀﾞ ﾊﾔﾄ 佐久平総合高   +1.1   +0.6   +1.8   +2.0   +0.9   +0.5    +0.6
原 祐(2) 高校  10.88  10.68  10.74  10.53  10.48  10.81   10.88 
ﾊﾗ ﾕｳ 野沢南高   +1.2   +1.3   +2.2   +1.2   +1.5   +0.3    +1.2
髙木 涼(1) 高校    X    X    X    X  10.11    X   10.11 
ﾀｶｷﾞ  ﾘｮｳ 上田千曲高   +0.5    +0.5
増田 剛也(2) 高校 欠場
ﾏｽﾀﾞ ﾀｹﾔ 佐久平総合高

5  1639

7 3  1564

8 6  1882

5 2  1794

6 1  1633

3 4   148

4 7   130

1 9   181

2 8   128

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

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 10月8日 10:00

大会新              13.54

上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
荻原 翼(2) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 佐久平総合高

 8.75  8.67  9.09   9.98 

  X   X 11.21  11.46 

2 1  1635
 9.98  8.99  9.06

1 2   129
11.24   X 11.46

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

砲丸投(7.260kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 10月8日  9:00

大会新              45.38

上原 隆伸 一般
ｳｴﾊﾗ ﾀｶﾉﾌﾞ ﾀｰﾐｶﾞﾝｽﾞ長野
中村 郁弥(2) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 丸子修学館高
荻原 翼(2) 高校
ｵｷﾞﾊﾗ ﾂﾊﾞｻ 佐久平総合高
原 祐(2) 高校
ﾊﾗ ﾕｳ 野沢南高
土屋 瑞希(1) 高校
ﾂﾁﾔ ﾐｽﾞｷ 東御清翔

  O   O 23.30  23.30 

  X   O 25.54  25.54 

5 2  1739
20.63   O   O

  O   X 27.88  27.88 

4 1  1564
  O 24.50   X

  X   O   X  30.67 

3 3  1635
  O   O 27.23

35.53   O   O  35.53 

2 4  1765
30.67   O   O

1 5   129
  O 35.10   O

-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-



決勝 10月8日 11:00

大会新              62.98

伊豆 裕太(2) 高校
ｲｽﾞ ﾕｳﾀ 丸子修学館高
高木 翔(2) 高校
ﾀｶｷﾞ  ｼｮｳ 北部高
吉池 真緋呂(2) 高校
ﾖｼｲｹ ﾏﾋﾛ 長野工高
中村 郁弥(2) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 丸子修学館高
山本 健太郎 一般
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝﾀﾛｳ 上田陸協
森 望(2) 高校
ﾓﾘ ﾉｿﾞﾑ 小諸
中村 妥偉也(2) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾀﾞｲﾔ 長野工高
小林 篤央(1) 高校
ｺﾊﾞﾔｼ ｱﾂｵ 上田高
瀧田 脩斗(1) 高校
ﾀｷﾀ ｼｭｳﾄ 東御清翔
泉 継道 一般
ｲｽﾞﾐ ﾂｸﾞﾐﾁ 上水内郡陸協
片桐 歩稀(2) 高校
ｶﾀｷﾞﾘ ﾎﾏﾚ 望月AC
丸山 健一 一般
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ 長野市陸協
鹿住 郁吹(1) 高校
ｶｽﾞﾐ  ｲﾌﾞｷ 北部高
竹花 光輝(1) 高校
ﾀｹﾊﾅ ﾐﾂｷ 佐久平総合高

 20.22 

 27.21 

14 1  1624
20.22   O   O

 28.31 

13 2  1037
27.21   X   X

 30.60 

12 3   181
  O   - 28.31

 32.80 

11 4   190
  O   O 30.60

 35.26 

10 5   148
  O   O 32.80

  O   O   O  36.60 

9 7  1742
  O   O 35.26

  X   O   O  37.59 

8 6  1792
  X 36.60   O

40.67   O   O  40.67 

7 8  1151
37.59   O   X

  -   -   -  42.89 

6 10  1702
  O 39.49   X

46.35   O   O  46.35 

5 9   167
  O 42.89   X

  O   O 48.15  48.15 

4 11  1765
45.21   O   O

  O 48.36   O  48.36 

3 12  1153
43.95   X   X

  O   O   O  51.57 

2 14  1032
  O   O 47.82

1 13  1762
51.57   O   O

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

やり投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 10月8日 12:00

大会新               1.95

井出 紋次郎(2) 中学
ｲﾃﾞ ﾓﾝｼﾞﾛｳ 小諸東中
野澤 一揮(2) 中学
ﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 小諸東中
竹内 友哉(2) 中学
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 東北中
中村 洋平(1) 中学
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 望月AC

 1.45

 1.50

4 1  4180
O O O XXX

O XXX
3 3  5642

- O O

XXX  1.55

 1.60

2 2  4283
- O O O XO

XO O O XXX

記録 備考
1 4  4307

- - -

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



決勝 10月8日 10:00

大会新              11.99

久保川 優士(2) 中学
ｸﾎﾞｶﾜ ﾕｳﾄ 丸子北中
中澤 友希(2) 中学
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ 芦原中
土屋 海斗(1) 中学
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 上田第五中
吉田 真輝(2) 中学
ﾖｼﾀﾞ ﾏｻｷ 東北中
笹沢 竜叶(2) 中学
ｻｻｻﾞﾜ ﾀﾂﾄ 丸子中
佐々木 優麻(2) 中学
ｻｻｷ ﾕｳﾏ 佐久東
金澤 拓夢(1) 中学
ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾑ 芦原中
工藤 未来翔(2) 中学
ｸﾄﾞｳ ﾐｸﾄ 丸子北中
本木 快渡(1) 中学
ﾓﾄｷ ｶｲﾄ 上田第四中

  6.02 

 5.90  5.76  6.21   6.31 

9 1  4663
 5.49  6.02  5.91

 6.42  5.70  5.40   6.42 

8 5  4502
 6.31  6.07  5.94

 6.58  6.37  5.49   6.58 

7 2  4325
 5.71  5.44  6.34

 6.60  5.52  6.29   6.71 

6 3  4177
  X  6.35  6.07

 8.05  7.94  8.15   8.15 

5 4  4471
 6.14  5.77  6.71

 7.55  7.42  8.20   8.20 

4 7  5641
 7.48  7.86  7.71

 8.00  8.33  8.66   9.78 

3 6  4693
 7.95  8.08  6.08

10.07 10.10 10.07  10.45 

2 8  4320
 8.49  9.78   X

1 9  4503
  X 10.45  9.93

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子

砲丸投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 10月8日  9:00

大会新　　　　　3m90

3m10 3m20 3m30 3m40 3m50
石坂 巽海(3) 中学 - - - - - - - - - -
ｲｼｻﾞｶ ﾀﾂﾐ 常盤中 O O O XXO XXX
中村 勇海(2) 中学 - - - - - - O O O O
ﾅｶﾑﾗ ｲｻﾐ 常盤中 O XX/
宮下 晴海(2) 中学 - - - - - - - - XXO O
ﾐﾔｼﾀ ﾊﾙﾐ 常盤中 XO XXX
西 智也(2) 中学 - - - - O XO XXX
ﾆｼ ﾄﾓﾔ 上田第五中
栁田 彩人(2) 中学 - - - - O XO XXX
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱﾔﾄ 上田第五中
片桐 岳(2) 中学 - - O O O XXX
ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾞｸ 軽井沢A&AC
今野 駿太(1) 中学 O XO O XXX
ｺﾝﾉ ｼｭﾝﾀ 軽井沢A&AC
村木 竜馬(1) 中学 O O XO XXX
ﾑﾗｷ ﾘｮｳﾏ 上田第五中
山浦 聖(1) 中学 O O XXO XXX
ﾔﾏｳﾗ ｼｮｳ 上田第一
恒川 直澄(3) 中学 - - - - - - - - - - 記録なし
ﾂﾈｶﾜ ﾅｵﾄ 伊那東部中 - XXX
安部 公士郎(3) 中学 欠場
ｱﾍﾞ ｺｳｼﾛｳ 原中

10  8115

11  7896

8 2  4694
 1.80

9 3  4592
 1.80

6 4   135
 2.20

7 1   134
 1.80

4 6  4673
 2.40

4 8  4672
 2.40

2 5  4873
 3.10

3 7  4874
 3.10

2m90 3m00
記録 備考

1 9  4877
 3.40

1m80 2m00 2m60 2m80

中学男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m40 1m60 2m20 2m40



決勝 10月8日  9:00

大会新               6.52

井出 紋次郎(2) 中学   5.68   5.69   5.62   5.84   5.89   5.84    5.89 
ｲﾃﾞ ﾓﾝｼﾞﾛｳ 小諸東中   +0.4    0.0   +0.5   +1.5   +0.3   +0.5    +0.3
上野 太暉(3) 中学    X   5.26   5.82   5.65   5.66   5.61    5.82 
ｳｴﾉ ﾀｲｷ 望月AC   +0.7   +0.9   +2.0   +0.1   -0.5    +0.9
矢花 竜也(2) 中学    X    X   5.62   5.65   5.59   5.51    5.65 
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ 望月AC   +0.3   +2.1   +0.2    0.0    +2.1
伊藤 司騎(1) 中学   4.76   4.73   5.17   5.42    X   4.94    5.42 
ｲﾄｳ ｼｷ 望月AC   +1.1   +1.0   +1.4   +1.7   -0.6    +1.7
渡辺 大翔(3) 中学    X   4.87   5.36   5.25   5.35   5.04    5.36 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 上田第三   +1.2   +1.2   +1.3   +1.7   -0.4    +1.2
藤村 知季(3) 中学   5.13   4.93   4.90   4.24   4.71   4.97    5.13 
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ 芦原中   +0.6   +0.8   -0.1   +1.6   +0.6   +0.3    +0.6
小林 秀平(2) 中学    X   4.98   4.93    X    X    X    4.98 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｭｳﾍｲ 東北中   +0.8   +1.3    +0.8
細田 夏希(2) 中学   4.79   4.60   4.91    X   4.79   4.95    4.95 
ﾎｿﾀﾞ ﾅﾂｷ 上田第四中   +0.2   +0.5   +1.3   +0.1   +0.4    +0.4
青木 陸哉(3) 中学   4.65   4.68   4.74    4.74 
ｱｵｷ ﾘｸﾔ 上田第三    0.0   +0.8   +0.3    +0.3
中村 洋平(1) 中学    X    X   4.68    4.68 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 望月AC   +1.3    +1.3
中澤 友希(2) 中学   4.55   4.44   4.37    4.55 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ 芦原中   +0.4   +0.6   +1.2    +0.4
永井 颯太(2) 中学   4.55    X    -    4.55 
ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 小諸東中   +1.2    +1.2
中澤 颯太(2) 中学   4.44   4.35   4.46    4.46 
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 佐久東   +0.6   +1.1   +0.8    +0.8
林 樹生(1) 中学   4.13   3.67   3.73    4.13 
ﾊﾔｼ ﾐｷｵ 望月AC   +0.2   +0.7   +1.5    +0.2
尾沼 優(1) 中学   3.49   4.09   3.68    4.09 
ｵﾇﾏ ﾕｳ 上田第五中   +0.7   +1.4   +0.9    +1.4
田嶋 隼人(1) 中学    X   4.02   3.83    4.02 
ﾀｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 丸子中   +1.1   +0.9    +1.1
滝沢 諒(1) 中学    X    X   3.86    3.86 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳ 上田第五中   +1.9    +1.9
関 舜太(2) 中学   3.84   3.80   3.85    3.85 
ｾｷ ｼｭﾝﾀ 丸子中   +1.1   +0.7   +1.1    +1.1
中山 悠(1) 中学    X   3.52   3.29    3.52 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳ 丸子中   +0.9   +1.2    +0.9
滝沢 健太(2) 中学   3.38   3.26   3.43    3.43 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 丸子北中   +0.9   +1.1   +0.6    +0.6
関口 哉夢(2) 中学   3.24   3.06   2.83    3.24 
ｾｷｸﾞﾁ ｶﾅﾑ 佐久東   +0.4   +0.9   +1.0    +0.4
染野 才輝(1) 中学    X   2.60   3.13    3.13 
ｿﾒﾉ ｻｲｷ 上田第一   +0.7   +0.6    +0.6
栁澤 亮也(1) 中学    -    X    X 記録なし
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｮｳﾔ 芦原中
宮下 大貴(2) 中学 欠場
ﾐﾔｼﾀ ﾀｲｷ 上田第四中
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大会新　　　　　5m10

南澤 爽太(6) 小学   4.43   4.46   4.53    4.53 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +1.7   +1.4   +1.8    +1.8
岡田 陸(6) 小学    X   4.42    X    4.42 
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +2.3    +2.3
佐々木 隆之介(5) 小学    X   4.20    X    4.20 
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 望月AC   +3.2    +3.2
手塚 嵐太(6) 小学   4.03   4.17   3.73    4.17 
ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +0.2   +1.5   +0.6    +1.5
菊地 祐吾(6) 小学   4.07    X   3.83    4.07 
ｷｸﾁ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +1.2   +0.5    +1.2
寺島 恒輔(6) 小学    X    X   4.07    4.07 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 望月AC   +1.2    +1.2
小林 碧空(5) 小学    X   3.96   4.02    4.02 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月AC   +1.4   +1.3    +1.3
山浦 雅斗(5) 小学   3.97    X   3.78    3.97 
ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 望月AC   +1.3   +2.0    +1.3
大草 芽生(4) 小学   3.22   3.80   3.93    3.93 
ｵｵｸｻ ｲﾌﾞｷ 望月AC   +1.0   +1.5   +1.7    +1.7
小林 一成(6) 小学   3.48   3.68   3.59    3.68 
ｺﾊﾞﾔｼ  ｲｯｾｲ T&F佐久平   +1.7   +1.8   +1.1    +1.8
矢嶋 虹太(6) 小学    X   3.66    X    3.66 
ﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀ 望月AC   +1.2    +1.2
木内 光波(4) 小学   3.65   3.49   3.44    3.65 
ｷｳﾁ ｺｳﾊ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +1.1    0.0   +1.3    +1.1
金田 叡哲(6) 小学   3.37   3.54   3.53    3.54 
ｶﾈﾀﾞ ｴｲﾃﾂ 真田ﾏﾗｿﾝ教室   +1.5   +0.8   +1.3    +0.8
齋藤 音吹(5) 小学   3.26   3.35    X    3.35 
ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +0.4   +1.5    +1.5
井出 博人(5) 小学   2.99   2.49   2.42    2.99 
ｲﾃﾞ  ﾋﾛﾄ T&F佐久平   +1.2   +1.1   +2.3    +1.2
田中 紫月(4) 小学   2.40    X   2.60    2.60 
ﾀﾅｶ  ｼﾂﾞｷ T&F佐久平   +1.7   +0.8    +0.8
安藤 海琴(6) 小学 欠場
ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｺﾄ 軽井沢A&AC
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堀 竜之介(3) 小学
ﾎﾘ ﾘｭｳﾉｽｹ 長野市教室
堀内 侑李(3) 小学
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾘ 真田ﾏﾗｿﾝ教室
小林 美海(3) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月AC
南澤 侑吾(2) 小学
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
中屋 大和(3) 小学
ﾅｶﾔ ﾔﾏﾄ 真田ﾏﾗｿﾝ教室
金井 楓空(3) 小学
ｶﾅｲ ｶｴﾃﾞ 上田JSC
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石原 虹貴(6) 小学
ｲｼﾊﾗ ｺｳｷ 真田ﾏﾗｿﾝ教室
手塚 嵐太(6) 小学
ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
横沢 真士(6) 小学
ﾖｺｻﾜ ﾏｻｼ 真田ﾏﾗｿﾝ教室
菊地 祐吾(6) 小学
ｷｸﾁ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
竹内 大智(5) 小学
ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 上田JSC
木村 伊吹(6) 小学
ｷﾑﾗ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久平
菊池 優介(5) 小学
ｷｸﾁ  ﾕｳｽｹ T&F佐久平
黒澤 佑樹(5) 小学
ｸﾛｻﾜ ﾕｳｷ 御代田南
岡田 陸(6) 小学
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
平林 凌大(4) 小学
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ  ﾘｮｳﾀ T&F佐久平
櫻井 絢悠(5) 小学
ｻｸﾗｲ  ｹﾝﾕｳ T&F佐久平
山口 和也(5) 小学
ﾔﾏｸﾞﾁ ｶｽﾞﾔ 真田ﾏﾗｿﾝ教室
小山 翔平(5) 小学
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 望月AC
小林 珀琢(5) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾊｸ T&F佐久平
足立 晃悠(6) 小学
ｱﾀﾞﾁ  ﾃﾙﾁｶ T&F佐久平
市川 和英(6) 小学
ｲﾁｶﾜ  ｶｽﾞﾋﾃﾞ T&F佐久平
百瀬 裕吏(5) 小学
ﾓﾓｾ  ﾕｳﾘ T&F佐久平
木内 光波(4) 小学
ｷｳﾁ ｺｳﾊ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
酒井 瞬(6) 小学
ｻｶｲ  ｼｭﾝ T&F佐久平
柳澤 透偉(5) 小学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾄｳｲ T&F佐久平
土屋 聖瑛(5) 小学
ﾂﾁﾔ ｾｲｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
竹内 睦喜(4) 小学
ﾀｹｳﾁ  ﾓﾄｷ T&F佐久平
坪井 泰生(6) 小学
ﾂﾎﾞｲ  ﾀｲｾｲ T&F佐久平
福島 翔太(6) 小学 欠場
ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
安部 桂史郎(6) 小学 欠場
ｱﾍﾞ ｹｲｼﾛｳ 原小
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