
大会で樹立された記録大会コード 17170556

第47回佐久陸上競技選手権大会

期　日

場　所

コード

平成29年7月23日（日）

佐久総合運動公園陸上競技場

172060

主催

後援

佐久市・小諸市・北佐久郡・南佐久郡体育協会

信 濃 毎 日 新 聞 社

佐久市・小諸市・北佐久郡・南佐久郡陸上競技協会

佐 久 市 教 育 委 員 会

佐 久 地 区 地 教 連 絡 協 議 会

月　日 種　　　　目 予・準・決 記　　　録 氏　　　　名 男女 所　　属 従来の記録 備　　　考

7/23 中学男子１１０ｍH 決勝 15.40 原　惇也 男 野沢中 16.04

小学共通１０００ｍ 決勝 3.13.59 加藤　大雅 男 軽井沢A&AC 3.16.54

女子１００ｍH 決勝 16.33 田中風紗音 女 上田高 16.40

小学共通１０００ｍ 決勝 3.21.54 酒井　あいか 女 あさまねAC 3.25.09

中学女子１００ｍH 決勝 14.75 土屋ほのか 女 軽井沢中 15.53

中学女子１００ｍ 予選 12.76 前田望乃花 女 佐久東中 13.16

小学6年男子１００ｍ 決勝 15.17 美斉津 岳 男 あさまねSC 15.28

小学4年男子１００ｍ 決勝 13.07 佐々木 隆之介 男 望月AC 13.11

中学男子１５００ｍ 決勝     4,30.36 中島 健大 男 小海中 4,30.95

少年共通男子4×１００ｍR 決勝       53.63 望月AC(A) 男 望月AC(A) 55.69

中学女子走高跳 決勝 1ｍ55 土屋ほのか 女 軽井沢中 1ｍ53

小学6年走幅跳 決勝 4ｍ75 小林　碧空 男 望月AC 4ｍ73

グランドコンディション

月　　　　日 時　　刻 天　　候 風　　向 風速　m/s 気温　℃ 湿度　％ 計測場所

7月23日（日） 9：00 雨 東 0.1 23.0 87.0

10：00 曇り 北北東 0.2 24.0 91.0

11：00 雨 南東 0.1 24.0 87.0

12：00 曇り 北北東 0.6 25.0 84.0

13：00 曇り 北西 0.1 25.5 80.0

14：00 曇り 北 1.5 25.5 76.0

15：00 雨 南東 0.1 26.0 76.0

16：00 曇り 東北東 0.1 25.5 84.0

月　日 種　　　　目 予・準・決 記　　　録 氏　　　　名 男女 所　　属 従来の記録 備　　　考

小学6年女子１００ｍ 決勝 14.17 中野 佐羽子 女 軽井沢A&AC 14.45

中学女子２００ｍ 決勝       26.20 前田 望乃花 女 佐久穂中 27.90

中学女子２００ｍ 決勝       27.64 髙栁 菜乃香 女 御代田中 27.90

女子４００ｍ 決勝       59.56 秋山 咲花 女 岩村田高 1,01,08

男子走幅跳 決勝 6ｍ91 山浦渓斗 男 小諸高 6ｍ66



決勝記録一覧表
(GR:大会新,GT:大会タイ) 男  子 【競技場】172060  佐久総合運動公園陸上競技場

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位
月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録
07/23 男子  +0.9 内堀 直也 11.07 山浦 渓斗(2) 11.24 佐々木 悠登(2) 11.37 原 泰三(1) 11.42 篠澤 蒼平(1) 11.50 古厩 海聖(1) 11.64 西澤 雅志(2) 11.75 柏木 優(1) 11.87

１００ｍ 一般･ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC 高校･小諸高 高校･野沢南高 高校･小諸高 高校･佐久長聖高 高校･佐久長聖高 高校･野沢南高 高校･佐久長聖高
07/23 井出 洲大(2) 51.54 柏木 優(1) 51.71 中島 優太朗(1) 52.88 西澤 雅志(2) 53.42 遠山 舜也(2) 54.39 佐藤 玲緒(2) 54.76 竹内 滉一(2) 55.18 鷹野 光佑(2) 55.97

４００ｍ 高校･小諸高 高校･佐久長聖高 高校･小諸高 高校･野沢南高 高校･岩村田高 一般･国武大 高校･岩村田高 高校･岩村田高
07/23 鷹野 光佑(2) 4,16.55 小林 勝太 4,16.87 新津 大地(3) 4,18.39 木次 航太(2) 4,24.88 清水 拓大(2) 4,26.90 沖浦 大地(2) 4,27.65 並木 久幸(2) 4,31.89 佐藤 海里(2) 4,34.89

１５００ｍ 高校･岩村田高 一般･北佐久郡陸協 高校･野沢北高 高校･岩村田高 一般･小諸市陸協 高校･野沢南高 高校･野沢北高 高校･佐久平総合高
07/23  +1.2 上原 大知(2) 15.93 堀込 碧(1) 16.05 井出 直哉(2) 16.93

１１０ｍＨ 一般･麻布大 高校･小諸高 高校･小諸高
07/23 遠山 舜也(2) 1.80 井出 直哉(2) 1.75 小泉 陸人(1) 1.60

走高跳 高校･岩村田高 高校･小諸高 高校･野沢南高
07/23 山浦 渓斗(2) 6.91(+1.4) 原 泰三(1) 6.40(-0.4) 佐々木悠登(2) 6.38(-0.1) 糸氏 柊矢(2) 6.01(-0.1) 小松 大和(1) 5.85(+0.1) 市ヶ谷将英(1) 5.44(-0.3) 柏木 佑太(2) 5.33(+1.1) 小松 風雅(1) 5.28(+1.9)

走幅跳 高校･小諸高 GR 高校･小諸高 高校･野沢南高 高校･佐久長聖高 高校･小諸高 高校･岩村田高 高校･野沢南高 高校･野沢南高
07/23 塚田 陽樹(1) 9.76 田村 匠(2) 9.09 飯塚 亮介(1) 8.62 佐藤 麟平(1) 8.36 神津 宏尚(1) 8.04 掛川 晃都(2) 6.84

砲丸投(6.000kg) 高校･小諸高 高校･望月高 高校･野沢北高 高校･佐久平総合高 高校･佐久平総合高 高校･野沢北高
07/23 塚田 陽樹(1) 24.10 田村 匠(2) 22.98 神津 宏尚(1) 21.86 掛川 晃都(2) 21.43 関口 謙太(1) 20.96

円盤投(1.750kg) 高校･小諸高 高校･望月高 高校･佐久平総合高 高校･野沢北高 高校･佐久平総合高
07/23 小泉 陸人(1) 45.46 丸山 優輝(2) 40.03 井出 洲大(2) 37.36 田澤 友希(1) 33.21 宮沢 颯助(1) 30.24

やり投(0.800kg) 高校･野沢南高 高校･野沢南高 高校･小諸高 高校･佐久平総合高 高校･野沢北高
07/23 中学男子  +0.5 永井 颯太(3) 11.46 宮崎　日向(2) 11.57 石井 佑磨(2) 12.04 古越 大輝(2) 12.08 中山 雅月(2) 12.55 坪井 康生(3) 12.56 吉澤 大輝(3) 12.79

１００ｍ 中学･小諸東中 中学･佐久長聖中 中学･小諸東中 中学･御代田中 中学･御代田中 中学･野沢中 中学･小海中
07/23 小澤 優希(3) 55.13 秋山 智行(2) 58.20 飯塚 啓真(2) 中学･佐久浅間中 58.68 中澤 颯太(3) 58.70 中島 健大(3) 59.83 佐々木 優麻(3) 1,00.14 飯田 悠誠(2) 1,00.94

４００ｍ 中学･佐久東中 中学･佐久浅間中 横須賀 大翼(2) 中学･小諸東中 中学･佐久東中 中学･小海中 中学･佐久東中 中学･佐久東中
07/23 中島 健大(3) 4,30.36 北村　隆之介(2) 4,32.94 木村　歩峻(2) 4,33.10 土屋 由木(2) 4,42.33 田口 紫音(2) 4,49.26 新井　虎次郎(2) 4,50.25 福島 翔太(1) 4,55.68 安藤 麦(3) 4,56.20

１５００ｍ 中学･小海中 GR 中学･佐久長聖中 中学･佐久長聖中 中学･小諸東中 中学･軽井沢A&AC 中学･佐久長聖中 中学･野沢中 中学･小海中
07/23 原 惇也(3) 15.40 漆原 奏哉(2) 16.86 星野 青空(3) 16.89 浅沼 都夫(3) 17.89 鈴木 崚太(2) 18.00 古村 拓海(1) 18.71 小林 優介(3) 19.09 木内 温斗(2) 19.20

１１０ｍＨ 中学･佐久浅間中 GR 中学･軽井沢A&AC 中学･野沢中 中学･佐久浅間中 中学･佐久浅間中 中学･佐久浅間中 中学･佐久浅間中 中学･野沢中
07/23 関戸 勝琉(2) 1.60 中村 洋平(2) 1.60

走高跳 中学･野沢中 中学･望月AC
07/23 矢花 竜也(3) 6.23(+1.2) 伊藤 司騎(2) 5.91(+0.4) 坪井 康生(3) 5.80(+0.3) 古越 大輝(2) 5.60(+0.1) 中村 洋平(2) 5.55(+1.3) 小林 優介(3) 5.51(+0.6) 林 亮典(2) 5.41(-0.1) 吉澤 大輝(3) 5.18(-0.1)

走幅跳 中学･望月AC GR 中学･望月AC 中学･野沢中 中学･御代田中 中学･望月AC 中学･佐久浅間中 中学･野沢中 中学･小海中
07/23 鈴木 崚太(2) 9.52 中村 瑠希(3) 7.17 黒岩 一城(1) 5.87 戸蒔 来維(1) 5.82 渡辺 湧真(1) 5.43 鷹野 羽也斗(2) 5.28 豊島 誉生(1) 4.84

砲丸投(5.000kg) 中学･佐久浅間中 中学･御代田中 中学･御代田中 中学･中込中 中学･中込中 中学･野沢中 中学･佐久浅間中
07/23 星野 青空(3) 46.13 林 亮典(2) 43.69 久松 賢悟(2) 36.41 谷津 航太(1) 30.24 針尾 大生(2) 28.18 星野 緑風(1) 27.96 友野 笙太郎(1) 27.12 生島 寛人(1) 23.80

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸｽﾛｰ 中学･野沢中 中学･野沢中 中学･野沢中 中学･佐久東中 中学･御代田中 中学･野沢中 中学･佐久穂中 中学･佐久東中
07/23 小共通男子 加藤 大雅(6) 3,13.59 田下 輝稀(6) 3,15.80 金子 倖大(5) 3,21.01 齋藤 音吹(6) 3,24.92 髙見澤 祐生(6) 3,27.48 雨宮 伊吹(5) 3,29.72 金田 和(5) 3,30.26 清水 颯太(6) 3,30.51

１０００ｍ 小学･軽井沢A&AC GR 小学･T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ 小学･T&F佐久平 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･南牧北小 小学･軽井沢A&AC 小学･あさまねSC 小学･浅科A.C.
07/23 菊池 優介(6) 13.35 坂田 涼真(6) 13.48 大木 咲翔(6) 15.04 櫻井 絢悠(6) 15.19 木内 光波(5) 15.70 片井 蓮仁(6) 15.73 輿水 遥人(6) 15.81 柳澤 翔逢(4) 17.84

８０ｍＨ 小学･T&F佐久平 小学･軽井沢A&AC 小学･軽井沢A&AC 小学･T&F佐久平ﾌｧｲﾔｰ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･T&F佐久平 小学･南牧南小 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
07/23 望月AC(A)       53.63 T&F佐久平       56.72 浅科A.C.(A)       57.04 あさまねSC       57.66 軽井沢A&AC(A)      58.25 T&F佐久平ﾌｧｲﾔ ー     59.92 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     1,00.67 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ    1,01.32

４×１００ｍＲ 山浦 雅斗(6) GR 井出 博人(6) 石井 俊太(6) 榊原 歩(6) 山口 大和(5) 中條 太智(6) 木内 光波(5) 中山 瑛生(6)
小林 碧空(6) 百瀬 裕吏(6) 市川 寛人(6) 山浦 悠大(6) 坂田 涼真(6) 竹内 睦喜(5) 工藤 優真(5) 柳澤 透偉(6)
小山 翔平(6) 片井 蓮仁(6) 佐藤 真稀(6) 金田 和(5) 金澤 歩夢(5) 山本 祐弥(5) 土屋 太木(5) 小林 珀琢(6)
佐々木 隆之介(6) 菊池 優介(6) 山浦 弦(5) 伊藤 壮一郎(6) 大木 咲翔(6) 櫻井 絢悠(6) 齋藤 音吹(6) 田下 輝稀(6)

07/23 小6男子  -0.1 佐々木 隆之介(6) 13.07 伊藤 壮一郎(6) 13.11 髙畑 良太(6) 13.84 石井 俊太(6) 14.34 中嶋 修介(6) 14.69 山浦 悠大(6) 14.82 榊原 歩(6) 14.86 小山 翔平(6) 14.94
１００ｍ 小学･望月AC GR 小学･あさまねSC GT 小学･中込小 小学･浅科A.C. 小学･軽井沢東部小 小学･あさまねSC 小学･あさまねSC 小学･望月AC

07/23 小林 碧空(6) 4.75(+0.4) 島村 一(6) 4.26(+0.2) 山浦 雅斗(6) 3.99(+0.7) 今井 元希(6) 3.99(+0.5) 松本 叶夢(6) 3.60(+0.2) 黒澤 佑樹(6) 3.56(+0.3) 花田 享汰(6) 3.47(-0.5) 小林 怜太(6) 3.35(+0.5)
走幅跳 小学･望月AC 小学･平根小 小学･望月AC 小学･南牧南小 小学･小海小 小学･御代田南 小学･浅科A.C. 小学･切原小

07/23 小5男子  -0.5 山浦 弦(5) 14.66 岡部 光樹(5) 14.74 工藤 優真(5) 14.77 北村 海晴(5) 15.09 竹内 睦喜(5) 15.26 星野 タイト(5) 15.33 山本 祐弥(5) 15.67 山口 大和(5) 15.69
１００ｍ 小学･浅科A.C. 小学･佐久穂小 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･小諸東小 小学･T&F佐久平ﾌｧｲﾔｰ 小学･水明AC 小学･T&F佐久平ﾌｧｲﾔｰ 小学･軽井沢A&AC

07/23 金澤 歩夢(5) 3.81(+0.3) 大草 芽生(5) 3.71(+0.1) 土屋 春喜(5) 3.38(+0.5) 松井 憲太郎(5)3.35(+0.3) 丸山 桔平(5) 3.23(0.0) 関野 佑平(5) 3.20(+0.1) 戸谷 海斗(5) 3.17(+0.7) 馬場 大晴(5) 3.16(+0.3)
走幅跳 小学･軽井沢A&AC 小学･望月AC 小学･中込小 小学･望月AC 小学･T&F佐久平 小学･軽井沢東部小 小学･水明AC 小学･御代田南

07/23 小４男子  -0.2 美斉津 岳(4) 15.17 高橋 大登(4) 15.46 中澤 煌牙(4) 15.47 池田 瑠世(4) 16.05 瀬下 翼(4) 16.48 内堀 竜聖(4) 16.70 日向 龍仁(4) 16.74 吉田 光(4) 17.00
１００ｍ 小学･あさまねSC GR 小学･浅科A.C. 小学･T&F佐久平 小学･中込小 小学･岸野小 小学･小諸東小 小学･佐久穂小 小学･佐久穂小

07/23 神谷 永遠(4) 3.41(-0.5) 小林 美海(4) 3.37(-0.9) 宮川 航汰(4) 3.31(-0.9) 甘利 千晴(4) 3.03(-0.6) 冨岡 仁(4) 3.01(-0.7) 保科 承太郎(4)2.81(-0.5) 佐藤 悠斗(4) 2.80(-0.6) 林 應頼(4) 2.59(-0.5)
走幅跳 小学･水明AC 小学･望月AC 小学･中込小 小学･軽井沢A&AC 小学･佐久穂小 小学･望月AC 小学･佐久穂小 小学･南牧南小

07/23 マスターズ男  +0.2 田中 淳 M55 12.96 佐野 浩二M50 13.30 篠原 信裕M55 14.05 天沼 昭彦M70 14.22 石塚 一義M80 19.14
１００ｍ 一般･佐久ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般･佐久ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般･佐久ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般･佐久ﾏｽﾀｰｽﾞ 一般･佐久ﾏｽﾀｰｽﾞ

07/23 田中 淳 M55 1,02.76
４００ｍ 一般･佐久ﾏｽﾀｰｽﾞ

07/23 森 憲之 M50 41.18
やり投(0.800kg) 一般･佐久ﾏｽﾀｰｽﾞ



予選 7月23日 11:55
決勝 7月23日 14:30

県新(KR)            10.15
大会新(GR)          10.86

[ 1組] 風速 +1.2 [ 2組] 風速 +0.1

 1 内堀 直也 一般     11.06 q  1 柏木 優(1) 高校     11.81 q
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 佐久長聖高

 2 山浦 渓斗(2) 高校     11.22 q  2 柏木 佑太(2) 高校     12.05 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 小諸高 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ 野沢南高

 3 篠澤 蒼平(1) 高校     11.50 q  3 関口 謙太(1) 高校     12.16 
ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 佐久長聖高 ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 佐久平総合高

 4 西澤 雅志(2) 高校     11.63 q  4 高橋 涼(2) 高校     12.36 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 野沢南高 ﾀｶﾊｼ ﾘｮｳ 野沢北高

 5 新海 悠貴(2) 高校     12.26  5 工藤 利季(1) 高校     12.47 
ｼﾝｶﾞｲ ﾊﾙｷ 野沢北高 ｸﾄﾞｳ ﾄｼｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 6 松﨑 悠弥(1) 高校     12.30  6 土屋 舜太朗(1) 高校     12.49 
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾔ 佐久長聖高 ﾂﾁﾔ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岩村田高

 7 飯塚 亮介(1) 高校     12.40  7 小松 大和(1) 高校     12.67 
ｲｲｽﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 野沢北高 ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ 小諸高

 8 田澤 友希(1) 高校     12.90 岩井 遼太郎(2) 高校
ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久平総合高 ｲﾜｲ ﾘｮｳﾀﾛｳ 上田
由井 竜佳(1) 高校 菅沢 晴樹(2) 高校
ﾕｲ ﾀﾂﾖｼ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｽｹﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 野沢南高

[ 3組] 風速  0.0

 1 原 泰三(1) 高校     11.42 q
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小諸高

 2 佐々木 悠登(2) 高校     11.55 q
ｻｻｷ ﾕｳﾄ 野沢南高

 3 古厩 海聖(1) 高校     11.70 q
ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 佐久長聖高

 4 鴨志田 巽(1) 高校     11.97 
ｶﾓｼﾀﾞ ﾀﾂﾐ 上田

 5 井出 翔真(2) 高校     12.10 
ｲﾃﾞ ｼｮｳﾏ 佐久長聖高

 6 石川 泰地(1) 高校     12.66 
ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 野沢北高

 7 佐藤 麟平(1) 高校     12.73 
ｻﾄｳ ﾘﾝﾍﾟｲ 佐久平総合高

 8 岩崎 凌大(1) 高校     12.78 
ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ 野沢北高

 9 田中 太ニ 一般     12.82 
ﾀﾅｶ ﾀｲｼﾞ 北佐久郡陸協

風速 +0.9

 1 内堀 直也 一般     11.07 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾅｵﾔ ﾗｲﾌﾒｯｾｰｼﾞAC

 2 山浦 渓斗(2) 高校     11.24 
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 小諸高

 3 佐々木 悠登(2) 高校     11.37 
ｻｻｷ ﾕｳﾄ 野沢南高

 4 原 泰三(1) 高校     11.42 
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小諸高

 5 篠澤 蒼平(1) 高校     11.50 
ｻｻｻﾞﾜ ｿｳﾍｲ 佐久長聖高

 6 古厩 海聖(1) 高校     11.64 
ﾌﾙﾏﾔ ｶｲｾｲ 佐久長聖高

 7 西澤 雅志(2) 高校     11.75 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 野沢南高

 8 柏木 優(1) 高校     11.87 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 佐久長聖高
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予選 7月23日  9:55
決勝 7月23日 16:20

県新(KR)            46.54
大会新(GR)          48.06

[ 1組] [ 2組]

 1 中島 優太朗(1) 高校     52.59 q  1 井出 洲大(2) 高校     52.15 q
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 小諸高 ｲﾃﾞ ｸﾆﾋﾛ 小諸高

 2 荻原 慎二(2) 高校     55.58  2 佐藤 玲緒(2) 一般     54.51 q
ｵｷﾞﾊﾗ ｼﾝｼﾞ 佐久長聖高 ｻﾄｳ ﾚｵ 国武大

 3 石川 泰地(1) 高校     57.04  3 土屋 舜太朗(1) 高校     55.92 
ｲｼｶﾜ ﾀｲﾁ 野沢北高 ﾂﾁﾔ ｼｭﾝﾀﾛｳ 岩村田高

 4 岩崎 凌大(1) 高校     58.86  4 小林 裕太 一般     56.76 
ｲﾜｻｷ ﾘｮｳﾀ 野沢北高 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳﾀ 北佐久郡陸協

 5 並木 久幸(2) 高校     59.05  5 市ヶ谷 将英(1) 高校     57.34 
ﾅﾐｷ ﾋｻﾕｷ 野沢北高 ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ 岩村田高

 6 山本 拳心(1) 高校   1,01.64  6 早坂 晃太(1) 高校     57.51 
ﾔﾏﾓﾄ ｹﾝｼﾝ 野沢南高 ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ 野沢北高

 7 井出 匡紀(1) 高校   1,02.40 柳澤 佑丞(2) 一般
ｲﾃﾞ ﾏｻｷ 岩村田高 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｽｹ 小諸市陸協
清水 駿(1) 高校
ｼﾐｽﾞ ｼｭﾝ 岩村田高

[ 3組] [ 4組]

 1 鷹野 光佑(2) 高校     55.26 q  1 柏木 優(1) 高校     51.69 q
ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ 岩村田高 ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 佐久長聖高

 2 小泉 雅樹(2) 高校     55.79  2 西澤 雅志(2) 高校     52.64 q
ｺｲｽﾞﾐ ﾏｻｷ 上田 ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 野沢南高

 3 松﨑 悠弥(1) 高校     56.29  3 遠山 舜也(2) 高校     54.77 q
ﾏﾂｻﾞｷ ﾕｳﾔ 佐久長聖高 ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 岩村田高

 4 木次 航太(2) 高校     56.94  4 竹内 滉一(2) 高校     55.40 q
ｷﾂｷﾞ ｺｳﾀ 岩村田高 ﾀｹｳﾁ ｺｳｲﾁ 岩村田高

 5 新海 悠貴(2) 高校     57.02  5 茂木 達哉(2) 高校     55.80 
ｼﾝｶﾞｲ ﾊﾙｷ 野沢北高 ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ 岩村田高

 6 築山 祐太(2) 高校   1,00.07 岡村 州紘(2) 高校
ﾂｷﾔﾏ ﾕｳﾀ 岩村田高 ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 岩村田高

 1 井出 洲大(2) 高校     51.54 
ｲﾃﾞ ｸﾆﾋﾛ 小諸高

 2 柏木 優(1) 高校     51.71 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳ 佐久長聖高

 3 中島 優太朗(1) 高校     52.88 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾛｳ 小諸高

 4 西澤 雅志(2) 高校     53.42 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾏｻｼ 野沢南高

 5 遠山 舜也(2) 高校     54.39 
ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 岩村田高

 6 佐藤 玲緒(2) 一般     54.76 
ｻﾄｳ ﾚｵ 国武大

 7 竹内 滉一(2) 高校     55.18 
ﾀｹｳﾁ ｺｳｲﾁ 岩村田高

 8 鷹野 光佑(2) 高校     55.97 
ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ 岩村田高
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決勝 7月23日 13:35

県新(KR)          3,38.49
大会新(GR)        4,04.63

 1 鷹野 光佑(2) 高校   4,16.55 
ﾀｶﾉ ｺｳｽｹ 岩村田高

 2 小林 勝太 一般   4,16.87 
ｺﾊﾞﾔｼ ｼｮｳﾀ 北佐久郡陸協

 3 新津 大地(3) 高校   4,18.39 
ﾆｲﾂ ﾀﾞｲﾁ 野沢北高

 4 木次 航太(2) 高校   4,24.88 
ｷﾂｷﾞ ｺｳﾀ 岩村田高

 5 清水 拓大(2) 一般   4,26.90 
ｼﾐｽﾞ ﾀｸﾋﾛ 小諸市陸協

 6 沖浦 大地(2) 高校   4,27.65 
ｵｷｳﾗ ﾀﾞｲﾁ 野沢南高

 7 並木 久幸(2) 高校   4,31.89 
ﾅﾐｷ ﾋｻﾕｷ 野沢北高

 8 佐藤 海里(2) 高校   4,34.89 
ｻﾄｳ ｶｲﾘ 佐久平総合高

 9 小金沢 勇貴(2) 高校   4,38.38 
ｺｵｶﾞﾈｻﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久平総合高

10 中島 佑大(1) 高校   4,56.28 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳﾀﾞｲ 佐久平総合高

11 築山 祐太(2) 高校   5,01.85 
ﾂｷﾔﾏ ﾕｳﾀ 岩村田高

12 須藤 竜聖(1) 高校   5,04.70 
ｽﾄﾞｳ ﾘｭｳｾｲ 野沢南高

13 宮沢 颯助(1) 高校   5,14.34 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｽｹ 野沢北高
磯貝 拓哉(1) 高校
ｲｿｶﾞｲ ﾀｸﾔ 小諸高

決勝 7月23日  9:50

県新(KR)            13.84
大会新(GR)          14.96

風速 +1.2

 1 上原 大知(2) 一般     15.93 
ｳｴﾊﾗ ﾀﾞｲﾁ 麻布大

 2 堀込 碧(1) 高校     16.05 
ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 小諸高

 3 井出 直哉(2) 高校     16.93 
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸高
岡村 州紘(2) 高校
ｵｶﾑﾗ ｸﾆﾋﾛ 岩村田高

男子
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決勝 7月23日 11:20

県新(KR)             2.18
大会新(GR)           1.90

遠山 舜也(2) 高校
ﾄｵﾔﾏ ｼｭﾝﾔ 岩村田高
井出 直哉(2) 高校
ｲﾃﾞ ﾅｵﾔ 小諸高
小泉 陸人(1) 高校
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 野沢南高

決勝 7月23日 13:30

県新(KR)             7.94
大会新(GR)           6.66

山浦 渓斗(2) 高校   6.91    -   6.62    X    X   6.70    6.91 大会新
ﾔﾏｳﾗ ｹｲﾄ 小諸高   +1.4   +0.2    0.0    +1.4
原 泰三(1) 高校   6.12    -   6.29   6.16   6.40   6.30    6.40 
ﾊﾗ ﾀｲｿﾞｳ 小諸高   +1.0   -0.2   +0.2   -0.4   -0.5    -0.4
佐々木 悠登(2) 高校   6.23    -   6.19    -   6.38   6.23    6.38 
ｻｻｷ ﾕｳﾄ 野沢南高   +1.4    0.0   -0.1   -0.1    -0.1
糸氏 柊矢(2) 高校    X   5.87   6.01   5.76   5.58   5.84    6.01 
ｲﾄｳｼﾞ ﾄｳﾔ 佐久長聖高   +0.8   -0.1    0.0    0.0   -0.3    -0.1
小松 大和(1) 高校   5.70   5.51   5.71   5.85    -    X    5.85 
ｺﾏﾂ ﾔﾏﾄ 小諸高   +1.2   +1.3   -0.8   +0.1    +0.1
市ヶ谷 将英(1) 高校    X   5.39   5.44    X   5.27   5.39    5.44 
ｲﾁｶﾞﾔ ﾏｻﾋﾃﾞ 岩村田高   +0.7   -0.3    0.0   -0.2    -0.3
柏木 佑太(2) 高校   5.11   5.33   5.03   5.06   5.30   5.19    5.33 
ｶｼﾜｷﾞ ﾕｳﾀ 野沢南高   +0.9   +1.1   +0.1    0.0   -0.8   +0.2    +1.1
小松 風雅(1) 高校    X   5.28   4.60    X    X   5.24    5.28 
ｺﾏﾂ ﾌｳｶﾞ 野沢南高   +1.9   -0.7   -0.3    +1.9
早坂 晃太(1) 高校   5.04   5.22   5.23    5.23 
ﾊﾔｻｶ ｺｳﾀ 野沢北高   +1.0   +0.8   -0.5    -0.5
堀込 碧(1) 高校 欠場
ﾎﾘｺﾞﾒ ｱｵ 小諸高

決勝 7月23日 11:30

県高新(KR)          14.59
大会新(GR)          11.26

塚田 陽樹(1) 高校
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 小諸高
田村 匠(2) 高校
ﾀﾑﾗ ﾀｸﾐ 望月高
飯塚 亮介(1) 高校
ｲｲｽﾞｶ ﾘｮｳｽｹ 野沢北高
佐藤 麟平(1) 高校
ｻﾄｳ ﾘﾝﾍﾟｲ 佐久平総合高
神津 宏尚(1) 高校
ｺｳﾂﾞ ﾋﾛﾀｶ 佐久平総合高
掛川 晃都(2) 高校
ｶｹｶﾞﾜ ｱｷﾄ 野沢北高
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決勝 7月23日 10:15

県高新              45.21
大会新              31.30

塚田 陽樹(1) 高校
ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙｷ 小諸高
田村 匠(2) 高校
ﾀﾑﾗ ﾀｸﾐ 望月高
神津 宏尚(1) 高校
ｺｳﾂﾞ ﾋﾛﾀｶ 佐久平総合高
掛川 晃都(2) 高校
ｶｹｶﾞﾜ ｱｷﾄ 野沢北高
関口 謙太(1) 高校
ｾｷｸﾞﾁ ｹﾝﾀ 佐久平総合高

決勝 7月23日 13:00

県新                72.50
大会新              54.10

小泉 陸人(1) 高校
ｺｲｽﾞﾐ ﾘｸﾄ 野沢南高
丸山 優輝(2) 高校
ﾏﾙﾔﾏ ﾕｳｷ 野沢南高
井出 洲大(2) 高校
ｲﾃﾞ ｸﾆﾋﾛ 小諸高
田澤 友希(1) 高校
ﾀｻﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久平総合高
宮沢 颯助(1) 高校
ﾐﾔｻﾞﾜ ｻｽｹ 野沢北高
茂木 達哉(2) 高校 欠場
ﾓﾃｷ ﾀﾂﾔ 岩村田高
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予選 7月23日 12:35
決勝 7月23日 14:45

県中新(KR)          10.85
大会新(GR)          11.36

[ 1組] 風速 -0.7 [ 2組] 風速 -0.3

 1 石井 佑磨(2) 中学     12.22 q  1 坪井 康生(3) 中学     12.60 q
ｲｼｲ ﾕｳﾏ 小諸東中 ﾂﾎﾞｲ ｺｳｾｲ 野沢中

 2 小澤 優希(3) 中学     12.93  2 佐々木 優麻(3) 中学     12.74 
ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久東中 ｻｻｷ ﾕｳﾏ 佐久東中

 3 秋山 智行(2) 中学     13.24  3 市川 克大(1) 中学     13.54 
ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 佐久浅間中 ｲﾁｶﾜ ｶﾂﾋﾛ 佐久穂中

 4 寺尾 朝陽(1) 中学     13.44  4 高根 大樹(2) 中学     13.74 
ﾃﾗｵ ｱｻﾋ 野沢中 ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ 佐久浅間中

 5 菊地 祐吾(1) 中学     13.89  5 依田 真叶(1) 中学     13.81 
ｷｸﾁ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ﾖﾀﾞ ﾏﾅﾄ 中込中

 6 相原 碧衣(1) 中学     15.17  6 寺島 恒輔(1) 中学     14.24 
ｱｲﾊﾗ ｱｵｲ 御代田中 ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 望月AC

 7 渡辺 湧真(1) 中学     15.80  7 三浦 渓太(1) 中学     14.28 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ 中込中 ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 野沢中

 8 鷹野 羽也斗(2) 中学     17.30  8 手塚 嵐太(1) 中学     14.61 
ﾀｶﾉ ﾊﾔﾄ 野沢中 ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ 小諸東中

[ 3組] 風速 -0.9 [ 4組] 風速 -0.9

 1 吉澤 大輝(3) 中学     12.69 q  1 中山 雅月(2) 中学     12.43 q
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 小海中 ﾅｶﾔﾏ ｶﾂﾞｷ 御代田中

 2 浅沼 都夫(3) 中学     13.00  2 古村 拓海(1) 中学     12.80 
ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ 佐久浅間中 ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ 佐久浅間中

 3 佐藤 颯真(1) 中学     13.82  3 南澤 爽太(1) 中学     13.44 
ｻﾄｳ ｿｳﾏ 野沢中 ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 小諸東中

 4 戸蒔 来維(1) 中学     14.19  4 林 樹生(2) 中学     13.75 
ﾄﾏｷ ﾗｲ 中込中 ﾊﾔｼ ﾐｷｵ 望月AC

 5 土屋 諒平(1) 中学     14.21  5 清水 健至(3) 中学     13.92 
ﾂﾁﾔ ﾘｮｳﾍｲ 佐久東中 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 野沢中

 6 佐藤 良太(1) 中学     15.29  6 藤原 陸生(1) 中学     14.56 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 小諸東中 ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｷ 佐久浅間中

 7 坪井 泰生(1) 中学     15.74  7 外山 湧吏(1) 中学     15.00 
ﾂﾎﾞｲ ﾀｲｾｲ 野沢中 ﾄﾔﾏ ﾕｳﾘ 南牧中
金澤 拓夢(2) 中学  8 太田 京平(1) 中学     15.38 
ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾑ 軽井沢A&AC ｵｵﾀ ｷｮｳﾍｲ 佐久東中

[ 5組] 風速 -0.4 [ 6組] 風速  0.0

 1 永井 颯太(3) 中学     11.41 q  1 古越 大輝(2) 中学     12.19 q
ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 小諸東中 ﾌﾙｺｼ ﾀﾞｲｷ 御代田中

 2 間島 聖(2) 中学     13.16  2 田崎 佑冴(2) 中学     13.10 
ﾏｼﾏ ﾋｼﾞﾘ 中込中 ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 小諸東中

 3 木内 温斗(2) 中学     13.26  3 木内 心大(1) 中学     13.95 
ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ 野沢中 ｷｳﾁ ｺｺﾛ 佐久浅間中

 4 木村 伊吹(1) 中学     13.40  4 渡邉 泰成(2) 中学     14.17 
ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 御代田中 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 佐久東中

 5 飯田 悠誠(2) 中学     13.79  5 福島 翔太(1) 中学     14.22 
ｲｲﾀﾞ ﾕｳｾｲ 佐久東中 ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 野沢中

 6 足立 晃悠(1) 中学     14.09  6 柳澤 柑太(1) 中学     14.33 
ｱﾀﾞﾁ ﾃﾙﾁｶ 佐久浅間中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 中込中

 7 内田 洸太(1) 中学     14.95  7 三井 智世(1) 中学     15.25 
ｳﾁﾀﾞ ｺｳﾀ 野沢中 ﾐﾂｲ ﾄﾓｾ 南牧中

 8 加藤 颯人(1) 中学     15.54 矢花 竜也(3) 中学
ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 軽井沢中 ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ 望月AC

[ 7組] 風速 +1.0

 1 宮崎　日向(2) 中学     11.46 q
ﾐﾔｻﾞ ｷﾋﾅﾀ 佐久長聖中

 2 伊藤 司騎(2) 中学     11.99 q
ｲﾄｳ ｼｷ 望月AC

 3 飯塚 啓真(2) 中学     13.05 
ｲｲﾂﾞｶ ｹｲﾏ 佐久浅間中

 4 谷津 航太(1) 中学     13.61 
ﾔﾂ ｺｳﾀ 佐久東中

 5 小宮山 登生(2) 中学     13.65 
ｺﾐﾔﾏ ﾄｳｲ 中込中

 6 内藤 輝(2) 中学     14.16 
ﾅｲﾄｳ ｶｸﾞﾔ 野沢中

 7 小林 一成(1) 中学     14.74 
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ 佐久浅間中

 8 島谷 泰青(1) 中学     15.09 
ｼﾏﾔ ﾀｲｾｲ 野沢中
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風速 +0.5

 1 永井 颯太(3) 中学     11.46 
ﾅｶﾞｲ ｿｳﾀ 小諸東中

 2 宮崎　日向(2) 中学     11.57 
ﾐﾔｻﾞ ｷﾋﾅﾀ 佐久長聖中

 3 石井 佑磨(2) 中学     12.04 
ｲｼｲ ﾕｳﾏ 小諸東中

 4 古越 大輝(2) 中学     12.08 
ﾌﾙｺｼ ﾀﾞｲｷ 御代田中

 5 中山 雅月(2) 中学     12.55 
ﾅｶﾔﾏ ｶﾂﾞｷ 御代田中

 6 坪井 康生(3) 中学     12.56 
ﾂﾎﾞｲ ｺｳｾｲ 野沢中

 7 吉澤 大輝(3) 中学     12.79 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 小海中
伊藤 司騎(2) 中学
ｲﾄｳ ｼｷ 望月AC

決勝 7月23日 15:50

県中新(KR)          50.35
大会新(GR)          53.81

[ 1組] [ 2組]

 1 秋山 智行(2) 中学     58.20  1 小澤 優希(3) 中学     55.13 
ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 佐久浅間中 ｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 佐久東中

 2 飯田 悠誠(2) 中学   1,00.94  2 飯塚 啓真(2) 中学     58.68 
ｲｲﾀﾞ ﾕｳｾｲ 佐久東中 ｲｲﾂﾞｶ ｹｲﾏ 佐久浅間中

 3 市川 和英(1) 中学   1,05.81  3 横須賀 大翼(2) 中学     58.68 
ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 野沢中 ﾖｺｽｶ ﾀﾞｲﾄ 小諸東中

 4 足立 晃悠(1) 中学   1,05.98  4 中澤 颯太(3) 中学     58.70 
ｱﾀﾞﾁ ﾃﾙﾁｶ 佐久浅間中 ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 佐久東中

 5 酒井 瞬(1) 中学   1,07.32  5 中島 健大(3) 中学     59.83 
ｻｶｲ ｼｭﾝ 御代田中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾛ 小海中

 6 中島 良(1) 中学   1,09.82  6 佐々木 優麻(3) 中学   1,00.14 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 佐久東中 ｻｻｷ ﾕｳﾏ 佐久東中

 7 依田 優輔(2) 中学   1,11.36  7 大塚 崚芽(2) 中学   1,01.54 
ﾖﾀﾞ ﾕｳｽｹ 小諸東中 ｵｵﾂｶ ﾘｮｳｶﾞ 小海中

   1 小澤 優希(3) 中学 佐久東中       55.13   2   1
   2 秋山 智行(2) 中学 佐久浅間中       58.20   1   1
   3 飯塚 啓真(2) 中学 佐久浅間中       58.68   2   2
   3 横須賀 大翼(2) 中学 小諸東中       58.68   2   3
   5 中澤 颯太(3) 中学 佐久東中       58.70   2   4
   6 中島 健大(3) 中学 小海中       59.83   2   5
   7 佐々木 優麻(3) 中学 佐久東中     1,00.14   2   6
   8 飯田 悠誠(2) 中学 佐久東中     1,00.94   1   2
   9 大塚 崚芽(2) 中学 小海中     1,01.54   2   7
  10 市川 和英(1) 中学 野沢中     1,05.81   1   3
  11 足立 晃悠(1) 中学 佐久浅間中     1,05.98   1   4
  12 酒井 瞬(1) 中学 御代田中     1,07.32   1   5
  13 中島 良(1) 中学 佐久東中     1,09.82   1   6
  14 依田 優輔(2) 中学 小諸東中     1,11.36   1   7
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決勝 7月23日 13:45

県中新(KR)        3,56.2
大会新(GR)        4,30.95

[ 1組] [ 2組]

 1 北村　隆之介(2) 中学   4,32.94  1 中島 健大(3) 中学   4,30.36 
ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖中 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀｹﾋﾛ 小海中

 2 木村　歩峻(2) 中学   4,33.10  2 土屋 由木(2) 中学   4,42.33 
ｷﾑﾗ ﾎﾀﾞｶ 佐久長聖中 ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 小諸東中

 3 太田 京平(1) 中学   5,06.83  3 田口 紫音(2) 中学   4,49.26 
ｵｵﾀ ｷｮｳﾍｲ 佐久東中 ﾀｸﾞﾁ ｼｵﾝ 軽井沢A&AC

 4 三石 勇太(1) 中学   5,13.57  4 新井　虎次郎(2) 中学   4,50.25 
ﾐﾂｲｼ ﾕｳﾀ 佐久東中 ｱﾗｲ ｺｼﾞﾛｳ 佐久長聖中

 5 大井 奏汰(1) 中学   5,19.23  5 福島 翔太(1) 中学   4,55.68 
ｵｵｲ ｿｳﾀ 佐久浅間中 ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 野沢中

 6 栁澤 佑斗(1) 中学   5,22.01  6 安藤 麦(3) 中学   4,56.20 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 野沢中 ｱﾝﾄﾞｳ ﾑｷﾞ 小海中

 7 日向 耕佑(1) 中学   5,29.81  7 今野 駿太(2) 中学   4,57.86 
ﾋﾅﾀ ｺｳｽｹ 中込中 ｺﾝﾉ ｼｭﾝﾀ 軽井沢中

 8 三浦 渓太(1) 中学   5,30.91  8 市川 和英(1) 中学   4,57.92 
ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 野沢中 ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 野沢中

 9 佐藤 将大(1) 中学   5,35.10  9 佐藤 空弥(2) 中学   4,59.87 
ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 佐久浅間中 ｻﾄｳ ｿﾗﾔ 御代田中

10 小宮山 登生(2) 中学   5,35.28 10 酒井 瞬(1) 中学   5,01.19 
ｺﾐﾔﾏ ﾄｳｲ 中込中 ｻｶｲ ｼｭﾝ 御代田中

11 土屋 諒平(1) 中学   5,35.43 11 久松 賢悟(2) 中学   5,08.94 
ﾂﾁﾔ ﾘｮｳﾍｲ 佐久東中 ﾋｻﾏﾂ ｹﾝｺﾞ 野沢中

12 京野 倖太(1) 中学   5,46.88 12 豊島 誉生(1) 中学   5,18.05 
ｷｮｳﾉ ｺｳﾀ 佐久浅間中 ﾄﾖｼﾏ ﾀｶｵ 佐久浅間中

13 内田 洸太(1) 中学   6,01.73 13 清水 健至(3) 中学   5,28.00 
ｳﾁﾀﾞ ｺｳﾀ 野沢中 ｼﾐｽﾞ ｹﾝｼﾞ 野沢中

14 村上 鷹翔(1) 中学   6,26.53 
ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾄ 軽井沢中
林 旺頼(1) 中学
ﾊﾔｼ ｱｷﾖﾘ 南牧中

   1 中島 健大(3) 中学 小海中     4,30.36 大会新   2   1
   2 北村　隆之介(2) 中学 佐久長聖中     4,32.94   1   1
   3 木村　歩峻(2) 中学 佐久長聖中     4,33.10   1   2
   4 土屋 由木(2) 中学 小諸東中     4,42.33   2   2
   5 田口 紫音(2) 中学 軽井沢A&AC     4,49.26   2   3
   6 新井　虎次郎(2) 中学 佐久長聖中     4,50.25   2   4
   7 福島 翔太(1) 中学 野沢中     4,55.68   2   5
   8 安藤 麦(3) 中学 小海中     4,56.20   2   6
   9 今野 駿太(2) 中学 軽井沢中     4,57.86   2   7
  10 市川 和英(1) 中学 野沢中     4,57.92   2   8
  11 佐藤 空弥(2) 中学 御代田中     4,59.87   2   9
  12 酒井 瞬(1) 中学 御代田中     5,01.19   2  10
  13 太田 京平(1) 中学 佐久東中     5,06.83   1   3
  14 久松 賢悟(2) 中学 野沢中     5,08.94   2  11
  15 三石 勇太(1) 中学 佐久東中     5,13.57   1   4
  16 豊島 誉生(1) 中学 佐久浅間中     5,18.05   2  12
  17 大井 奏汰(1) 中学 佐久浅間中     5,19.23   1   5
  18 栁澤 佑斗(1) 中学 野沢中     5,22.01   1   6
  19 清水 健至(3) 中学 野沢中     5,28.00   2  13
  20 日向 耕佑(1) 中学 中込中     5,29.81   1   7
  21 三浦 渓太(1) 中学 野沢中     5,30.91   1   8
  22 佐藤 将大(1) 中学 佐久浅間中     5,35.10   1   9
  23 小宮山 登生(2) 中学 中込中     5,35.28   1  10
  24 土屋 諒平(1) 中学 佐久東中     5,35.43   1  11
  25 京野 倖太(1) 中学 佐久浅間中     5,46.88   1  12
  26 内田 洸太(1) 中学 野沢中     6,01.73   1  13
  27 村上 鷹翔(1) 中学 軽井沢中     6,26.53   1  14
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決勝 7月23日  9:40

県中新(KR)          14.19
大会新(GR)          16.04

[ 1組] 風速 +1.1 [ 2組] 風速 +0.7

 1 鈴木 崚太(2) 中学     18.00  1 原 惇也(3) 中学     15.40 
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 佐久浅間中 ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 佐久浅間中

 2 木内 温斗(2) 中学     19.20  2 漆原 奏哉(2) 中学     16.86 
ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ 野沢中 ｳﾘｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ 軽井沢A&AC

 3 関戸 勝琉(2) 中学     19.35  3 星野 青空(3) 中学     16.89 
ｾｷﾄﾞ ｽｸﾞﾙ 野沢中 ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 野沢中

 4 星野 緑風(1) 中学     20.30  4 浅沼 都夫(3) 中学     17.89 
ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 野沢中 ｱｻﾇﾏ ｸﾆｵ 佐久浅間中

 5 渡邉 泰成(2) 中学     20.79  5 古村 拓海(1) 中学     18.71 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 佐久東中 ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ 佐久浅間中

 6 横森 拓実(1) 中学     24.43  6 小林 優介(3) 中学     19.09 
ﾖｺﾓﾘ ﾀｸﾐ 南牧中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 佐久浅間中

   1 原 惇也(3) 中学 佐久浅間中     15.40 (+0.7) 大会新   2   1
   2 漆原 奏哉(2) 中学 軽井沢A&AC     16.86 (+0.7)   2   2
   3 星野 青空(3) 中学 野沢中     16.89 (+0.7)   2   3
   4 浅沼 都夫(3) 中学 佐久浅間中     17.89 (+0.7)   2   4
   5 鈴木 崚太(2) 中学 佐久浅間中     18.00 (+1.1)   1   1
   6 古村 拓海(1) 中学 佐久浅間中     18.71 (+0.7)   2   5
   7 小林 優介(3) 中学 佐久浅間中     19.09 (+0.7)   2   6
   8 木内 温斗(2) 中学 野沢中     19.20 (+1.1)   1   2
   9 関戸 勝琉(2) 中学 野沢中     19.35 (+1.1)   1   3
  10 星野 緑風(1) 中学 野沢中     20.30 (+1.1)   1   4
  11 渡邉 泰成(2) 中学 佐久東中     20.79 (+1.1)   1   5
  12 横森 拓実(1) 中学 南牧中     24.43 (+1.1)   1   6

決勝 7月23日 11:20

県中新(KR)           1.97
大会新(GR)           1.76

関戸 勝琉(2) 中学
ｾｷﾄﾞ ｽｸﾞﾙ 野沢中
中村 洋平(2) 中学
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 望月AC
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決勝 7月23日 13:30

県中新(KR)           7.04
大会新(GR)           6.19

矢花 竜也(3) 中学   6.23   5.88   6.08   6.02    X    X    6.23 大会新
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ 望月AC   +1.2   +0.4   +0.3   +0.1    +1.2
伊藤 司騎(2) 中学    X   5.91   5.87   5.50   5.58   5.74    5.91 
ｲﾄｳ ｼｷ 望月AC   +0.4   +0.4   +0.1   -0.2   +0.3    +0.4
坪井 康生(3) 中学   5.78    -   5.80   5.46   5.55   4.35    5.80 
ﾂﾎﾞｲ ｺｳｾｲ 野沢中   +1.2   +0.3   -0.4   -0.1   -0.2    +0.3
古越 大輝(2) 中学   5.31    -   4.29   5.60   5.06   5.12    5.60 
ﾌﾙｺｼ ﾀﾞｲｷ 御代田中   +1.2   -0.5   +0.1   -0.1   +0.5    +0.1
中村 洋平(2) 中学   5.55   5.35   5.49   5.35   5.49   5.27    5.55 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 望月AC   +1.3   +0.8   +0.3   -0.2   -0.2   -0.3    +1.3
小林 優介(3) 中学    X   5.38   5.51   4.77   5.49   5.39    5.51 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｽｹ 佐久浅間中    0.0   +0.6   -0.4   -0.3   +0.1    +0.6
林 亮典(2) 中学   5.31   5.37    X   5.34   5.36   5.41    5.41 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 野沢中   +0.7   +0.8    0.0   +0.3   -0.1    -0.1
吉澤 大輝(3) 中学   4.99    -   5.18    X   4.95   5.06    5.18 
ﾖｼｻﾞﾜ ﾀﾞｲｷ 小海中   +1.3   -0.1   +0.1   +0.4    -0.1
田崎 佑冴(2) 中学   5.01   4.86   4.84    5.01 
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 小諸東中   +1.1   +0.5   +0.2    +1.1
林 樹生(2) 中学    X   4.80   5.00    5.00 
ﾊﾔｼ ﾐｷｵ 望月AC   +0.9   -0.8    -0.8
南澤 爽太(1) 中学    X   4.94    X    4.94 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 小諸東中   +0.3    +0.3
石井 佑磨(2) 中学   4.68    -    X    4.68 
ｲｼｲ ﾕｳﾏ 小諸東中   +1.7    +1.7
高根 大樹(2) 中学   4.63    X    X    4.63 
ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ 佐久浅間中   +1.5    +1.5
木村 伊吹(1) 中学   4.58   4.45   4.56    4.58 
ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 御代田中   +0.7   +0.7    0.0    +0.7
寺島 恒輔(1) 中学    X   4.58    X    4.58 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 望月AC   +0.3    +0.3
手塚 嵐太(1) 中学    X   4.23   3.27    4.23 
ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ 小諸東中   +0.9   +0.1    +0.9
小林 一成(1) 中学    X   4.14   4.02    4.14 
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ 佐久浅間中   +0.8   +0.2    +0.8
木内 心大(1) 中学   3.69   4.03   3.70    4.03 
ｷｳﾁ ｺｺﾛ 佐久浅間中   +0.8   +0.8   +0.5    +0.8
佐藤 将大(1) 中学   3.95   3.75   4.00    4.00 
ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 佐久浅間中   +0.9   +0.9   +0.4    +0.4
北澤 耀(1) 中学   3.84   3.66   3.98    3.98 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋｶﾙ 南牧中   +1.5   +1.5   +0.4    +0.4
大井 奏汰(1) 中学    X   3.81    X    3.81 
ｵｵｲ ｿｳﾀ 佐久浅間中   +1.0    +1.0
櫻井 利正(2) 中学    X    X   3.72    3.72 
ｻｸﾗｲ ﾘｼｮｳ 御代田中    0.0     0.0
阿部 優汰(2) 中学   3.38   3.66    X    3.66 
ｱﾍﾞ ﾕｳﾀ 野沢中   +1.0   +0.6    +0.6
坪井 泰生(1) 中学   3.35   3.46   3.60    3.60 
ﾂﾎﾞｲ ﾀｲｾｲ 野沢中   +0.7   +1.0   +0.1    +0.1
依田 真叶(1) 中学    X   3.56    X    3.56 
ﾖﾀﾞ ﾏﾅﾄ 中込中   +0.8    +0.8
日向 耕佑(1) 中学   3.39   2.89   2.81    3.39 
ﾋﾅﾀ ｺｳｽｹ 中込中   +0.7   +1.0   -0.2    +0.7
生島 寛人(1) 中学    X   3.24    X    3.24 
ｵｼﾞﾏ ﾋﾛﾄ 佐久東中   +1.3    +1.3
京野 倖太(1) 中学   2.75   2.50   2.85    2.85 
ｷｮｳﾉ ｺｳﾀ 佐久浅間中   +1.0   +1.3   -0.2    -0.2
村上 鷹翔(1) 中学   2.37   2.77   2.72    2.77 
ﾑﾗｶﾐ ﾀｶﾄ 軽井沢中   +1.1   +0.9   +0.3    +0.9
内藤 輝(2) 中学 欠場
ﾅｲﾄｳ ｶｸﾞﾔ 野沢中
菊地 祐吾(1) 中学 欠場
ｷｸﾁ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
原 惇也(3) 中学 欠場
ﾊﾗ ｼﾞｭﾝﾔ 佐久浅間中
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決勝 7月23日  9:30

県中新(KR)          13.45
大会新(GR)          10.81

鈴木 崚太(2) 中学
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 佐久浅間中
中村 瑠希(3) 中学
ﾅｶﾑﾗ ﾘｭｳｷ 御代田中
黒岩 一城(1) 中学
ｸﾛｲﾜ ｶｽﾞｷ 御代田中
戸蒔 来維(1) 中学
ﾄﾏｷ ﾗｲ 中込中
渡辺 湧真(1) 中学
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ 中込中
鷹野 羽也斗(2) 中学
ﾀｶﾉ ﾊﾔﾄ 野沢中
豊島 誉生(1) 中学
ﾄﾖｼﾏ ﾀｶｵ 佐久浅間中
金澤 拓夢(2) 中学 欠場
ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾑ 軽井沢A&AC

決勝 7月23日 13:00

県中新(KR)          72.60
大会新(GR)          57.29

星野 青空(3) 中学
ﾎｼﾉ ｱｵｿﾞﾗ 野沢中
林 亮典(2) 中学
ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 野沢中
久松 賢悟(2) 中学
ﾋｻﾏﾂ ｹﾝｺﾞ 野沢中
谷津 航太(1) 中学
ﾔﾂ ｺｳﾀ 佐久東中
針尾 大生(2) 中学
ﾊﾘｵ ﾀﾞｲｷ 御代田中
星野 緑風(1) 中学
ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 野沢中
友野 笙太郎(1) 中学
ﾄﾓﾉ ｿｳﾀﾛｳ 佐久穂中
生島 寛人(1) 中学
ｵｼﾞﾏ ﾋﾛﾄ 佐久東中
間島 聖(2) 中学
ﾏｼﾏ ﾋｼﾞﾘ 中込中
三石 勇太(1) 中学
ﾐﾂｲｼ ﾕｳﾀ 佐久東中
柳澤 柑太(1) 中学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 中込中
菊池 拓斗(1) 中学
ｷｸﾁ ﾀｸﾄ 南牧中
中島 良(1) 中学
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 佐久東中
佐藤 空弥(2) 中学
ｻﾄｳ ｿﾗﾔ 御代田中
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決勝 7月23日 11:30

県小新(KR)        2,49.83
大会新(GR)        3,15.12

[ 1組] [ 2組]

 1 清水 颯太(6) 小学   3,30.51  1 加藤 大雅(6) 小学   3,13.59 
ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ 浅科A.C. ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 軽井沢A&AC

 2 依田 魁星(5) 小学   3,46.37  2 田下 輝稀(6) 小学   3,15.80 
ﾖﾀﾞ  ｶｲｾｲ T&F佐久平 ﾀｼﾀ  ｺｳｷ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ

 3 依田 璃久(6) 小学   3,48.31  3 金子 倖大(5) 小学   3,21.01 
ﾖﾀﾞ ﾘｸ ﾛﾃﾞｨｵ ｶﾈｺ  ｺｳﾀ T&F佐久平

 4 八巻 杜和(4) 小学   3,52.13  4 齋藤 音吹(6) 小学   3,24.92 
ﾔﾏｷ ﾄﾜ 佐久穂小 ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 牧野 珠吏(4) 小学   3,53.39  5 髙見澤 祐生(6) 小学   3,27.48 
ﾏｷﾉ ｼｭﾘ 岸野小 ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ﾕｳ 南牧北小

 6 臼田 遼人(4) 小学   3,53.51  6 雨宮 伊吹(5) 小学   3,29.72 
ｳｽﾀﾞ ﾊﾙﾄ 泉小 ｱﾒﾐﾔ ｲﾌﾞｷ 軽井沢A&AC

 7 芦沢 宗紀(4) 小学   3,53.71  7 金田 和(5) 小学   3,30.26 
ｱｼｻﾞﾜ ﾑﾈﾉﾘ 水明AC ｶﾈﾀﾞ ﾄﾓ あさまねSC

 8 大工原 颯汰(6) 小学   3,56.11  8 土屋 聖瑛(6) 小学   3,30.81 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｿｳﾀ 切原小 ﾂﾁﾔ ｾｲｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 9 塩川 陽太(4) 小学   3,56.34  9 金森 柊弥(6) 小学   3,33.12 
ｼｵｶﾜ ﾋﾅﾀ 美南ｶﾞ丘小 ｶﾅﾓﾘ ｼｭｳﾔ 小海小

10 有賀 颯音(4) 小学   3,57.60 10 百塚 駿凛(5) 小学   3,42.03 
ｱﾘｶﾞ ﾊﾔﾄ 佐久穂小 ﾓﾓﾂﾞｶ ｼｭﾝﾘ 平根小

11 平林 由至(6) 小学   3,59.02 11 五十嵐 史(5) 小学   3,42.09 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ 切原小 ｲｶﾞﾗｼ ﾌﾋﾞﾄ 南牧南小

12 六川 冬真(4) 小学   3,59.73 12 大工原 礼人(5) 小学   4,02.63 
ﾛｸｶﾞﾜ ﾄｳﾏ 中込小 ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｱﾔﾄ 平根小

13 小林 珀琢(6) 小学   3,59.77 13 菊池 仁貴(6) 小学   4,15.56 
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾊｸ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ ｷｸﾁ  ﾖｼｷ 南牧北小

   1 加藤 大雅(6) 小学 軽井沢A&AC     3,13.59 大会新   2   1
   2 田下 輝稀(6) 小学 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ     3,15.80   2   2
   3 金子 倖大(5) 小学 T&F佐久平     3,21.01   2   3
   4 齋藤 音吹(6) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,24.92   2   4
   5 髙見澤 祐生(6) 小学 南牧北小     3,27.48   2   5
   6 雨宮 伊吹(5) 小学 軽井沢A&AC     3,29.72   2   6
   7 金田 和(5) 小学 あさまねSC     3,30.26   2   7
   8 清水 颯太(6) 小学 浅科A.C.     3,30.51   1   1
   9 土屋 聖瑛(6) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,30.81   2   8
  10 金森 柊弥(6) 小学 小海小     3,33.12   2   9
  11 百塚 駿凛(5) 小学 平根小     3,42.03   2  10
  12 五十嵐 史(5) 小学 南牧南小     3,42.09   2  11
  13 依田 魁星(5) 小学 T&F佐久平     3,46.37   1   2
  14 依田 璃久(6) 小学 ﾛﾃﾞｨｵ     3,48.31   1   3
  15 八巻 杜和(4) 小学 佐久穂小     3,52.13   1   4
  16 牧野 珠吏(4) 小学 岸野小     3,53.39   1   5
  17 臼田 遼人(4) 小学 泉小     3,53.51   1   6
  18 芦沢 宗紀(4) 小学 水明AC     3,53.71   1   7
  19 大工原 颯汰(6) 小学 切原小     3,56.11   1   8
  20 塩川 陽太(4) 小学 美南ｶﾞ丘小     3,56.34   1   9
  21 有賀 颯音(4) 小学 佐久穂小     3,57.60   1  10
  22 平林 由至(6) 小学 切原小     3,59.02   1  11
  23 六川 冬真(4) 小学 中込小     3,59.73   1  12
  24 小林 珀琢(6) 小学 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ     3,59.77   1  13
  25 大工原 礼人(5) 小学 平根小     4,02.63   2  12
  26 菊池 仁貴(6) 小学 南牧北小     4,15.56   2  13
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決勝 7月23日  9:00

県小新(KR)          11.72
大会新(GR)          12.81

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 -0.1

 1 中澤 珀翔(4) 小学     18.16  1 菊池 優介(6) 小学     13.35 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾊｸﾄ 佐久浅間AC ｷｸﾁ  ﾕｳｽｹ T&F佐久平

 2 塩谷 勇翔(4) 小学     19.35  2 坂田 涼真(6) 小学     13.48 
ｼｵﾀﾆ ﾕｳﾄ 小諸東小 ｻｶﾀ ﾘｮｳﾏ 軽井沢A&AC

 3 伊東 輝(4) 小学     20.85  3 大木 咲翔(6) 小学     15.04 
ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 小諸東小 ｵｵｷ ｻｸﾄ 軽井沢A&AC

 4 村井 奏音(4) 小学     20.98  4 櫻井 絢悠(6) 小学     15.19 
ﾑﾗｲ ｶﾅﾄ 小海小 ｻｸﾗｲ  ｹﾝﾕｳ T&F佐久平ﾌｧｲﾔｰ
山浦 大夢(4) 小学  5 木内 光波(5) 小学     15.70 
ﾔﾏｳﾗ ﾀﾞｲﾑ 浅科A.C. ｷｳﾁ ｺｳﾊ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
中嶋 大翔(6) 小学  6 片井 蓮仁(6) 小学     15.73 
ﾅｶｼﾞﾏ  ﾋﾛﾄ 南牧北小 ｶﾀｲ  ﾚﾝﾄ T&F佐久平
井出 碧空(6) 小学  7 輿水 遥人(6) 小学     15.81 
ｲﾃﾞ  ｿﾗ 南牧北小 ｺｼﾐｽﾞ ﾊﾙﾄ 南牧南小

 8 柳澤 翔逢(4) 小学     17.84 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

   1 菊池 優介(6) 小学 T&F佐久平     13.35 (-0.1)   2   1
   2 坂田 涼真(6) 小学 軽井沢A&AC     13.48 (-0.1)   2   2
   3 大木 咲翔(6) 小学 軽井沢A&AC     15.04 (-0.1)   2   3
   4 櫻井 絢悠(6) 小学 T&F佐久平ﾌｧｲﾔｰ     15.19 (-0.1)   2   4
   5 木内 光波(5) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.70 (-0.1)   2   5
   6 片井 蓮仁(6) 小学 T&F佐久平     15.73 (-0.1)   2   6
   7 輿水 遥人(6) 小学 南牧南小     15.81 (-0.1)   2   7
   8 柳澤 翔逢(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     17.84 (-0.1)   2   8
   9 中澤 珀翔(4) 小学 佐久浅間AC     18.16 (-0.5)   1   1
  10 塩谷 勇翔(4) 小学 小諸東小     19.35 (-0.5)   1   2
  11 伊東 輝(4) 小学 小諸東小     20.85 (-0.5)   1   3
  12 村井 奏音(4) 小学 小海小     20.98 (-0.5)   1   4
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決勝 7月23日 14:05

大会新(GR)          55.69

[ 1組] [ 2組]
順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   6 望月AC(A)   171 山浦 雅斗(6)     53.63  1   6 T&F佐久平     4 井出 博人(6)     56.72 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰA ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 大会新 ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾀﾞｲﾗ ｲﾃﾞ ﾋﾛﾄ
  175 小林 碧空(6)    10 百瀬 裕吏(6)

ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ ﾓﾓｾ  ﾕｳﾘ
  173 小山 翔平(6)    11 片井 蓮仁(6)

ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ ｶﾀｲ  ﾚﾝﾄ
  169 佐々木 隆之介(6)     7 菊池 優介(6)

ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ ｷｸﾁ  ﾕｳｽｹ
 2   2 あさまねSC    24 榊原 歩(6)     57.66  2   3 浅科A.C.(A)   125 石井 俊太(6)     57.04 

ｱｻﾏﾈSC ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ ｱｻｼﾅｴｰｼｰA ｲｼｲ ｼｭﾝﾀ
   25 山浦 悠大(6)   121 市川 寛人(6)

ﾔﾏｳﾗ ﾕｳﾀﾞｲ ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾄ
   23 金田 和(5)   118 佐藤 真稀(6)

ｶﾈﾀﾞ ﾄﾓ ｻﾄｳ ﾏｻｷ
   22 伊藤 壮一郎(6)   119 山浦 弦(5)

ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ ﾔﾏｳﾗ ﾕﾂﾞﾙ
 3   4 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ    65 木内 光波(5)   1,00.67  3   4 軽井沢A&AC(A)    47 山口 大和(5)     58.25 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ ｷｳﾁ ｺｳﾊ ｶﾙｲｻﾞﾜA&ACA ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ
   60 工藤 優真(5)    46 坂田 涼真(6)

ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ ｻｶﾀ ﾘｮｳﾏ
   64 土屋 太木(5)    45 金澤 歩夢(5)

ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ ｶﾅｻﾞﾜ ｱﾕﾑ
   68 齋藤 音吹(6)    49 大木 咲翔(6)

ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ ｵｵｷ ｻｸﾄ
 4   5 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ    14 中山 瑛生(6)   1,01.32  4   5 T&F佐久平ﾌｧｲﾔｰ    20 中條 太智(6)     59.92 

ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸｼﾞｭﾆ ﾅｶﾔﾏ  ｴｲｷ ﾃｨｰｱﾝﾄﾞｴﾌ ｻｸﾌｧｲﾔ ﾅｶｼﾞｮｳ  ﾀｲﾁ
   17 柳澤 透偉(6)    19 竹内 睦喜(5)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾄｳｲ ﾀｹｳﾁ  ﾄﾓｷ
   12 小林 珀琢(6)    18 山本 祐弥(5)

ｺﾊﾞﾔｼ  ﾊｸ ﾔﾏﾓﾄ  ﾕｳﾔ
   15 田下 輝稀(6)    21 櫻井 絢悠(6)

ﾀｼﾀ  ｺｳｷ ｻｸﾗｲ  ｹﾝﾕｳ
 5   7 浅科A.C.(B)   122 秋山 倫太郎(6)   1,04.59  5   8 望月AC(B)   182 柳澤 孔軌(6)   1,02.15 

ｱｻｼﾅｴｰｼｰB ｱｷﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰB ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ
  115 河西 昭伸(6)   178 大草 芽生(5)

ｶｻｲ ｱｷﾉﾌﾞ ｵｵｸｻ ｲﾌﾞｷ
  116 花田 享汰(6)   170 桜井 雅悠(5)

ﾊﾅﾀﾞ ｷｮｳﾀ ｻｸﾗｲ ﾏｻﾊﾙ
  124 清水 颯太(6)   176 松井 憲太郎(5)

ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ ﾏﾂｲ ｹﾝﾀﾛｳ
 6   3 平根小   161 小林 来夢(5)   1,05.60  6   2 切原小   106 小林 怜太(6)   1,05.01 

ﾋﾗﾈｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾗｲﾑ ｷﾘﾊﾗｼｮｳ ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾀ
  163 早水  莞太郎(5)   110 平林 由至(6)

ﾊﾔﾐｽﾞ ｶﾝﾀﾛｳ ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ﾕｳｼﾞ
  164 大工原 礼人(5)   105 篠原 汐翔(5)

ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｱﾔﾄ ｼﾉﾊﾗ ﾅｷﾞﾄ
  162 水澤 蓮(5)   108 須藤 巧(6)

ﾐｽﾞｻﾜ ﾚﾝ ｽﾄﾞｳ  ﾀｸﾐ
  8 南牧北小(A)  7   7 南牧北小(B)   156 髙見澤 秀斗(6)   1,06.54 

ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀｼｮｳA 欠場 ﾐﾅﾐﾏｷｷﾀｼｮｳB ﾀｶﾐｻﾞﾜ  ｼｭｳﾄ
  147 今井 駿(5)

ｲﾏｲ  ｼｭﾝ
  155 輿石 絆(5)

ｺｼｲｼ  ｷｽﾞﾅ
  146 吉澤 悠人(5)

ﾖｼｻﾞﾜ  ﾕｳﾄ

   1 望月AC(A)     53.63 大会新 山浦 雅斗(6) 小林 碧空(6) 小山 翔平(6) 佐々木 隆之介(6   1   1
   2 T&F佐久平     56.72 井出 博人(6) 百瀬 裕吏(6) 片井 蓮仁(6) 菊池 優介(6)   2   1
   3 浅科A.C.(A)     57.04 石井 俊太(6) 市川 寛人(6) 佐藤 真稀(6) 山浦 弦(5)   2   2
   4 あさまねSC     57.66 榊原 歩(6) 山浦 悠大(6) 金田 和(5) 伊藤 壮一郎(6)   1   2
   5 軽井沢A&AC(A)     58.25 山口 大和(5) 坂田 涼真(6) 金澤 歩夢(5) 大木 咲翔(6)   2   3
   6 T&F佐久平ﾌｧｲﾔｰ     59.92 中條 太智(6) 竹内 睦喜(5) 山本 祐弥(5) 櫻井 絢悠(6)   2   4
   7 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   1,00.67 木内 光波(5) 工藤 優真(5) 土屋 太木(5) 齋藤 音吹(6)   1   3
   8 T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ   1,01.32 中山 瑛生(6) 柳澤 透偉(6) 小林 珀琢(6) 田下 輝稀(6)   1   4
   9 望月AC(B)   1,02.15 柳澤 孔軌(6) 大草 芽生(5) 桜井 雅悠(5) 松井 憲太郎(5)   2   5
  10 浅科A.C.(B)   1,04.59 秋山 倫太郎(6) 河西 昭伸(6) 花田 享汰(6) 清水 颯太(6)   1   5
  11 切原小   1,05.01 小林 怜太(6) 平林 由至(6) 篠原 汐翔(5) 須藤 巧(6)   2   6
  12 平根小   1,05.60 小林 来夢(5) 早水  莞太郎(5)大工原 礼人(5) 水澤 蓮(5)   1   6
  13 南牧北小(B)   1,06.54 髙見澤 秀斗(6) 今井 駿(5) 輿石 絆(5) 吉澤 悠人(5)   2   7

組 順位ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1
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タイムレース



予選 7月23日 10:50
決勝 7月23日 15:00

県小新(KR)          12.27
大会新(GR)          13.11

[ 1組] 風速 -0.5 [ 2組] 風速 -0.8

 1 伊藤 壮一郎(6) 小学     13.16 q  1 佐々木 隆之介(6) 小学     13.16 q
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ あさまねSC ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 望月AC

 2 中嶋 修介(6) 小学     14.88 q  2 石井 俊太(6) 小学     14.40 q
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｳｽｹ 軽井沢東部小 ｲｼｲ ｼｭﾝﾀ 浅科A.C.

 3 小山 翔平(6) 小学     14.94 q  3 山浦 悠大(6) 小学     14.75 q
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 望月AC ﾔﾏｳﾗ ﾕｳﾀﾞｲ あさまねSC

 4 井出 博人(6) 小学     15.29  4 内藤 悠大(6) 小学     15.02 
ｲﾃﾞ ﾋﾛﾄ T&F佐久平 ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 美南ｶﾞ丘小

 5 中原 龍太(6) 小学     15.49  5 百瀬 裕吏(6) 小学     15.22 
ﾅｶﾊﾗ  ﾘｮｳﾀ 南牧北小 ﾓﾓｾ  ﾕｳﾘ T&F佐久平

 6 中山 瑛生(6) 小学     15.56  6 佐藤 優希(6) 小学     15.76 
ﾅｶﾔﾏ  ｴｲｷ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ ｻﾄｳ ﾕｳｷ 岸野小

 7 河西 昭伸(6) 小学     16.23  7 津金 士文(6) 小学     16.65 
ｶｻｲ ｱｷﾉﾌﾞ 浅科A.C. ﾂｶﾞﾈ  ｼﾓﾝ 南牧北小

 8 岡田 秀樹(6) 小学     16.76  8 小林 知畝(6) 小学     17.55 
ｵｶﾀﾞ ﾋﾃﾞｷ ﾛﾃﾞｨｵ ｺﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞﾎ 中込小

[ 3組] 風速 -0.3

 1 髙畑 良太(6) 小学     13.88 q
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 中込小

 2 榊原 歩(6) 小学     14.67 q
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ あさまねSC

 3 市川 寛人(6) 小学     15.03 
ｲﾁｶﾜ ﾋﾛﾄ 浅科A.C.

 4 須藤 巧(6) 小学     15.55 
ｽﾄﾞｳ  ﾀｸﾐ 切原小

 5 飯島 大惺(6) 小学     15.58 
ｲｲｼﾞﾏ ﾀｲｾｲ 岸野小

 5 吉田 充輝(6) 小学     15.58 
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｷ 佐久穂小

 7 柳澤 透偉(6) 小学     15.75 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾄｳｲ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ

 8 中條 太智(6) 小学     15.84 
ﾅｶｼﾞｮｳ  ﾀｲﾁ T&F佐久平ﾌｧｲﾔｰ

風速 -0.1

 1 佐々木 隆之介(6) 小学     13.07 
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 望月AC

 2 伊藤 壮一郎(6) 小学     13.11 
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ あさまねSC

 3 髙畑 良太(6) 小学     13.84 
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 中込小

 4 石井 俊太(6) 小学     14.34 
ｲｼｲ ｼｭﾝﾀ 浅科A.C.

 5 中嶋 修介(6) 小学     14.69 
ﾅｶｼﾞﾏ ｼｭｳｽｹ 軽井沢東部小

 6 山浦 悠大(6) 小学     14.82 
ﾔﾏｳﾗ ﾕｳﾀﾞｲ あさまねSC

 7 榊原 歩(6) 小学     14.86 
ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ あさまねSC

 8 小山 翔平(6) 小学     14.94 
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 望月AC
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決勝 7月23日 12:00

県小新               5.47
大会新               4.73

小林 碧空(6) 小学   4.65   4.75   4.72    4.75 大会新
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月AC   +0.8   +0.4   -0.3    +0.4
島村 一(6) 小学   4.08   4.25   4.26    4.26 
ｼﾏﾑﾗ ﾊｼﾞﾒ 平根小   +0.6   +0.4   +0.2    +0.2
山浦 雅斗(6) 小学   3.99   3.93   3.91    3.99 
ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 望月AC   +0.7   +0.2   +0.1    +0.7
今井 元希(6) 小学   3.99   3.47   3.80    3.99 
ｲﾏｲ ｹﾞﾝｷ 南牧南小   +0.5   +0.4    0.0    +0.5
松本 叶夢(6) 小学   3.34   3.60   3.37    3.60 
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅﾑ 小海小   +1.0   +0.2   -0.4    +0.2
黒澤 佑樹(6) 小学   3.53   3.56   3.55    3.56 
ｸﾛｻﾜ ﾕｳｷ 御代田南   +1.1   +0.3   -0.6    +0.3
花田 享汰(6) 小学    X   2.98   3.47    3.47 
ﾊﾅﾀﾞ ｷｮｳﾀ 浅科A.C.   +0.2   -0.5    -0.5
小林 怜太(6) 小学   3.23   3.35   3.23    3.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚｲﾀ 切原小   +0.8   +0.5   +0.1    +0.5
菊池 央輝(6) 小学   3.29   2.90   3.04    3.29 
ｷｸﾁ  ｵｳｷ 南牧北小   +1.0   +0.3   +0.2    +1.0
新海 遥士(6) 小学    X   3.23   3.10    3.23 
ｼﾝｶｲ ﾊﾙﾄ 切原小    0.0    0.0     0.0
秋山 倫太郎(6) 小学   2.70   2.78   2.61    2.78 
ｱｷﾔﾏ ﾘﾝﾀﾛｳ 浅科A.C.   +0.9   +0.6   +0.1    +0.6
井出 秋也(6) 小学    X   2.49   2.52    2.52 
ｲﾃﾞ  ｼｭｳﾔ 南牧北小   +0.6   +0.4    +0.4
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予選 7月23日 10:35
決勝 7月23日 14:55

県小新(KR)          12.27
大会新(GR)          13.04

[ 1組] 風速  0.0 [ 2組] 風速  0.0

 1 工藤 優真(5) 小学     14.89 q  1 北村 海晴(5) 小学     15.14 q
ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｷﾀﾑﾗ ｶｲｾｲ 小諸東小

 2 山本 祐弥(5) 小学     15.59 q  2 山口 大和(5) 小学     15.49 q
ﾔﾏﾓﾄ  ﾕｳﾔ T&F佐久平ﾌｧｲﾔｰ ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ 軽井沢A&AC

 3 水澤 蓮(5) 小学     16.29  3 土屋 太木(5) 小学     15.82 
ﾐｽﾞｻﾜ ﾚﾝ 平根小 ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 田中 紫月(5) 小学     16.72  4 小須田 佳祐(5) 小学     16.11 
ﾀﾅｶ  ｼﾂﾞｷ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ ｺｽﾀﾞ ｹｲｽｹ 佐久穂小

 5 小池 遥陽(5) 小学     16.76  5 小池 晴琉(5) 小学     16.29 
ｺｲｹ ﾊﾙﾋ 小海小 ｺｲｹ ﾊﾙ 小海小

 6 佐藤 泰雅(5) 小学     16.98  6 皆川 篤史(5) 小学     16.56 
ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ 小諸東小 ﾐﾅｶﾞﾜ ｱﾂｼ 野岸小

 7 木戸 大李(5) 小学     17.74  7 篠原 汐翔(5) 小学     16.69 
ｷﾄﾞ ﾀﾞｲﾘ 御代田南 ｼﾉﾊﾗ ﾅｷﾞﾄ 切原小

 8 菊池 義紳(5) 小学     20.49  8 井出 颯真(5) 小学     17.24 
ｷｸﾁ  ｷﾞｼﾝ 南牧北小 ｲﾃﾞ ｿｳﾏ 泉小
森 大和(5) 小学  9 菊池 耀介(5) 小学     17.94 
ﾓﾘ ﾔﾏﾄ 軽井沢東部小 ｷｸﾁ  ﾖｳｽｹ 南牧北小

[ 3組] 風速 -0.1

 1 山浦 弦(5) 小学     14.74 q
ﾔﾏｳﾗ ﾕﾂﾞﾙ 浅科A.C.

 2 岡部 光樹(5) 小学     14.82 q
ｵｶﾍﾞ  ｺｳｷ 佐久穂小

 3 星野 タイト(5) 小学     15.09 q
ﾎｼﾉ ﾀｲﾄ 水明AC

 4 竹内 睦喜(5) 小学     15.10 q
ﾀｹｳﾁ  ﾄﾓｷ T&F佐久平ﾌｧｲﾔｰ

 5 藤沢 政信(5) 小学     16.01 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 野岸小

 6 桜井 雅悠(5) 小学     16.71 
ｻｸﾗｲ ﾏｻﾊﾙ 望月AC

 7 大澤 直道(5) 小学     16.75 
ｵｵｻﾜ ﾅｵﾐﾁ 泉小

 8 小林 来夢(5) 小学     17.18 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾗｲﾑ 平根小

風速 -0.5

 1 山浦 弦(5) 小学     14.66 
ﾔﾏｳﾗ ﾕﾂﾞﾙ 浅科A.C.

 2 岡部 光樹(5) 小学     14.74 
ｵｶﾍﾞ  ｺｳｷ 佐久穂小

 3 工藤 優真(5) 小学     14.77 
ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 北村 海晴(5) 小学     15.09 
ｷﾀﾑﾗ ｶｲｾｲ 小諸東小

 5 竹内 睦喜(5) 小学     15.26 
ﾀｹｳﾁ  ﾄﾓｷ T&F佐久平ﾌｧｲﾔｰ

 6 星野 タイト(5) 小学     15.33 
ﾎｼﾉ ﾀｲﾄ 水明AC

 7 山本 祐弥(5) 小学     15.67 
ﾔﾏﾓﾄ  ﾕｳﾔ T&F佐久平ﾌｧｲﾔｰ

 8 山口 大和(5) 小学     15.69 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ 軽井沢A&AC
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決勝 7月23日 10:30

県小新               5.47
大会新               4.14

金澤 歩夢(5) 小学   3.81    X   3.68    3.81 
ｶﾅｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 軽井沢A&AC   +0.3   -0.5    +0.3
大草 芽生(5) 小学   3.71   3.63    X    3.71 
ｵｵｸｻ ｲﾌﾞｷ 望月AC   +0.1   -1.2    +0.1
土屋 春喜(5) 小学   3.38   3.27   3.24    3.38 
ﾂﾁﾔ ﾊﾙｷ 中込小   +0.5   +0.1   -0.7    +0.5
松井 憲太郎(5) 小学   3.35   3.33   3.33    3.35 
ﾏﾂｲ ｹﾝﾀﾛｳ 望月AC   +0.3   -0.4   -0.9    +0.3
丸山 桔平(5) 小学   3.23   2.77   2.13    3.23 
ﾏﾙﾔﾏ  ｷｯﾍﾟｲ T&F佐久平    0.0   -0.2   -1.1     0.0
関野 佑平(5) 小学   3.20    X   2.75    3.20 
ｾｷﾉ ﾕｳﾍｲ 軽井沢東部小   +0.1   -0.3    +0.1
戸谷 海斗(5) 小学   3.12   3.05   3.17    3.17 
ﾄﾔ ｶｲﾄ 水明AC   +0.3   +0.6   +0.7    +0.7
馬場 大晴(5) 小学   3.16   2.79   3.13    3.16 
ﾊﾞﾊﾞ ﾀｲｾｲ 御代田南   +0.3   -0.4   -0.4    +0.3
津金 竜之輔(5) 小学   3.16    X   2.86    3.16 
ﾂｶﾞﾈ  ﾘｭｳﾉｽｹ 南牧北小    0.0   -0.4     0.0
藤本 琥太郎(5) 小学    X   2.79   3.00    3.00 
ﾌｼﾞﾓﾄ  ｺﾀﾛｳ 南牧北小   -0.3   -1.5    -1.5
篠原 航士(5) 小学    X   2.50   2.73    2.73 
ｼﾉﾊﾗ ｺｳｼ 小海小    0.0   -0.7    -0.7
市川 千晴(5) 小学 欠場
ｲﾁｶﾜ ﾁﾊﾙ 佐久穂小
黒澤 慎吾(5) 小学 欠場
ｸﾛｻﾜ ｼﾝｺﾞ 小海小
甘利 千晴(4) 小学 欠場
ｱﾏﾘ ﾁﾊﾙ 軽井沢A&AC
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予選 7月23日 10:15
決勝 7月23日 14:50

県小新(KR)          12.27
大会新(GR)          15.28

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +0.9

 1 高橋 大登(4) 小学     15.58 q  1 中澤 煌牙(4) 小学     15.76 q
ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾄ 浅科A.C. ﾅｶｻﾞﾜ  ｺｳｶﾞ T&F佐久平

 2 日向 龍仁(4) 小学     16.39 q  2 池田 瑠世(4) 小学     15.99 q
ﾋﾅﾀ ﾘｭｳｼﾞﾝ 佐久穂小 ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 中込小

 3 新海 晃平(4) 小学     16.69  3 瀬下 翼(4) 小学     16.21 q
ｼﾝｶｲ  ｺｳﾍｲ 南牧北小 ｾｼﾞﾓ ﾂﾊﾞｻ 岸野小

 4 久保木 雄太(4) 小学     17.05  4 吉田 光(4) 小学     16.55 q
ｸﾎﾞｷ ﾕｳﾀ 野岸小 ﾖｼﾀﾞ ﾋｶﾙ 佐久穂小

 5 諸山 琉生(4) 小学     17.25  5 川多 直也(4) 小学     16.84 
ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｶﾜﾀ ﾅｵﾔ 水明AC

 6 鷹野 珀(4) 小学     17.30  6 中嶋 大地(4) 小学     17.23 
ﾀｶﾉ ﾊｸ 小海小 ﾅｶｼﾞﾏ ﾀﾞｲﾁ 小海小

 7 上東 丈太郎(4) 小学     17.32  7 大井 優翔(4) 小学     17.92 
ｶﾐﾋｶﾞｼ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 美南ｶﾞ丘小 ｵｵｲ  ﾕｳﾄ T&F佐久平ｼﾞｭﾆｱ

 8 横森 強志(4) 小学     18.82  8 松澤 一真(4) 小学     19.19 
ﾖｺﾓﾘ ﾂﾖｼ 南牧南小 ﾏﾂｻﾞﾜ ｶｽﾞﾏ 浅科A.C.

[ 3組] 風速 +0.1 [ 4組] 風速 +0.1

 1 美斉津 岳(4) 小学     15.31 q  1 神津 陽斗(4) 小学     16.59 
ﾐｻｲｽﾞ ｶﾞｸ あさまねSC ｺｳﾂﾞ ﾊﾙﾄ 中込小

 2 内堀 竜聖(4) 小学     16.54 q  2 山口 遼真(4) 小学     16.71 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾘｭｳｾｲ 小諸東小 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾊﾙﾏ あさまねSC

 3 青木 寛(4) 小学     16.57  3 遠藤 大志(4) 小学     16.77 
ｱｵｷ ﾕﾀｶ 望月AC ｴﾝﾄﾞｳ  ﾀｲｼ T&F佐久平

 4 柳澤 侑希(4) 小学     16.70  4 田島 一輝(4) 小学     16.84 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳｷ 泉小 ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ ﾛﾃﾞｨｵ

 5 井出 隼晟(4) 小学     17.32  5 渡邉 千眞(4) 小学     17.29 
ｲﾃﾞ  ｼｭﾝｾｲ 南牧北小 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｶｽﾞﾏ 野岸小

 6 鷹野 太一(4) 小学     17.93  6 小野澤 旬介(4) 小学     17.54 
ﾀｶﾉ ﾀｲﾁ ﾛﾃﾞｨｵ ｵﾉｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 小諸東小
岩藤 海門(4) 小学  7 吉澤 神威(4) 小学     17.68 
ｲﾜﾄｳ ｶｲﾄ 軽井沢中部小 ﾖｼｻﾞﾜ ｶﾑｲ 南牧南小
萩原 汐逢(4) 小学  8 荻原 大也(4) 小学     17.76 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｾｱ 平根小 ｵｷﾞﾊﾗ ﾋﾛﾅﾘ 水明AC

風速 -0.2

 1 美斉津 岳(4) 小学     15.17 
ﾐｻｲｽﾞ ｶﾞｸ あさまねSC

 2 高橋 大登(4) 小学     15.46 
ﾀｶﾊｼ ﾀﾞｲﾄ 浅科A.C.

 3 中澤 煌牙(4) 小学     15.47 
ﾅｶｻﾞﾜ  ｺｳｶﾞ T&F佐久平

 4 池田 瑠世(4) 小学     16.05 
ｲｹﾀﾞ ﾘｭｳｾｲ 中込小

 5 瀬下 翼(4) 小学     16.48 
ｾｼﾞﾓ ﾂﾊﾞｻ 岸野小

 6 内堀 竜聖(4) 小学     16.70 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾘｭｳｾｲ 小諸東小

 7 日向 龍仁(4) 小学     16.74 
ﾋﾅﾀ ﾘｭｳｼﾞﾝ 佐久穂小

 8 吉田 光(4) 小学     17.00 
ﾖｼﾀﾞ ﾋｶﾙ 佐久穂小

2    71

8    76

3    96

9    38

6   129

4     9

大会新
5   117

氏  名 所属名 記録／備考
7    27

決勝

順 ﾚｰﾝ No.

7   100

3   134

4    95

8   190

6    33

9     5

2    26

5   128
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

6   166
欠場

2    51
欠場

7    32

4   140

3   114

9   177

5    96

8    27
氏  名 所属名 記録／備考

9    89

順 ﾚｰﾝ No.

2   123

8    71

7    13

6   129

5   104

氏  名 所属名 記録／備考

3    38

No.

7   133

4   159

6

4     9

   88

9    62

3   189

2   148

5    76

8   117
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

小４男子

１００ｍ
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順 ﾚｰﾝ



決勝 7月23日  9:00

県小新               5.47
大会新               3.72

神谷 永遠(4) 小学   3.23    X   3.41    3.41 
ｶﾐﾔ ﾄﾜ 水明AC   -0.6   -0.5    -0.5
小林 美海(4) 小学    X   3.21   3.37    3.37 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月AC   -0.9   -0.9    -0.9
宮川 航汰(4) 小学   3.31   3.24   3.20    3.31 
ﾐﾔｶﾞﾜ ｺｳﾀ 中込小   -0.9   -0.4   -0.1    -0.9
甘利 千晴(4) 小学   3.03   2.97    X    3.03 
ｱﾏﾘ ﾁﾊﾙ 軽井沢A&AC   -0.6   -0.7    -0.6
冨岡 仁(4) 小学    X   2.85   3.01    3.01 
ﾄﾐｵｶ ﾋﾄｼ 佐久穂小   -0.8   -0.7    -0.7
保科 承太郎(4) 小学   2.60   2.73   2.81    2.81 
ﾎｼﾅ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 望月AC   -0.6   -0.4   -0.5    -0.5
佐藤 悠斗(4) 小学   2.80   2.63   2.63    2.80 
ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 佐久穂小   -0.6   -0.8   -0.8    -0.6
林 應頼(4) 小学   2.59   2.25   2.13    2.59 
ﾊﾔｼ ﾏｻﾖﾘ 南牧南小   -0.5   -1.2   -0.5    -0.5
小林 大斗(4) 小学    X    X   2.50    2.50 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾀｲﾄ ﾛﾃﾞｨｵ   -0.8    -0.8
細萱 智煌(4) 小学   2.16   2.16   2.23    2.23 
ﾎｿｶﾞﾔ ﾄﾓｷ 岸野小   -0.6   -0.9   -0.8    -0.8
畠山 光樹(4) 小学   2.21   2.17    X    2.21 
ﾊﾀｹﾔﾏ  ｺｳｷ 南牧北小   -0.6   -0.9    -0.6
北村 碧惟(4) 小学    X    X   2.12    2.12 
ｷﾀﾑﾗ ｱｵｲ 小諸東小   -0.7    -0.7

12 2    98

11 6   154

10 8    37

9 3    31

8 1   138

7 4    73

6 11   180

5 7    78

-6- 記録

4 12    43

3 10   126

所属名 -1-

2 9   174

備考
1 5   102

-5-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ

小４男子

走幅跳

決勝

-2- -3- -4-氏  名



決勝 7月23日 12:15

風速 +0.2

 1 田中 淳 一般     12.96 
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 佐久ﾏｽﾀｰｽﾞ

 2 佐野 浩二 一般     13.30 
ｻﾉ ｺｳｼﾞ 佐久ﾏｽﾀｰｽﾞ

 3 篠原 信裕 一般     14.05 
ｼﾉﾊﾗ ﾉﾌﾞﾋﾛ 佐久ﾏｽﾀｰｽﾞ

 4 天沼 昭彦 一般     14.22 
ｱﾏﾇﾏ ｱｷﾋｺ 佐久ﾏｽﾀｰｽﾞ

 5 石塚 一義 一般     19.14 
ｲｼﾂﾞｶ ｶｽﾞﾖｼ 佐久ﾏｽﾀｰｽﾞ

決勝 7月23日 14:25

 1 田中 淳 一般   1,02.76 
ﾀﾅｶ ｼﾞｭﾝ 佐久ﾏｽﾀｰｽﾞ

決勝 7月23日 13:00

森 憲之 一般
ﾓﾘ ﾉﾘﾕｷ 佐久ﾏｽﾀｰｽﾞ

 41.18 

備考
1 1   193

41.18   O   O   O   O   O

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

2   192

マスターズ男子

やり投(0.800kg)
決勝

マスターズ男子

４００ｍ
決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

6   196

4   194

2   195

5   197

3   192
氏  名 所属名 記録／備考順 ﾚｰﾝ No.

マスターズ男子

１００ｍ
決勝



決勝 7月23日 12:10

風速 +1.3

 1 山下 幹生(2) 高校     11.36 
ﾔﾏｼﾀ ﾐｷｵ 上田

 2 東山 由輝 一般     11.55 
ﾋｶﾞｼﾔﾏ ﾖｼｷ skIpまつもと

 3 小林 将大 一般     11.60 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾋﾛ skIpまつもと

 4 久保田 翔(2) 高校     11.93 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳ 市立長野高

 5 伊藤 宏行(2) 高校     12.21 
ｲﾄｳ ﾋﾛﾕｷ 上田

 6 一之瀬 弘聖(1) 高校     12.26 
ｲﾁﾉｾ  ﾋﾛｱｷ 上田千曲高
髙木 涼(2) 高校
ﾀｶｷﾞ  ﾘｮｳ 上田千曲高

決勝 7月23日  9:56

 1 髙木 涼(2) 高校     51.33 
ﾀｶｷﾞ  ﾘｮｳ 上田千曲高

 2 久保田 翔(2) 高校     53.04 
ｸﾎﾞﾀ ｼｮｳ 市立長野高

決勝 7月23日 13:36

 1 阿藤 紘己(2) 高校   4,10.10 
ｱﾄｳ ﾋﾛｷ 上田

 2 小宮山 貴大(2) 高校   4,22.36 
ｺﾐﾔﾏ  ﾀｶﾋﾛ 上田千曲高

 3 瀧澤 裕之(1) 高校   4,38.84 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾋﾛﾕｷ 上田

決勝 7月23日 11:20

横井 駿太(3) 高校
ﾖｺｲ ｼｭﾝﾀ 丸子修学館高

決勝 7月23日 13:30

山口　諒偲 高校   6.30   6.29   6.08    6.30 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾘｮｳｼ 上田東高   +1.1   +0.6   +0.2    +1.1
上野 太暉(1) 高校   5.61   5.38   5.43    5.61 
ｳｴﾉ ﾀｲｷ 丸子修学館高   +0.8   +1.1    0.0    +0.8

42  1772

43  1790

41  1880

ｵｰﾌﾟﾝ男子

１５００ｍ
決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考

記録 備考
1 2  1804
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-2- -3- -4- -5- -6-順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-
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ｵｰﾌﾟﾝ男子

走幅跳
決勝

- O O XXX
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5   880
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3     2
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4     1
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決勝

6  1793



決勝 7月23日 10:15

中村 郁弥(3) 高校
ﾅｶﾑﾗ ﾌﾐﾔ 丸子修学館高

決勝 7月23日 13:00

伊豆 裕太(3) 高校
ｲｽﾞ ﾕｳﾀ 丸子修学館高

決勝 7月23日 13:46

 1 大塚 創太(3) 中学   4,35.71 
ｵｵﾂｶ ｿｳﾀ 坂城中

決勝 7月23日 10:36

風速

田中 開登(2) 小学
ﾀﾅｶ   ｶｲﾄ 寺尾小

決勝 7月23日  9:05

風速 -0.1

 1 越山 颯太(5) 小学     16.38 
ｺｼﾔﾏ ｿｳﾀ 安茂里小

決勝 7月23日 12:00

柿澤 一護(5) 小学   3.44   3.55   3.59    3.59 
ｶｷｻﾞﾜ ｲﾁｺﾞ 安茂里小    0.0   +0.1   -1.0    -1.0

  X  30.58 

-4- -5- -6- 記録 備考
1 1  1765

30.58   X

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1-

ｵｰﾌﾟﾝ男子

円盤投(1.750kg)
決勝

記録／備考
1    34

決勝
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1    80
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決勝
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