
平成２8 年度 
 

大 会 記 録 集 
 

大会名  第５５回長野県中学校総合体育大会夏季大会 陸上競技東信地区予選会 
期  日  平成２８年５月２８日（土） 
会  場     佐久総合運動公園陸上競技場  
 
大 会 新 記 録 一 覧 
男子の部 

種 目 予・準・決 記 録 氏 名 所 属 学

年 
年 月 日 

2・3年男子 1500m 決 4,11.53 眞田 稜生 上田第四 3 2016.05.28 

共通男子 400m 決 51.88 柏木  優 小諸東 3 2016.05.28 

共通砲丸投

(5.000kg) 
決 12.29 赤尾 聡良 上田第五 3 

2016.05.28 

共通 4x100mR 予 44.15 

小林 涼真(3) 

柳澤 祐希(3) 

原 泰三(3) 

藤村 知季(3) 

芦原  2016.05.28 

共通 4x100mR 予 45.12 

飯塚 亮介(3) 

原 惇也(2) 

塚田 陽樹(3) 

篠澤 蒼平(3) 

浅間  2016.05.28 

共通 4x100mR 決 44.25 

小林 涼真(3) 

柳澤 祐希(3) 

原 泰三(3) 

藤村 知季(3) 

芦原  2016.05.28 

共通 4x100mR 決 44.92 

飯塚 亮介(3) 

原 惇也(2) 

塚田 陽樹(3) 

篠澤 蒼平(3) 

浅間  2016.05.28 

女子の部 

種 目 予・準・決 記 録 氏 名 所 属 学

年 

年 月 日 

共通女子 200m 予 25.71(+1.1) 河田 璃音 上田第五 3 2016.05.28 

共通女子 200m 決 25.62(+1.0) 河田 璃音 上田第五 3 2016.05.28 

競技場気象状況 
時刻 天候 風 気温 湿度 

 9:00 曇り     0.0m/sec.  17.0 ℃  49.0 % 
10:00 曇り 北西   0.9m/sec.  19.8 ℃  49.0 % 
11:00 曇り 北西   0.9m/sec.  21.5 ℃  49.0 % 
12:00 曇り 北   1.2m/sec.  23.0 ℃  48.0 % 
13:00 曇り 北西   0.8m/sec.  24.1 ℃  48.0 % 
14:00 曇り 北西   1.1m/sec.  24.0 ℃  48.0 % 
15:00 曇り 東   1.2m/sec.  24.0 ℃  47.0 % 
16:00 曇り 南東   2.8m/sec.  22.5 ℃  49.0 % 



第55回県中総体　夏季大会　東信地区予選会                                        
主催：東信地区中学校体育連盟                                                    
　　　長野陸上競技協会                                                          
　　　東信地区各市町村教委連絡協議会                                            

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
05/28 中1男子  -0.2 宮崎 日向(1) 12.11 中沢 一晴(1) 13.24 畠山 将吾(1) 13.30 中山 雅月(1) 13.32 鈴木 崚太(1) 13.39 漆原 奏哉(1) 13.63 掛川 祐貴(1) 14.10 間島 聖(1) 14.46

100m 佐久長聖 東御東部 小海 御代田 浅間 芦原 芦原 中込
05/28 木村 歩竣(1) 4,53.56 大橋 颯斗(1) 5,04.92 五十嵐 碧(1) 5,05.57 今野 駿太(1) 5,06.29 出口 哲也(1) 5,06.35 木内 温斗(1) 5,09.84 尾沼 優(1) 5,10.51 田口 紫音(1) 5,11.72

1500m 佐久長聖 佐久長聖 南牧 軽井沢 東御東部 野沢 上田第五 芦原
05/28 伊藤 司騎(1) 5.37(+0.2) 土屋 海斗(1) 4.90(+0.2) 中村 洋平(1) 4.82(-1.6) 高見澤 匠冴(1)4.67(+0.2) 辻浦 知主(1) 4.64(+0.2) 田崎 佑冴(1) 4.64(+0.7) 藤本 大輝(1) 4.53(-0.7) 林 亮典(1) 4.48(+1.0)

走幅跳 望月 上田第五 望月 南牧 東御東部 小諸東 南牧 野沢
05/28 中2男子  -0.7 神津 颯冬(2) 12.27 永井 颯太(2) 12.35 山口 大貴(2) 12.90 佐々木 優麻(2) 13.01 大工原 速登(2) 13.20 浅野 伶(2) 13.60 手塚 慧介(2) 13.64 上原 朋也(2) 13.86

100m 御代田 小諸東 野沢 佐久東 佐久東 東御東部 上田第四 小諸東
05/28 中3男子  +0.4 柳澤 祐希(3) 11.20 藤村 知季(3) 11.37 藤島 大翔(3) 11.93 飯塚 亮介(3) 12.05 小山 翔月(3) 12.38 深井 成志朗(3) 12.45 黒岩 大和(3) 12.59

100m 芦原 芦原 上田第四 浅間 軽井沢 東御東部 御代田
05/28 中共通男子  -0.4 小林 涼真(3) 23.44 篠澤 蒼平(3) 23.60 古厩 海聖(3) 23.99 佐藤 了(3) 24.11 篠澤 啓輔(3) 25.08 高橋 翔(3) 25.26 岩崎 凌大(3) 25.45 春原 拓実(2) 26.22

200m 芦原 浅間 佐久長聖 上田第四 浅間 中込 小諸東 東御東部
05/28 柏木 優(3) 51.88 與川 夢翔(3) 53.13 松﨑 悠弥(3) 55.53 小川 真(3) 55.84 関口 謙太(3) 57.44 遠藤 佳斗(2) 59.84 酒井 力(2) 1,00.75

400m 小諸東 東御東部 浅間 上田第四 浅間 東御東部 小諸東
05/28 村上 聖眞(3) 2,08.53 林 亮太(3) 2,08.55 正村 圭一郎(3) 2,11.26 佐藤 公一郎(3) 2,12.70 手塚 智也(2) 2,13.60 小平 涼雅(3) 2,14.13 小澤 優希(2) 2,14.45 高橋 流空(3) 2,16.45

800m 浅間 御代田 東御東部 御代田 上田第四 佐久東 佐久東 小諸東
05/28 宇津野 篤(3) 9,10.78 片桐 陽和(3) 9,26.16 田嶋 聡哲(2) 10,27.55 内田 飛河(2) 10,29.62 荻原 拓海(3) 10,39.14 原田 隼輔(3) 10,39.23 清水 強生(3) 10,53.19 箕輪 晴哉(3) 11,01.14

3000m 上田第五 立科 佐久東 上田第四 野沢 御代田 御代田 佐久東
05/28   0.0 原 惇也(2) 15.55 堀込 碧(3) 15.58 中島 優太朗(3) 15.60 一場 稜(3) 16.43 飯島 大陽(2) 17.46 山崎 伶弥(2) 18.60 片桐 岳(2) 19.20 浅沼 都夫(2) 19.97

110mH(0.914m) 浅間 野沢 東御東部 軽井沢 野沢 東御東部 軽井沢 浅間
05/28 井出 紋次郎(2) 1.64 篠原 椋(3) 1.61 野澤 一揮(2) 1.45 市ヶ谷 晴輝(2) 1.35 小松 風雅(3) 1.35 小松 大和(3) 1.35

走高跳 小諸東 小海 小諸東 中込 望月 望月
05/28 栁田 彩人(2) 2.40 西 智也(2) 2.10

棒高跳 上田第五 上田第五
05/28 赤尾 聡良(3) 12.29 塚田 陽樹(3) 9.62 舩山 颯太(3) 9.58 久保川 優士(2) 9.21 北澤 拓巳(3) 8.99 神津 宏尚(3) 8.44 佐藤 麟平(3) 8.22 中澤 友希(2) 7.76

砲丸投(5.000kg) 上田第五 浅間 上田第二 丸子北 上田第四 浅間 東御東部 芦原
05/28 芦原       44.25 浅間       44.92 上田第四       46.59 東御東部       46.61 小諸東       47.47 御代田       48.01 中込       48.32 野沢       49.99

4×100mR 小林 涼真(3) 飯塚 亮介(3) 佐藤 了(3) 深井 成志朗(3) 小泉 陸人(3) 黒岩 大和(3) 江元 龍之介(3) 荻原 拓海(3)
柳澤 祐希(3) 原 惇也(2) 小川 真(3) 與川 夢翔(3) 岩崎 凌大(3) 神津 颯冬(2) 上原 一輝(3) 坪井 康生(2)
原 泰三(3) 塚田 陽樹(3) 古平 優生(3) 山崎 伶弥(2) 柏木 優(3) 佐藤 公一郎(3) 市ヶ谷 将英(3) 山口 大貴(2)
藤村 知季(3) 篠澤 蒼平(3) 藤島 大翔(3) 中島 優太朗(3) 永井 颯太(2) 林 亮太(3) 高橋 翔(3) 工藤 利季(3)

05/28 小泉 陸人(3) 1607 中島 孝介(3) 1580 上原 一輝(3) 1442 佐々木 梨人(3) 1345 蜂須 翔太(2) 1278 佐藤 輝季(2) 1161 中澤 颯太(2) 1114
四種 小諸東 佐久東 中込 小海 小諸東 軽井沢 佐久東

05/28 中2･3年男子 眞田 稜生(3) 4,11.53 磯貝 拓哉(3) 4,29.23 小山 琉弥(3) 4,33.44 森 紘輔(2) 4,38.36 町田 駿(2) 4,42.86 柏木 喜貴(3) 4,43.05 中島 健大(2) 4,51.36 菊池 友也(3) 4,56.69
1500m 上田第四 佐久東 東御東部 立科 小諸東 小諸東 小海 南牧

05/28 上野 太暉(3) 6.09(+0.8) 原 泰三(3) 5.97(+1.4) 矢花 竜也(2) 5.82(+0.1) 市ヶ谷 将英(3)5.45(-0.1) 小林 優介(2) 5.38(+1.0) 宮下 駿介(3) 5.37(-0.3) 坪井 康生(2) 5.28(+0.7) 山本 拳心(3) 4.90(+1.6)
走幅跳 望月 芦原 望月 中込 浅間 東御東部 野沢 佐久東

05/28 中1･2年男子 東御東部       50.32 小諸東       51.37 望月       52.22 芦原       52.87 浅間       52.94 上田第五       52.97 上田第四       53.74 野沢       53.77
4×100mR 中沢 一晴(1) 土屋 由木(1) 中村 洋平(1) 漆原 奏哉(1) 秋山 智行(1) 尾沼 優(1) 細田 夏希(2) 木内 温斗(1)

佐藤 智哉(2) 酒井 力(2) 伊藤 司騎(1) 中澤 友希(2) 鈴木 崚太(1) 栁田 彩人(2) 佐藤 秀(1) 飯島 大陽(2)
辻浦 知主(1) 横須賀 大翼(1) 林 樹生(1) 栁澤 亮也(1) 浅沼 都夫(2) 滝沢 諒(1) 箱山 昂希(1) 星野 青空(2)
春原 拓実(2) 井出 紋次郎(2) 矢花 竜也(2) 掛川 祐貴(1) 小林 優介(2) 土屋 海斗(1) 手塚 慧介(2) 林 亮典(1)



予選 5月28日 10:40
決勝 5月28日 14:40

大会新              11.9

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 +2.0

 1 畠山 将吾(1)     13.15 q  1 中沢 一晴(1)     13.03 q
ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 小海 ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾊﾙ 東御東部

 2 鈴木 崚太(1)     13.24 q  2 中山 雅月(1)     13.27 q
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 浅間 ﾅｶﾔﾏ ｶﾂﾞｷ 御代田

 3 漆原 奏哉(1)     13.44 q  3 掛川 祐貴(1)     13.58 q
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ 芦原 ｶｹｶﾞﾜ ﾕｳｷ 芦原

 4 佐藤 秀(1)     14.30  4 秋山 智行(1)     14.42 
ｻﾄｳ ｼｭｳ 上田第四 ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 浅間

 5 丸山 智義(1)     14.33  5 田嶋 隼人(1)     14.96 
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾖｼ 丸子北 ﾀｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 丸子

 6 関戸 勝琉(1)     15.32  6 内藤 輝(1)     15.15 
ｾｷﾄﾞ ｽｸﾞﾙ 野沢 ﾅｲﾄｳ ｶｸﾞﾔ 野沢

[ 3組] 風速 +1.8

 1 宮崎 日向(1)     12.04 q
ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 佐久長聖

 2 間島 聖(1)     14.05 q
ﾏｼﾏ ﾋｼﾞﾘ 中込

 3 田中智久(1)     14.42 
ﾀﾅｶﾄﾓﾋｻ 川上

 4 林 樹生(1)     15.24 
ﾊﾔｼ ﾐｷｵ 望月

 5 関 旭流(1)     15.49 
ｾｷ ｱｹﾙ 上田第四

風速 -0.2

 1 宮崎 日向(1)     12.11 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 佐久長聖

 2 中沢 一晴(1)     13.24 
ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾊﾙ 東御東部

 3 畠山 将吾(1)     13.30 
ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 小海

 4 中山 雅月(1)     13.32 
ﾅｶﾔﾏ ｶﾂﾞｷ 御代田

 5 鈴木 崚太(1)     13.39 
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 浅間

 6 漆原 奏哉(1)     13.63 
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ 芦原

 7 掛川 祐貴(1)     14.10 
ｶｹｶﾞﾜ ﾕｳｷ 芦原

 8 間島 聖(1)     14.46 
ﾏｼﾏ ﾋｼﾞﾘ 中込

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

中1男子

100m

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
2  4021 6  4399

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

5  4157 4  4250

4  4323 3  4324

6  4660 7  4147

7  4508 5  4475

3  4074 2  4076

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  4363

5  4112

6  4000

4  4181

2  4661

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  4363

6  4399

7  4021

8  4250

4  4157

9  4323

3  4324

2  4112



予選 5月28日 11:05
決勝 5月28日 14:50

大会新              11.46

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 -1.4

 1 神津 颯冬(2)     12.23 q  1 永井 颯太(2)     12.34 q
ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ 御代田 ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 小諸東

 2 佐々木 優麻(2)     12.99 q  2 山口 大貴(2)     12.81 q
ｻｻｷ ﾕｳﾏ 佐久東 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 野沢

 3 手塚 慧介(2)     13.48 q  3 大工原 速登(2)     13.32 q
ﾃﾂﾞｶ ｹｲｽｹ 上田第四 ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾊﾔﾄ 佐久東

 4 浅野 伶(2)     13.49 q  4 田中 雅也(2)     13.51 
ｱｻﾉ ﾚｲ 東御東部 ﾀﾅｶ ﾏｻﾔ 丸子北

 5 上原 朋也(2)     13.50 q  5 細田 夏希(2)     13.58 
ｳｴﾊﾗ ﾄﾓﾔ 小諸東 ﾎｿﾀﾞ ﾅﾂｷ 上田第四

 6 堀内 駿輔(2)     13.94  6 関 舜太(2)     14.48 
ﾎﾘｳﾁ ｼｭﾝｽｹ 丸子北 ｾｷ ｼｭﾝﾀ 丸子

 7 箱山 大夢(2)     15.82 
ﾊｺﾔﾏ ﾋﾛﾑ 丸子

風速 -0.7

 1 神津 颯冬(2)     12.27 
ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ 御代田

 2 永井 颯太(2)     12.35 
ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 小諸東

 3 山口 大貴(2)     12.90 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ 野沢

 4 佐々木 優麻(2)     13.01 
ｻｻｷ ﾕｳﾏ 佐久東

 5 大工原 速登(2)     13.20 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾊﾔﾄ 佐久東

 6 浅野 伶(2)     13.60 
ｱｻﾉ ﾚｲ 東御東部

 7 手塚 慧介(2)     13.64 
ﾃﾂﾞｶ ｹｲｽｹ 上田第四

 8 上原 朋也(2)     13.86 
ｳｴﾊﾗ ﾄﾓﾔ 小諸東

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

中2男子

100m                

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
4  4274 3  4306

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

3  4177 5  4095

2  4659 7  4176

8  4390 4  4501

5  4280 6  4658

7  4506 2  4472

6  4474

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  4274

7  4306

5  4095

4  4177

8  4176

3  4390

9  4659

2  4280



予選 5月28日 11:25
決勝 5月28日 15:00

大会新              11.1

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 -0.3

 1 藤村 知季(3)     11.62 q  1 柳澤 祐希(3)     11.30 q
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ 芦原 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｷ 芦原

 2 藤島 大翔(3)     12.03 q  2 小山 翔月(3)     12.36 q
ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ 上田第四 ｺﾔﾏ ｶﾂﾞｷ 軽井沢

 3 深井 成志朗(3)     12.38 q  3 工藤 利季(3)     12.48 
ﾌｶｲ ｾｲｼﾛｳ 東御東部 ｸﾄﾞｳ ﾄｼｷ 野沢

 4 篠原 泰成(3)     12.87  4 横森 雄一(3)     12.88 
ｼﾉﾊﾗ ﾀｲｾｲ 軽井沢 ﾖｺﾓﾘ ﾕｳｲﾁ 南牧

 5 一之瀬 凱(3)     13.31  5 古平 優生(3)     12.93 
ｲﾁﾉｾ ｶﾞｲ 真田 ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ 上田第四

 6 大井 滉介(3)     14.21  6 田澤 友希(3)     13.33 
ｵｵｲ ｺｳｽｹ 御代田 ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ 浅間

[ 3組] 風速 +2.5

 1 齋藤 慶喜(3)     11.18 q
ｻｲﾄｳ ﾖｼﾉﾌﾞ 上田第六

 2 飯塚 亮介(3)     11.84 q
ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 浅間

 3 黒岩 大和(3)     12.39 q
ｸﾛｲﾜ ﾔﾏﾄ 御代田

 4 曾我 陸也(3)     12.50 
ｿｶﾞ ﾘｸﾔ 望月

 5 坂口 洋輔(3)     13.39 
ｻｶｸﾞﾁ ﾖｳｽｹ 東御東部

 6 藤原 祥太(3)     13.67 
ﾌｼﾞﾊﾗ ｼｮｳﾀ 佐久長聖

風速 +0.4

 1 柳澤 祐希(3)     11.20 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｷ 芦原

 2 藤村 知季(3)     11.37 
ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ 芦原

 3 藤島 大翔(3)     11.93 
ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ 上田第四

 4 飯塚 亮介(3)     12.05 
ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 浅間

 5 小山 翔月(3)     12.38 
ｺﾔﾏ ｶﾂﾞｷ 軽井沢

 6 深井 成志朗(3)     12.45 
ﾌｶｲ ｾｲｼﾛｳ 東御東部

 7 黒岩 大和(3)     12.59 
ｸﾛｲﾜ ﾔﾏﾄ 御代田
齋藤 慶喜(3)
ｻｲﾄｳ ﾖｼﾉﾌﾞ 上田第六

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

中3男子

100m

予選 通過基準  3組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
4  4316 5  4319

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

5  4650 2  4227

3  4405 6  4090

2  4225 7  4018

7  4424 3  4653

6  4266 4  4145

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  4700

3  4139

7  4265

2  4199

6  4410

4  4354

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  4319

7  4316

9  4650

4  4139

8  4227

3  4405

失格

2  4265

5  4700



予選 5月28日 10:10
決勝 5月28日 14:05

大会新              23.22

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 -0.2

 1 小林 涼真(3)     23.41 q  1 佐藤 了(3)     24.10 q
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 芦原 ｻﾄｳ ﾘｮｳ 上田第四

 2 篠澤 蒼平(3)     23.43 q  2 篠澤 啓輔(3)     24.83 q
ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 浅間 ｻｻｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 浅間

 3 古厩 海聖(3)     24.26 q  3 高橋 翔(3)     25.20 q
ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 佐久長聖 ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ 中込

 4 春原 拓実(2)     25.86 q  4 岩崎 凌大(3)     25.33 q
ｽﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ 東御東部 ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ 小諸東

 5 星野 青空(2)     28.14  5 森泉 翔(2)     27.19 
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 野沢 ﾓﾘｽﾞﾐ ｼｮｳ 佐久東

 6 箱山 昂希(1)     29.40  6 宮嶋 祐生(2)     29.12 
ﾊｺﾔﾏ ｱｷ 上田第四 ﾐﾔｼﾞﾏ ﾕｳｷ 丸子北

 7 今泉 慶良(1)     31.89  7 鷹野 羽也斗(1)     37.62 
ｲﾏｲｽﾞﾐ ﾁｶﾗ 依田窪南部 ﾀｶﾉ ﾊﾔﾄ 野沢

 8 関口 哉夢(2)     35.63 
ｾｷｸﾞﾁ ｶﾅﾑ 佐久東

風速 -0.4

 1 小林 涼真(3)     23.44 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 芦原

 2 篠澤 蒼平(3)     23.60 
ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 浅間

 3 古厩 海聖(3)     23.99 
ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 佐久長聖

 4 佐藤 了(3)     24.11 
ｻﾄｳ ﾘｮｳ 上田第四

 5 篠澤 啓輔(3)     25.08 
ｻｻｻﾞﾜ ｹｲｽｹ 浅間

 6 高橋 翔(3)     25.26 
ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ 中込

 7 岩崎 凌大(3)     25.45 
ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ 小諸東

 8 春原 拓実(2)     26.22 
ｽﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ 東御東部

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

中共通男子

200m

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
7  4317 7  4651

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

2  4142 8  4143

6  4351 3  4116

9  4419 2  4299

5  4094 5  4179

8  4662 6  4507

3  4520 4  4075

4  4175

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  4317

7  4142

4  4351

6  4651

8  4143

9  4116

3  4299

2  4419



決勝 5月28日 13:50

大会新              52.32

 1 柏木 優(3)     51.88 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 小諸東

 2 與川 夢翔(3)     53.13 
ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ 東御東部

 3 松﨑 悠弥(3)     55.53 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾔ 浅間

 4 小川 真(3)     55.84 
ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ 上田第四

 5 関口 謙太(3)     57.44 
ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 浅間

 6 遠藤 佳斗(2)     59.84 
ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ 東御東部

 7 酒井 力(2)   1,00.75 
ｻｶｲ ﾁｶﾗ 小諸東
篠原 礼(3)
ｼﾉﾊﾗ ﾚｲ 佐久長聖

中共通男子

400m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  4304

大会新
9  4407

7  4148

8  4647

3  4144

5  4391

2  4305

4  4355
欠場



決勝 5月28日 13:30

大会新            2,02.5

[ 1組] [ 2組]

 1 佐藤 龍治(2)   2,28.32  1 小平 涼雅(3)   2,14.13 
ｻﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 東御東部 ｺﾀﾞｲﾗ ﾘｮｳｶﾞ 佐久東

 2 瀬切 悠気(2)   2,34.24  2 小澤 優希(2)   2,14.45 
ｾｷﾞﾘ ﾕｳｷ 丸子 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久東

 3 佐藤 大輔(3)   2,42.58  3 高橋 流空(3)   2,16.45 
ｻﾄｳ ﾀﾞｲｽｹ 小諸東 ﾀｶﾊｼ ﾙｰｸ 小諸東

 4 櫻井 優斗(2)   2,45.69  4 並木 陸(1)   2,26.74 
ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ 丸子北 ﾅﾐｷ ﾘｸ 佐久長聖

 5 久松 賢悟(1)   2,48.03  5 北村 隆之介(1)   2,27.63 
ﾋｻﾏﾂ ｹﾝｺﾞ 野沢 ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖

 6 川田 淳平(1)   2,48.28  6 赤尾 瞭磨(3)   2,28.27 
ｶﾜﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 上田第五 ｱｶｵ ﾘｮｳﾏ 芦原

 7 阿部 優汰(1)   3,01.19 
ｱﾍﾞ ﾕｳﾀ 野沢

[ 3組]

 1 村上 聖眞(3)   2,08.53 
ﾑﾗｶﾐ ｾｲﾏ 浅間

 2 林 亮太(3)   2,08.55 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ 御代田

 3 正村 圭一郎(3)   2,11.26 
ｼｮｳﾑﾗ ｹｲｲﾁﾛｳ 東御東部

 4 佐藤 公一郎(3)   2,12.70 
ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ 御代田

 5 手塚 智也(2)   2,13.60 
ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓﾔ 上田第四

 6 江元 龍之介(3)   2,25.96 
ｴﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ 中込

中共通男子

800m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  4417 2  4169

3  4473 4  4174

8  4300 3  4301

5  4499 7  4366

4  4078 5  4361

7  4691 6  4318

2  4070

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  4149

5  4276

4  4409

3  4272

6  4657

2  4117



   1 村上 聖眞(3) 浅間     2,08.53   3   1
   2 林 亮太(3) 御代田     2,08.55   3   2
   3 正村 圭一郎(3) 東御東部     2,11.26   3   3
   4 佐藤 公一郎(3) 御代田     2,12.70   3   4
   5 手塚 智也(2) 上田第四     2,13.60   3   5
   6 小平 涼雅(3) 佐久東     2,14.13   2   1
   7 小澤 優希(2) 佐久東     2,14.45   2   2
   8 高橋 流空(3) 小諸東     2,16.45   2   3
   9 江元 龍之介(3) 中込     2,25.96   3   6
  10 並木 陸(1) 佐久長聖     2,26.74   2   4
  11 北村 隆之介(1) 佐久長聖     2,27.63   2   5
  12 赤尾 瞭磨(3) 芦原     2,28.27   2   6
  13 佐藤 龍治(2) 東御東部     2,28.32   1   1
  14 瀬切 悠気(2) 丸子     2,34.24   1   2
  15 佐藤 大輔(3) 小諸東     2,42.58   1   3
  16 櫻井 優斗(2) 丸子北     2,45.69   1   4
  17 久松 賢悟(1) 野沢     2,48.03   1   5
  18 川田 淳平(1) 上田第五     2,48.28   1   6
  19 阿部 優汰(1) 野沢     3,01.19   1   7

中共通男子

800m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 4149
 4276
 4409
 4272
 4657
 4169
 4174
 4301
 4117

 4499
 4078
 4691
 4070

 4366
 4361
 4318
 4417
 4473
 4300



決勝 5月28日 12:00

大会新            4,22.94

[ 1組] [ 2組]

 1 五十嵐 碧(1)   5,05.57  1 木村 歩竣(1)   4,53.56 
ｲｶﾞﾗｼ ｱｵｲ 南牧 ｷﾑﾗ ﾎﾀﾞｶ 佐久長聖

 2 出口 哲也(1)   5,06.35  2 大橋 颯斗(1)   5,04.92 
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 東御東部 ｵｵﾊｼ ﾊﾔﾄ 佐久長聖

 3 田口 紫音(1)   5,11.72  3 今野 駿太(1)   5,06.29 
ﾀｸﾞﾁ ｼｵﾝ 芦原 ｺﾝﾉ ｼｭﾝﾀ 軽井沢

 4 有坂 泰希(1)   5,20.18  4 木内 温斗(1)   5,09.84 
ｱﾘｻｶ ﾀｲｷ 野沢 ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ 野沢

 5 高見澤 玲生(1)   5,26.01  5 尾沼 優(1)   5,10.51 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾚｵ 南牧 ｵﾇﾏ ﾕｳ 上田第五

 6 竹内 暖(1)   5,26.97  6 土赤 本気(1)   5,12.11 
ﾀｹｳﾁ ﾋﾅﾀ 立科 ﾂﾁｱｶ ﾏｼﾞ 小諸東

 7 高根 大樹(1)   5,34.27  7 金澤 拓夢(1)   5,38.34 
ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ 浅間 ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾑ 芦原

 8 針尾 大生(1)   5,39.83  8 坂本 智哉(1)   5,43.80 
ﾊﾘｵ ﾀﾞｲｷ 御代田 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾔ 上田第二

 9 大塚 崚芽(1)   5,44.20  9 村木 竜馬(1)   5,55.48 
ｵｵﾂｶ ﾘｮｳｶﾞ 小海 ﾑﾗｷ ﾘｮｳﾏ 上田第五

10 佐藤 空弥(1)   5,45.51 
ｻﾄｳ ｿﾗﾔ 御代田

中1男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  4014 6  4362

5  4400 8  4365

4  4326 7  4240

2  4071 3  4073

1  4012 5  4690

3  4330 2  4284

7  4158 9  4325

8  4251 4  4602

6  4029 1  4694

10  4254



   1 木村 歩竣(1) 佐久長聖     4,53.56   2   1
   2 大橋 颯斗(1) 佐久長聖     5,04.92   2   2
   3 五十嵐 碧(1) 南牧     5,05.57   1   1
   4 今野 駿太(1) 軽井沢     5,06.29   2   3
   5 出口 哲也(1) 東御東部     5,06.35   1   2
   6 木内 温斗(1) 野沢     5,09.84   2   4
   7 尾沼 優(1) 上田第五     5,10.51   2   5
   8 田口 紫音(1) 芦原     5,11.72   1   3
   9 土赤 本気(1) 小諸東     5,12.11   2   6
  10 有坂 泰希(1) 野沢     5,20.18   1   4
  11 高見澤 玲生(1) 南牧     5,26.01   1   5
  12 竹内 暖(1) 立科     5,26.97   1   6
  13 高根 大樹(1) 浅間     5,34.27   1   7
  14 金澤 拓夢(1) 芦原     5,38.34   2   7
  15 針尾 大生(1) 御代田     5,39.83   1   8
  16 坂本 智哉(1) 上田第二     5,43.80   2   8
  17 大塚 崚芽(1) 小海     5,44.20   1   9
  18 佐藤 空弥(1) 御代田     5,45.51   1  10
  19 村木 竜馬(1) 上田第五     5,55.48   2   9

中1男子

1500m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 4362
 4365
 4014
 4240
 4400
 4073
 4690
 4326
 4284
 4071

 4029
 4254
 4694

 4012
 4330
 4158
 4325
 4251
 4602



決勝 5月28日 11:40

大会新            4,20.97

[ 1組] [ 2組]

 1 中島 健大(2)   4,51.36  1 眞田 稜生(3)   4,11.53 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾛ 小海 ｻﾅﾀﾞ ﾘｮｳｾｲ 上田第四

 2 菊池 友也(3)   4,56.69  2 磯貝 拓哉(3)   4,29.23 
ｷｸﾁ ﾄﾓﾔ 南牧 ｲｿｶﾞｲ ﾀｸﾔ 佐久東

 3 津留 大輔(2)   4,58.66  3 小山 琉弥(3)   4,33.44 
ﾂﾙ ﾀﾞｲｽｹ 東御東部 ｺﾔﾏ ﾘｭｳﾔ 東御東部

 4 白井 竜来(3)   5,10.16  4 森 紘輔(2)   4,38.36 
ｼﾗｲ ﾀﾂｷ 和田 ﾓﾘ ｺｳｽｹ 立科

 5 林 直樹(2)   5,13.81  5 町田 駿(2)   4,42.86 
ﾊﾔｼ ﾅｵｷ 塩田 ﾏﾁﾀﾞ ｼｭﾝ 小諸東

 6 清水 健至(2)   5,16.27  6 柏木 喜貴(3)   4,43.05 
ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 野沢 ｶｼﾜｷﾞ ﾖｼｷ 小諸東

 7 成沢 祐季(2)   5,16.45  7 花岡 侑(2)   4,56.89 
ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ 和田 ﾊﾅｵｶ ｱﾂﾑ 上田第四

 8 藤田 大空(2)   5,21.03  8 関 隆彰(2)   5,08.22 
ﾌｼﾞﾀ ｵｵｿﾞﾗ 軽井沢 ｾｷ ﾀｶｱｷ 丸子北

 9 宇治野 優斗(3)   5,36.59  9 市ヶ谷 将孝(3)   5,12.92 
ｳｼﾞﾉ ﾕｳﾄ 丸子北 ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾀｶ 中込

10 成澤 飛方(3)   5,39.97 10 竹内 元也(3)   5,15.92 
ﾅﾙｻﾜ ﾋﾅﾀ 佐久長聖 ﾀｹｳﾁ ｹﾞﾝﾔ 御代田

中2･3年男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  4020 8  4645

大会新
9  4010 5  4168

3  4416 10  4408

8  4543 9  4340

10  4573 7  4309

1  4092 3  4296

4  4541 2  4655

6  4219 4  4500

5  4492 6  4115

7  4353 1  4270



   1 眞田 稜生(3) 上田第四     4,11.53 大会新   2   1
   2 磯貝 拓哉(3) 佐久東     4,29.23   2   2
   3 小山 琉弥(3) 東御東部     4,33.44   2   3
   4 森 紘輔(2) 立科     4,38.36   2   4
   5 町田 駿(2) 小諸東     4,42.86   2   5
   6 柏木 喜貴(3) 小諸東     4,43.05   2   6
   7 中島 健大(2) 小海     4,51.36   1   1
   8 菊池 友也(3) 南牧     4,56.69   1   2
   9 花岡 侑(2) 上田第四     4,56.89   2   7
  10 津留 大輔(2) 東御東部     4,58.66   1   3
  11 関 隆彰(2) 丸子北     5,08.22   2   8
  12 白井 竜来(3) 和田     5,10.16   1   4
  13 市ヶ谷 将孝(3) 中込     5,12.92   2   9
  14 林 直樹(2) 塩田     5,13.81   1   5
  15 竹内 元也(3) 御代田     5,15.92   2  10
  16 清水 健至(2) 野沢     5,16.27   1   6
  17 成沢 祐季(2) 和田     5,16.45   1   7
  18 藤田 大空(2) 軽井沢     5,21.03   1   8
  19 宇治野 優斗(3) 丸子北     5,36.59   1   9
  20 成澤 飛方(3) 佐久長聖     5,39.97   1  10

中2･3年男子

1500m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 4645
 4168
 4408
 4340
 4309
 4296
 4020
 4010
 4655
 4416
 4500
 4543
 4115
 4573
 4270
 4092
 4541
 4219
 4492
 4353



決勝 5月28日 15:30

大会新            8,58.49

 1 宇津野 篤(3)   9,10.78 
ｳﾂﾉ ｱﾂｼ 上田第五

 2 片桐 陽和(3)   9,26.16 
ｶﾀｷﾞﾘ ﾋﾖﾘ 立科

 3 田嶋 聡哲(2)  10,27.55 
ﾀｼﾞﾏ ｿｳﾃﾂ 佐久東

 4 内田 飛河(2)  10,29.62 
ｳﾁﾀﾞ ﾋｭｳｶﾞ 上田第四

 5 荻原 拓海(3)  10,39.14 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ 野沢

 6 原田 隼輔(3)  10,39.23 
ﾊﾗﾀﾞ ｼｭﾝｽｹ 御代田

 7 清水 強生(3)  10,53.19 
ｼﾐｽﾞ ｺﾞｳｷ 御代田

 8 箕輪 晴哉(3)  11,01.14 
ﾐﾉﾜ ﾊﾙﾔ 佐久東

 9 川崎 海斗(3)  11,02.82 
ｶﾜｻｷ ﾋﾛﾄ 小諸東

10 安藤 麦(2)  11,09.84 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾑｷﾞ 小海

11 須藤 竜聖(3)  11,39.52 
ｽﾄﾞｳ ﾘｭｳｾｲ 小諸東

12 内田 玲穏(3)  11,39.89 
ｳﾁﾀﾞ ﾚｵﾝ 上田第四
菊地 洸希(2)
ｷｸﾁ ｺｳｷ 佐久長聖

中共通男子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  4687

8  4331

12  4178

3  4654

9  4085

6  4264

2  4271

4  4171

11  4297

10  4028

1  4352
欠場

13  4303

5  4646



予選 5月28日  9:40
決勝 5月28日 14:15

大会新              15.09

[ 1組] 風速 +0.1 [ 2組] 風速 +0.9

 1 堀込 碧(3)     15.71 q  1 中島 優太朗(3)     15.83 q
ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 野沢 ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 東御東部

 2 一場 稜(3)     16.40 q  2 原 惇也(2)     16.09 q
ｲﾁﾊﾞ ﾘｮｳ 軽井沢 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 浅間

 3 山崎 伶弥(2)     19.51 q  3 飯島 大陽(2)     17.78 q
ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲﾔ 東御東部 ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 野沢

 4 浅沼 都夫(2)     20.50 q  4 片桐 岳(2)     19.75 q
ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ 浅間 ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾞｸ 軽井沢

 5 塚田 響(2)     20.78  5 別府 亮士郎直泰(2)     22.08 
ﾂｶﾀﾞ ﾋﾋﾞｷ 小諸東 ﾍﾞｯﾌﾟ ﾘｮｳｼﾞﾛｳﾉﾌﾞ小諸東

 6 小林 英星(1)     21.53  6 新津 柊哉(1)     24.09 
ｺﾊﾞﾔｼ ｴｲｾｲ 浅科 ﾆｲﾂ ﾄｳﾔ 小海

風速  0.0

 1 原 惇也(2)     15.55 
ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 浅間

 2 堀込 碧(3)     15.58 
ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 野沢

 3 中島 優太朗(3)     15.60 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 東御東部

 4 一場 稜(3)     16.43 
ｲﾁﾊﾞ ﾘｮｳ 軽井沢

 5 飯島 大陽(2)     17.46 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ 野沢

 6 山崎 伶弥(2)     18.60 
ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲﾔ 東御東部

 7 片桐 岳(2)     19.20 
ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾞｸ 軽井沢

 8 浅沼 都夫(2)     19.97 
ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ 浅間

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

中共通男子

110mH(0.914m)

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ 記録／備考
6  4088 4  4411

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

3  4224 7  4154

5  4415 5  4091

4  4151 2  4230

2  4281 3  4308

7  4201 6  4022

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  4154

7  4088

4  4411

6  4224

9  4091

8  4415

3  4230

2  4151



予選 5月28日 12:40
決勝 5月28日 15:55

大会新              48.4

[ 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   2 小諸東  4287 土屋 由木(1)     50.62 q  1   5 東御東部  4399 中沢 一晴(1)     50.52 q

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾊﾙ
 4305 酒井 力(2)  4392 佐藤 智哉(2)

ｻｶｲ ﾁｶﾗ ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ
 4285 横須賀 大翼(1)  4401 辻浦 知主(1)

ﾖｺｽｶ ﾀﾞｲﾄ ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ
 4307 井出 紋次郎(2)  4419 春原 拓実(2)

ｲﾃﾞ ﾓﾝｼﾞﾛｳ ｽﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ
 2   6 芦原  4323 漆原 奏哉(1)     52.48 q  2   3 望月  4180 中村 洋平(1)     52.02 q

ｱｼﾊﾗ ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ
 4320 中澤 友希(2)  4182 伊藤 司騎(1)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ ｲﾄｳ ｼｷ
 4322 栁澤 亮也(1)  4181 林 樹生(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｮｳﾔ ﾊﾔｼ ﾐｷｵ
 4324 掛川 祐貴(1)  4189 矢花 竜也(2)

ｶｹｶﾞﾜ ﾕｳｷ ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ
 3   5 上田第五  4690 尾沼 優(1)     52.82 q  3   2 上田第四  4658 細田 夏希(2)     53.14 q

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ｵﾇﾏ ﾕｳ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ﾎｿﾀﾞ ﾅﾂｷ
 4672 栁田 彩人(2)  4660 佐藤 秀(1)

ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱﾔﾄ ｻﾄｳ ｼｭｳ
 4692 滝沢 諒(1)  4662 箱山 昂希(1)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳ ﾊｺﾔﾏ ｱｷ
 4693 土屋 海斗(1)  4659 手塚 慧介(2)

ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ ﾃﾂﾞｶ ｹｲｽｹ
 4   4 野沢  4073 木内 温斗(1)     52.92 q  4   4 佐久東  4161 渡邉 泰成(1)     57.15 

ﾉｻﾞﾜ ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ ｻｸﾋｶﾞｼ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ
 4091 飯島 大陽(2)  4179 森泉 翔(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ ﾓﾘｽﾞﾐ ｼｮｳ
 4094 星野 青空(2)  4160 飯田 悠誠(1)

ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ ｲｲﾀﾞ ﾕｳｾｲ
 4077 林 亮典(1)  4174 小澤 優希(2)

ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ
 5   3 浅間  4147 秋山 智行(1)     53.12 q   6 御代田  4250 中山 雅月(1)

ｱｻﾏ ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ ﾐﾖﾀ ﾅｶﾔﾏ ｶﾂﾞｷ 失格
 4157 鈴木 崚太(1)  4273 古越 大輝(2)

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ ﾌﾙｺｼ ﾀｲｷ
 4151 浅沼 都夫(2)  4275 中村 瑠希(2)

ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｷ
 4153 小林 優介(2)  4252 櫻井 利正(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ ｻｸﾗｲ ﾘｼｮｳ

中1･2年男子

4×100mR

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 東御東部  4399 中沢 一晴(1)     50.32 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾊﾙ
 4392 佐藤 智哉(2)

ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ
 4401 辻浦 知主(1)

ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ
 4419 春原 拓実(2)

ｽﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ
 2   4 小諸東  4287 土屋 由木(1)     51.37 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ
 4305 酒井 力(2)

ｻｶｲ ﾁｶﾗ
 4285 横須賀 大翼(1)

ﾖｺｽｶ ﾀﾞｲﾄ
 4307 井出 紋次郎(2)

ｲﾃﾞ ﾓﾝｼﾞﾛｳ
 3   6 望月  4180 中村 洋平(1)     52.22 

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ
 4182 伊藤 司騎(1)

ｲﾄｳ ｼｷ
 4181 林 樹生(1)

ﾊﾔｼ ﾐｷｵ
 4189 矢花 竜也(2)

ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ
 4   7 芦原  4323 漆原 奏哉(1)     52.87 

ｱｼﾊﾗ ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ
 4320 中澤 友希(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ
 4322 栁澤 亮也(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｮｳﾔ
 4324 掛川 祐貴(1)

ｶｹｶﾞﾜ ﾕｳｷ
 5   3 浅間  4147 秋山 智行(1)     52.94 

ｱｻﾏ ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ
 4157 鈴木 崚太(1)

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ
 4151 浅沼 都夫(2)

ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ
 4153 小林 優介(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ
 6   8 上田第五  4690 尾沼 優(1)     52.97 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ｵﾇﾏ ﾕｳ
 4672 栁田 彩人(2)

ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱﾔﾄ
 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
 7   2 上田第四  4658 細田 夏希(2)     53.74 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ﾎｿﾀﾞ ﾅﾂｷ
 4660 佐藤 秀(1)

ｻﾄｳ ｼｭｳ
 4662 箱山 昂希(1)

ﾊｺﾔﾏ ｱｷ
 4659 手塚 慧介(2)

ﾃﾂﾞｶ ｹｲｽｹ
 8   9 野沢  4073 木内 温斗(1)     53.77 

ﾉｻﾞﾜ ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ
 4091 飯島 大陽(2)

ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲﾖｳ
 4094 星野 青空(2)

ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ
 4077 林 亮典(1)

ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ

4×100mR
決勝

中1･2年男子



予選 5月28日 12:50
決勝 5月28日 16:05

大会新              45.40

[ 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   2 芦原  4317 小林 涼真(3)     44.15 q  1   5 浅間  4139 飯塚 亮介(3)     45.12 q

ｱｼﾊﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 大会新 ｱｻﾏ ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 大会新
 4319 柳澤 祐希(3)  4154 原 惇也(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｷ ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ
 4321 原 泰三(3)  4146 塚田 陽樹(3)

ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｷ
 4316 藤村 知季(3)  4142 篠澤 蒼平(3)

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ
 2   6 東御東部  4405 深井 成志朗(3)     46.11 q  2   2 上田第四  4651 佐藤 了(3)     46.63 q

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾌｶｲ ｾｲｼﾛｳ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ｻﾄｳ ﾘｮｳ
 4407 與川 夢翔(3)  4647 小川 真(3)

ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ
 4415 山崎 伶弥(2)  4653 古平 優生(3)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲﾔ ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ
 4411 中島 優太朗(3)  4650 藤島 大翔(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾛｳ ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ
 3   7 野沢  4090 工藤 利季(3)     47.54 q  3   7 小諸東  4302 小泉 陸人(3)     47.18 q

ﾉｻﾞﾜ ｸﾄﾞｳ ﾄｼｷ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ
 4093 坪井 康生(2)  4299 岩崎 凌大(3)

ﾂﾎﾞｲ ｺｳｾｲ ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ
 4095 山口 大貴(2)  4304 柏木 優(3)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ
 4088 堀込 碧(3)  4306 永井 颯太(2)

ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ
 4   5 御代田  4265 黒岩 大和(3)     47.88 q  4   3 中込  4117 江元 龍之介(3)     47.79 q

ﾐﾖﾀ ｸﾛｲﾜ ﾔﾏﾄ ﾅｶｺﾞﾐ ｴﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ
 4274 神津 颯冬(2)  4114 上原 一輝(3)

ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｷ
 4272 佐藤 公一郎(3)  4118 市ヶ谷 将英(3)

ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ
 4276 林 亮太(3)  4116 高橋 翔(3)

ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ
 5   3 佐久長聖  4351 古厩 海聖(3)     48.54  5   4 望月  4187 小松 風雅(3)     49.18 

ｻｸﾁｮｳｾｲ ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ ﾓﾁﾂﾞｷ ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ
 4360 杉田 伊吹(2)  4188 上野 太暉(3)

ｽｷﾞﾀ ｲﾌﾞｷ ｳｴﾉ ﾀｲｷ
 4366 並木 陸(1)  4186 小松 大和(3)

ﾅﾐｷ ﾘｸ ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ
 4363 宮崎 日向(1)  4199 曾我 陸也(3)

ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ ｿｶﾞ ﾘｸﾔ
 6   4 佐久東  4177 佐々木 優麻(2)     50.19  6   6 軽井沢  4230 片桐 岳(2)     49.92 

ｻｸﾋｶﾞｼ ｻｻｷ ﾕｳﾏ ｶﾙｲｻﾞﾜ ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾞｸ
 4170 中島 孝介(3)  4227 小山 翔月(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳｽｹ ｺﾔﾏ ｶﾂﾞｷ
 4167 早坂 晃太(3)  4231 佐藤 輝季(2)

ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ ｻﾄｳ ﾃﾙｷ
 4176 大工原 速登(2)  4224 一場 稜(3)

ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾊﾔﾄ ｲﾁﾊﾞ ﾘｮｳ
 7   8 丸子  4475 田嶋 隼人(1)   1,03.22 

ﾏﾙｺ ﾀｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ
 4471 笹沢 竜叶(2)

ｻｻｻﾞﾜ ﾀﾂﾄ
 4473 瀬切 悠気(2)

ｾｷﾞﾘ ﾕｳｷ
 4472 関 舜太(2)

ｾｷ ｼｭﾝﾀ

中共通男子

4×100mR            

予選 通過基準  2組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者



順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   4 芦原  4317 小林 涼真(3)     44.25 

ｱｼﾊﾗ ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾏ 大会新
 4319 柳澤 祐希(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｷ
 4321 原 泰三(3)

ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ
 4316 藤村 知季(3)

ﾌｼﾞﾑﾗ ﾄﾓｷ
 2   6 浅間  4139 飯塚 亮介(3)     44.92 

ｱｻﾏ ｲｲﾂﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 大会新
 4154 原 惇也(2)

ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ
 4146 塚田 陽樹(3)

ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｷ
 4142 篠澤 蒼平(3)

ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ
 3   7 上田第四  4651 佐藤 了(3)     46.59 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ｻﾄｳ ﾘｮｳ
 4647 小川 真(3)

ｵｶﾞﾜ ﾏｺﾄ
 4653 古平 優生(3)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾕｳｷ
 4650 藤島 大翔(3)

ﾌｼﾞｼﾏ ﾋﾛﾄ
 4   5 東御東部  4405 深井 成志朗(3)     46.61 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾌｶｲ ｾｲｼﾛｳ
 4407 與川 夢翔(3)

ﾖｶﾜ ﾕｳﾄ
 4415 山崎 伶弥(2)

ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲﾔ
 4411 中島 優太朗(3)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾛｳ
 5   9 小諸東  4302 小泉 陸人(3)     47.47 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ
 4299 岩崎 凌大(3)

ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ
 4304 柏木 優(3)

ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ
 4306 永井 颯太(2)

ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ
 6   2 御代田  4265 黒岩 大和(3)     48.01 

ﾐﾖﾀ ｸﾛｲﾜ ﾔﾏﾄ
 4274 神津 颯冬(2)

ｺｳﾂﾞ ﾊﾔﾄ
 4272 佐藤 公一郎(3)

ｻﾄｳ ｺｳｲﾁﾛｳ
 4276 林 亮太(3)

ﾊﾔｼ ﾘｮｳﾀ
 7   3 中込  4117 江元 龍之介(3)     48.32 

ﾅｶｺﾞﾐ ｴﾓﾄ ﾘｭｳﾉｽｹ
 4114 上原 一輝(3)

ｳｴﾊﾗ ｶｽﾞｷ
 4118 市ヶ谷 将英(3)

ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ
 4116 高橋 翔(3)

ﾀｶﾊｼ ｼｮｳ
 8   8 野沢  4085 荻原 拓海(3)     49.99 

ﾉｻﾞﾜ ｵｷﾞﾊﾗ ﾀｸﾐ
 4093 坪井 康生(2)

ﾂﾎﾞｲ ｺｳｾｲ
 4095 山口 大貴(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀﾞｲｷ
 4090 工藤 利季(3)

ｸﾄﾞｳ ﾄｼｷ

4×100mR            
決勝

中共通男子



決勝 5月28日  9:20

大会新               1.91

1m64 1m67
井出 紋次郎(2) - - - - - - O O O O
ｲﾃﾞ ﾓﾝｼﾞﾛｳ 小諸東 O XXX
篠原 椋(3) O O O O O O O XO O O
ｼﾉﾊﾗ ﾘｮｳ 小海 XXX
野澤 一揮(2) - - - - O XO XXX
ﾉｻﾞﾜ ｶｽﾞｷ 小諸東
市ヶ谷 晴輝(2) O O O O XXX
ｲﾁｶﾞﾔ ﾊﾙｷ 中込
小松 風雅(3) O O O XXO XXX
ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 望月
小松 大和(3) O O XO XXO XXX
ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ 望月
井出 雄斗(1) XXX 記録なし
ｲﾃﾞ ﾕｳﾄ 南牧

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名順位 試技

中共通男子

走高跳

決勝

備考
1m20 1m25 1m30

所属名 記録
1m58 1m611m50 1m551m35 1m40 1m45

 1.64

2 3  4027
 1.61

1 7  4307

1  4187

 1.45

4 4  4120
 1.35

3 5  4283

6  4015

 1.35

6 2  4186
 1.35

5



決勝 5月28日 10:00

大会新               3.90

栁田 彩人(2)
ﾔﾅｷﾞﾀﾞ ｱﾔﾄ 上田第五
西 智也(2)
ﾆｼ ﾄﾓﾔ 上田第五

 2.10

 2.40

2 1  4673
O O XXX

XXO XO XXX

記録 備考
1 2  4672

O O O

2m20 2m30 2m40 2m50

中共通男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 2m00 2m10



決勝 5月28日 13:40

大会新               5.63

伊藤 司騎(1)   5.17   5.35   5.29    X    X   5.37    5.37 
ｲﾄｳ ｼｷ 望月   +0.6   -0.2   -0.5   +0.2    +0.2
土屋 海斗(1)   4.60   4.49   4.63   4.59   4.77   4.90    4.90 
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 上田第五   +0.1   +0.3   -1.2    0.0   -0.4   +0.2    +0.2
中村 洋平(1)    X    X   4.82   4.78   4.80   4.73    4.82 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 望月   -1.6   -0.1   -0.2   +0.4    -1.6
高見澤 匠冴(1)   4.31   4.58    X   4.67   4.39    X    4.67 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｼｮｳｺﾞ 南牧   +1.7   +1.0   +0.2   -1.0    +0.2
辻浦 知主(1)   4.46   4.58   4.40    X   4.28   4.64    4.64 
ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 東御東部   +0.6   +0.8   +0.1   -0.3   +0.2    +0.2
田崎 佑冴(1)    X   4.64    X    X   4.04    X    4.64 
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 小諸東   +0.7    0.0    +0.7
藤本 大輝(1)   4.18   4.26   4.21   4.28   4.53   4.49    4.53 
ﾌｼﾞﾓﾄ ﾀﾞｲｷ 南牧   +0.9   +0.7   -0.1   +1.2   -0.7   -0.1    -0.7
林 亮典(1)   4.23   4.23   4.48    X   2.91   3.65    4.48 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 野沢    0.0    0.0   +1.0   -1.2    0.0    +1.0
櫻井 利正(1)   4.23   4.25   4.22    4.25 
ｻｸﾗｲ ﾘｼｮｳ 御代田   +1.4   +0.8   +0.4    +0.8
渡邉 啓介(1)   4.22   3.91   4.23    4.23 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹｲｽｹ 北御牧   +0.4   +0.4   +0.1    +0.1
滝沢 諒(1)   3.52   4.14   4.02    4.14 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳ 上田第五   +0.3   +0.1   -1.0    +0.1
栁澤 亮也(1)   3.98   3.83   3.99    3.99 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｮｳﾔ 芦原   +0.5   +1.1   -0.4    -0.4
廣田 琉貴(1)   3.90   3.78   3.73    3.90 
ﾋﾛﾀ ﾘｭｳｷ 北御牧   +0.6   +1.6   -0.3    +0.6
小宮山 登生(1)   3.55    X   3.90    3.90 
ｺﾐﾔﾏ ﾄｳｲ 中込   +0.8    0.0     0.0
飯塚 啓真(1)    X   3.83   3.69    3.83 
ｲｲﾂﾞｶ ｹｲﾏ 浅間   +0.2    0.0    +0.2
臼田 寛一(1)   3.57    X   3.76    3.76 
ｳｽﾀﾞ ｶﾝｲﾁ 野沢   +1.6   +0.3    +0.3
渡邉 絢士(1)   3.57   3.57   3.63    3.63 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾞﾝﾄ 浅間   +0.2   +0.6   +0.3    +0.3
染野 才輝(1)   3.34   3.31   3.25    3.34 
ｿﾒﾉ ｻｲｷ 上田第一    0.0   +0.3   -1.3     0.0
櫻井 尊(1)   3.26   3.24   3.22    3.26 
ｻｸﾗｲ ﾀｹﾙ 臼田   +1.1   +0.7   +0.1    +1.1
朝田 錬成(1)   3.21   3.26    X    3.26 
ｱｻﾀﾞ ﾚﾝｾｲ 臼田   +0.4   +1.6    +1.6
渡邉 泰成(1)    X    X   3.11    3.11 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 佐久東   +0.8    +0.8
中山  悠(1)   2.78   2.32   2.91    2.91 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳ 丸子   +1.3   +0.5    0.0     0.0
飯田 悠誠(1)    X   2.33   2.73    2.73 
ｲｲﾀﾞ ﾕｳｾｲ 佐久東   +0.1   -0.6    -0.6
山浦 聖(1)    X    X    X
ﾔﾏｳﾗ ｼｮｳ 上田第一
竹内 裕斗(1) 欠場
ﾀｹｳﾁ ﾕｳﾄ 御代田

中1男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 25  4182

2 22  4693

3 23  4180

4 6  4013

5 18  4401

6 20  4288

7 9  4011

8 21  4077

9 15  4252

10 14   441

11 24  4692

12 17  4322

13 16   444

14 13  4111

15 1  4156

16 4  4072

17 11  4159

18 12  4591

19 8  4064

20 10  4063

21 5  4161

22 3  4476

7  4255

23 2  4160

19  4592



決勝 5月28日  9:30

大会新               6.65

上野 太暉(3)    X   5.69   6.09   5.99   6.02    X    6.09 
ｳｴﾉ ﾀｲｷ 望月   +0.7   +0.8   +1.1   +0.5    +0.8
原 泰三(3)   5.76   5.71   5.80   5.66   5.83   5.97    5.97 
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 芦原   +0.6   +1.2   +0.6   +1.9   +1.3   +1.4    +1.4
矢花 竜也(2)    X   5.80   5.82    X    X   5.71    5.82 
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ 望月   +1.4   +0.1   +1.2    +0.1
市ヶ谷 将英(3)   5.45    X    X    X    X    X    5.45 
ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ 中込   -0.1    -0.1
小林 優介(2)   5.06   5.19   5.14   5.38   5.20   5.28    5.38 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 浅間    0.0   +1.0   +0.6   +1.0   +1.1   -0.3    +1.0
宮下 駿介(3)   5.37   5.33   5.03   5.28   5.21   5.21    5.37 
ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 東御東部   -0.3   +0.5   +0.8   +1.4   +0.5   +2.0    -0.3
坪井 康生(2)    X   5.15   5.28    -    -    X    5.28 
ﾂﾎﾞｲ ｺｳｾｲ 野沢   +1.3   +0.7    +0.7
山本 拳心(3)   4.85   4.84   4.90   4.74   4.66   4.76    4.90 
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 佐久東    0.0   +1.3   +1.6   +1.5   +0.9   +0.5    +1.6
佐藤 智哉(2)   4.64   4.59   4.87    4.87 
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 東御東部   +0.2   +0.9   +1.3    +1.3
古越 大輝(2)   3.91   4.50   4.85    4.85 
ﾌﾙｺｼ ﾀｲｷ 御代田   -0.7   +1.2   +0.9    +0.9
早坂 晃太(3)   4.75    X    X    4.75 
ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ 佐久東   +0.1    +0.1
黒澤 哉也(3)   4.48   4.74   4.32    4.74 
ｸﾛｻﾜ ｶﾅﾔ 小海   +0.7   +1.3   +0.2    +1.3
長谷山 和輝(3)    X    X   4.64    4.64 
ﾊｾﾔﾏ ｶｽﾞｷ 上田第二   +1.2    +1.2
青木 拓斗(3)   4.34   4.56   4.63    4.63 
ｱｵｷ ﾀｸﾄ 御代田   +0.3   +1.1   +1.6    +1.6
藤巻 昌也(3)   4.42   4.31   4.17    4.42 
ﾌｼﾞﾏｷ ﾏｻﾔ 野沢   -0.1   +0.9   +1.0    -0.1
宮下 大貴(2)   4.01   3.92   4.01    4.01 
ﾐﾔｼﾀ ﾀｲｷ 上田第四    0.0   +0.5   +1.2     0.0
滝沢 健太(2)   3.51   3.25   3.51    3.51 
ﾀｷｻﾞﾜ ｹﾝﾀ 丸子北   -0.1   +1.0   +0.8    -0.1
清水 優馬(2)   3.31   3.45   3.40    3.45 
ｼﾐｽﾞ ﾕｳﾏ 丸子北   +0.5   +0.8   +0.5    +0.8

中2･3年男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 18  4188

2 17  4321

3 16  4189

4 14  4118

5 12  4153

6 11  4406

7 15  4093

8 7  4172

9 9  4392

10 13  4273

11 5  4167

12 2  4025

13 8  4600

14 6  4267

15 10  4087

16 3  4656

17 4  4504

18 1  4505



決勝 5月28日 14:30

大会新              11.90

赤尾 聡良(3) 大会新
ｱｶｵ ｿﾗ 上田第五
塚田 陽樹(3)
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 浅間
舩山 颯太(3)
ﾌﾅﾔﾏ ｿｳﾀ 上田第二
久保川 優士(2)
ｸﾎﾞｶﾜ ﾕｳﾄ 丸子北
北澤 拓巳(3)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 上田第四
神津 宏尚(3)
ｺｳﾂﾞ ﾋﾛﾀｶ 浅間
佐藤 麟平(3)
ｻﾄｳ ﾘﾝﾍﾟｲ 東御東部
中澤 友希(2)
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ 芦原
柳澤 隼人(3)
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾔﾄ 東御東部
園部 将大(3)
ｿﾉﾍﾞ ﾏｻﾋﾛ 軽井沢
工藤 未来翔(2)
ｸﾄﾞｳ ﾐｸﾄ 丸子北
笹沢 竜叶(2)
ｻｻｻﾞﾜ ﾀﾂﾄ 丸子
中村 瑠希(2)
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｷ 御代田

中共通男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 13  4688

11.24 10.65 11.54 11.46   X 12.29  12.29 

2 12  4146
 9.43   X   X  9.14  8.34  9.62   9.62 

3 10  4601
 9.08  9.58  8.92  9.48  8.42  8.99   9.58 

4 11  4503
 9.12  9.21   X  8.63  9.21  8.99   9.21 

5 9  4652
 8.89  8.90  8.65  8.81  8.44  8.99   8.99 

6 6  4141
 6.33  7.97  7.85  8.44  7.30  8.13   8.44 

7 7  4413
 7.32  7.57  8.01  7.86  8.07  8.22   8.22 

8 8  4320
 7.31  7.31  7.76  7.08  7.67  7.72   7.76 

9 4  4394
 7.04  7.11  7.47   7.47 

10 2  4226
 6.77  6.55  6.72   6.77 

11 5  4502
 6.12  6.33  6.52   6.52 

12 1  4471
 5.33  5.35  5.88

13 3  4275
  X  5.81  5.31   5.81 

  5.88 



P

期日平成28年5月28日(土曜) 審判長

陸協名　　長野
ｺｰﾄﾞ 2 0 1 6 2 0 3 5 0 1

記録主任

2 0 2 0 6 0
記録員

(3) (3) (3) (3) (2) (2) (2)

（陸連No.15）
注１： 左の欄は記録、右の欄の上は得点、下は合計得点、風向・風速を必要とする種目には必ず追・向の別と風速を記録欄に記入のこと。 風向・風速を必要とする競技で＋4.0ｍを超えた場合、または平均が＋2.0ｍを超えた場合は、セカ
注2：(生年)は生まれた年(西暦)の下２桁を記入する。例)1989年生まれ→(89) ンド記録（＋4.0以下）で平均すると＋2.1m以下のものがあればそれを付記して下さい。
注３：学年は中高一貫校及びクラブチームの場合、高校生はＨ1~3(High school)、中学生はJ1~3(Junior high school)で記入する。

混 成 競 技 記 録 得 点 表 （ 男 ・ 女 ）

種 目 共通四種競技
中條延太郎(ﾄ)森泉智夫(ﾌ)小川靖(混)

競 技 会 名
第55回長野県中学校総合体育大会夏季大会陸上競技
東信地区予選会 山 野 井 宏 彰

主催団体名

東信地区中学校体育連盟、長野陸上競技
協会、東信地区各市町村教委連絡協議会 競 技 場 名 佐久総合運動公園陸上競技場

ナンバー 4302 4170 4114 4024 4282 4231 4173

競技者名（生年） 小泉 陸人 中島 孝介 上原 一輝 佐々木 梨人 蜂須 翔太 佐藤 輝季 中澤 颯太

都道府県・所属・学年 小諸東 佐久東 中込 小海 小諸東 軽井沢 佐久東

第

１

日

種

目

１１０ｍＨ
17.87 537 18.00 524 18.68 461 21.01 274 20.13 339 20.50 311 20.42 317

-0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4 -0.4

砲丸投
7.27 323 7.78 353 8.88 419 6.83 297 7.53 339 6.30 266 5.87 241

860 877 880 571 678 577 558

走高跳
1.56 434 1.35 283 NM 0 1.53 411 1.40 317 1.30 250 1.35 283

1,294 1,160 880 982 995 827 841

４００ｍ
63.12 313 59.79 420 55.93 562 61.53 363 64.16 283 63.43 304 64.48 273

1,607 1,580 1,442 1,345 1,278 1,131 1,114

第　１　日 1,607 1,580 1,442 1,345 1,278 1,131 1,114

得　点　順 1 2 3 4 5 6 7

順　　位 1 2 3 4 5 6 7

ナンバー

競技者名（生年）

都道府県・所属・学年

第

１

日

種

目

第　１　日

得　点　順

順　　位


	決勝記録一覧表
	1年100
	2年100
	3年100
	200
	400
	800
	1年1500
	23年1500
	3000
	110H
	低400R
	400R
	HJ
	PJ
	1LJ
	23LJ
	SP
	四種詳細

