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大会名  第５７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 
          大会コード １８１７４００１ 
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  
期  日  平成３０年５月２６日（土） 
会  場     佐久総合運動公園陸上競技場 （競技場コード１７２０６０） 
 
大 会 新 記 録 一 覧 

種 目 予・準・決 記 録 氏 名 所 属 学年 年 月 日 
共通女子  800m 決勝 2’21”17 渡邉 陽乃 佐久東 2 2018.5.26 
共通男子  200m 予選 23"06 宮崎 日向 佐久長聖 3 2018.5.26 

共通女子  4×100mR 予選 50”46 
佐伯 三葉 

土屋 ほのか 

荻原 希乃愛 

市村 彩美 
軽井沢  2018.5.26 

共通女子  4×100mR 決勝  50”50 
佐伯 三葉 

土屋 ほのか 

荻原 希乃愛 

市村 彩美 
軽井沢  

2018.5.26 

1･2 年男子  4×100mR 予選 48”67 
榊原 歩 
伊藤 壮一郎 
山本 赳瑠 
佐々木 隆之介 

小諸東  
2018.5.26 

1･2 年男子  4×100mR 決勝 48”82 
榊原 歩 
伊藤 壮一郎 
山本 赳瑠 
佐々木 隆之介 

小諸東  
2018.5.26 

2･3 年女子  走幅跳 決勝 5m27(+1.3) 比田井 凜 望月 3 2018.5.26 
共通女子 100mH(0.762m) 決勝 14”31 土屋 ほのか 軽井沢 3 2018.5.26 
共通女子 100mH(0.762m) 決勝 14”95 髙尾 玲良 上田第一 3 2018.5.26 

共通男子  四種 決勝 2441 点 土屋 海斗 上田第五 3 2018.5.26 
共通女子  四種   決勝 2839 点 市村 彩美 軽井沢 3 2018.5.26 

競技場気象状況 

時刻 天候   風   気温   湿度 気圧 

 8:55 くもり 北西     0.7m/sec.  20.0 ℃  48.0 %    932 hPa 
 9:00 くもり 北西     0.4m/sec.  23.0 ℃  45.0 %    932 hPa 
 9:30 くもり 北西     0.2m/sec.  23.0 ℃  52.0 % 932 hPa 
10:00 くもり 北西     1.5m/sec.  24.0 ℃  46.0 %    932 hPa 
11:00 くもり 北東     0.1m/sec.  26.0 ℃  48.0 %    931 hPa 
12:00 くもり 北東     1.1m/sec.  25.0 ℃  47.0 %    931 hPa 
13:00 くもり 東     3.5m/sec.  25.0 ℃  47.0 %    930 hPa 
14:00 くもり 東     5.0m/sec.  24.0 ℃  49.0 %    930 hPa 
15:00 くもり 北     1.8m/sec.  23.0 ℃  52.0 %    930 hPa 
16:00 くもり 北西     1.9m/sec.  22.0 ℃  58.0 %    930 hPa 

 



第57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
(GR:大会新) 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
05/26 1年男子  -1.0伊藤 壮一郎(1) 12.43 山本 赳瑠(1) 12.44 髙畑 良太(1) 13.14 菊池 優介(1) 13.22 栁澤 雄太(1) 13.28 川村 佐助(1) 13.66 荒井 陽呂実(1) 13.69 石井 光祐(1) 13.72

100m 小諸東 小諸東 中込 浅間 上田第六 上田第一 上田第三 中込
05/26 加藤 大雅(1) 4,44.90 中原 龍太(1) 4,56.42 田下 輝稀(1) 5,02.42 吉田 充輝(1) 5,03.07 松本 叶夢(1) 5,03.81 熊倉 正之(1) 5,09.39 玉井 奨真(1) 5,12.83 金森 柊也(1) 5,13.06

1500m 佐久長聖 南牧 浅間 佐久穂 小海 上田第二 上田第二 小海
05/26 小林 碧空(1) 5.20(0.0) 佐々木 隆之介(1)5.01(+0.6) 西 俊弥(1) 4.45(+1.4) 山浦 悠大(1) 4.34(-1.5) 坂口 和音(1) 4.33(-2.2) 櫻井 絢悠(1) 4.32(-0.9) 今井 元希(1) 4.32(-2.5) 上原 萌聖(1) 4.25(-1.2)

走幅跳 望月 小諸東 上田第五 小諸東 上田第一 野沢 南牧 依田窪南部
05/26 2年男子  +0.3中澤 光希(2) 12.16 寺尾 朝陽(2) 12.52 由井 響(2) 12.53 佐藤 颯真(2) 13.03 足立 晃悠(2) 13.06 市川 克大(2) 13.06 小宮山明太(2) 13.22 櫻井 英輝(2) 13.64

100m 東御東部 野沢 川上 野沢 浅間 佐久穂 上田第六 丸子
05/26 3年男子  -4.4石井 佑磨(3) 12.12 中沢 一晴(3) 12.40 中山 雅月(3) 12.64 岡部 礁(3) 12.80 入口 哉人(3) 12.86 櫻井 利正(3) 12.94 間島 聖(3) 13.07 渡辺 悠介(3) 13.10

100m 小諸東 東御東部 御代田 上田第六 東御東部 御代田 中込 小海
05/26 共通男子   0.0宮崎 日向(3) 23.20 柳澤 亮也(3) 24.78 飯塚 啓真(3) 25.42 畠山 将吾(3) 25.51 小泉 迅矢(3) 25.72 関 旭流(3) 26.01 藤原 陸生(2) 26.18 箱山 昂希(3) 26.41

200m 佐久長聖 芦原 浅間 小海 東御東部 上田第四 浅間 上田第四
05/26 尾沼 優(3) 53.60 木内 温斗(3) 57.00 小林 蒼空(3) 57.24 針尾 大生(3) 58.63 掛川 祐貴(3) 58.87 土屋 由木(3) 59.04 依田 真叶(2) 1,03.61 横須賀 大翼(3) 1,08.14

400m 上田第五 野沢 東御東部 御代田 芦原 小諸東 中込 小諸東
05/26 北村 隆之介(3) 2,03.77 秋山 智行(3) 2,08.14 久松 賢悟(3) 2,14.27 五十嵐 碧(3) 2,15.23 福島 翔太(2) 2,17.18 太田 京平(2) 2,21.93 芦田 真介(2) 2,26.43 戸蒔 来維(2) 2,26.95

800m 佐久長聖 浅間 野沢 南牧 野沢 佐久東 丸子北 中込
05/26 土赤 本気(3) 9,44.07 田口 紫音(3) 10,03.63 成澤 爽(2) 10,05.26 竹花 翔太(2) 10,16.67 大神 健太(2) 10,18.42 星野 龍二(3) 10,23.98 宮下 輝海(2) 10,24.98 柳澤 柑太(2) 10,27.60

3000m 小諸東 芦原 丸子 丸子 丸子 佐久穂 東御東部 中込
05/26  -3.2漆原 奏哉(3) 16.21 古村 拓海(2) 16.40 小林 奎斗(3) 17.81 渡邉 泰成(3) 18.86 星野 緑風(2) 19.70 中島 良(2) 20.04 古田 力斗(2) 20.26 大木 咲翔(1) 20.77

110mH(0.914m) 芦原 浅間 東御東部 佐久東 野沢 佐久東 東御東部 御代田
05/26 関戸 勝琉(3) 1.68 林 樹生(3) 望月 1.40 寺島 恒輔(2) 1.35

走高跳 野沢 古平 聖音(2) 上田第一 望月
05/26 山浦 聖(3) 3.10 今野 駿太(3) 2.90 染野 才輝(3) 2.70 村木 竜馬(3) 2.50 菊池 将矢(2) 1.90

棒高跳 上田第一 軽井沢 上田第一 上田第五 上田第一
05/26 木藤 海琉(2) 11.14 鈴木 崚太(3) 10.95 北澤 直也(2) 9.53 本木 快渡(3) 8.10 谷津 航太(2) 7.98 黒岩 一城(2) 7.34 塩川 築(3) 7.24 渡辺 湧真(2) 7.07

砲丸投(5.000kg) 芦原 浅間 上田第四 上田第四 佐久東 御代田 小諸東 中込
05/26 東御東部       45.52 芦原       46.65 小諸東       46.81 望月       47.62 野沢       47.81 御代田       48.80 上田第五       48.87 浅間       50.39

4×100mR 小林 奎斗(3) 掛川 祐貴(3) 土屋 由木(3) 林 樹生(3) 佐藤 颯真(2) 相原 碧衣(2) 滝沢 諒(3) 秋山 智行(3)
中沢 一晴(3) 漆原 奏哉(3) 南澤 爽太(2) 中村 洋平(3) 林 亮典(3) 中山 雅月(3) 土屋 海斗(3) 古村 拓海(2)
辻浦 知主(3) 金澤 拓夢(3) 田崎 佑冴(3) 寺島 恒輔(2) 寺尾 朝陽(2) 櫻井 利正(3) 村木 竜馬(3) 飯塚 啓真(3)
中澤 光希(2) 柳澤 亮也(3) 石井 佑磨(3) 伊藤 司騎(3) 木内 温斗(3) 木村 伊吹(2) 尾沼 優(3) 鈴木 崚太(3)

05/26 土屋 海斗(3) 2441 内海 亮平(2) 2060 金澤 拓夢(3) 1775 滝沢 諒(3) 1622 新井 翔太(2) 1066 井尻 晴登(2) 910 櫻井 尊(3) 888
四種 上田第五 上田第一 芦原 上田第五 上田第一 上田第一 臼田

05/26 2･3年男子 木村 歩峻(3) 4,19.60 飯田 悠誠(3) 4,32.36 市川 和英(2) 4,32.88 新井 虎次郎(2) 4,34.67 楢原 累斗(2) 4,43.41 酒井 瞬(2) 4,49.37 大井 奏汰(2) 4,51.76 柳澤 直希(3) 4,53.14
1500m 佐久長聖 佐久東 野沢 佐久長聖 東御東部 御代田 浅間 東御東部

05/26 林 亮典(3) 6.26(+1.2) 伊藤 司騎(3) 5.98(+0.9) 中村 洋平(3) 5.97(+0.2) 辻浦 知主(3) 5.76(+1.6) 田崎 佑冴(3) 5.67(+1.0) 木村 伊吹(2) 5.59(+0.8) 南澤 爽太(2) 5.59(+1.2) 佐藤 将大(2) 5.24(+0.5)
走幅跳 野沢 望月 望月 東御東部 小諸東 御代田 小諸東 浅間

05/26 1･2年男子 小諸東       48.82 浅間       50.75 上田第一       51.68 東御東部       53.35 中込       53.50 南牧       54.51 望月       54.67 野沢       55.35
4×100mR 榊原 歩(1) GR 足立 晃悠(2) 川村 佐助(1) 安田 雄祈(1) 石井 光祐(1) 三井 智世(2) 山浦 雅斗(1) 有井 祥悟(1)

伊藤 壮一郎(1) 宮澤 健人(1) 内海 亮平(2) 古田 力斗(2) 髙畑 良太(1) 中原 龍太(1) 小山 翔平(1) 三浦 渓太(2)
山本 赳瑠(1) 佐藤 将大(2) 新井 アンジ(1) 備後 琉空(1) 関口 凰雅(1) 髙見澤 祐生(1) 栁澤 孔軌(1) 島谷 泰青(2)
佐々木 隆之介(1) 菊池 優介(1) 古平 聖音(2) 楢原 累斗(2) 由井 晴陽(1) 北澤 耀(2) 戸枝 篤志(1) 中條 太智(1)



予選 5月26日 10:40
決勝 5月26日 14:20

大会新              11.9

[ 1組] 風速 +2.1 [ 2組] 風速 +2.1

 1 宮澤 健人(1)     13.40  1 山本 赳瑠(1)     12.11 q
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 浅間 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 小諸東

 2 備後 琉空(1)     13.63  2 荒井 陽呂実(1)     13.24 q
ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ 東御東部 ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 上田第三

 3 小山 翔平(1)     13.91  3 石井 光祐(1)     13.29 q
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 望月 ｲｼｲ ｺｳｽｹ 中込

 4 中澤 宏亮(1)     14.20  4 坂田 涼真(1)     13.69 
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 依田窪南部 ｻｶﾀ ﾘｮｳﾏ 佐久長聖

 5 中嶋 大翔(1)     16.14  5 曲尾 大和(1)     13.92 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾋﾛﾄ 南牧 ﾏｶﾞﾘｵ ﾔﾏﾄ 依田窪南部

 6 依田 遼(1)     17.05  6 新井 アンジ(1)     14.00 
ﾖﾀﾞ ﾘｮｳ 佐久東 ｱﾗｲ ｱﾝｼﾞ 上田第一
熊谷 槍一(1) 栁澤 勇太(1)
ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ 上田第四 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 野沢
金澤 蒼海(1)
ｶﾅｻﾞﾜ ｱｵﾐ 御代田

[ 3組] 風速 +1.1 [ 4組] 風速 +1.1

 1 伊藤 壮一郎(1)     12.00 q  1 髙畑 良太(1)     12.86 q
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 小諸東 ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 中込

 2 栁澤 雄太(1)     12.71 q  2 菊池 優介(1)     12.90 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 上田第六 ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 浅間

 3 川村 佐助(1)     13.25 q  3 小林 草太(1)     13.37 
ｶﾜﾑﾗ ｻｽｹ 上田第一 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 軽井沢

 4 樋口 優宝(1)     14.14  4 小山 陸翔(1)     13.43 
ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾎ 上田第四 ｺﾔﾏ ﾘｸﾄ 上田第六

 5 安田 雄祈(1)     14.40  5 藤牧 奏夢(1)     13.78 
ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ 東御東部 ﾌｼﾞﾏｷ ｶﾅﾑ 佐久東

 6 金子 綾斗(1)     15.10  6 中山 雄心(1)     14.64 
ｶﾈｺ ｱﾔﾄ 上田第五 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｼ 御代田
塩沢 豊功(1) 山浦 雅斗(1)
ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾅﾘ 臼田 ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 望月

風速 -1.0

 1 伊藤 壮一郎(1)     12.43 
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 小諸東

 2 山本 赳瑠(1)     12.44 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 小諸東

 3 髙畑 良太(1)     13.14 
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 中込

 4 菊池 優介(1)     13.22 
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 浅間

 5 栁澤 雄太(1)     13.28 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 上田第六

 6 川村 佐助(1)     13.66 
ｶﾜﾑﾗ ｻｽｹ 上田第一

 7 荒井 陽呂実(1)     13.69 
ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 上田第三

 8 石井 光祐(1)     13.72 
ｲｼｲ ｺｳｽｹ 中込
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3  4184
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名
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2  4276

6  4246

7  4708
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6  4060
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5  4108
欠場
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3  4126

2  4373

記録／備考
7  4304

4  4636

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

5  4646
失格

2  4275

7  8870

9  4170

4  4186

8  4523

記録／備考
3  4151

6  8778

1年男子

100m

予選 通過基準  4組  0着 + 8 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 5月26日 11:05
決勝 5月26日 14:30

大会新              11.46

[ 1組] 風速 -2.5 [ 2組] 風速 -0.6

 1 中澤 光希(2)     12.27 q  1 寺尾 朝陽(2)     12.52 q
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 東御東部 ﾃﾗｵ ｱｻﾋ 野沢

 2 佐藤 颯真(2)     13.12 q  2 足立 晃悠(2)     13.06 q
ｻﾄｳ ｿｳﾏ 野沢 ｱﾀﾞﾁ ﾃﾙﾁｶ 浅間

 3 市川 克大(2)     13.24 q  3 櫻井 英輝(2)     13.26 q
ｲﾁｶﾜ ｶﾂﾋﾛ 佐久穂 ｻｸﾗｲ ｱｲｷ 丸子

 4 相原 碧衣(2)     14.02  4 小金澤 淳志(2)     13.34 
ｱｲﾊﾗ ｱｵｲ 御代田 ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ｱﾂｼ 佐久穂

 5 丸山 煌太(2)     14.02  5 三井 智世(2)     13.53 
ﾏﾙﾔﾏ ｺｳﾀ 青木 ﾐﾂｲ ﾄﾓｾ 南牧

 6 宮原 京太(2)     14.74  6 小池 陸翔(2)     13.87 
ﾐﾔﾊﾗ ｷｮｳﾀ 丸子 ｺｲｹ ﾘｸﾄ 塩田

 7 加藤 颯人(2)     14.90 
ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ 軽井沢

[ 3組] 風速 -2.1

 1 由井 響(2)     12.59 q
ﾕｲ ﾋﾋﾞｷ 川上

 2 小宮山明太(2)     13.23 q
ｺﾐﾔﾏ ﾒｲﾀ 上田第六

 3 北澤 耀(2)     13.50 
ｷﾀｻﾞﾜ ﾋｶﾙ 南牧

 4 堀内 陽都(2)     14.59 
ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙﾄ 丸子北

 5 正橋 明峰(2)     15.20 
ﾏｻﾊｼ ｱｷﾐﾈ 上田第四
菊地 祐吾(2)
ｷｸﾁ ﾕｳｺﾞ 佐久長聖

風速 +0.3

 1 中澤 光希(2)     12.16 
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 東御東部

 2 寺尾 朝陽(2)     12.52 
ﾃﾗｵ ｱｻﾋ 野沢

 3 由井 響(2)     12.53 
ﾕｲ ﾋﾋﾞｷ 川上

 4 佐藤 颯真(2)     13.03 
ｻﾄｳ ｿｳﾏ 野沢

 5 足立 晃悠(2)     13.06 
ｱﾀﾞﾁ ﾃﾙﾁｶ 浅間

 6 市川 克大(2)     13.06 
ｲﾁｶﾜ ｶﾂﾋﾛ 佐久穂

 7 小宮山明太(2)     13.22 
ｺﾐﾔﾏ ﾒｲﾀ 上田第六

 8 櫻井 英輝(2)     13.64 
ｻｸﾗｲ ｱｲｷ 丸子

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

2年男子

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
5  8777 5  4085

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

7  4082 6  4145

3  4032 4  4480

2  4258 2  4039

4  4561 7  4013

8  4483 3  4574

6  4244

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
2  4000

3  4709

4  4015

5  4515

7  4642

6  4371
欠場

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  8777

6  4085

7  4000

9  4082

5  4145

3  4032

8  4709

2  4480



予選 5月26日 11:25
決勝 5月26日 14:40

大会新              11.1

[ 1組] 風速 -3.2 [ 2組] 風速 -2.7

 1 石井 佑磨(3)     12.08 q  1 中山 雅月(3)     12.25 q
ｲｼｲ ﾕｳﾏ 小諸東 ﾅｶﾔﾏ ｶﾂﾞｷ 御代田

 2 中沢 一晴(3)     12.15 q  2 入口 哉人(3)     12.42 q
ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾊﾙ 東御東部 ｲﾘｸﾞﾁ ｶﾅﾄ 東御東部

 3 櫻井 利正(3)     12.63 q  3 間島 聖(3)     12.79 q
ｻｸﾗｲ ﾘｼｮｳ 御代田 ﾏｼﾏ ﾋｼﾞﾘ 中込

 4 岡部 礁(3)     12.74 q  4 渡辺 悠介(3)     12.86 q
ｵｶﾍﾞ ｼｮｳ 上田第六 ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 小海

 5 城下 裕槻(3)     13.09  5 岡沢 佑真(3)     13.23 
ｼﾞｮｳｼﾀ ﾕﾂﾞｷ 依田窪南部 ｵｶｻﾞﾜ ﾕｳﾏ 上田第六

 6 久田 陸斗(3)     13.28  6 内藤 輝(3)     13.55 
ﾋｻﾀﾞ ﾘｸﾄ 上田第二 ﾅｲﾄｳ ｶｸﾞﾔ 野沢

 7 渡邉 絢士(3)     14.07  7 川村 将太郎(3)     14.21 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｹﾞﾝﾄ 浅間 ｶﾜﾑﾗ ｼｮｳﾀﾛｳ 菅平

 8 新海 楓(3)     14.12 
ｼﾝｶｲ ｶｴﾃﾞ 小海

風速 -4.4

 1 石井 佑磨(3)     12.12 
ｲｼｲ ﾕｳﾏ 小諸東

 2 中沢 一晴(3)     12.40 
ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾊﾙ 東御東部

 3 中山 雅月(3)     12.64 
ﾅｶﾔﾏ ｶﾂﾞｷ 御代田

 4 岡部 礁(3)     12.80 
ｵｶﾍﾞ ｼｮｳ 上田第六

 5 入口 哉人(3)     12.86 
ｲﾘｸﾞﾁ ｶﾅﾄ 東御東部

 6 櫻井 利正(3)     12.94 
ｻｸﾗｲ ﾘｼｮｳ 御代田

 7 間島 聖(3)     13.07 
ﾏｼﾏ ﾋｼﾞﾘ 中込

 8 渡辺 悠介(3)     13.10 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳｽｹ 小海

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

3年男子

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
9  4292 2  4250

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

3  4399 3  4404

6  4252 4  4112

8  4706 7  4025

2  4520 5  4705

7  4603 6  4076

5  4159 8  4433

4  4023

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5  4292

7  4399

4  4250

8  4706

6  4404

9  4252

2  4112

3  4025



予選 5月26日 10:10
決勝 5月26日 13:45

大会新              23.22

[ 1組] 風速 +1.6 [ 2組] 風速 +1.2

 1 飯塚 啓真(3)     25.20 q  1 宮崎 日向(3)     23.06 q
ｲｲﾂﾞｶ ｹｲﾏ 浅間 ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 佐久長聖

 2 箱山 昂希(3)     25.97 q  2 畠山 将吾(3)     25.12 q
ﾊｺﾔﾏ ｱｷ 上田第四 ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 小海

 3 友野 笙太郎(2)     27.67  3 小泉 迅矢(3)     25.22 q
ﾄﾓﾉ ｿｳﾀﾛｳ 佐久穂 ｺｲｽﾞﾐ ﾄｷﾔ 東御東部

 4 小山 洸(2)     28.07  4 関 旭流(3)     25.67 q
ｺﾔﾏ ﾋﾛ 丸子北 ｾｷ ｱｹﾙ 上田第四

 5 佐藤 良太(2)     28.64  5 木内 心大(2)     26.39 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 小諸東 ｷｳﾁ ｺｺﾛ 浅間

 6 鷹野 晴(2)     28.76  6 田嶋 隼人(3)     26.77 
ﾀｶﾉ ﾊﾙ 小海 ﾀｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 丸子

 7 朝田 練成(3)     29.12  7 高野 来斗(3)     26.79 
ｱｻﾀﾞ ﾚﾝｾｲ 臼田 ﾀｶﾉ ﾗｲﾄ 小諸東

 8 坪井 泰生(2)     29.49  8 金田 羅生(3)     26.80 
ﾂﾎﾞｲ ﾀｲｾｲ 野沢 ｶﾈﾀﾞ ﾗｲ 菅平
米山 瑠(1)  9 常田 芳行(1)     31.78 
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｭｳ 御代田 ﾄｷﾀﾞ  ﾖｼﾕｷ 御代田

[ 3組] 風速 +0.1

 1 柳澤 亮也(3)     24.37 q
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｮｳﾔ 芦原

 2 藤原 陸生(2)     25.70 q
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｷ 浅間

 3 相澤 勇太朗(2)     26.99 
ｱｲｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾛｳ 野沢

 4 土屋 諒平(2)     27.32 
ﾂﾁﾔ ﾘｮｳﾍｲ 佐久東

 5 丸山 智義(3)     27.52 
ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾖｼ 丸子北

 6 甘利 優雅(3)     28.15 
ｱﾏﾘ ﾕｳｶﾞ 小諸東

 7 西田 陸人(1)     30.16 
ﾆｼﾀ ﾘｸﾄ 上田第四

 8 小平 直央(3)     30.31 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾅｵ 小海

風速  0.0

 1 宮崎 日向(3)     23.20 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾋﾅﾀ 佐久長聖

 2 柳澤 亮也(3)     24.78 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｮｳﾔ 芦原

 3 飯塚 啓真(3)     25.42 
ｲｲﾂﾞｶ ｹｲﾏ 浅間

 4 畠山 将吾(3)     25.51 
ﾊﾀｹﾔﾏ ｼｮｳｺﾞ 小海

 5 小泉 迅矢(3)     25.72 
ｺｲｽﾞﾐ ﾄｷﾔ 東御東部

 6 関 旭流(3)     26.01 
ｾｷ ｱｹﾙ 上田第四

 7 藤原 陸生(2)     26.18 
ﾌｼﾞﾊﾗ ﾘｷ 浅間

 8 箱山 昂希(3)     26.41 
ﾊｺﾔﾏ ｱｷ 上田第四

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

共通男子

200m

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
1  4156 7  4363

大会新

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

3  4662 9  4021

8  4035 3  4403

7  4513 4  4661

6  4294 1  4133

9  4022 5  4475

2  4063 2  4283

4  4084 6  4431

5  4279 8  4263
失格

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
8  4322

3  4141

5  4079

6  4168

7  4508

4  4289

9  4645

2  4020

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  4363

大会新
7  4322

6  4156

5  4021

9  4403

8  4661

3  4141

2  4662



予選 5月26日  9:50
決勝 5月26日 13:30

大会新              51.88

[ 1組] [ 2組]

 1 木内 温斗(3)     56.59 q  1 尾沼 優(3)     54.92 q
ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ 野沢 ｵﾇﾏ ﾕｳ 上田第五

 2 横須賀 大翼(3)     57.30 q  2 掛川 祐貴(3)     56.49 q
ﾖｺｽｶ ﾀﾞｲﾄ 小諸東 ｶｹｶﾞﾜ ﾕｳｷ 芦原

 3 針尾 大生(3)     58.05 q  3 小林 蒼空(3)     57.21 q
ﾊﾘｵ ﾀﾞｲｷ 御代田 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 東御東部

 4 依田 真叶(2)     59.91 q  4 土屋 由木(3)     57.89 q
ﾖﾀﾞ ﾏﾅﾄ 中込 ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 小諸東

 5 中山 悠(3)   1,00.96  5 大塚 崚芽(3)   1,01.90 
ﾅｶﾔﾏ ﾕｳ 丸子 ｵｵﾂｶ ﾘｮｳｶﾞ 小海

 6 宮澤 颯来(3)   1,03.43  6 三浦 渓太(2)   1,02.96 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｿﾗ 菅平 ﾐｳﾗ ｹｲﾀ 野沢

 7 伊藤 武蔵(3)   1,04.52  7 滝澤 拓実(2)   1,06.68 
ｲﾄｳ ﾑｻｼ 小海 ﾀｷｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 丸子北

 8 中村 佳汰(2)   1,06.91  8 菊原 颯(2)   1,07.89 
ﾅｶﾑﾗ ｹｲﾀ 丸子北 ｷｸﾊﾗ ｿｳ 小海

 9 田崎 巧人(1)   1,17.51 
ﾀｻﾞｷ ﾀｸﾄ 小諸東

 1 尾沼 優(3)     53.60 
ｵﾇﾏ ﾕｳ 上田第五

 2 木内 温斗(3)     57.00 
ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ 野沢

 3 小林 蒼空(3)     57.24 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 東御東部

 4 針尾 大生(3)     58.63 
ﾊﾘｵ ﾀﾞｲｷ 御代田

 5 掛川 祐貴(3)     58.87 
ｶｹｶﾞﾜ ﾕｳｷ 芦原

 6 土屋 由木(3)     59.04 
ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 小諸東

 7 依田 真叶(2)   1,03.61 
ﾖﾀﾞ ﾏﾅﾄ 中込

 8 横須賀 大翼(3)   1,08.14 
ﾖｺｽｶ ﾀﾞｲﾄ 小諸東

No. 氏  名 所属名 No. 氏  名 所属名

共通男子

400m

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  4073 7  4690

記録／備考 順 ﾚｰﾝ

1  4285 4  4324

9  4251 5  4402

6  4122 3  4287

3  4476 2  4029

4  4434 9  4088

8  4026 6  4516

2  4514 8  4027

5  4300

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
6  4690

7  4073

5  4402

3  4251

4  4324

8  4287

2  4122

9  4285



決勝 5月26日 13:15

大会新            2,02.5

[ 1組] [ 2組]

 1 北村 隆之介(3)   2,03.77  1 太田 京平(2)   2,21.93 
ｷﾀﾑﾗ ﾘｭｳﾉｽｹ 佐久長聖 ｵｵﾀ ｷｮｳﾍｲ 佐久東

 2 秋山 智行(3)   2,08.14  2 芦田 真介(2)   2,26.43 
ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ 浅間 ｱｼﾀﾞ ｼﾝｽｹ 丸子北

 3 久松 賢悟(3)   2,14.27  3 金沢 優大(3)   2,27.07 
ﾋｻﾏﾂ ｹﾝｺﾞ 野沢 ｶﾅｻﾞﾜ ﾕｳﾀﾞｲ 南牧

 4 五十嵐 碧(3)   2,15.23  4 薩田 悠成(3)   2,28.96 
ｲｶﾞﾗｼ ｱｵｲ 南牧 ｻｯﾀ ﾕｳｾｲ 南牧

 5 福島 翔太(2)   2,17.18  5 依田 優輔(3)   2,34.68 
ﾌｸｼﾏ ｼｮｳﾀ 野沢 ﾖﾀﾞ ﾕｳｽｹ 小諸東

 6 戸蒔 来維(2)   2,26.95  6 坂本 智哉(3)   2,36.88 
ﾄﾏｷ ﾗｲ 中込 ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾔ 上田第二

 7 出口 哲也(3)   2,27.47  7 赤羽 啓剛(2)   2,39.35 
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 東御東部 ｱｶﾊﾈ ｹｲｺﾞ 丸子北

 8 保坂 俊太(2)   2,51.41  8 川田 淳平(3)   2,40.11 
ﾎｻｶ ｼｭﾝﾀ 中込 ｶﾜﾀ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 上田第五
並木 陸(3)  9 飯田 更(1)   2,49.15 
ﾅﾐｷ ﾘｸ 佐久長聖 ｲｲﾀﾞ ｻﾗ 御代田

   1 北村 隆之介(3) 佐久長聖     2,03.77   1   1
   2 秋山 智行(3) 浅間     2,08.14   1   2
   3 久松 賢悟(3) 野沢     2,14.27   1   3
   4 五十嵐 碧(3) 南牧     2,15.23   1   4
   5 福島 翔太(2) 野沢     2,17.18   1   5
   6 太田 京平(2) 佐久東     2,21.93   2   1
   7 芦田 真介(2) 丸子北     2,26.43   2   2
   8 戸蒔 来維(2) 中込     2,26.95   1   6
   9 金沢 優大(3) 南牧     2,27.07   2   3
  10 出口 哲也(3) 東御東部     2,27.47   1   7
  11 薩田 悠成(3) 南牧     2,28.96   2   4
  12 依田 優輔(3) 小諸東     2,34.68   2   5
  13 坂本 智哉(3) 上田第二     2,36.88   2   6
  14 赤羽 啓剛(2) 丸子北     2,39.35   2   7
  15 川田 淳平(3) 上田第五     2,40.11   2   8
  16 飯田 更(1) 御代田     2,49.15   2   9
  17 保坂 俊太(2) 中込     2,51.41   1   8

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
7  4361 9  4166

1  4147 4  4510

9  4078 7  4011

4  4010 1  4012

3  4086 3  4291

8  4125 5  4602

2  4400 2  4509

6  4120 8  4691

5  4366 6  4278
欠場

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
 4361
 4147
 4078
 4010
 4086
 4166
 4510
 4125

 4691
 4278
 4120

 4011
 4400
 4012
 4291
 4602
 4509



決勝 5月26日 11:50

大会新            4,22.94

[ 1組] [ 2組]

 1 加藤 大雅(1)   4,44.90  1 中原 龍太(1)   4,56.42 
ｶﾄｳ ﾀｲｶﾞ 佐久長聖 ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ 南牧

 2 田下 輝稀(1)   5,02.42  2 玉井 奨真(1)   5,12.83 
ﾀｼﾀ ｺｳｷ 浅間 ﾀﾏｲ ｼｮｳﾏ 上田第二

 3 吉田 充輝(1)   5,03.07  3 髙見澤 祐生(1)   5,14.46 
ﾖｼﾀﾞ ﾐﾂｷ 佐久穂 ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾕｳ 南牧

 4 松本 叶夢(1)   5,03.81  4 齊藤 音吹(1)   5,16.16 
ﾏﾂﾓﾄ ｶﾅﾑ 小海 ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 野沢

 5 熊倉 正之(1)   5,09.39  5 降幡 諒成(1)   5,17.56 
ｸﾏｸﾗ ﾏｻﾕｷ 上田第二 ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 上田第五

 6 金森 柊也(1)   5,13.06  6 横山 廉汰郎(1)   5,18.84 
ｶﾅﾓﾘ ｼｭｳﾔ 小海 ﾖｺﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ 東御東部

 7 関口 凰雅(1)   5,18.60  7 安本 桜太郎(1)   5,22.48 
ｾｷｸﾞﾁ ｵｳｶﾞ 中込 ﾔｽﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ 東御東部

 8 土屋 聖瑛(1)   5,20.25  8 堀内 万聖(1)   5,22.53 
ﾂﾁﾔ ｾｲｱ 小諸東 ﾎﾘｳﾁ ﾏｻﾄ 丸子北

 9 片井 蓮仁(1)   5,29.79  9 堤 優次朗(1)   5,35.15 
ｶﾀｲ ﾚﾝﾄ 野沢 ﾂﾂﾐ ﾕｳｼﾞﾛｳ 軽井沢

10 白井 充大(1)   5,35.25 10 新井 拓実(1)   5,58.01 
ｼﾗｲ ﾐﾋﾛ 依田窪南部 ｱﾗｲ ﾀｸﾐ 上田第三

11 由井 晴陽(1)   5,40.64 11 佐藤 綾哉(1)   6,14.20 
ﾕｲ ﾊﾙﾔ 中込 ｻﾄｳ ﾘｮｳﾔ 御代田
小山 弦輝(1) 12 阿部 良祐(1)   6,36.76 
ｺﾔﾏ  ｹﾞﾝｷ 依田窪南部 ｱﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 小諸東

   1 加藤 大雅(1) 佐久長聖     4,44.90   1   1
   2 中原 龍太(1) 南牧     4,56.42   2   1
   3 田下 輝稀(1) 浅間     5,02.42   1   2
   4 吉田 充輝(1) 佐久穂     5,03.07   1   3
   5 松本 叶夢(1) 小海     5,03.81   1   4
   6 熊倉 正之(1) 上田第二     5,09.39   1   5
   7 玉井 奨真(1) 上田第二     5,12.83   2   2
   8 金森 柊也(1) 小海     5,13.06   1   6
   9 髙見澤 祐生(1) 南牧     5,14.46   2   3
  10 齊藤 音吹(1) 野沢     5,16.16   2   4
  11 降幡 諒成(1) 上田第五     5,17.56   2   5
  12 関口 凰雅(1) 中込     5,18.60   1   7
  13 横山 廉汰郎(1) 東御東部     5,18.84   2   6
  14 土屋 聖瑛(1) 小諸東     5,20.25   1   8
  15 安本 桜太郎(1) 東御東部     5,22.48   2   7
  16 堀内 万聖(1) 丸子北     5,22.53   2   8
  17 片井 蓮仁(1) 野沢     5,29.79   1   9
  18 堤 優次朗(1) 軽井沢     5,35.15   2   9
  19 白井 充大(1) 依田窪南部     5,35.25   1  10
  20 由井 晴陽(1) 中込     5,40.64   1  11
  21 新井 拓実(1) 上田第三     5,58.01   2  10
  22 佐藤 綾哉(1) 御代田     6,14.20   2  11
  23 阿部 良祐(1) 小諸東     6,36.76   2  12

1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
11  4372 6  4019

4  4149 3  4606

1  4037 12  4018

7  4024 11  4105

2  4605 9  4677

3  4028 1  4393

6  4129 7  8774

10  4309 8  4517

8  4104 5  4248

5  4527 2  4635

12  4128 10  4262

9  4526 4  4305
欠場

1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
 4372
 4019
 4149
 4037
 4024
 4605
 4606
 4028
 4018
 4105
 4677
 4129
 4393
 4309

 4635
 4262
 4305

 8774
 4517
 4104
 4248
 4527
 4128



決勝 5月26日 11:35

大会新            4,11.53

[ 1組] [ 2組]

 1 木村 歩峻(3)   4,19.60  1 大井 奏汰(2)   4,51.76 
ｷﾑﾗ ﾎﾀﾞｶ 佐久長聖 ｵｵｲ ｿｳﾀ 浅間

 2 飯田 悠誠(3)   4,32.36  2 豊島 誉生(2)   5,02.96 
ｲｲﾀﾞ ﾕｳｾｲ 佐久東 ﾄﾖｼﾏ ﾀｶｵ 浅間

 3 市川 和英(2)   4,32.88  3 大矢 秀明(2)   5,15.20 
ｲﾁｶﾜ ｶｽﾞﾋﾃﾞ 野沢 ｵｵﾔ ﾋﾃﾞｱｷ 佐久穂

 4 新井 虎次郎(2)   4,34.67  4 三原 幹(2)   5,16.14 
ｱﾗｲ ｺｼﾞﾛｳ 佐久長聖 ﾐﾊﾗ ﾓﾄｷ 菅平

 5 楢原 累斗(2)   4,43.41  5 鷹野 匠(2)   5,16.49 
ﾅﾗﾊﾗ ﾙｲﾄ 東御東部 ﾀｶﾉ ﾀｸﾐ 小諸東

 6 酒井 瞬(2)   4,49.37  6 堀池 陽矢(2)   5,18.76 
ｻｶｲ ｼｭﾝ 御代田 ﾎﾘｲｹ ﾊﾙﾔ 北御牧

 7 柳澤 直希(3)   4,53.14  7 瀬切 陽紀(2)   5,20.21 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵｷ 東御東部 ｾｷﾞﾘ ﾊﾙｷ 丸子

 8 堀内 湧斗(2)   5,16.13  8 宮坂 悠太(2)   5,32.88 
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾄ 依田窪南部 ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾀ 真田

 9 佐藤 立騎(2)   5,21.86  9 林 奏(2)   6,43.27 
ｻﾄｳ  ﾘﾂｷ 依田窪南部 ﾊﾔｼ ｶﾅﾃﾞ 上田第四

10 小宮山 登生(3)   5,25.26 10 小高 颯人(2)   6,58.22 
ｺﾐﾔﾏ ﾄｳｲ 中込 ｺﾀｶ ﾊﾔﾄ 上田第四

11 日向 耕佑(2)   5,38.29 
ﾋﾅﾀ ｺｳｽｹ 中込

   1 木村 歩峻(3) 佐久長聖     4,19.60   1   1
   2 飯田 悠誠(3) 佐久東     4,32.36   1   2
   3 市川 和英(2) 野沢     4,32.88   1   3
   4 新井 虎次郎(2) 佐久長聖     4,34.67   1   4
   5 楢原 累斗(2) 東御東部     4,43.41   1   5
   6 酒井 瞬(2) 御代田     4,49.37   1   6
   7 大井 奏汰(2) 浅間     4,51.76   2   1
   8 柳澤 直希(3) 東御東部     4,53.14   1   7
   9 豊島 誉生(2) 浅間     5,02.96   2   2
  10 大矢 秀明(2) 佐久穂     5,15.20   2   3
  11 堀内 湧斗(2) 依田窪南部     5,16.13   1   8
  12 三原 幹(2) 菅平     5,16.14   2   4
  13 鷹野 匠(2) 小諸東     5,16.49   2   5
  14 堀池 陽矢(2) 北御牧     5,18.76   2   6
  15 瀬切 陽紀(2) 丸子     5,20.21   2   7
  16 佐藤 立騎(2) 依田窪南部     5,21.86   1   9
  17 小宮山 登生(3) 中込     5,25.26   1  10
  18 宮坂 悠太(2) 真田     5,32.88   2   8
  19 日向 耕佑(2) 中込     5,38.29   1  11
  20 林 奏(2) 上田第四     6,43.27   2   9
  21 小高 颯人(2) 上田第四     6,58.22   2  10

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
9  4362 4  4132

5  4160 10  4131

4  4080 2  4033

11  4367 6  4430

10  8776 7  4295

7  4260 3  4381

8  8770 8  4482

6  4521 9  4425

2  4522 1  4641

3  4111 5  4640

1  4121

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
 4362
 4160
 4080
 4367

 4522

 8776
 4260
 4132
 8770
 4131
 4033

 4111
 4425
 4121
 4641
 4640

 4521
 4430
 4295
 4381
 4482



決勝 5月26日 15:25

大会新            8,58.49

 1 土赤 本気(3)   9,44.07 
ﾂﾁｱｶ ﾏｼﾞ 小諸東

 2 田口 紫音(3)  10,03.63 
ﾀｸﾞﾁ ｼｵﾝ 芦原

 3 成澤 爽(2)  10,05.26 
ﾅﾙｻﾜ ｱｷﾗ 丸子

 4 竹花 翔太(2)  10,16.67 
ﾀｹﾊﾅ ｼｮｳﾀ 丸子

 5 大神 健太(2)  10,18.42 
ｵｵｶﾞﾐ ｹﾝﾀ 丸子

 6 星野 龍二(3)  10,23.98 
ﾎｼﾉ ﾘｭｳｼﾞ 佐久穂

 7 宮下 輝海(2)  10,24.98 
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾐ 東御東部

 8 柳澤 柑太(2)  10,27.60 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾝﾀ 中込

 9 有坂 泰希(3)  10,30.08 
ｱﾘｻｶ ﾀｲｷ 野沢

10 三石 勇太(2)  10,32.45 
ﾐﾂｲｼ ﾕｳﾀ 佐久東

11 佐藤 空弥(3)  10,33.78 
ｻﾄｳ ｿﾗﾔ 御代田

12 竹内 暖(3)  10,39.25 
ﾀｹｳﾁ ﾋﾅﾀ 立科

13 小林 康楠(2)  10,54.96 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾅﾝ 上田第二

14 由井 翔貴(2)  11,16.01 
ﾕｲ ｼｮｳｷ 臼田

15 内田 洸太(2)  11,30.21 
ｳﾁﾀﾞ ｺｳﾀ 野沢

16 京野 倖太(2)  11,32.46 
ｷｮｳﾉ ｺｳﾀ 浅間

17 中山 瑛生(1)  11,39.94 
ﾅｶﾔﾏ ｴｲｷ 浅間

18 古越 大翔(3)  11,45.80 
ﾌﾙｺｼ ﾀﾞｲﾄ 東御東部
福島 大志郎(2)
ﾌｸｼﾏ ﾀｲｼﾛｳ 東御東部

共通男子

3000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
9  4284

2  4326

16  4477

14  4478

8  4479

5  4038

7  8773

11  4119

3  4071

18  4164

15  4254

10  4330

1  4600

6  4061

17  4081

4  4134

19  8775
欠場

12  4150

13  4398



決勝 5月26日 13:55

大会新              15.01

風速 -3.2

 1 漆原 奏哉(3)     16.21 
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ 芦原

 2 古村 拓海(2)     16.40 
ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ 浅間

 3 小林 奎斗(3)     17.81 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 東御東部

 4 渡邉 泰成(3)     18.86 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ 佐久東

 5 星野 緑風(2)     19.70 
ﾎｼﾉ ﾘｮｸﾌｳ 野沢

 6 中島 良(2)     20.04 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ 佐久東

 7 古田 力斗(2)     20.26 
ﾌﾙﾀ ﾘｷﾄ 東御東部

 8 大木 咲翔(1)     20.77 
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 御代田

 9 今関 隼也(1)     26.26 
ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ 御代田

共通男子

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  4323

2  4130

8  8771

5  4161

6  4087

1  4163

9  4272

4  8772

3  4273



予選 5月26日 12:20
決勝 5月26日 15:45

大会新(GR)          49.57

[ 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 浅間  4145 足立 晃悠(2)     50.43 q  1   6 小諸東  4307 榊原 歩(1)     48.67 q

ｱｻﾏ ｱﾀﾞﾁ ﾃﾙﾁｶ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ 大会新
 4151 宮澤 健人(1)  4299 伊藤 壮一郎(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ
 4146 佐藤 将大(2)  4304 山本 赳瑠(1)

ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ
 4148 菊池 優介(1)  4303 佐々木 隆之介(1)

ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
 2   4 上田第一  8812 川村 佐助(1)     51.17 q  2   3 東御東部  4391 安田 雄祈(1)     53.32 q

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ ｶﾜﾑﾗ ｻｽｹ ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ
 4594 内海 亮平(2)  8772 古田 力斗(2)

ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ ﾌﾙﾀ ﾘｷﾄ
 8811 新井 アンジ(1)  8778 備後 琉空(1)

ｱﾗｲ ｱﾝｼﾞ ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ
 4597 古平 聖音(2)  8776 楢原 累斗(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｵﾄ ﾅﾗﾊﾗ ﾙｲﾄ
 3   5 中込  4126 石井 光祐(1)     53.04 q  3   4 望月  4184 山浦 雅斗(1)     54.24 q

ﾅｶｺﾞﾐ ｲｼｲ ｺｳｽｹ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ
 4124 髙畑 良太(1)  4186 小山 翔平(1)

ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ
 4129 関口 凰雅(1)  4185 栁澤 孔軌(1)

ｾｷｸﾞﾁ ｵｳｶﾞ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ
 4128 由井 晴陽(1)  4188 戸枝 篤志(1)

ﾕｲ ﾊﾙﾔ ﾄｴﾀﾞ ｱﾂｼ
 4   6 南牧  4013 三井 智世(2)     53.76 q  4   5 野沢  4101 有井 祥悟(1)     54.50 q

ﾐﾅﾐﾏｷ ﾐﾂｲ ﾄﾓｾ ﾉｻﾞﾜ ｱﾘｲ ｼｮｳｺﾞ
 4019 中原 龍太(1)  4088 三浦 渓太(2)

ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ ﾐｳﾗ ｹｲﾀ
 4018 髙見澤 祐生(1)  4083 島谷 泰青(2)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾕｳ ｼﾏﾔ ﾀｲｾｲ
 4015 北澤 耀(2)  4107 中條 太智(1)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾋｶﾙ ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｲﾁ
 5   3 上田第五  4676 西 俊弥(1)     55.44  5   2 軽井沢  4244 加藤 颯人(2)     55.62 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ﾆｼ ｼｭﾝﾔ ｶﾙｲｻﾞﾜ ｶﾄｳ ﾊﾔﾄ
 4675 小林 廉(2)  4248 堤 優次朗(1)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ ﾂﾂﾐ ﾕｳｼﾞﾛｳ
 4678 金子 綾斗(1)  4247 竹本 伊浬真(1)

ｶﾈｺ ｱﾔﾄ ﾀｹﾓﾄ ｲﾘﾏ
 4677 降幡 諒成(1)  4246 小林 草太(1)

ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ
 6   7 佐久東  4169 藤牧 奏夢(1)     56.68  6   7 御代田  4276 中山 雄心(1)     56.09 

ｻｸﾋｶﾞｼ ﾌｼﾞﾏｷ ｶﾅﾑ ﾐﾖﾀ ﾅｶﾔﾏ ﾕｳｼ
 4163 中島 良(2)  4273 大木 咲翔(1)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｮｳ ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ
 4166 太田 京平(2)  4272 今関 隼也(1)

ｵｵﾀ ｷｮｳﾍｲ ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ
 4170 依田 遼(1)  4277 山本 一輝(1)

ﾖﾀﾞ ﾘｮｳ ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ

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   4 小諸東  4307 榊原 歩(1)     48.82 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ 大会新
 4299 伊藤 壮一郎(1)

ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ
 4304 山本 赳瑠(1)

ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ
 4303 佐々木 隆之介(1)

ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
 2   7 浅間  4145 足立 晃悠(2)     50.75 

ｱｻﾏ ｱﾀﾞﾁ ﾃﾙﾁｶ
 4151 宮澤 健人(1)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ
 4146 佐藤 将大(2)

ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ
 4148 菊池 優介(1)

ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ
 3   6 上田第一  8812 川村 佐助(1)     51.68 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｲﾁ ｶﾜﾑﾗ ｻｽｹ
 4594 内海 亮平(2)

ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ
 8811 新井 アンジ(1)

ｱﾗｲ ｱﾝｼﾞ
 4597 古平 聖音(2)

ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｵﾄ
 4   8 東御東部  4391 安田 雄祈(1)     53.35 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ
 8772 古田 力斗(2)

ﾌﾙﾀ ﾘｷﾄ
 8778 備後 琉空(1)

ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ
 8776 楢原 累斗(2)

ﾅﾗﾊﾗ ﾙｲﾄ
 5   5 中込  4126 石井 光祐(1)     53.50 

ﾅｶｺﾞﾐ ｲｼｲ ｺｳｽｹ
 4124 髙畑 良太(1)

ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ
 4129 関口 凰雅(1)

ｾｷｸﾞﾁ ｵｳｶﾞ
 4128 由井 晴陽(1)

ﾕｲ ﾊﾙﾔ
 6   9 南牧  4013 三井 智世(2)     54.51 

ﾐﾅﾐﾏｷ ﾐﾂｲ ﾄﾓｾ
 4019 中原 龍太(1)

ﾅｶﾊﾗ ﾘｮｳﾀ
 4018 髙見澤 祐生(1)

ﾀｶﾐｻﾞﾜ ﾕｳ
 4015 北澤 耀(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾋｶﾙ
 7   2 望月  4184 山浦 雅斗(1)     54.67 

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ
 4186 小山 翔平(1)

ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ
 4185 栁澤 孔軌(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ
 4188 戸枝 篤志(1)

ﾄｴﾀﾞ ｱﾂｼ
 8   3 野沢  4101 有井 祥悟(1)     55.35 

ﾉｻﾞﾜ ｱﾘｲ ｼｮｳｺﾞ
 4088 三浦 渓太(2)

ﾐｳﾗ ｹｲﾀ
 4083 島谷 泰青(2)

ｼﾏﾔ ﾀｲｾｲ
 4107 中條 太智(1)

ﾅｶｼﾞｮｳ ﾀｲﾁ

4×100mR
決勝

1･2年男子



予選 5月26日 12:40
決勝 5月26日 15:55

大会新              44.15

[ 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   3 東御東部  8771 小林 奎斗(3)     45.57 q  1   7 浅間  4147 秋山 智行(3)     46.43 q

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ ｱｻﾏ ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ
 4399 中沢 一晴(3)  4130 古村 拓海(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾊﾙ ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ
 4401 辻浦 知主(3)  4156 飯塚 啓真(3)

ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ ｲｲﾂﾞｶ ｹｲﾏ
 8777 中澤 光希(2)  4157 鈴木 崚太(3)

ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ
 2   8 野沢  4082 佐藤 颯真(2)     47.81 q  2   6 芦原  4324 掛川 祐貴(3)     46.50 q

ﾉｻﾞﾜ ｻﾄｳ ｿｳﾏ ｱｼﾊﾗ ｶｹｶﾞﾜ ﾕｳｷ
 4077 林 亮典(3)  4323 漆原 奏哉(3)

ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ
 4085 寺尾 朝陽(2)  4325 金澤 拓夢(3)

ﾃﾗｵ ｱｻﾋ ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾑ
 4073 木内 温斗(3)  4322 柳澤 亮也(3)

ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｮｳﾔ
 3   7 上田第五  4692 滝沢 諒(3)     48.89 q  3   4 小諸東  4287 土屋 由木(3)     47.23 q

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ
 4693 土屋 海斗(3)  4296 南澤 爽太(2)

ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ
 4694 村木 竜馬(3)  4288 田崎 佑冴(3)

ﾑﾗｷ ﾘｮｳﾏ ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ
 4690 尾沼 優(3)  4292 石井 佑磨(3)

ｵﾇﾏ ﾕｳ ｲｼｲ ﾕｳﾏ
 4   6 中込  4125 戸蒔 来維(2)     49.94  4   3 望月  4181 林 樹生(3)     48.01 q

ﾅｶｺﾞﾐ ﾄﾏｷ ﾗｲ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔｼ ﾐｷｵ
 4112 間島 聖(3)  4180 中村 洋平(3)

ﾏｼﾏ ﾋｼﾞﾘ ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ
 4122 依田 真叶(2)  4183 寺島 恒輔(2)

ﾖﾀﾞ ﾏﾅﾄ ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ
 4111 小宮山 登生(3)  4182 伊藤 司騎(3)

ｺﾐﾔﾏ ﾄｳｲ ｲﾄｳ ｼｷ
 5   4 上田第四  4661 関 旭流(3)     50.31  5   8 御代田  4258 相原 碧衣(2)     48.52 q

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ｾｷ ｱｹﾙ ﾐﾖﾀ ｱｲﾊﾗ ｱｵｲ
 4646 熊谷 槍一(1)  4250 中山 雅月(3)

ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ ﾅｶﾔﾏ ｶﾂﾞｷ
 4644 北澤 直也(2)  4252 櫻井 利正(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾔ ｻｸﾗｲ ﾘｼｮｳ
 4662 箱山 昂希(3)  4257 木村 伊吹(2)

ﾊｺﾔﾏ ｱｷ ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ
 6   9 佐久穂  4033 大矢 秀明(2)     51.66  6   5 佐久東  4162 谷津 航太(2)     50.42 

ｻｸﾎ ｵｵﾔ ﾋﾃﾞｱｷ ｻｸﾋｶﾞｼ ﾔﾂ ｺｳﾀ
 4039 小金澤 淳志(2)  4160 飯田 悠誠(3)

ｺｶﾞﾈｻﾞﾜ ｱﾂｼ ｲｲﾀﾞ ﾕｳｾｲ
 4035 友野 笙太郎(2)  4168 土屋 諒平(2)

ﾄﾓﾉ ｿｳﾀﾛｳ ﾂﾁﾔ ﾘｮｳﾍｲ
 4032 市川 克大(2)  4161 渡邉 泰成(3)

ｲﾁｶﾜ ｶﾂﾋﾛ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾀｲｾｲ
 7   2 丸子北  4513 小山 洸(2)     52.78  7   2 丸子  4480 櫻井 英輝(2)     50.65 

ﾏﾙｺｷﾀ ｺﾔﾏ ﾋﾛ ﾏﾙｺ ｻｸﾗｲ ｱｲｷ
 4510 芦田 真介(2)  4481 大藪 知隼(2)

ｱｼﾀﾞ ｼﾝｽｹ ｵｵﾔﾌﾞ ﾁﾊﾔ
 4511 遠藤 光(2)  4476 中山 悠(3)

ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ ﾅｶﾔﾏ ﾕｳ
 4508 丸山 智義(3)  4475 田嶋 隼人(3)

ﾏﾙﾔﾏ ﾄﾓﾖｼ ﾀｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ
 8   5 臼田  4063 朝田 練成(3)     57.87 

ｳｽﾀﾞ ｱｻﾀﾞ ﾚﾝｾｲ
 4064 櫻井 尊(3)

ｻｸﾗｲ ﾀｹﾙ
 4061 由井 翔貴(2)

ﾕｲ ｼｮｳｷ
 4060 塩沢 豊功(1)

ｼｵｻﾞﾜ ﾋﾛﾅﾘ

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   5 東御東部  8771 小林 奎斗(3)     45.52 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ
 4399 中沢 一晴(3)

ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾊﾙ
 4401 辻浦 知主(3)

ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ
 8777 中澤 光希(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ
 2   7 芦原  4324 掛川 祐貴(3)     46.65 

ｱｼﾊﾗ ｶｹｶﾞﾜ ﾕｳｷ
 4323 漆原 奏哉(3)

ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ
 4325 金澤 拓夢(3)

ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾑ
 4322 柳澤 亮也(3)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｮｳﾔ
 3   6 小諸東  4287 土屋 由木(3)     46.81 

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ
 4296 南澤 爽太(2)

ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ
 4288 田崎 佑冴(3)

ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ
 4292 石井 佑磨(3)

ｲｼｲ ﾕｳﾏ
 4   9 望月  4181 林 樹生(3)     47.62 

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾊﾔｼ ﾐｷｵ
 4180 中村 洋平(3)

ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ
 4183 寺島 恒輔(2)

ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ
 4182 伊藤 司騎(3)

ｲﾄｳ ｼｷ
 5   8 野沢  4082 佐藤 颯真(2)     47.81 

ﾉｻﾞﾜ ｻﾄｳ ｿｳﾏ
 4077 林 亮典(3)

ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ
 4085 寺尾 朝陽(2)

ﾃﾗｵ ｱｻﾋ
 4073 木内 温斗(3)

ｷｳﾁ ﾊﾙﾄ
 6   2 御代田  4258 相原 碧衣(2)     48.80 

ﾐﾖﾀ ｱｲﾊﾗ ｱｵｲ
 4250 中山 雅月(3)

ﾅｶﾔﾏ ｶﾂﾞｷ
 4252 櫻井 利正(3)

ｻｸﾗｲ ﾘｼｮｳ
 4257 木村 伊吹(2)

ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ
 7   3 上田第五  4692 滝沢 諒(3)     48.87 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳ
 4693 土屋 海斗(3)

ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ
 4694 村木 竜馬(3)

ﾑﾗｷ ﾘｮｳﾏ
 4690 尾沼 優(3)

ｵﾇﾏ ﾕｳ
 8   4 浅間  4147 秋山 智行(3)     50.39 

ｱｻﾏ ｱｷﾔﾏ ﾄﾓﾕｷ
 4130 古村 拓海(2)

ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ
 4156 飯塚 啓真(3)

ｲｲﾂﾞｶ ｹｲﾏ
 4157 鈴木 崚太(3)

ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ

4×100mR
決勝

共通男子



決勝 5月26日  9:30

大会新               1.91

1m71
関戸 勝琉(3) - - - O O O O O XO O
ｾｷﾄﾞ ｽｸﾞﾙ 野沢 XXX
林 樹生(3) - O O O XXX
ﾊﾔｼ ﾐｷｵ 望月
古平 聖音(2) O O O O XXX
ｺﾀﾞｲﾗ ﾐｵﾄ 上田第一
寺島 恒輔(2) O O XO XXX
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 望月
市村 優空(1) 欠場
ｲﾁﾑﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 軽井沢

氏  名 所属名
1m25 1m30 1m45 1m50 1m55 1m60

共通男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
1m65 1m68

記録 備考

1 5  4074
 1.68

1m35 1m40

2 1  4181
 1.40

2 4  4597
 1.40

4 3  4183
 1.35

2  4249



決勝 5月26日 10:00

大会新               3.90

2m40 2m50 2m60 2m70 2m80 2m90 3m00 3m10 3m20
山浦 聖(3) - - - - - - O - - -
ﾔﾏｳﾗ ｼｮｳ 上田第一 - O O O O O O O XXX
今野 駿太(3) - - - - O - - - - -
ｺﾝﾉ ｼｭﾝﾀ 軽井沢 O O O O XXO O XXX
染野 才輝(3) - - - - - - O - - -
ｿﾒﾉ ｻｲｷ 上田第一 O XO XO XXO XXX
村木 竜馬(3) - - - - - - O O O O
ﾑﾗｷ ﾘｮｳﾏ 上田第五 XO O XXX
菊池 将矢(2) - - - - O O XXX
ｷｸﾁ ｼｮｳﾔ 上田第一
北村 櫂(1) XXX 記録なし
ｷﾀﾑﾗ ｶｲ 上田第五

氏  名 所属名
1m40 1m50 1m80 1m90 2m00 2m10

共通男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ
2m20 2m30

記録 備考

1 6  4592
 3.10

1m60 1m70

 4598
 1.90

2 5  4240
 2.90

3 4  4591
 2.70

1  4679

4 3  4694
 2.50

5 2



決勝 5月26日 13:00

大会新               5.63

小林 碧空(1)   5.20   4.80    -   4.87   5.15   5.08    5.20 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月    0.0   -0.2   -1.6   +1.2   -0.1     0.0
佐々木 隆之介(1)   4.71   4.73   4.67   5.01    X   4.77    5.01 
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 小諸東   +1.6   -3.4   -0.7   +0.6   -1.3    +0.6
西 俊弥(1)   4.45   4.19   4.22   4.39   3.81   4.12    4.45 
ﾆｼ ｼｭﾝﾔ 上田第五   +1.4   -0.2   +1.1   +0.3   -0.1   -1.3    +1.4
山浦 悠大(1)   4.34   4.08   3.80   3.77    X   4.14    4.34 
ﾔﾏｳﾗ ﾕｳﾀﾞｲ 小諸東   -1.5   -1.2   -2.3   -3.6   -1.0    -1.5
坂口 和音(1)   3.79   4.12   3.85   4.14   4.33   3.78    4.33 
ｻｶｸﾞﾁ ｶｽﾞﾄ 上田第一   -1.5   -1.5   +1.3   -0.8   -2.2   +0.1    -2.2
櫻井 絢悠(1)   4.08    X   4.25   4.32    X   4.11    4.32 
ｻｸﾗｲ ｹﾝﾕｳ 野沢   -3.2   +2.3   -0.9   -1.5    -0.9
今井 元希(1)    X   4.04   4.32   4.24   4.15   4.14    4.32 
ｲﾏｲ ｹﾞﾝｷ 南牧   -1.4   -2.5   -0.7   -0.1   -0.3    -2.5
上原 萌聖(1)   3.62   3.97   4.14   4.12   4.25   3.85    4.25 
ｳｴﾊﾗ ﾎｳｾｲ 依田窪南部   -0.2   -3.5   -3.4    0.0   -1.2   -0.9    -1.2
小須田 大(1)   3.84   3.71   3.97    3.97 
ｺｽﾀﾞ ﾋﾛ 中込   -0.7   -0.7   -0.2    -0.2
小林 誠史(1)   3.97    X   3.37    3.97 
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ 真田   -0.8   +0.1    -0.8
戸枝 篤志(1)    X   3.61   3.91    3.91 
ﾄｴﾀﾞ ｱﾂｼ 望月   -1.8   -1.3    -1.3
山本 一輝(1)   3.84    X   3.73    3.84 
ﾔﾏﾓﾄ ｶｽﾞｷ 御代田   -0.4   -0.3    -0.4
柳澤 透偉(1)   3.58    X   3.70    3.70 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｳｲ 浅間   -0.7   -0.3    -0.3
竹本 伊浬真(1)   3.46   3.51   3.57    3.57 
ﾀｹﾓﾄ ｲﾘﾏ 軽井沢   -0.7   -1.0   -2.2    -2.2
畠山 慎吾(1)   3.03    X   2.70    3.03 
ﾊﾀｹﾔﾏ ｼﾝｺﾞ 御代田   -1.8   -1.2    -1.8

1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 15  4187

2 14  4303

3 4  4676

4 12  4301

5 13  8810

6 6  4106

7 7  4017

8 8  4525

9 10  4127

10 5  4426

11 9  4188

12 1  4277

15 3  4274

13 2  4152

14 11  4247



決勝 5月26日  9:40

大会新               6.32

林 亮典(3)   6.13   6.01   6.09    X   6.26    X    6.26 
ﾊﾔｼ ﾘｮｳｽｹ 野沢   -0.2   +0.1   +0.3   +1.2    +1.2
伊藤 司騎(3)   5.88    X   5.95   5.70   5.98    X    5.98 
ｲﾄｳ ｼｷ 望月   +0.9   +0.5   +0.9   +0.9    +0.9
中村 洋平(3)    X    X   5.47   5.88   5.97   3.88    5.97 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 望月   +0.8   +2.1   +0.2   +1.6    +0.2
辻浦 知主(3)   5.59   5.58   5.71   5.76   5.62   5.70    5.76 
ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 東御東部   +0.9   +0.9   +0.5   +1.6   +1.6   -0.8    +1.6
田崎 佑冴(3)   5.67    X   5.59   5.47   5.60   5.59    5.67 
ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 小諸東   +1.0   +0.2   +1.4   +1.6   -0.7    +1.0
木村 伊吹(2)   5.30   5.56   4.14   5.47   5.43   5.59    5.59 
ｷﾑﾗ ｲﾌﾞｷ 御代田   +1.0   +1.7   +0.2   +1.7   +1.6   +0.8    +0.8
南澤 爽太(2)   5.37   3.66   5.51   5.59   5.50   5.55    5.59 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 小諸東   +1.1   +0.1   +1.1   +1.2   +2.5   +1.3    +1.2
佐藤 将大(2)   4.96   5.08   5.08   5.17    X   5.24    5.24 
ｻﾄｳ ﾏｻﾋﾛ 浅間   +0.3   +0.6   +0.1   +1.2   +0.5    +0.5
高根 大樹(3)   4.87   5.05    X    5.05 
ﾀｶﾈ ﾀﾞｲｷ 浅間   +1.3   +1.1    +1.1
大藪 知隼(2)   4.69   4.80   4.99    4.99 
ｵｵﾔﾌﾞ ﾁﾊﾔ 丸子   -0.7   +0.8   +1.5    +1.5
島谷 泰青(2)   3.96    X   4.56    4.56 
ｼﾏﾔ ﾀｲｾｲ 野沢   -0.3   +0.6    +0.6
小林 廉(2)    X   4.49   4.49    4.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 上田第五   +1.3   +1.1    +1.3
外山 湧吏(2)   4.37   4.10   4.19    4.37 
ﾄﾔﾏ ﾕｳﾘ 南牧   +1.5   +0.1   +0.3    +1.5
徳嶽 温仁(2)   4.30   4.36   4.29    4.36 
ﾄｸﾀｹ ﾊﾙﾄ 上田第一   +1.6   +1.2   +0.4    +1.2
遠藤 光(2)   4.01    X   3.80    4.01 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾋｶﾙ 丸子北   +1.6   +0.8    +1.6
生島 寛人(2)   3.42   3.76   3.66    3.76 
ｵｼﾞ ﾏﾋﾛﾄ 佐久東   +0.6   -0.2   +0.1    -0.2

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 16  4077

2 15  4182

3 13  4180

4 14  4401

5 12  4288

6 11  4257

7 10  4296

8 7  4146

9 9  4158

10 6  4481

11 2  4083

12 4  4675

13 3  4016

14 8  4595

15 5  4511

16 1  4167



決勝 5月26日 14:30

大会新              12.29

木藤 海琉(2)
ｷﾄﾞｳ ｶｲﾙ 芦原
鈴木 崚太(3)
ｽｽﾞｷ ﾘｮｳﾀ 浅間
北澤 直也(2)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 上田第四
本木 快渡(3)
ﾓﾄｷ ｶｲﾄ 上田第四
谷津 航太(2)
ﾔﾂ ｺｳﾀ 佐久東
黒岩 一城(2)
ｸﾛｲﾜ ｶｽﾞｷ 御代田
塩川 築(3)
ｼｵｶﾜ ｷｽﾞｸ 小諸東
渡辺 湧真(2)
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾕｳﾏ 中込
小林 一成(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｲｯｾｲ 浅間
菊池 拓斗(2)
ｷｸﾁ ﾀｸﾄ 南牧
倉沢 昂希(2)
ｸﾗｻﾜ ｺｳｷ 丸子北
別府 颯空(1)
ﾍﾞｯﾌﾟ ﾘｭｳｸ 東御東部
手塚 嵐太(2)
ﾃｽﾞｶ ﾗﾝﾀ 小諸東
鷹野 羽也斗(3)
ﾀｶﾉ ﾊﾔﾄ 野沢
小林 珀琢(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｸ 中込

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 15  4310

 8.88 10.11 10.70 10.36  9.96 11.14  11.14 

2 14  4157
 9.79  9.41  9.84 10.12 10.95 10.38  10.95 

3 13  4644
  X  9.53  9.16  9.52  9.39  9.19   9.53 

4 11  4663
 7.95  7.87  7.87  7.74  7.93  8.10   8.10 

5 10  4162
 7.87  7.04  7.84  7.58  7.64  7.98   7.98 

6 7  4259
 7.24  6.96  7.33  7.03  7.17  7.34   7.34 

7 9  4297
 7.24  6.85  7.14  6.42  6.34  6.73   7.24 

8 12  4123
 6.64  6.23  6.62  6.99  7.07  6.95   7.07 

9 6  4139
 6.51  6.03  6.30   6.51 

10 8  4014
 5.56  5.66  5.53   5.66 

11 3  4512
 5.19  5.59  5.65   5.65 

12 2  8779
 5.06  4.74  5.47   5.47 

13 1  4293
 4.88  4.80  5.27   5.27 

14 5  4075
 4.92   X  4.69

15 4  4110
 4.48  4.71  4.84   4.84 

  4.92 



P

期日平成30年5月26日(土曜) 審判長

陸協名　　長野
ｺｰﾄﾞ 2 0 1 8 1 7 4 0 0 1

記録主任

1 7 2 0 6 0
記録員

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

（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 細田　紀一

競 技 会 名
第57回県中総体夏季大会東信予選会 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

競 技 場 名
佐久総合運動公園陸上競技場

ナンバー 4693 4594 4325 4692 4593 4596 4064

競技者名（生年） 土屋 海斗 内海 亮平 金澤 拓夢 滝沢 諒 新井 翔太 井尻 晴登 櫻井 尊

都道府県・所属・学年 上田第五 上田第一 芦原 上田第五 上田第一 上田第一 臼田

第

１

日

種

目

１１０ｍＨ
15.59 780 15.68 769 18.69 460 18.46 481 19.80 365 DQ 0 23.91 107

1.1 大会新 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

砲丸投
10.64 524 8.80 414 9.86 477 7.74 351 6.18 259 6.86 299 7.09 313

1,304 1,183 937 832 624 299 420

走高跳
1.81 636 1.66 512 1.50 389 1.50 389 1.30 250 1.30 250 1.40 317

1,940 1,695 1,326 1,221 874 549 737

４００ｍ
57.53 501 61.47 365 58.96 449 60.36 401 67.59 192 61.59 361 69.37 151

2,441 2,060 1,775 1,622 1,066 910 888

第　１　日 2,441 2,060 1,775 1,622 1,066 910 888

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
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