
平成２８年度 
大会コード：１６２０１７０３  
第６回東信地区ジュニア秋季陸上競技記録会 

記録集 

 期 日   平成２８年 ９月 ３日（土） 

  

 場 所   佐久総合運動公園陸上競技場（コード２０２０６０） 
 
 

      主 催   東信地区中学校体育連盟（陸上競技） 
 
             東信地区陸上競技協会 
 
      主 管   東信地区陸上競技協会普及強化部 
      審判長   森泉 智夫 
      記録主任  山野井宏彰 
 

気象状況 2016/09/03 

時刻 天候 風 気温 湿度 

9:00 曇り 南   1.8m/sec.  23.5 ℃  71.0 % 
10:00 晴れ 北東   2.5m/sec.  25.0 ℃  68.0 % 
11:00 晴れ 東   4.5m/sec.  26.0 ℃  62.0 % 
12:00 晴れ 北東   2.5m/sec.  26.0 ℃  65.0 % 
13:00 晴れ 東   2.3m/sec.  26.0 ℃  65.0 % 
14:00 晴れ 北東   1.4m/sec.  26.0 ℃  65.0 % 
15:00 晴れ 北   1.8m/sec.  26.0 ℃  69.0 % 

 
 
 

本大会で樹立された記録 

 なし 

※ 小学校女子80mH  永井 真滉(6) 小学生･千代田AC  12.65   は県小学生記録に相当するが、県外の 
                                                    （静岡）の在住，所属チーム 

      



平成２８年度　第６回東信地区ジュニア秋季陸上競技記録会
　主催　東信中学校体育連盟

　　　　東信地区陸上競技協会


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
09/03 中学男子 堀込 碧(3) 11.70 中島 優太朗(3) 11.84 原 惇也(2) 11.90 宮崎 日向(1) 11.96 井出 紋次郎(2) 12.26 山口 大貴(2) 12.28 上野 太暉(3) 12.37 工藤 利季(3) 12.38

100m 中学生･野沢中 中学生･東御東部中 中学生･浅間中 中学生･佐久長聖中 中学生･小諸東中 中学生･野沢中 中学生･望月AC 中学生･野沢中
09/03 柏木 優(3) 52.37 中島 優太朗(3) 56.09 工藤 利季(3) 58.21 小澤 優希(2) 58.56 森 紘輔(2) 58.78 山口 大貴(2) 59.44 遠藤 佳斗(2) 59.86 尾沼 優(1) 1,01.02

400m 中学生･小諸東中 中学生･東御東部中 中学生･野沢中 中学生･佐久東中 腰越JSC 中学生･野沢中 中学生･東御東部中 中学生･上田第五中
09/03 木村 歩峻(1) 4,43.15 小澤 優希(2) 4,43.71 町田 駿(2) 4,50.79 土赤 本気(1) 4,52.76 手塚 智也(2) 4,56.02 津留 大輔(2) 4,59.68 尾沼 優(1) 5,00.98 出口 哲也(1) 5,02.30

1500m 中学生･佐久長聖中 中学生･佐久東中 中学生･小諸東中 中学生･小諸東中 中学生･上田第四中 中学生･東御東部中 中学生･上田第五中 中学生･東御東部中
09/03  +1.3 片桐 陽和(3) 9,43.04 内田 飛河(2) 10,18.80 田嶋 聡哲(2) 10,49.96 佐藤 龍治(1) 11,19.65 竹内 暖(1) 11,30.89

3000m 腰越JSC 中学生･上田第四中 中学生･佐久東中 中学生･東御東部中 腰越JSC
09/03 井出 紋次郎(2) 1.65 古厩 海聖(3) 1.60 野澤 一揮(2) 1.45 中村 洋平(1) 1.35

走高跳 中学生･小諸東中 中学生･佐久長聖 中学生･小諸東中 中学生･望月AC
09/03 栁田 彩人(2) 2.50 西 智也(2) 2.40 片桐 岳(2) 1.80 村木 竜馬(1) 1.60

棒高跳 中学生･上田第五中 中学生･上田第五中 中学生･軽井沢中 中学生･上田第五中
09/03 上野 太暉(3) 5.80(-1.1) 矢花 竜也(2) 5.69(-2.6) 小松 大和(3) 5.42(+1.3) 坪井 康生(2) 5.36(+0.9) 渡辺 大翔(3) 5.18(-0.7) 林 亮典(1) 5.00(+1.4) 伊藤 司騎(1) 4.95(-0.1) 小松 風雅(3) 4.84(-1.4)

走幅跳 中学生･望月AC 中学生･望月AC 中学生･望月AC 中学生･野沢中 中学生･上田三中 中学生･野沢中 中学生･望月AC 中学生･望月AC
09/03 浅間中       48.82 東御東部中       48.85 野沢中(A)       50.24 上田第五中       51.48 佐久東中       51.56 望月AC       51.60 野沢中(B)       56.81 丸子中       59.91

4x100mR 浅沼 都夫(2) 春原 拓実(2) 山口 大貴(2) 栁田 彩人(2) 大工原 速登(2) 中村 洋平(1) 臼田 寛一(1) 笹沢 竜叶(2)
原 惇也(2) 山崎 伶弥(2) 坪井 康生(2) 土屋 海斗(1) 佐々木 優麻(2) 伊藤 司騎(1) 林 亮典(1) 箱山 大夢(2)
鈴木 崚太(1) 遠藤 佳斗(2) 星野 青空(2) 滝沢 諒(1) 中澤 颯太(2) 林 樹生(1) 久松 賢悟(1) 瀬切 悠気(2)
小林 優介(2) 佐藤 智哉(2) 飯島 大陽(2) 尾沼 優(1) 小澤 優希(2) 矢花 竜也(2) 関戸 勝琉(1) 田嶋 隼人(1)

09/03 小学男子 中村 扇大(3) 9.52 美斉津 岳(3) 9.71 柳澤 翔逢(3) 10.33 中澤 珀翔(3) 10.48 大木 倖翔(3) 小学生･軽井沢A&AC 10.49 小林 美海(3) 10.64 佐藤 暖門(2) 10.68
60m 小学生･千代田AC 小学生･あさまねSC 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･軽井沢A&AC 辻本 奄汰(3) 小学生･真田ﾏﾗｿﾝ教室 小学生･望月AC 小学生･軽井沢中部小

09/03 木藤 海琉(6) 13.51 古村 拓海(6) 13.60 落合 華七斗(6) 13.93 南澤 爽太(6) 14.15 青柳 優太郎(6) 14.33 百瀬 景哉(6) 14.34 小林 碧空(5) 14.35 木村 伊吹(6) 14.40
100m 小学生･千曲小 小学生･軽井沢A&AC 小学生･堀金小 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･KMC陸上ｸ 小学生･宗賀小 小学生･望月AC 小学生･T&F佐久平

09/03 成澤 爽(6) 3,15.09 横沢 真士(6) 3,23.60 福島 翔太(6) 3,24.66 塩川 晴也(5) 3,26.51 市川 和英(6) 3,26.55 内堀 翼(4) 3,26.79 竹花 翔太(6) 3,27.87 加藤 大雅(5) 3,28.15
1000m 腰越JSC 小学生･真田ﾏﾗｿﾝ教室 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･あさまねSC 小学生･T&F佐久平 腰越JSC 腰越JSC 小学生･軽井沢A&AC

09/03 成川 倭士(4) 11.20 中村 扇大(3) 12.42 藤原 義人(4) 12.50 木内 光波(4) 12.69 森山 遥斗(3) 13.73 大木 倖翔(3) 13.89 中澤 珀翔(3) 13.97 松澤 公佑(3) 14.52
60mH 小学生･千代田AC 小学生･千代田AC 小学生･千代田AC 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･千代田AC 小学生･軽井沢A&AC 小学生･軽井沢A&AC 小学生･千代田AC

09/03 古村 拓海(6) 13.13 手塚 嵐太(6) 14.44 安藤 海琴(6) 14.63 菊池 優介(5) 14.65 大工原 光成(6) 14.72 岡村 吏紗(6) 15.14 松澤 友宏(5) 15.51 大木 咲翔(5) 15.53
80mH 小学生･軽井沢A&AC 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･軽井沢A&AC 小学生･T&F佐久平 小学生･T&F佐久平 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･千代田AC 小学生･軽井沢A&AC

09/03 秦 憲伸(6) 1.20 櫻井 絢悠(5) 1.15 市川 和英(6) 1.10 大江 悠暉(5) 1.05 柳澤 透偉(5) 1.05
走高跳 小学生･KMC陸上ｸ 小学生･T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ 小学生･T&F佐久平 小学生･KMC陸上ｸ 小学生･T&F佐久平

09/03 青柳 優太郎(6)4.60(+0.6) 秦 憲伸(6) 4.59(+0.8) 南澤 爽太(6) 4.55(-0.9) 百瀬 景哉(6) 4.48(-1.9) 岡田 陸(6) 4.31(+1.5) 安藤 海琴(6) 4.29(+2.4) 木村 伊吹(6) 4.27(+0.1) 菊地 祐吾(6) 4.16(+0.4)
走幅跳 小学生･KMC陸上ｸ 小学生･KMC陸上ｸ 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･宗賀小 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学生･軽井沢A&AC 小学生･T&F佐久平 小学生･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

09/03 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)      55.12 KMC陸上ｸ(A)       55.14 T&F佐久平(A)      55.94 軽井沢A&AC       55.96 真田ﾏﾗｿﾝ教室(A)      56.24 望月AC(A)       57.02 あさまねSC(A)    1,00.60 望月AC(B)     1,03.37
4×100mR 菊地 祐吾(6) 打田 惺悠(5) 足立 晃悠(6) 大木 咲翔(5) 桜井 英輝(6) 寺島 恒輔(6) 塩川 晴也(5) 矢嶋 虹太(6)

岡田 陸(6) 大江 悠暉(5) 木村 伊吹(6) 古村 拓海(6) 辻本 嵩人(6) 小林 碧空(5) 土屋 瑠獅亜(5) 小山 翔平(5)
手塚 嵐太(6) 青柳 優太郎(6) 菊池 優介(5) 篠原 令磨(6) 金田 叡哲(6) 山浦 雅斗(5) 中澤 光星(6) 大草 芽生(4)
南澤 爽太(6) 秦 憲伸(6) 大工原 光成(6) 安藤 海琴(6) 横沢 真士(6) 佐々木 隆之介(5) 伊藤 壮一郎(5) 小林 美海(3)

09/03 中学1年男子  +0.9 土屋 海斗(1) 18.07 秋山 智行(1) 18.67 関戸 勝琉(1) 19.48 有坂 泰希(1) 19.73 久松 賢悟(1) 20.13 飯塚 啓真(1) 21.30 佐藤 遼征(1) 21.32 阿部 優汰(1) 21.77
100mH 中学生･上田第五中 中学生･浅間中 中学生･野沢中 中学生･野沢中 中学生･野沢中 中学生･浅間中 中学生･小諸東中 中学生･野沢中

09/03 土屋 海斗(1) 8.34 鈴木 崚太(1) 7.72 鷹野 羽也斗(1) 5.34
砲丸投 中学生･上田第五中 中学生･浅間中 中学生･野沢中

09/03 中学2･3年男  -3.4 堀込 碧(3) 15.71 原 惇也(2) 17.08 飯島 大陽(2) 18.44 星野 青空(2) 18.70 山崎 伶弥(2) 19.14 浅沼 都夫(2) 19.38 片桐 岳(2) 19.82 中澤 颯太(2) 20.15
110mH 中学生･野沢中 中学生･浅間中 中学生･野沢中 中学生･野沢中 中学生･東御東部中 中学生･浅間中 中学生･軽井沢中 中学生･佐久東中

09/03 赤尾 聡良(3) 11.45 久保川 優士(2) 8.98 笹沢 竜叶(2) 6.66 工藤 未来翔(2) 6.59 入口 慧大(2) 5.75
砲丸投 中学生･上田第五中 中学生･丸子北中 中学生･丸子中 中学生･丸子北中 中学生･東御東部中



決勝 9月3日 12:35

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +0.4

 1 佐藤 暖門(2) 小学生     10.68  1 小林 美海(3) 小学生     10.64 
ｻﾄｳ  ﾊﾙﾄ 軽井沢中部小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月AC

 2 藤沢 俊輔(2) 小学生     10.96  2 村山 凱斗(3) 小学生     10.76 
ﾌｼﾞｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ﾑﾗﾔﾏ ｶｲﾄ 軽井沢中部小

 3 堀内 侑李(3) 小学生     11.01  3 中屋 大和(3) 小学生     10.86 
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾘ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ﾅｶﾔ ﾔﾏﾄ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 4 清水 大我(2) 小学生     11.06  4 井出 竣(2) 小学生     10.95 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｶﾞ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ｲﾃﾞ ｼｭﾝ 東御市陸上教室

 5 清水 稜介(1) 小学生     11.37  5 遠藤 大志(3) 小学生     11.06 
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ 岸野小 ｴﾝﾄﾞｳ  ﾀｲｼ T&F佐久平

 6 齋藤 嶺(1) 小学生     11.45  6 黒澤 颯(3) 小学生     11.07 
ｻｲﾄｳ ﾘｮｳ 御代田南小 ｸﾄｻﾜ ﾊﾔﾃ 東御市陸上教室

 7 小池 澄空(2) 小学生     11.47  7 津島 輝(3) 小学生     11.16 
ｺｲｹ ﾄｵｱ 上田JSC ﾂｼﾏ ﾋｶﾙ 軽井沢中部小

 7 小池 秀吾(1) 小学生     11.47  8 小林 大真(3) 小学生     11.18 
ｺｲｹ ｼｭｳｺﾞ 中佐都小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｼﾝ あさまねSC

 9 坂本 絃八(2) 小学生     11.50 
ｻｶﾓﾄ ｹﾞﾝﾔ 軽井沢中部小

[ 3組] 風速 -0.4

 1 中村 扇大(3) 小学生      9.52 
ﾅｶﾑﾗ ｾｵ 千代田AC

 2 美斉津 岳(3) 小学生      9.71 
ﾐｻｲｽﾞ ｶﾞｸ あさまねSC

 3 柳澤 翔逢(3) 小学生     10.33 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 中澤 珀翔(3) 小学生     10.48 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊｸﾄ 軽井沢A&AC

 5 大木 倖翔(3) 小学生     10.49 
ｵｵｷ ｺｳﾄ 軽井沢A&AC

 5 辻本 奄汰(3) 小学生     10.49 
ﾂｼﾞﾓﾄ ｴﾝﾀ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 7 神谷 永遠(3) 小学生     10.77 
ｶﾐﾔ ﾄﾜ あさまねSC

 8 南澤 侑吾(2) 小学生     11.05 
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

6   202

2   307

3   233

9   370

4   312

5   238

記録／備考
7   388

8   209

6   261

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2   393 8   201

1   331 7   268

3   284 6   397

8   216 5   178

7   367 2   394

9   374 4   368

5   373 9   265

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   260 3   407

小学男子

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 中村 扇大(3) 小学生 千代田AC      9.52 (-0.4)   3   1
   2 美斉津 岳(3) 小学生 あさまねSC      9.71 (-0.4)   3   2
   3 柳澤 翔逢(3) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     10.33 (-0.4)   3   3
   4 中澤 珀翔(3) 小学生 軽井沢A&AC     10.48 (-0.4)   3   4
   5 大木 倖翔(3) 小学生 軽井沢A&AC     10.49 (-0.4)   3   5
   5 辻本 奄汰(3) 小学生 真田ﾏﾗｿﾝ教室     10.49 (-0.4)   3   5
   7 小林 美海(3) 小学生 望月AC     10.64 (+0.4)   2   1
   8 佐藤 暖門(2) 小学生 軽井沢中部小     10.68 (+0.9)   1   1
   9 村山 凱斗(3) 小学生 軽井沢中部小     10.76 (+0.4)   2   2
  10 神谷 永遠(3) 小学生 あさまねSC     10.77 (-0.4)   3   7
  11 中屋 大和(3) 小学生 真田ﾏﾗｿﾝ教室     10.86 (+0.4)   2   3
  12 井出 竣(2) 小学生 東御市陸上教室     10.95 (+0.4)   2   4
  13 藤沢 俊輔(2) 小学生 真田ﾏﾗｿﾝ教室     10.96 (+0.9)   1   2
  14 堀内 侑李(3) 小学生 真田ﾏﾗｿﾝ教室     11.01 (+0.9)   1   3
  15 南澤 侑吾(2) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     11.05 (-0.4)   3   8
  16 清水 大我(2) 小学生 真田ﾏﾗｿﾝ教室     11.06 (+0.9)   1   4
  16 遠藤 大志(3) 小学生 T&F佐久平     11.06 (+0.4)   2   5
  18 黒澤 颯(3) 小学生 東御市陸上教室     11.07 (+0.4)   2   6
  19 津島 輝(3) 小学生 軽井沢中部小     11.16 (+0.4)   2   7
  20 小林 大真(3) 小学生 あさまねSC     11.18 (+0.4)   2   8
  21 清水 稜介(1) 小学生 岸野小     11.37 (+0.9)   1   5
  22 齋藤 嶺(1) 小学生 御代田南小     11.45 (+0.9)   1   6
  23 小池 澄空(2) 小学生 上田JSC     11.47 (+0.9)   1   7
  23 小池 秀吾(1) 小学生 中佐都小     11.47 (+0.9)   1   7
  25 坂本 絃八(2) 小学生 軽井沢中部小     11.50 (+0.9)   1   9
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順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）



決勝 9月3日 10:40

[ 1組] [ 2組]

 1 小池 陸翔(6) 小学生   3,52.78  1 伊香賀 遥土(5) 小学生   3,36.53 
ｺｲｹ ﾘｸﾄ 上田JSC ｲｶｶﾞ ﾊﾙﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ

 2 櫻井 絢悠(5) 小学生   3,53.17  2 齋藤 音吹(5) 小学生   3,37.51 
ｻｸﾗｲ  ｹﾝﾕｳ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 吉原 璃空(6) 小学生   3,57.90  3 小林 康楠(6) 小学生   3,40.37 
ﾖｼﾊﾗ ﾘｸ 真田ｸﾗﾌﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾅﾝ 真田ｸﾗﾌﾞ

 4 森川 海凪(6) 小学生   4,03.01  4 中山 瑛生(5) 小学生   3,41.28 
ﾓﾘｶﾜ ﾐﾅｷﾞ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ﾅｶﾔﾏ  ｴｲｷ T&F佐久平

 5 横山 廉汰郎(5) 小学生   4,07.72  5 片井 蓮仁(5) 小学生   3,44.93 
ﾖｺﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ 東御市陸上教室 ｶﾀｲ  ﾚﾝﾄ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ

 6 西澤 紀仁(3) 小学生   4,07.76  6 金子 倖大(4) 小学生   3,45.16 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾋﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ ｶﾈｺ  ｺｳﾀ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ

 7 堀内 侑李(3) 小学生   4,09.19  7 辻本 嵩人(6) 小学生   3,45.60 
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾘ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ﾂｼﾞﾓﾄ ｼｭｳﾄ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 8 中屋 大和(3) 小学生   4,09.44  8 小相沢 瑛翔(4)   3,46.05 
ﾅｶﾔ ﾔﾏﾄ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ｺｱｲｻﾞﾜ ｴｲﾄ 腰越JSC

 9 小池 海嘉(4) 小学生   4,12.34  9 土屋 聖瑛(5) 小学生   3,47.83 
ｺｲｹ ｶｲｶﾞ 上田JSC ﾂﾁﾔ ｾｲｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

10 林 悠翔(3) 小学生   4,25.81 10 宮坂 悠太(6) 小学生   3,54.20 
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾀ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

11 黒木 勇翔(3)   4,36.16 11 熊倉 正之(5) 小学生   3,56.69 
ｸﾛｷ ﾕｳﾄ 腰越JSC ｸﾏｸﾗ ﾏｻﾕｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

12 清水 颯太(2) 小学生   4,36.87 12 大木 優真(5) 小学生   4,01.23 
ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ 真田ｸﾗﾌﾞ ｵｵｷﾞ  ﾕｳﾏ 御代田南

13 小池 澄空(2) 小学生   4,54.08 13 黒木 玲雄(1)   4,06.17 
ｺｲｹ ﾄｵｱ 上田JSC ｸﾛｷ ﾚｵ 腰越JSC

14 横沢 岳弥(1) 小学生   4,57.52 上島 拓人(4) 小学生
ﾖｺｻﾜ ﾀｹﾔ 真田ｸﾗﾌﾞ ｶﾐｼﾞﾏ ﾀｸﾄ 軽井沢中部小

[ 3組]

 1 成澤 爽(6)   3,15.09 
ﾅﾙｻﾜ ｱｷﾗ 腰越JSC

 2 横沢 真士(6) 小学生   3,23.60 
ﾖｺｻﾜ ﾏｻｼ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 3 福島 翔太(6) 小学生   3,24.66 
ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 塩川 晴也(5) 小学生   3,26.51 
ｼｵｶﾜ ｾｲﾔ あさまねSC

 5 市川 和英(6) 小学生   3,26.55 
ｲﾁｶﾜ  ｶｽﾞﾋﾃﾞ T&F佐久平

 6 内堀 翼(4)   3,26.79 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾂﾊﾞｻ 腰越JSC

 7 竹花 翔太(6)   3,27.87 
ﾀｹﾊﾅ ｼｮｳﾀ 腰越JSC

 8 加藤 大雅(5) 小学生   3,28.15 
ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 軽井沢A&AC

 9 土赤 仁義(3)   3,29.49 
ﾂﾁｱｶ ｼﾞﾝ 腰越JSC

10 大神 健太(6)   3,31.07 
ｵｵｶﾞﾐ ｹﾝﾀ 腰越JSC

11 三石 勇太(6) 小学生   3,34.27 
ﾐﾂｲｼ ﾕｳﾀ 軽井沢A&AC

12 土屋 瑠獅亜(5) 小学生   3,34.38 
ﾂﾁﾔ ﾙｼｱ あさまねSC

13 中澤 光星(6) 小学生   3,35.91 
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｾｲ あさまねSC

14 鷹野 匠(6) 小学生   3,44.61 
ﾀｶﾉ ﾀｸﾐ あさまねSC
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7   374 3   371
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13   332 2   338

小学男子

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 成澤 爽(6) 腰越JSC     3,15.09   3   1
   2 横沢 真士(6) 小学生 真田ﾏﾗｿﾝ教室     3,23.60   3   2
   3 福島 翔太(6) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,24.66   3   3
   4 塩川 晴也(5) 小学生 あさまねSC     3,26.51   3   4
   5 市川 和英(6) 小学生 T&F佐久平     3,26.55   3   5
   6 内堀 翼(4) 腰越JSC     3,26.79   3   6
   7 竹花 翔太(6) 腰越JSC     3,27.87   3   7
   8 加藤 大雅(5) 小学生 軽井沢A&AC     3,28.15   3   8
   9 土赤 仁義(3) 腰越JSC     3,29.49   3   9
  10 大神 健太(6) 腰越JSC     3,31.07   3  10
  11 三石 勇太(6) 小学生 軽井沢A&AC     3,34.27   3  11
  12 土屋 瑠獅亜(5) 小学生 あさまねSC     3,34.38   3  12
  13 中澤 光星(6) 小学生 あさまねSC     3,35.91   3  13
  14 伊香賀 遥土(5) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     3,36.53   2   1
  15 齋藤 音吹(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,37.51   2   2
  16 小林 康楠(6) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     3,40.37   2   3
  17 中山 瑛生(5) 小学生 T&F佐久平     3,41.28   2   4
  18 鷹野 匠(6) 小学生 あさまねSC     3,44.61   3  14
  19 片井 蓮仁(5) 小学生 T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ     3,44.93   2   5
  20 金子 倖大(4) 小学生 T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ     3,45.16   2   6
  21 辻本 嵩人(6) 小学生 真田ﾏﾗｿﾝ教室     3,45.60   2   7
  22 小相沢 瑛翔(4) 腰越JSC     3,46.05   2   8
  23 土屋 聖瑛(5) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,47.83   2   9
  24 小池 陸翔(6) 小学生 上田JSC     3,52.78   1   1
  25 櫻井 絢悠(5) 小学生 T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ     3,53.17   1   2
  26 宮坂 悠太(6) 小学生 真田ﾏﾗｿﾝ教室     3,54.20   2  10
  27 熊倉 正之(5) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     3,56.69   2  11
  28 吉原 璃空(6) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     3,57.90   1   3
  29 大木 優真(5) 小学生 御代田南     4,01.23   2  12
  30 森川 海凪(6) 小学生 真田ﾏﾗｿﾝ教室     4,03.01   1   4
  31 黒木 玲雄(1) 腰越JSC     4,06.17   2  13
  32 横山 廉汰郎(5) 小学生 東御市陸上教室     4,07.72   1   5
  33 西澤 紀仁(3) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     4,07.76   1   6
  34 堀内 侑李(3) 小学生 真田ﾏﾗｿﾝ教室     4,09.19   1   7
  35 中屋 大和(3) 小学生 真田ﾏﾗｿﾝ教室     4,09.44   1   8
  36 小池 海嘉(4) 小学生 上田JSC     4,12.34   1   9
  37 林 悠翔(3) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     4,25.81   1  10
  38 黒木 勇翔(3) 腰越JSC     4,36.16   1  11
  39 清水 颯太(2) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     4,36.87   1  12
  40 小池 澄空(2) 小学生 上田JSC     4,54.08   1  13
  41 横沢 岳弥(1) 小学生 真田ｸﾗﾌﾞ     4,57.52   1  14  339
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決勝 9月3日 14:10

[ 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   9 望月AC(B)   412 矢嶋 虹太(6)   1,03.37  1   3 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)   300 菊地 祐吾(6)     55.12 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰB ﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀ ｻｸﾄﾞﾘｰﾑA ｷｸﾁ ﾕｳｺﾞ
  406 小山 翔平(5)   299 岡田 陸(6)

ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ ｵｶﾀﾞ ﾘｸ
  410 大草 芽生(4)   303 手塚 嵐太(6)

ｵｵｸｻ ｲﾌﾞｷ ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ
  407 小林 美海(3)   306 南澤 爽太(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ
 2   5 T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ(A)  169 小林 珀琢(5)   1,03.49  2   4 KMC陸上ｸ(A)   158 打田 惺悠(5)     55.14 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸｼﾞｭ ｺﾊﾞﾔｼ  ﾊｸ ｹｰｴﾑｼｰﾘｸｼﾞｮｳｸA ｳﾁﾀﾞ ｾｲﾕｳ
  174 百瀬 裕吏(5)   159 大江 悠暉(5)

ﾓﾓｾ  ﾕｳﾘ ｵｵｴ ﾕｳｷ
  177 櫻井 絢悠(5)   157 青柳 優太郎(6)

ｻｸﾗｲ  ｹﾝﾕｳ ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳﾀﾛｳ
  162 井出 博人(5)   156 秦 憲伸(6)

ｲﾃﾞ  ﾋﾛﾄ ﾊﾀ ｹﾝｼﾝ
 3   2 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)   313 齋藤 音吹(5)   1,03.58  3   5 T&F佐久平(A)   189 足立 晃悠(6)     55.94 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑB ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ｱﾀﾞﾁ  ﾃﾙﾁｶ
  311 木内 光波(4)   195 木村 伊吹(6)

ｷｳﾁ ｺｳﾊ ｷﾑﾗ  ｲﾌﾞｷ
  305 土屋 太木(4)   180 菊池 優介(5)

ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ ｷｸﾁ  ﾕｳｽｹ
  309 福島 翔太(6)   190 大工原 光成(6)

ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ ﾀﾞｲｸﾊﾗ  ｺｳｾｲ
 4   4 T&F佐久平(B)   196 柳澤 透偉(5)   1,03.91  4   7 軽井沢A&AC   234 大木 咲翔(5)     55.96 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸﾀﾞｲ ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾄｳｲ ｶﾙｲｻﾞﾜｴｰｱﾝﾄﾞｴｰｼｰ ｵｵｷ ｻｸﾄ
  185 市川 和英(6)   224 古村 拓海(6)

ｲﾁｶﾜ  ｶｽﾞﾋﾃﾞ ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ
  194 坪井 泰生(6)   229 篠原 令磨(6)

ﾂﾎﾞｲ  ﾀｲｾｲ ｼﾉﾊﾗ ﾘｮｳﾏ
  186 小林 一成(6)   218 安藤 海琴(6)

ｺﾊﾞﾔｼ  ｲｯｾｲ ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｺﾄ
 5   7 T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ(B)  164 丸山 桔平(4)   1,04.90  5   2 真田ﾏﾗｿﾝ教室(A)  359 桜井 英輝(6)     56.24 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ  ｻｸｼﾞｭ ﾏﾙﾔﾏ  ｷｯﾍﾟｲ ｻﾅﾀﾞﾏﾗｿﾝｷｮｳｼﾂA ｻｸﾗｲ ｱｲｷ
  171 竹内 睦喜(4)   371 辻本 嵩人(6)

ﾀｹｳﾁ  ﾄﾓｷ ﾂｼﾞﾓﾄ ｼｭｳﾄ
  175 平林 凌大(4)   356 金田 叡哲(6)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ  ﾘｮｳﾀ ｶﾈﾀﾞ ｴｲﾃﾂ
  168 山本 祐弥(4)   352 横沢 真士(6)

ﾔﾏﾓﾄ  ﾕｳﾔ ﾖｺｻﾜ ﾏｻｼ
 6   3 真田ｸﾗﾌﾞ   347 西澤 紀仁(3)   1,06.45  6   6 望月AC(A)   405 寺島 恒輔(6)     57.02 

ｻﾅﾀﾞｸﾗﾌﾞ ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾋﾄ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰA ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ
  344 熊倉 正之(5)   408 小林 碧空(5)

ｸﾏｸﾗ ﾏｻﾕｷ ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ
  345 小林 康楠(6)   404 山浦 雅斗(5)

ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾅﾝ ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ
  338 伊香賀 遥土(5)   403 佐々木 隆之介(5)

ｲｶｶﾞ ﾊﾙﾄ ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
 7   6 あさまねSC(B)   201 小林 大真(3)   1,08.61  7   8 あさまねSC(A)   198 塩川 晴也(5)   1,00.60 

ｱｻﾏﾈSC ｺﾊﾞﾔｼ ﾀﾞｲｼﾝ ｱｻﾏﾈSC ｼｵｶﾜ ｾｲﾔ
  202 神谷 永遠(3)   208 土屋 瑠獅亜(5)

ｶﾐﾔ ﾄﾜ ﾂﾁﾔ ﾙｼｱ
  206 土屋 海哩(4)   205 中澤 光星(6)

ﾂﾁﾔ ｶｲﾘ ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｾｲ
  209 美斉津 岳(3)   197 伊藤 壮一郎(5)

ﾐｻｲｽﾞ ｶﾞｸ ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ
 8   8 真田ﾏﾗｿﾝ教室(B)  373 藤沢 俊輔(2)   1,11.17 

ｻﾅﾀﾞﾏﾗｿﾝｷｮｳｼﾂB ﾌｼﾞｻﾜ ｼｭﾝｽｹ
  374 堀内 侑李(3)

ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾘ
  368 中屋 大和(3)

ﾅｶﾔ ﾔﾏﾄ
  370 辻本 奄汰(3)

ﾂｼﾞﾓﾄ ｴﾝﾀ

小学男子

4×100mR

決勝



   1 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)     55.12 菊地 祐吾(6) 岡田 陸(6) 手塚 嵐太(6) 南澤 爽太(6)   2   1
   2 KMC陸上ｸ(A)     55.14 打田 惺悠(5) 大江 悠暉(5) 青柳 優太郎(6) 秦 憲伸(6)   2   2
   3 T&F佐久平(A)     55.94 足立 晃悠(6) 木村 伊吹(6) 菊池 優介(5) 大工原 光成(6)   2   3
   4 軽井沢A&AC     55.96 大木 咲翔(5) 古村 拓海(6) 篠原 令磨(6) 安藤 海琴(6)   2   4
   5 真田ﾏﾗｿﾝ教室(A)     56.24 桜井 英輝(6) 辻本 嵩人(6) 金田 叡哲(6) 横沢 真士(6)   2   5
   6 望月AC(A)     57.02 寺島 恒輔(6) 小林 碧空(5) 山浦 雅斗(5) 佐々木 隆之介(   2   6
   7 あさまねSC(A)   1,00.60 塩川 晴也(5) 土屋 瑠獅亜(5) 中澤 光星(6) 伊藤 壮一郎(5)   2   7
   8 望月AC(B)   1,03.37 矢嶋 虹太(6) 小山 翔平(5) 大草 芽生(4) 小林 美海(3)   1   1
   9 T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ(A)   1,03.49 小林 珀琢(5) 百瀬 裕吏(5) 櫻井 絢悠(5) 井出 博人(5)   1   2
  10 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)   1,03.58 齋藤 音吹(5) 木内 光波(4) 土屋 太木(4) 福島 翔太(6)   1   3
  11 T&F佐久平(B)   1,03.91 柳澤 透偉(5) 市川 和英(6) 坪井 泰生(6) 小林 一成(6)   1   4
  12 T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ(B)   1,04.90 丸山 桔平(4) 竹内 睦喜(4) 平林 凌大(4) 山本 祐弥(4)   1   5
  13 真田ｸﾗﾌﾞ   1,06.45 西澤 紀仁(3) 熊倉 正之(5) 小林 康楠(6) 伊香賀 遥土(5)   1   6
  14 あさまねSC(B)   1,08.61 小林 大真(3) 神谷 永遠(3) 土屋 海哩(4) 美斉津 岳(3)   1   7
  15 真田ﾏﾗｿﾝ教室(B)   1,11.17 藤沢 俊輔(2) 堀内 侑李(3) 中屋 大和(3) 辻本 奄汰(3)   1   8

ｵｰﾀﾞｰ1

小学男子

4×100mR
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位順位 所属名 都道府県 記録 備考



決勝 9月3日 10:30

秦 憲伸(6) 小学生
ﾊﾀ ｹﾝｼﾝ KMC陸上ｸ
櫻井 絢悠(5) 小学生
ｻｸﾗｲ  ｹﾝﾕｳ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ
市川 和英(6) 小学生
ｲﾁｶﾜ  ｶｽﾞﾋﾃﾞ T&F佐久平
大江 悠暉(5) 小学生
ｵｵｴ ﾕｳｷ KMC陸上ｸ
柳澤 透偉(5) 小学生
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾄｳｲ T&F佐久平
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小学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 m90 m95



決勝 9月3日  9:30

青柳 優太郎(6) 小学生   4.60    X   4.35    4.60 
ｱｵﾔｷﾞ ﾕｳﾀﾛｳ KMC陸上ｸ   +0.6   +0.3    +0.6
秦 憲伸(6) 小学生   4.53   4.59    X    4.59 
ﾊﾀ ｹﾝｼﾝ KMC陸上ｸ   -2.4   +0.8    +0.8
南澤 爽太(6) 小学生    X   4.55   4.40    4.55 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   -0.9   -0.2    -0.9
百瀬 景哉(6) 小学生    X   4.48   4.30    4.48 
ﾓﾓｾ ｹｲﾔ 宗賀小   -1.9   -2.0    -1.9
岡田 陸(6) 小学生   4.13   4.31   4.21    4.31 
ｵｶﾀﾞ ﾘｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   -1.8   +1.5   +3.9    +1.5
安藤 海琴(6) 小学生    X   4.29    -    4.29 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｺﾄ 軽井沢A&AC   +2.4    +2.4
木村 伊吹(6) 小学生    X   4.27   4.19    4.27 
ｷﾑﾗ  ｲﾌﾞｷ T&F佐久平   +0.1   -0.1    +0.1
菊地 祐吾(6) 小学生   3.92   3.93   4.16    4.16 
ｷｸﾁ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +0.8   -1.6   +0.4    +0.4
小林 碧空(5) 小学生    X    X   4.15    4.15 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月AC   -1.1    -1.1
手塚 嵐太(6) 小学生    X   4.10   3.83    4.10 
ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   -0.3   +0.4    -0.3
成川 倭士(4) 小学生   3.90   4.02    -    4.02 
ﾅﾙｶﾜ ﾜｸｼ 千代田AC   +1.9   -0.9    -0.9
寺島 恒輔(6) 小学生   3.98    X    X    3.98 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 望月AC   -0.4    -0.4
佐々木 隆之介(5) 小学生   3.93   3.89   3.73    3.93 
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 望月AC   +1.2   -1.0   -3.2    +1.2
松澤 友宏(5) 小学生   3.93   3.89    X    3.93 
ﾏﾂｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 千代田AC   +0.2   -2.3    +0.2
山浦 雅斗(5) 小学生    X    X   3.89    3.89 
ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 望月AC   -0.8    -0.8
金田 叡哲(6) 小学生   3.85   3.75   3.84    3.85 
ｶﾈﾀﾞ ｴｲﾃﾂ 真田ﾏﾗｿﾝ教室   +1.3   +1.9   +2.0    +1.3
篠原 令麿(6) 小学生   3.71   3.69   3.85    3.85 
ｼﾉﾊﾗ ﾘｮｳﾏ 軽井沢A&AC   +0.4    0.0   +2.1    +2.1
河野 優太(6) 小学生    X   3.81    X    3.81 
ｺｳﾉ ﾕｳﾀ 上田JSC   +0.1    +0.1
大工原 光成(6) 小学生   3.78   3.78    -    3.78 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ  ｺｳｾｲ T&F佐久平   +1.5   -0.3    +1.5
大江 悠暉(5) 小学生   3.74    X    X    3.74 
ｵｵｴ ﾕｳｷ KMC陸上ｸ   -1.7    -1.7
竹内 睦喜(4) 小学生   3.71   3.48   3.29    3.71 
ﾀｹｳﾁ  ﾄﾓｷ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ   +0.9   -3.2   +0.3    +0.9
矢嶋 虹太(6) 小学生   2.92   3.68   3.69    3.69 
ﾔｼﾞﾏ ｺｳﾀ 望月AC   -1.8   +1.0   +0.3    +0.3
足立 晃悠(6) 小学生   3.39   3.67    X    3.67 
ｱﾀﾞﾁ  ﾃﾙﾁｶ T&F佐久平   -0.3   -1.5    -1.5
新井 翔太(6) 小学生   3.66   3.55   3.37    3.66 
ｱﾗｲ ｼｮｳﾀ 上田JSC   -1.6   -0.3   -1.7    -1.6
小林 一成(6) 小学生   3.36   3.65   3.59    3.65 
ｺﾊﾞﾔｼ  ｲｯｾｲ T&F佐久平   +1.3   -0.7   -0.4    -0.7
齋藤 音吹(5) 小学生   3.44   3.58    -    3.58 
ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   -2.6   -0.8    -0.8
小山 翔平(5) 小学生   3.50    X    X    3.50 
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 望月AC   -0.3    -0.3
小林 誠史(5) 小学生   3.09   3.37   3.40    3.40 
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ 真田ﾏﾗｿﾝ教室   -1.2   -1.4   -2.0    -2.0
大草 芽生(4) 小学生   3.22   3.37    X    3.37 
ｵｵｸｻ ｲﾌﾞｷ 望月AC   -0.3   -2.0    -2.0
塩川 晴也(5) 小学生   3.36    X   3.24    3.36 
ｼｵｶﾜ ｾｲﾔ あさまねSC   +0.7   +1.2    +0.7
木内 光波(4) 小学生   3.22   3.34   3.12    3.34 
ｷｳﾁ ｺｳﾊ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   -0.3   +2.2   -3.2    +2.2
藤原 義人(4) 小学生    X   3.27    -    3.27 
ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼﾄ 千代田AC   -2.8    -2.8
井出 博人(5) 小学生   3.24   2.84   3.17    3.24 
ｲﾃﾞ  ﾋﾛﾄ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ   -1.8   +1.5   +0.8    -1.8
平林 凌大(4) 小学生   3.02   3.18    X    3.18 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ  ﾘｮｳﾀ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ   +1.5   +0.1    +0.1
金澤 歩夢(4) 小学生   3.11   3.16   2.96    3.16 
ｶﾅｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 軽井沢A&AC   +0.2   +1.0    0.0    +1.0
百瀬 裕吏(5) 小学生   3.15   2.86    X    3.15 
ﾓﾓｾ  ﾕｳﾘ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ   -1.9   +2.6    -1.9
遠藤 拓人(4) 小学生   2.54   2.36   3.00    3.00 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｸﾄ KMC陸上ｸ   -0.8   -0.8   -1.2    -1.2
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森山 遥斗(3) 小学生   2.67   2.97    -    2.97 
ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾄ 千代田AC   +1.4   -2.9    -2.9
坪井 泰生(6) 小学生   2.89   2.96   2.88    2.96 
ﾂﾎﾞｲ  ﾀｲｾｲ T&F佐久平   +1.0   -2.6   -0.6    -2.6
山本 祐弥(4) 小学生   2.92   2.69   2.80    2.92 
ﾔﾏﾓﾄ  ﾕｳﾔ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ   +1.7   -1.8   +0.7    +1.7
森川 海凪(6) 小学生   2.76    -   2.92    2.92 
ﾓﾘｶﾜ ﾐﾅｷﾞ 真田ﾏﾗｿﾝ教室    0.0   -1.1    -1.1
田中 紫月(4) 小学生   2.89   2.63   2.24    2.89 
ﾀﾅｶ  ｼﾂﾞｷ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ   +0.8   -0.7   -1.8    +0.8
小林 珀琢(5) 小学生    X   2.87   2.60    2.87 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾊｸ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ   +1.2   -1.4    +1.2
小林 美海(3) 小学生   2.78   2.54   2.79    2.79 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月AC   -0.5   +0.4    0.0     0.0
松澤 公佑(3) 小学生   2.72   2.61    -    2.72 
ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 千代田AC   -2.0   -1.0    -2.0
宮坂 悠太(6) 小学生   2.66    -    -    2.66 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾀ 真田ﾏﾗｿﾝ教室   +0.8    +0.8
馬場 大晴(4) 小学生   2.37   2.44   2.51    2.51 
ﾊﾞﾊﾞ ﾀｲｾｲ 御代田南   -1.0   -1.1   +2.1    +2.1
黒澤 颯(3) 小学生    X   2.31    X    2.31 
ｸﾄｻﾜ ﾊﾔﾃ 東御市陸上教室   +0.9    +0.9
丸山 桔平(4) 小学生   2.20   2.28    X    2.28 
ﾏﾙﾔﾏ  ｷｯﾍﾟｲ T&F佐久ｼﾞｭﾆｱ   +0.1   -0.8    -0.8
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決勝 9月3日 11:25

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速 -2.7

 1 中村 扇大(3) 小学生     12.42  1 成川 倭士(4) 小学生     11.20 
ﾅｶﾑﾗ ｾｵ 千代田AC ﾅﾙｶﾜ ﾜｸｼ 千代田AC

 2 木内 光波(4) 小学生     12.69  2 藤原 義人(4) 小学生     12.50 
ｷｳﾁ ｺｳﾊ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾌｼﾞﾜﾗ ﾖｼﾄ 千代田AC

 3 森山 遥斗(3) 小学生     13.73  3 中澤 珀翔(3) 小学生     13.97 
ﾓﾘﾔﾏ ﾊﾙﾄ 千代田AC ﾅｶｻﾞﾜ ﾊｸﾄ 軽井沢A&AC

 4 大木 倖翔(3) 小学生     13.89  4 松澤 公佑(3) 小学生     14.52 
ｵｵｷ ｺｳﾄ 軽井沢A&AC ﾏﾂｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 千代田AC

 5 木戸 大李(4) 小学生     15.84  5 土屋 太木(4) 小学生     14.94 
ｷﾄﾞ ﾀﾞｲﾘ 御代田南 ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

7   281 8   305

8   233 5   384

9   386 6   238

6   311 7   390

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   388 9   387

小学男子

60mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 成川 倭士(4) 小学生 千代田AC     11.20 (-2.7)   2   1
   2 中村 扇大(3) 小学生 千代田AC     12.42 (0.0)   1   1
   3 藤原 義人(4) 小学生 千代田AC     12.50 (-2.7)   2   2
   4 木内 光波(4) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     12.69 (0.0)   1   2
   5 森山 遥斗(3) 小学生 千代田AC     13.73 (0.0)   1   3
   6 大木 倖翔(3) 小学生 軽井沢A&AC     13.89 (0.0)   1   4
   7 中澤 珀翔(3) 小学生 軽井沢A&AC     13.97 (-2.7)   2   3
   8 松澤 公佑(3) 小学生 千代田AC     14.52 (-2.7)   2   4
   9 土屋 太木(4) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14.94 (-2.7)   2   5
  10 木戸 大李(4) 小学生 御代田南     15.84 (0.0)   1   5
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決勝 9月3日 11:50

[ 1組] 風速 +2.4 [ 2組] 風速 -4.0

 1 手塚 嵐太(6) 小学生     14.44  1 古村 拓海(6) 小学生     13.13 
ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ 軽井沢A&AC

 2 菊池 優介(5) 小学生     14.65  2 安藤 海琴(6) 小学生     14.63 
ｷｸﾁ  ﾕｳｽｹ T&F佐久平 ｱﾝﾄﾞｳ ﾐｺﾄ 軽井沢A&AC

 3 大工原 光成(6) 小学生     14.72  3 松澤 友宏(5) 小学生     15.51 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ  ｺｳｾｲ T&F佐久平 ﾏﾂｻﾞﾜ ﾄﾓﾋﾛ 千代田AC

 4 岡村 吏紗(6) 小学生     15.14  4 坂田 諒真(5) 小学生     15.91 
ｵｶﾑﾗ ﾂｶｻ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｻｶﾀ ﾘｮｳﾏ 軽井沢A&AC

 5 大木 咲翔(5) 小学生     15.53  5 打田 惺悠(5) 小学生     19.38 
ｵｵｷ ｻｸﾄ 軽井沢A&AC ｳﾁﾀﾞ ｾｲﾕｳ KMC陸上ｸ

 6 村上 鷹翔(6) 小学生     17.51 
ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾄ 軽井沢中部小

4   266

7   234 6   158

5   298 9   226

6   190 8   385

8   180 7   218

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
9   303 5   224

小学男子

80mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 古村 拓海(6) 小学生 軽井沢A&AC     13.13 (-4.0)   2   1
   2 手塚 嵐太(6) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     14.44 (+2.4)   1   1
   3 安藤 海琴(6) 小学生 軽井沢A&AC     14.63 (-4.0)   2   2
   4 菊池 優介(5) 小学生 T&F佐久平     14.65 (+2.4)   1   2
   5 大工原 光成(6) 小学生 T&F佐久平     14.72 (+2.4)   1   3
   6 岡村 吏紗(6) 小学生 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.14 (+2.4)   1   4
   7 松澤 友宏(5) 小学生 千代田AC     15.51 (-4.0)   2   3
   8 大木 咲翔(5) 小学生 軽井沢A&AC     15.53 (+2.4)   1   5
   9 坂田 諒真(5) 小学生 軽井沢A&AC     15.91 (-4.0)   2   4
  10 村上 鷹翔(6) 小学生 軽井沢中部小     17.51 (+2.4)   1   6
  11 打田 惺悠(5) 小学生 KMC陸上ｸ     19.38 (-4.0)   2   5  158

  190
  298
  385
  234
  226
  266

組 順位
  224
  303
  218
  180

80mH
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

小学男子



決勝 9月3日 10:00

[ 1組] 風速 -3.3 [ 2組] 風速  0.0

 1 久松 賢悟(1) 中学生     15.32  1 内藤 輝(1) 中学生     14.42 
ﾋｻﾏﾂ ｹﾝｺﾞ 野沢中 ﾅｲﾄｳ ｶｸﾞﾔ 野沢中

 2 佐藤 昇太(1) 中学生     15.62  2 入口 哉人(1) 中学生     14.56 
ｻﾄｳ ｼｮｳﾀ 小諸東中 ｲﾘｸﾞﾁ ｶﾅﾄ 東御東部中

 3 甘利 優雅(1) 中学生     15.75  3 関 旭流(1) 中学生     14.96 
ｱﾏﾘ ﾕｳｶﾞ 小諸東中 ｾｷ ｱｹﾙ 上田第四中

 4 有坂 泰希(1) 中学生     15.75  4 林 樹生(1) 中学生     14.98 
ｱﾘｻｶ ﾀｲｷ 野沢中 ﾊﾔｼ ﾐｷｵ 望月AC

 5 臼田 寛一(1) 中学生     16.52  5 向井 天一(1) 中学生     15.06 
ｳｽﾀﾞ ｶﾝｲﾁ 野沢中 ﾑｶｲ ﾀｶﾋﾄ 軽井沢中

 6 関口 哉夢(2) 中学生     17.45  6 田嶋 隼人(1) 中学生     15.37 
ｾｷｸﾞﾁ ｶﾅﾑ 佐久東中 ﾀｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 丸子中

 7 鷹野 羽也斗(1) 中学生     17.68  7 飯田 悠誠(1) 中学生     15.42 
ﾀｶﾉ ﾊﾔﾄ 野沢中 ｲｲﾀﾞ ﾕｳｾｲ 佐久東中
阿部 優汰(1) 中学生  8 高根 大樹(1) 中学生     15.51 
ｱﾍﾞ ﾕｳﾀ 野沢中 ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ 浅間中
清水 健至(2) 中学生  9 村木 竜馬(1) 中学生     16.15 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 野沢中 ﾑﾗｷ ﾘｮｳﾏ 上田第五中

[ 3組] 風速 +1.0 [ 4組] 風速 -0.5

 1 飯塚 啓真(1) 中学生     13.86  1 森 紘輔(2)     13.18 
ｲｲﾂﾞｶ ｹｲﾏ 浅間中 ﾓﾘ ｺｳｽｹ 腰越JSC

 2 小林 蒼空(1) 中学生     13.93  2 小松 大和(3) 中学生     13.42 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 東御東部中 ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ 望月AC

 3 中澤 颯太(2) 中学生     14.01  3 林 亮典(1) 中学生     13.57 
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 佐久東中 ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 野沢中

 4 西 智也(2) 中学生     14.19  4 箱山 昂希(1) 中学生     13.64 
ﾆｼ ﾄﾓﾔ 上田第五中 ﾊｺﾔﾏ ｱｷ 上田第四中

 5 滝沢 諒(1) 中学生     14.35  5 堀内 駿輔(2) 中学生     13.96 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳ 上田第五中 ﾎﾘｳﾁ ｼｭﾝｽｹ 丸子北中

 6 丸山 智義(1) 中学生     14.49  6 木内 温斗(1) 中学生     14.03 
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾖｼ 丸子北中 ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ 野沢中

 7 関戸 勝琉(1) 中学生     14.49  7 小林 奎斗(1) 中学生     14.15 
ｾｷﾄﾞ ｽｸﾞﾙ 野沢中 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 東御東部中

 8 小林 彩輝(2) 中学生     14.68  8 佐藤 秀(1) 中学生     14.18 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｲｷ 東御東部中 ｻﾄｳ ｼｭｳ 上田第四中
川田 淳平(1) 中学生  9 土屋 由木(1) 中学生     14.28 
ｶﾜﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 上田第五中 ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 小諸東中

[ 5組] 風速 +1.3 [ 6組] 風速 +0.7

 1 辻浦 知主(1) 中学生     12.78  1 酒井 力(2) 中学生     13.02 
ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 東御東部中 ｻｶｲ ﾁｶﾗ 小諸東中

 2 石田 歩岳(3) 中学生     13.00  2 一之瀬 凱(3) 中学生     13.14 
ｲｼﾀﾞ ﾎﾀｶ 上田三中 ｲﾁﾉｾ ｶﾞｲ さなだSC

 3 田中 雅也(2) 中学生     13.47  3 飯島 大陽(2) 中学生     13.36 
ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ 丸子北中 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 野沢中

 4 小松 風雅(3) 中学生     13.60  4 大工原 速登(2) 中学生     13.38 
ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 望月AC ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾊﾔﾄ 佐久東中

 5 中村 洋平(1) 中学生     13.63  5 浅野 伶(2) 中学生     13.57 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 望月AC ｱｻﾉ ﾚｲ 東御東部中

 6 浅沼 都夫(2) 中学生     13.79  6 星野 青空(2) 中学生     13.59 
ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ 浅間中 ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 野沢中

 7 春原 光揮(2) 中学生     13.90  7 佐藤 謙斗(2) 中学生     13.65 
ｽﾉﾊﾗ ｺｳｷ 東御東部中 ｻﾄｳ ｹﾝﾄ 軽井沢中
別府 亮士郎直泰(中学生 手塚 慧介(2) 中学生
ﾍﾞｯﾌﾟ ﾘｮｳｼﾞﾛｳﾉﾌﾞ小諸東中 ﾃﾂﾞｶ ｹｲｽｹ 上田第四中
タマン加藤 星座(中学生 森泉 翔(2) 中学生
ﾀﾏﾝｶﾄｳ ｾｲｻﾞ 軽井沢中 ﾓﾘｽﾞﾐ ｼｮｳ 佐久東中

中学男子

100m

決勝

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

2  4286

3  4078

8  4071

6  4289

 4075

4  4175

1  4072

順 ﾚｰﾝ No.

7  4092
欠場

9  4070
失格

5

8  4076
氏  名 所属名 記録／備考

9  4661

3  4404

6  4242

7  4181

4  4160

5  4475

1  4694

2  4158

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

4  4402

2  4156

1  4673

6  4173

 4074

3  4508

9  4692

順 ﾚｰﾝ No.

5  4691
欠場

8  4418

7

7  4340
氏  名 所属名 記録／備考

4  4077

5  4186

1  4506

3  4662

2  8771

6  4073

8  4287

9  4660

氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

1  4631

9  4401

8  4187

6  4501

 4393

5  4151

4  4180

順 ﾚｰﾝ No.

3  4241
欠場

2  4308
欠場

7

8  4305
氏  名 所属名 記録／備考

4  4091

9  4424

3  4390

1  4176

6  4243

2  4094

7  4179
欠場

5  4659
欠場



[ 7組] 風速 -0.3 [ 8組] 風速 +2.0

 1 矢花 竜也(2) 中学生     12.76  1 堀込 碧(3) 中学生     11.70 
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ 望月AC ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 野沢中

 2 坪井 康生(2) 中学生     12.89  2 中島 優太朗(3) 中学生     11.84 
ﾂﾎﾞｲ ｺｳｾｲ 野沢中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 東御東部中

 3 伊藤 司騎(1) 中学生     12.90  3 原 惇也(2) 中学生     11.90 
ｲﾄｳ ｼｷ 望月AC ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 浅間中

 4 渡辺 大翔(3) 中学生     13.03  4 宮崎 日向(1) 中学生     11.96 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 上田三中 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 佐久長聖中

 5 中沢 一晴(1) 中学生     13.24  5 井出 紋次郎(2) 中学生     12.26 
ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾊﾙ 東御東部中 ｲﾃﾞ ﾓﾝｼﾞﾛｳ 小諸東中

 6 鈴木 崚太(1) 中学生     13.36  6 山口 大貴(2) 中学生     12.28 
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 浅間中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 野沢中

 7 春原 拓実(2) 中学生     13.39  7 上野 太暉(3) 中学生     12.37 
ｽﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ 東御東部中 ｳｴﾉ ﾀｲｷ 望月AC

 8 佐々木 優麻(2) 中学生     13.40  8 工藤 利季(3) 中学生     12.38 
ｻｻｷ ﾕｳﾏ 佐久東中 ｸﾄﾞｳ ﾄｼｷ 野沢中

 9 小林 優介(2) 中学生     13.49 永井 颯太(2) 中学生
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 浅間中 ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 小諸東中

氏  名 所属名 記録／備考

中学男子

100m
順 ﾚｰﾝ No.

9  4093

8  4189

2  4633

6  4182

 4419

7  4157

5  4399

順 ﾚｰﾝ No.

3  4153

4  4177

1

7  4088
氏  名 所属名 記録／備考

4  4154

6  4411

2  4307

1  4363

3  4188

9  4095

8  4306
欠場

5  4090



   1 堀込 碧(3) 中学生 野沢中     11.70 (+2.0)   8   1
   2 中島 優太朗(3) 中学生 東御東部中     11.84 (+2.0)   8   2
   3 原 惇也(2) 中学生 浅間中     11.90 (+2.0)   8   3
   4 宮崎 日向(1) 中学生 佐久長聖中     11.96 (+2.0)   8   4
   5 井出 紋次郎(2) 中学生 小諸東中     12.26 (+2.0)   8   5
   6 山口 大貴(2) 中学生 野沢中     12.28 (+2.0)   8   6
   7 上野 太暉(3) 中学生 望月AC     12.37 (+2.0)   8   7
   8 工藤 利季(3) 中学生 野沢中     12.38 (+2.0)   8   8
   9 矢花 竜也(2) 中学生 望月AC     12.76 (-0.3)   7   1
  10 辻浦 知主(1) 中学生 東御東部中     12.78 (+1.3)   5   1
  11 坪井 康生(2) 中学生 野沢中     12.89 (-0.3)   7   2
  12 伊藤 司騎(1) 中学生 望月AC     12.90 (-0.3)   7   3
  13 石田 歩岳(3) 中学生 上田三中     13.00 (+1.3)   5   2
  14 酒井 力(2) 中学生 小諸東中     13.02 (+0.7)   6   1
  15 渡辺 大翔(3) 中学生 上田三中     13.03 (-0.3)   7   4
  16 一之瀬 凱(3) 中学生 さなだSC     13.14 (+0.7)   6   2
  17 森 紘輔(2) 腰越JSC     13.18 (-0.5)   4   1
  18 中沢 一晴(1) 中学生 東御東部中     13.24 (-0.3)   7   5
  19 飯島 大陽(2) 中学生 野沢中     13.36 (+0.7)   6   3
  19 鈴木 崚太(1) 中学生 浅間中     13.36 (-0.3)   7   6
  21 大工原 速登(2) 中学生 佐久東中     13.38 (+0.7)   6   4
  22 春原 拓実(2) 中学生 東御東部中     13.39 (-0.3)   7   7
  23 佐々木 優麻(2) 中学生 佐久東中     13.40 (-0.3)   7   8
  24 小松 大和(3) 中学生 望月AC     13.42 (-0.5)   4   2
  25 田中 雅也(2) 中学生 丸子北中     13.47 (+1.3)   5   3
  26 小林 優介(2) 中学生 浅間中     13.49 (-0.3)   7   9
  27 林 亮典(1) 中学生 野沢中     13.57 (-0.5)   4   3
  27 浅野 伶(2) 中学生 東御東部中     13.57 (+0.7)   6   5
  29 星野 青空(2) 中学生 野沢中     13.59 (+0.7)   6   6
  30 小松 風雅(3) 中学生 望月AC     13.60 (+1.3)   5   4
  31 中村 洋平(1) 中学生 望月AC     13.63 (+1.3)   5   5
  32 箱山 昂希(1) 中学生 上田第四中     13.64 (-0.5)   4   4
  33 佐藤 謙斗(2) 中学生 軽井沢中     13.65 (+0.7)   6   7
  34 浅沼 都夫(2) 中学生 浅間中     13.79 (+1.3)   5   6
  35 飯塚 啓真(1) 中学生 浅間中     13.86 (+1.0)   3   1
  36 春原 光揮(2) 中学生 東御東部中     13.90 (+1.3)   5   7
  37 小林 蒼空(1) 中学生 東御東部中     13.93 (+1.0)   3   2
  38 堀内 駿輔(2) 中学生 丸子北中     13.96 (-0.5)   4   5
  39 中澤 颯太(2) 中学生 佐久東中     14.01 (+1.0)   3   3
  40 木内 温斗(1) 中学生 野沢中     14.03 (-0.5)   4   6
  41 小林 奎斗(1) 中学生 東御東部中     14.15 (-0.5)   4   7
  42 佐藤 秀(1) 中学生 上田第四中     14.18 (-0.5)   4   8
  43 西 智也(2) 中学生 上田第五中     14.19 (+1.0)   3   4
  44 土屋 由木(1) 中学生 小諸東中     14.28 (-0.5)   4   9
  45 滝沢 諒(1) 中学生 上田第五中     14.35 (+1.0)   3   5
  46 内藤 輝(1) 中学生 野沢中     14.42 (0.0)   2   1
  47 丸山 智義(1) 中学生 丸子北中     14.49 (+1.0)   3   6
  47 関戸 勝琉(1) 中学生 野沢中     14.49 (+1.0)   3   7
  49 入口 哉人(1) 中学生 東御東部中     14.56 (0.0)   2   2
  50 小林 彩輝(2) 中学生 東御東部中     14.68 (+1.0)   3   8
  51 関 旭流(1) 中学生 上田第四中     14.96 (0.0)   2   3
  52 林 樹生(1) 中学生 望月AC     14.98 (0.0)   2   4
  53 向井 天一(1) 中学生 軽井沢中     15.06 (0.0)   2   5
  54 久松 賢悟(1) 中学生 野沢中     15.32 (-3.3)   1   1
  55 田嶋 隼人(1) 中学生 丸子中     15.37 (0.0)   2   6
  56 飯田 悠誠(1) 中学生 佐久東中     15.42 (0.0)   2   7
  57 高根 大樹(1) 中学生 浅間中     15.51 (0.0)   2   8
  58 佐藤 昇太(1) 中学生 小諸東中     15.62 (-3.3)   1   2
  59 甘利 優雅(1) 中学生 小諸東中     15.75 (-3.3)   1   3
  59 有坂 泰希(1) 中学生 野沢中     15.75 (-3.3)   1   4
  61 村木 竜馬(1) 中学生 上田第五中     16.15 (0.0)   2   9
  62 臼田 寛一(1) 中学生 野沢中     16.52 (-3.3)   1   5
  63 関口 哉夢(2) 中学生 佐久東中     17.45 (-3.3)   1   6
  64 鷹野 羽也斗(1) 中学生 野沢中     17.68 (-3.3)   1   7

順位 No. 氏  名

中学男子

100m
タイムレース

 4088
 4411
 4154

備考 組 順位都道府県 所属名 記録（風）

 4188
 4090
 4189

 4363
 4307
 4095

 4631
 4305
 4633

 4401
 4093
 4182

 4091
 4157
 4176

 4424
 4340
 4399

 4501
 4153
 4077

 4419
 4177
 4186

 4180
 4662
 4243

 4390
 4094
 4187

 4402
 4506
 4173

 4151
 4156
 4393

 4673
 4287
 4692

 4073
 8771
 4660

 4404
 4418
 4661

 4076
 4508
 4074

 4475
 4160
 4158

 4181
 4242
 4078

 4075

 4694
 4072
 4175

 4286
 4289
 4071



決勝 9月3日 12:00

[ 1組] [ 2組]

 1 大工原 速登(2) 中学生   1,01.23  1 山口 大貴(2) 中学生     59.44 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾊﾔﾄ 佐久東中 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 野沢中

 2 小林 優介(2) 中学生   1,02.92  2 尾沼 優(1) 中学生   1,01.02 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 浅間中 ｵﾇﾏ ﾕｳ 上田第五中

 3 佐々木 優麻(2) 中学生   1,03.30  3 酒井 力(2) 中学生   1,02.29 
ｻｻｷ ﾕｳﾏ 佐久東中 ｻｶｲ ﾁｶﾗ 小諸東中

 4 秋山 智行(1) 中学生   1,05.50  4 小林 蒼空(1) 中学生   1,07.90 
ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 浅間中 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 東御東部中

 5 入口 哉人(1) 中学生   1,06.03  5 山浦 聖(1) 中学生   1,12.55 
ｲﾘｸﾞﾁ ｶﾅﾄ 東御東部中 ﾔﾏｳﾗ ｼｮｳ 上田第一中

 6 瀬切 悠気(2) 中学生   1,07.79  6 古越 大翔(1) 中学生   1,18.95 
ｾｷﾞﾘ ﾕｳｷ 丸子中 ﾌﾙｺｼ ﾀﾞｲﾄ 東御東部中

 7 内藤 輝(1) 中学生   1,12.38 遠西 孝哲(3) 中学生
ﾅｲﾄｳ ｶｸﾞﾔ 野沢中 ﾄｵﾆｼ ﾀｶﾉﾘ 上田三中
森泉 翔(2) 中学生 小林 奎斗(1) 中学生
ﾓﾘｽﾞﾐ ｼｮｳ 佐久東中 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 東御東部中
川田 淳平(1) 中学生 永井 颯太(2) 中学生
ｶﾜﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 上田第五中 ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 小諸東中

[ 3組]

 1 柏木 優(3) 中学生     52.37 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 小諸東中

 2 中島 優太朗(3) 中学生     56.09 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 東御東部中

 3 工藤 利季(3) 中学生     58.21 
ｸﾄﾞｳ ﾄｼｷ 野沢中

 4 小澤 優希(2) 中学生     58.56 
ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久東中

 5 森 紘輔(2)     58.78 
ﾓﾘ ｺｳｽｹ 腰越JSC

 6 遠藤 佳斗(2) 中学生     59.86 
ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ 東御東部中

 7 別府 亮士郎直泰(中学生   1,03.99 
ﾍﾞｯﾌﾟ ﾘｮｳｼﾞﾛｳﾉﾌﾞ小諸東中
春原 拓実(2) 中学生
ｽﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ 東御東部中

4  4308

7  4419
欠場

5  4340

9  4391

8  4090

2  4174

6  4304

3  4411

欠場 欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

欠場 失格
5  4691 4  4306

失格
3  4179 9  8771

1  4076 6  4632

4  4473 1  4398

6  4404 5  4592

8  4147 7  4402

9  4177 8  4305

2  4153 2  4690

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  4176 3  4095

中学男子

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 柏木 優(3) 中学生 小諸東中       52.37   3   1
   2 中島 優太朗(3) 中学生 東御東部中       56.09   3   2
   3 工藤 利季(3) 中学生 野沢中       58.21   3   3
   4 小澤 優希(2) 中学生 佐久東中       58.56   3   4
   5 森 紘輔(2) 腰越JSC       58.78   3   5
   6 山口 大貴(2) 中学生 野沢中       59.44   2   1
   7 遠藤 佳斗(2) 中学生 東御東部中       59.86   3   6
   8 尾沼 優(1) 中学生 上田第五中     1,01.02   2   2
   9 大工原 速登(2) 中学生 佐久東中     1,01.23   1   1
  10 酒井 力(2) 中学生 小諸東中     1,02.29   2   3
  11 小林 優介(2) 中学生 浅間中     1,02.92   1   2
  12 佐々木 優麻(2) 中学生 佐久東中     1,03.30   1   3
  13 別府 亮士郎直泰(2) 中学生 小諸東中     1,03.99   3   7
  14 秋山 智行(1) 中学生 浅間中     1,05.50   1   4
  15 入口 哉人(1) 中学生 東御東部中     1,06.03   1   5
  16 瀬切 悠気(2) 中学生 丸子中     1,07.79   1   6
  17 小林 蒼空(1) 中学生 東御東部中     1,07.90   2   4
  18 内藤 輝(1) 中学生 野沢中     1,12.38   1   7
  19 山浦 聖(1) 中学生 上田第一中     1,12.55   2   5
  20 古越 大翔(1) 中学生 東御東部中     1,18.95   2   6

 4402
 4076
 4592
 4398

 4153
 4177
 4308
 4147
 4404
 4473

 4340
 4095
 4391
 4690
 4176
 4305

組 順位
 4304
 4411
 4090
 4174

中学男子

400m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考



決勝 9月3日  9:15

[ 1組] [ 2組]

 1 北村 隆之介(1) 中学生   5,02.31  1 木村 歩峻(1) 中学生   4,43.15 
ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖中 ｷﾑﾗ ﾎﾀﾞｶ 佐久長聖中

 2 大橋 颯斗(2) 中学生   5,11.74  2 小澤 優希(2) 中学生   4,43.71 
ｵｵﾊｼ ﾊﾔﾄ 佐久長聖中 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久東中

 3 岩波 朋輝(2) 中学生   5,14.58  3 町田 駿(2) 中学生   4,50.79 
ｲﾜﾅﾐ ﾄﾓｷ 東御東部中 ﾏﾁﾀﾞ ｼｭﾝ 小諸東中

 4 柳澤 直樹(1) 中学生   5,17.38  4 土赤 本気(1) 中学生   4,52.76 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵｷ 東御東部中 ﾂﾁｱｶ ﾏｼﾞ 小諸東中

 5 藤田 大空(2) 中学生   5,33.49  5 手塚 智也(2) 中学生   4,56.02 
ﾌｼﾞﾀ ｵｵｿﾞﾗ 軽井沢中 ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓﾔ 上田第四中

 6 高根 大樹(1) 中学生   5,39.52  6 津留 大輔(2) 中学生   4,59.68 
ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ 浅間中 ﾂﾙ ﾀﾞｲｽｹ 東御東部中

 7 箱山 大夢(2) 中学生   5,42.72  7 尾沼 優(1) 中学生   5,00.98 
ﾊｺﾔﾏ ﾋﾛﾑ 丸子中 ｵﾇﾏ ﾕｳ 上田第五中

 8 坂本 智哉(1) 中学生   5,49.27  8 出口 哲也(1) 中学生   5,02.30 
ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾔ 上田第二 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 東御東部中

 9 染野 才輝(1) 中学生   5,51.76  9 今野 駿太(1) 中学生   5,04.32 
ｿﾏｴﾉ ｻｲｷ 上田第一中 ｺﾝﾉ ｼｭﾝﾀ 軽井沢中

10 宮嶋 祐生(2) 中学生   5,58.88 10 花岡 侑(2) 中学生   5,07.30 
ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 丸子北中 ﾊﾅｵｶ ｱﾂﾑ 上田第四中

11 中山 悠(1) 中学生   6,01.22 11 栁田 彩人(2) 中学生   5,10.65 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳ 丸子中 ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱﾔﾄ 上田第五中

12 依田 優輔(1) 中学生   6,07.59 12 関 隆彰(2) 中学生   5,16.24 
ﾖﾀﾞ ﾕｳｽｹ 小諸東中 ｾｷ ﾀｶｱｷ 丸子北中
清水 健至(2) 中学生 木内 温斗(1) 中学生
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 野沢中 ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ 野沢中
佐藤 謙斗(2) 中学生
ｻﾄｳ ｹﾝﾄ 軽井沢中

欠場 欠場
5  4243

欠場

3  4092 10  4073

8  4291 1  4500

2  4476 12  4672

14  4507 13  4655

4  4591 5  4240

13  4602 11  4400

6  4474 8  4690

1  4158 9  4416

9  4219 7  4657

11  8770 2  4284

7  4414 6  4309

10  4365 3  4174

No. 氏  名 所属名 記録／備考
12  4361 4  4362

中学男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 木村 歩峻(1) 中学生 佐久長聖中     4,43.15   2   1
   2 小澤 優希(2) 中学生 佐久東中     4,43.71   2   2
   3 町田 駿(2) 中学生 小諸東中     4,50.79   2   3
   4 土赤 本気(1) 中学生 小諸東中     4,52.76   2   4
   5 手塚 智也(2) 中学生 上田第四中     4,56.02   2   5
   6 津留 大輔(2) 中学生 東御東部中     4,59.68   2   6
   7 尾沼 優(1) 中学生 上田第五中     5,00.98   2   7
   8 出口 哲也(1) 中学生 東御東部中     5,02.30   2   8
   9 北村 隆之介(1) 中学生 佐久長聖中     5,02.31   1   1
  10 今野 駿太(1) 中学生 軽井沢中     5,04.32   2   9
  11 花岡 侑(2) 中学生 上田第四中     5,07.30   2  10
  12 栁田 彩人(2) 中学生 上田第五中     5,10.65   2  11
  13 大橋 颯斗(2) 中学生 佐久長聖中     5,11.74   1   2
  14 岩波 朋輝(2) 中学生 東御東部中     5,14.58   1   3
  15 関 隆彰(2) 中学生 丸子北中     5,16.24   2  12
  16 柳澤 直樹(1) 中学生 東御東部中     5,17.38   1   4
  17 藤田 大空(2) 中学生 軽井沢中     5,33.49   1   5
  18 高根 大樹(1) 中学生 浅間中     5,39.52   1   6
  19 箱山 大夢(2) 中学生 丸子中     5,42.72   1   7
  20 坂本 智哉(1) 中学生 上田第二     5,49.27   1   8
  21 染野 才輝(1) 中学生 上田第一中     5,51.76   1   9
  22 宮嶋 祐生(2) 中学生 丸子北中     5,58.88   1  10
  23 中山 悠(1) 中学生 丸子中     6,01.22   1  11
  24 依田 優輔(1) 中学生 小諸東中     6,07.59   1  12

 4476
 4291

 4219
 4158
 4474
 4602
 4591
 4507

 4655
 4672
 4365
 4414
 4500
 8770

 4657
 4416
 4690
 4400
 4361
 4240

組 順位
 4362
 4174
 4309
 4284

1500m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

中学男子



決勝 9月3日  9:00

 1 片桐 陽和(3)   9,43.04 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾖﾘ 腰越JSC

 2 内田 飛河(2) 中学生  10,18.80 
ｳﾁﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 上田第四中

 3 田嶋 聡哲(2) 中学生  10,49.96 
ﾀｼﾞﾏ ｿｳﾃﾂ 佐久東中

 4 佐藤 龍治(1) 中学生  11,19.65 
ｻﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 東御東部中

 5 竹内 暖(1)  11,30.89 
ﾀｹｳﾁ ﾋﾅﾀ 腰越JSC

1  4330

3  4178

4  4418

5  4331

2  4654

中学男子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月3日 11:00

風速 +0.9

 1 土屋 海斗(1) 中学生     18.07 
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 上田第五中

 2 秋山 智行(1) 中学生     18.67 
ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 浅間中

 3 関戸 勝琉(1) 中学生     19.48 
ｾｷﾄﾞ ｽｸﾞﾙ 野沢中

 4 有坂 泰希(1) 中学生     19.73 
ｱﾘｻｶ ﾀｲｷ 野沢中

 5 久松 賢悟(1) 中学生     20.13 
ﾋｻﾏﾂ ｹﾝｺﾞ 野沢中

 6 飯塚 啓真(1) 中学生     21.30 
ｲｲﾂﾞｶ ｹｲﾏ 浅間中

 7 佐藤 遼征(1) 中学生     21.32 
ｻﾄｳ ﾘｮｳｾｲ 小諸東中

 8 阿部 優汰(1) 中学生     21.77 
ｱﾍﾞ ﾕｳﾀ 野沢中
小泉 迅矢(1) 中学生
ｺｲｽﾞﾐ ﾄｷﾔ 東御東部中

2  4403
欠場

9  4290

7  4070

1  4078

8  4156

5  4074

3  4071

4  4693

6  4147

中学1年男子

100mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月3日 10:55

風速 -3.4

 1 堀込 碧(3) 中学生     15.71 
ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 野沢中

 2 原 惇也(2) 中学生     17.08 
ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 浅間中

 3 飯島 大陽(2) 中学生     18.44 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 野沢中

 4 星野 青空(2) 中学生     18.70 
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 野沢中

 5 山崎 伶弥(2) 中学生     19.14 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲﾔ 東御東部中

 6 浅沼 都夫(2) 中学生     19.38 
ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ 浅間中

 7 片桐 岳(2) 中学生     19.82 
ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾞｸ 軽井沢中

 8 中澤 颯太(2) 中学生     20.15 
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 佐久東中

 9 塚田 響(2) 中学生     21.02 
ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 小諸東中

8  4281

3  4230

2  4173

9  4415

4  4151

5  4091

1  4094

7  4088

6  4154

中学2･3年男子

110mH

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 9月3日 14:30

[ 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   7 上田第五中  4672 栁田 彩人(2)     51.48  1   6 浅間中  4151 浅沼 都夫(2)     48.82 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱﾔﾄ ｱｻﾏﾁｭｳ ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ
 4693 土屋 海斗(1)  4154 原 惇也(2)

ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ
 4692 滝沢 諒(1)  4157 鈴木 崚太(1)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳ ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ
 4690 尾沼 優(1)  4153 小林 優介(2)

ｵﾇﾏ ﾕｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ
 2   2 望月AC  4180 中村 洋平(1)     51.60  2   5 東御東部中  4419 春原 拓実(2)     48.85 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ｽﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ
 4182 伊藤 司騎(1)  4415 山崎 伶弥(2)

ｲﾄｳ ｼｷ ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲﾔ
 4181 林 樹生(1)  4391 遠藤 佳斗(2)

ﾊﾔｼ ﾐｷｵ ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ
 4189 矢花 竜也(2)  4392 佐藤 智哉(2)

ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ
 3   6 野沢中(B)  4072 臼田 寛一(1)     56.81  3   4 野沢中(A)  4095 山口 大貴(2)     50.24 

ﾉｻﾞﾜﾁｭｳB ｳｽﾀﾞ ｶﾝｲﾁ ﾉｻﾞﾜﾁｭｳA ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ
 4077 林 亮典(1)  4093 坪井 康生(2)

ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ ﾂﾎﾞｲ ｺｳｾｲ
 4078 久松 賢悟(1)  4094 星野 青空(2)

ﾋｻﾏﾂ ｹﾝｺﾞ ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ
 4074 関戸 勝琉(1)  4091 飯島 大陽(2)

ｾｷﾄﾞ ｽｸﾞﾙ ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ
 4   4 丸子中  4471 笹沢 竜叶(2)     59.91  4   2 佐久東中  4176 大工原 速登(2)     51.56 

ﾏﾙｺﾁｭｳ ｻｻｻﾞﾜ ﾀﾂﾄ ｻｸﾋｶﾞｼ ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾊﾔﾄ
 4474 箱山 大夢(2)  4177 佐々木 優麻(2)

ﾊｺﾔﾏ ﾋﾛﾑ ｻｻｷ ﾕｳﾏ
 4473 瀬切 悠気(2)  4173 中澤 颯太(2)

ｾｷﾞﾘ ﾕｳｷ ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ
 4475 田嶋 隼人(1)  4174 小澤 優希(2)

ﾀｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ
  3 上田第四中  4660 佐藤 秀(1)   3 小諸東中  4281 塚田 響(2)

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳ ｻﾄｳ ｼｭｳ 失格 ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 失格
 4662 箱山 昂希(1)  4283 野澤 一揮(2)

ﾊｺﾔﾏ ｱｷ ﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ
 4661 関 旭流(1)  4288 田崎 佑冴(1)

ｾｷ ｱｹﾙ ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ
 4658 細田 夏希(2)  4307 井出 紋次郎(2)

ﾎｿﾀﾞ ﾅﾂｷ ｲﾃﾞ ﾓﾝｼﾞﾛｳ
  5 軽井沢中  4230 片桐 岳(2)

ｶﾙｲｻﾞﾜﾁｭｳ ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾞｸ 失格
 4243 佐藤 謙斗(2)

ｻﾄｳ ｹﾝﾄ
 4219 藤田 大空(2)

ﾌｼﾞﾀ ｵｵｿﾞﾗ
 4240 今野 駿太(1)

ｺﾝﾉ ｼｭﾝﾀ

中学男子

4x100mR

決勝



   1 浅間中     48.82 浅沼 都夫(2) 原 惇也(2) 鈴木 崚太(1) 小林 優介(2)   2   1
   2 東御東部中     48.85 春原 拓実(2) 山崎 伶弥(2) 遠藤 佳斗(2) 佐藤 智哉(2)   2   2
   3 野沢中(A)     50.24 山口 大貴(2) 坪井 康生(2) 星野 青空(2) 飯島 大陽(2)   2   3
   4 上田第五中     51.48 栁田 彩人(2) 土屋 海斗(1) 滝沢 諒(1) 尾沼 優(1)   1   1
   5 佐久東中     51.56 大工原 速登(2) 佐々木 優麻(2) 中澤 颯太(2) 小澤 優希(2)   2   4
   6 望月AC     51.60 中村 洋平(1) 伊藤 司騎(1) 林 樹生(1) 矢花 竜也(2)   1   2
   7 野沢中(B)     56.81 臼田 寛一(1) 林 亮典(1) 久松 賢悟(1) 関戸 勝琉(1)   1   3
   8 丸子中     59.91 笹沢 竜叶(2) 箱山 大夢(2) 瀬切 悠気(2) 田嶋 隼人(1)   1   4

ｵｰﾀﾞｰ1

中学男子

4x100mR
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位順位 所属名 都道府県 記録 備考



決勝 9月3日 12:30

1m60 1m65 1m70
井出 紋次郎(2) 中学生 - - - - - - - O O O
ｲﾃﾞ ﾓﾝｼﾞﾛｳ 小諸東中 O O XXX
古厩 海聖(3) 中学生 - - - - - - O O O O
ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 佐久長聖 O XXX
野澤 一揮(2) 中学生 - - - - - - O XXO XXX
ﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 小諸東中
中村 洋平(1) 中学生 O O O O O XO XXX
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 望月AC

4 1  4180
 1.35

2 3  4351
 1.60

3 2  4283
 1.45

1m50 1m55
記録 備考

1 4  4307
 1.65

1m20 1m25 1m30 1m35 1m40 1m45

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m10 1m15



決勝 9月3日  9:00

2m40 2m50 2m60
栁田 彩人(2) 中学生 - - - - - - - - - XXO
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱﾔﾄ 上田第五中 XO O XXX
西 智也(2) 中学生 - - - - - - - - - O
ﾆｼ ﾄﾓﾔ 上田第五中 O XXX
片桐 岳(2) 中学生 O XO O XO XXO XXX
ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾞｸ 軽井沢中
村木 竜馬(1) 中学生 O O O XXX
ﾑﾗｷ ﾘｮｳﾏ 上田第五中
今野 駿太(1) 中学生 欠場
ｺﾝﾉ ｼｭﾝﾀ 軽井沢中

4 1  4694
 1.60

2  4240

2 3  4673
 2.40

3 4  4230
 1.80

2m20 2m30
記録 備考

1 5  4672
 2.50

1m60 1m70 2m00 2m10

中学男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m40 1m50 1m80 1m90



決勝 9月3日 12:30

上野 太暉(3) 中学生   5.64   5.80    X    5.80 
ｳｴﾉ ﾀｲｷ 望月AC   -2.1   -1.1    -1.1
矢花 竜也(2) 中学生   5.69   5.69   5.32    5.69 
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ 望月AC   -2.6   -0.8   +1.7    -2.6
小松 大和(3) 中学生   5.42    X   4.99    5.42 
ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ 望月AC   +1.3   -1.3    +1.3
坪井 康生(2) 中学生   4.82   5.36    X    5.36 
ﾂﾎﾞｲ ｺｳｾｲ 野沢中   -3.4   +0.9    +0.9
渡辺 大翔(3) 中学生   5.18   4.87   4.95    5.18 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋﾛﾄ 上田三中   -0.7   -0.7   +0.1    -0.7
林 亮典(1) 中学生   4.72    X   5.00    5.00 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 野沢中   +0.1   +1.4    +1.4
伊藤 司騎(1) 中学生    X   3.55   4.95    4.95 
ｲﾄｳ ｼｷ 望月AC   -1.5   -0.1    -0.1
小松 風雅(3) 中学生   4.84   4.82   3.76    4.84 
ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 望月AC   -1.4   +0.4   -1.6    -1.4
細田 夏希(2) 中学生   4.66   4.76   4.77    4.77 
ﾎｿﾀﾞ ﾅﾂｷ 上田第四中   +0.6   -0.8   -0.6    -0.6
佐藤 智哉(2) 中学生   4.74   4.33   4.43    4.74 
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 東御東部中   -1.2   -0.7   -0.3    -1.2
辻浦 知主(1) 中学生   4.63   4.61   4.59    4.63 
ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 東御東部中   -0.9   -0.4   -1.6    -0.9
一之瀬 凱(3) 中学生   4.52   4.39   4.53    4.53 
ｲﾁﾉｾ ｶﾞｲ さなだSC   +2.3   -0.6   -0.9    -0.9
浅野 伶(2) 中学生   4.39   4.36   4.42    4.42 
ｱｻﾉ ﾚｲ 東御東部中   -2.7   -3.3   -1.4    -1.4
田崎 佑冴(1) 中学生    X    X   4.41    4.41 
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 小諸東中   -0.5    -0.5
林 樹生(1) 中学生   4.17    X   4.08    4.17 
ﾊﾔｼ ﾐｷｵ 望月AC   -2.6   -1.1    -2.6
滝沢 諒(1) 中学生   3.03   4.06   3.98    4.06 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳ 上田第五中   -0.7   +0.3   -0.5    +0.3
宮下 大貴(2) 中学生   3.81   4.01   4.05    4.05 
ﾐﾔｼﾀ ﾀｲｷ 上田第四中   +1.1   +0.9   -3.8    -3.8
今野 駿太(1) 中学生   3.48    X   3.96    3.96 
ｺﾝﾉ ｼｭﾝﾀ 軽井沢中   -1.5   +0.1    +0.1
臼田 寛一(1) 中学生   3.23    X   3.81    3.81 
ｳｽﾀﾞ ｶﾝｲﾁ 野沢中   +4.0   -0.7    -0.7
滝沢 健太(2) 中学生   3.65   3.78   3.66    3.78 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 丸子北中   -0.9   +0.7   -0.5    +0.7
清水 優馬(2) 中学生   3.58   3.12   3.53    3.58 
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾏ 丸子北中   -3.3   -0.6   -0.8    -3.3
飯田 悠誠(1) 中学生   2.90   3.18   2.97    3.18 
ｲｲﾀﾞ ﾕｳｾｲ 佐久東中   -1.3   -0.1   -1.6    -0.1
関口 哉夢(2) 中学生    X    X    X 記録なし
ｾｷｸﾞﾁ ｶﾅﾑ 佐久東中

4  4175

21 1  4505

22 2  4160

19 6  4072

20 3  4504

17 7  4656

18 23  4240

15 5  4181

16 9  4692

13 8  4390

14 11  4288

11 12  4401

12 10  4424

9 18  4658

10 16  4392

7 17  4182

8 19  4187

5 14  4633

6 20  4077

3 15  4186

4 22  4093

1 21  4188

2 13  4189

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月3日  9:00

土屋 海斗(1) 中学生
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 上田第五中
鈴木 崚太(1) 中学生
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 浅間中
鷹野 羽也斗(1) 中学生
ﾀｶﾉ ﾊﾔﾄ 野沢中
本木 快渡(1) 中学生 欠場
ﾓﾄｷ ｶｲﾄ 上田第四中

  5.34 

1  4663

  7.72 

3 2  4075
 4.78  4.59  5.34

  8.34 

2 3  4157
 7.18  7.72  6.82

1 4  4693
 7.51  8.34  8.08

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学1年男子

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月3日  9:00

赤尾 聡良(3) 中学生
ｱｶｵ ｿﾗ 上田第五中
久保川 優士(2) 中学生
ｸﾎﾞｶﾜ ﾕｳﾄ 丸子北中
笹沢 竜叶(2) 中学生
ｻｻｻﾞﾜ ﾀﾂﾄ 丸子中
工藤 未来翔(2) 中学生
ｸﾄﾞｳ ﾐｸﾄ 丸子北中
入口 慧大(2) 中学生
ｲﾘｸﾞﾁ ｱｷﾊﾙ 東御東部中

  5.75 

  6.59 

5 3  4395
 5.64  5.75  5.51

  6.66 

4 2  4502
  X  6.59  6.48

  8.98 

3 1  4471
 6.14  5.87  6.66

 11.45 

2 4  4503
 8.98   X  7.52

1 5  4688
11.45 10.58 10.65

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学2･3年男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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