
大会コード 22170706

： 2022年9月4日(日)
： 菅平高原スポーツランド陸上競技場（コード173080 ） 
： 上田市　上田市教育委員会

(一財）上田市スポーツ協会　　上田市陸上競技協会
上田市陸上競技協会

： 杉崎　憲雄
： 小林　高茂　　　細田　和生
： 細田　和生　
： 横沢　和樹

■この大会で樹立された記録

ジャベリックボール投  小野澤 比奈矢 軽井沢A&AC 

■グラウンドコンディション

■失格の略号の説明 ■フィールド競技における記号の説明
不正スタート (R162-7) 成功・有効試技 
他の競技者を妨害した (R163-2) (走高跳・棒高跳)
他のレーンに入った (R163-3a) 失敗・無効試技
縁石のうえ、内側ライン上またはその内側を走った (R163-3b) パス
ブレイクライン手前でレーンを離れ内側に入った (R163-5) 試合放棄
競技者がトラックから勝手に離脱した (R163-6)
ハードルを越えなかった (R168-7)
足又は脚がハードルをはみ出してバーの高さより低い位置を通った (R168-7a)
故意にハードルを倒した (R168-7b)
リレーでテイク・オーバーゾーン内でバトンパスが完了しなかった (R170-7)
()内は区間を表す　 (1-2) :1走→2走  (2-3) :2走→3走  (3-4): 3走→4走

R1

T4 ｒ
T5
T6
T7
T8

FS 〇
T1
T2 ✖
T3 －

12:00 晴れ 南南東 0.9 22.3 72.3
11:00 晴れ 南 1.7 20.9 77.6

14:00 晴れ 南南東 1.5 23.7 69.010:00 晴れ 南南東 1.2 21.5 77.3
13:00 晴れ 南東 1.3 22.4 70.909:30 晴れ 東南東 1.5 19.7 83.5
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9/04 決勝 50.15 県小新女  49.71 
日付 男女 種目 ﾗｳﾝﾄﾞ 記録 氏名(学年) 所属 従来の記録 備考



第28回上田陸上カーニバル ﾄﾗｯｸ審判長 細田　和生

跳躍審判長 細田　和生
投てき審判長 細田　和生

【開催日】 2022年9月4日 記録主任 横沢　和樹

【主催団体】 上田市　上田市教育委員会　上田市スポーツ協会　 決勝記録一覧表
男  子 【競技場】 菅平高原スポーツランド

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

 9/ 4 小学男子1年  +3.6 青木 結帆(1) 11.82 樋口 直樹(1) 12.70

60m 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
 9/ 4 小学男子2年  +2.7 荒井 琉威(2) 10.36 中澤 広翔(2) 10.97 堀 玲音(2) 11.00 古市 滉真(2) 11.10

60m 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 塩尻小 真田陸上教室 真田陸上教室
 9/ 4 小学男子3年  +1.6 宮原 海翔(3) 9.41 櫻井 晴真(3) 9.83 茂原 玄彗(3) 9.85

60m 和小 真田陸上教室 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
 9/ 4 小学男子4年 佐野 伸飛(4) 15.27 小松 武知(4) 15.70 今井 晴太(4) 16.72 長 賢飛(4) 16.91 押森 護(4) 17.06 三井 優空(4) 17.38 三井 奏和(4) 17.81 柳澤 珀鷹(4) 17.87

100m 東御市陸上教室 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 真田陸上教室 真田陸上教室 真田陸上教室 真田陸上教室 真田陸上教室
 9/ 4 小学男子5年 佐藤 秀瑚(5) 13.46 櫻井 結人(5) 15.28 赤尾 海斗(5) 15.54 松尾 颯大(5) 16.07 高野 快(5) 16.29 小山 暖太(5) 真田ｸﾗﾌﾞ 16.41 倉島 康輔(5) 17.03

100m 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 真田陸上教室 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 真田陸上教室 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 池田 煌世(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 真田陸上教室
宮坂 阿覧(5)
真田陸上教室

 9/ 4 小学男子6年 長峰 和真(6) 13.55 佐藤 徠夢(6) 13.93 大森 俊太朗(6) 13.98 古田 唯蕗(6) 14.88 田畑 亮介(6) 15.46 山口 柊(6) 15.65 齊藤 佑樹(6) 15.90 牧内 大河(6) 16.21
100m 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 軽井沢A&AC 真田ｸﾗﾌﾞ 真田ｸﾗﾌﾞ 真田陸上教室 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 真田陸上教室

 9/ 4 小学男子低学 田畑 修平(3) 3:51.42 大塚 傑(3) 3:57.68 北田 想(2) 4:01.67 佐藤 湊(3) 4:08.91 宮下 夢翔(3) 4:12.73 碓氷 結星(2) 4:15.81 滝澤 幸輝(2) 4:25.58 小山 真侑(2) 4:25.99
1000m 真田ｸﾗﾌﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 腰越JSC 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 腰越JSC 真田ｸﾗﾌﾞ

 9/ 4 小学男子高学 田畑 亮介(6) 3:27.32 中嶋 爽(6) 3:32.78 橋詰 碧斗(5) 3:32.96 斉藤 空澄(5) 3:34.74 須山 樹(5) 3:37.05 横沢 星弥(4) 3:37.78 赤尾 海斗(5) 3:41.14 池田 煌世(5) 3:55.84
1000m 真田ｸﾗﾌﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 真田ｸﾗﾌﾞ 真田陸上教室 真田ｸﾗﾌﾞ 真田ｸﾗﾌﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 9/ 4 佐藤 秀瑚(5) 4.66(+2.4) 大森 俊太朗(6) 4.45(+2.5) 長峰 和真(6) 4.33(+1.2) 佐藤 徠夢(6) 4.19(+0.6) 中嶋 爽(6) 3.94(+0.3) 高野 快(5) 3.43(+0.1) 松尾 颯大(5) 3.31(+1.5) 滝澤 岬(6) 3.27(+1.3)
走幅跳 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 軽井沢A&AC 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 真田陸上教室 望月AC

 9/ 4 齊藤 佑樹(6) 36.86 櫻井 結人(5) 36.82 佐野 伸飛(4) 31.54 樋口 恵太(5) 30.98 斉藤 空澄(5) 30.63 小林 隼翔(4) 29.83 小松 武知(4) 29.18 倉島 康輔(5) 28.80
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 真田陸上教室 東御市陸上教室 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 真田陸上教室 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 真田陸上教室

 9/ 4 中学男子 竹内 一真(3) 11.45 山浦 珠宇(3) 11.63 山浦 伸太郎(2) 11.91 櫻井 滉大(2) 12.15 平間 旭(2) 軽井沢中 12.27 倉島 葵斗(1) 12.31 鮎澤 諒(1) 12.59
100m 東御東部中 望月AC 東御東部中 東御東部中 小林 美海(3) 望月AC 東御東部中 上田四中

 9/ 4 黒木 玲雄(1) 4:33.28 清水 颯太(2) 4:34.23 諸山 琉生(3) 4:37.29 増田 大誠(1) 4:52.40 竜野 誠一郎(2) 4:56.20 黒木 勇翔(3) 5:02.48 平林 玄大(1) 5:07.20 荻原 蓮(3) 5:12.84
1500m 真田ｸﾗﾌﾞ 上田第五中 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 真田ｸﾗﾌﾞ 上田第五中 真田ｸﾗﾌﾞ 真田ｸﾗﾌﾞ 真田ｸﾗﾌﾞ

 9/ 4 田島 一輝(3) 5.77(+1.5) 橋詰 蓮平(2) 5.52(+1.5) 清野 侑弘(3) 5.41(+1.5) 須田 岳琉(2) 5.33(+1.2) 宮下 徹久(2) 5.16(+1.7) 伊東 吾郎(2) 4.94(+2.3) 山浦 英純(1) 4.93(+1.6) 宇都宮 蓮(1) 4.50(+2.0)
走幅跳 望月AC 野沢中 望月AC 野沢中 上田第五中 上田第五中 野沢中 軽井沢中

 9/ 4 北澤 鉄斗(2) 7.30 西川 大観(2) 6.99
砲丸投(5.000kg) 丸子北中 上田第五中

 9/ 4 東御東部中       47.12 望月AC(A)       47.37 野沢中       50.49 丸子北中       51.79 上田第五中       52.48 望月AC(B)       54.37
4×100m 山浦 伸太郎(2) 田島 一輝(3) 中島 翔生(1) 中島 漸(2) 尾和 昊志朗(2) 髙橋 侑悟(1)

小須田 翔太郎(2) 山浦 珠宇(3) 橋詰 蓮平(2) 林 雅功(2) 柳澤 旺我(2) 柳澤 雄飛(1)
荻原 優(2) 清野 侑弘(3) 山浦 英純(1) 北澤 鉄斗(2) 六川 新太(2) 清野 兼宥(1)
櫻井 滉大(2) 小林 美海(3) 須田 岳琉(2) 掛川 征恭(2) 柄澤 洸志(2) 寺澤 柊羽(1)

 9/ 4 男子 小林 暉弥(2) 11.31 森 暖向太(2) 11.46 宮澤 健人(2) 11.70 熊谷 槍一(2) 11.82 西田  陸人(2) 12.03 上原 萌聖(2) 12.40 武田 大輔(1) 12.68 竹花 朔亜(1) 13.86
100m 上田高 上田千曲高 上田高 上田染谷丘 上田千曲高 上田高 上田高 上田高

 9/ 4 山下  千颯(2) 4:31.89 中山 旺星(1) 4:34.32 安本  桜太郎(2) 4:48.50 高橋 渉(1) 4:53.08 川俣隼也 5:00.73 竹内 志暢 5:05.55 横尾  悠翔(1) 5:15.51
1500m 上田千曲高 上田千曲高 上田千曲高 上田高 佐久市陸協 腰越JSC 上田千曲高

 9/ 4 西田  陸人(2) 5.90(+2.1) 上原 萌聖(2) 4.77(+1.6)
走幅跳 上田千曲高 上田高

 9/ 4 上田千曲高       46.28 上田染谷丘       47.41
4×100m 安本  桜太郎(2) 田中 粋(1)

森 暖向太(2) 熊谷 槍一(2)
西田  陸人(2) 白井 充大(2)
山下  千颯(2) 鈴木 洸成(1)



第28回上田陸上カーニバル ﾄﾗｯｸ審判長 細田　和生

跳躍審判長 細田　和生
投てき審判長 細田　和生

【開催日】 2022年9月4日 記録主任 横沢　和樹

決勝記録一覧表
男  子 / 女  子 【競技場】 菅平高原スポーツランド

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

 9/ 4 低学年混合 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)     1:09.89 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)     1:13.30 真田陸上教室(A)     1:14.30 真田ｸﾗﾌﾞ(C)     1:14.69 真田陸上教室(B)     1:19.19
4×100m 樋口 琴美(3) 齊藤 星月(1) 荻原 明香里(2) 成澤 里乃(3) 堀 玲音(2)

菊原 唯月(3) 山口 優那(2) 古市 滉真(2) 田畑 修平(3) 横沢 こはる(2)
大塚 傑(3) 北田 想(2) 松尾 華歩(2) 池田 桃子(2) 櫻井 芽依(1)
茂原 玄彗(3) 荒井 琉威(2) 櫻井 晴真(3) 小山 真侑(2) 堀内 遥陽(3)

 9/ 4 高学年混合 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)       56.50 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(C)       56.74 真田ｸﾗﾌﾞ(A)     1:01.63 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)     1:02.20 真田陸上教室(A)     1:02.30 真田陸上教室(B)     1:02.39 真田ｸﾗﾌﾞ(B)     1:04.77 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(D)     1:04.98
4×100m 小松 乙都(6) 赤尾 海斗(5) 成澤 沙喜(5) 齊藤 佑樹(6) 山口 柊(6) 牧内 大河(6) 須山 樹(5) 神子澤 凛(4)

荒井 結愛(6) 角田 桜子(5) 田畑 亮介(6) 碓氷 桐榎(6) 若林 千紗(6) 戸兵 心瞳(6) 黒木 愛叶(5) 大久保 明凛(5)
佐藤 徠夢(6) 栁澤 妃菜(5) 帯刀 晶(6) 小林 結乃(6) 朝倉 こと子(6) 伊東 ほの香(6) 関 紘沙(5) 池田 煌世(5)
長峰 和真(6) 佐藤 秀瑚(5) 古田 唯蕗(6) 中嶋 爽(6) 櫻井 結人(5) 松尾 颯大(5) 橋詰 碧斗(5) 高野 快(5)

【主催団体】 上田市　上田市教育委員会　上田市スポーツ協会　



決勝 9月4日 14:00

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 上田千曲高  1863 安本  桜太郎(2)     46.28 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ﾔｽﾓﾄ  ｵｳﾀﾛｳ
 1864 森 暖向太(2)

ﾓﾘ  ﾋﾅﾀ
 1861 西田  陸人(2)

ﾆｼﾀ    ﾘｸﾄ
 1866 山下  千颯(2)

ﾔﾏｼﾀ  ﾁﾊﾔ
 2   4 上田染谷丘  1831 田中 粋(1)     47.41 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ﾀﾅｶ ｽｲ
 1859 熊谷 槍一(2)

ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ
 1860 白井 充大(2)

ｼﾗｲ ﾐﾋﾛ
 1832 鈴木 洸成(1)

ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ
    3 上田高      

ｳｴﾀﾞｺｳ DNS

男子

4×100m

決勝



決勝 9月4日 13:55

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   3 東御東部中  4405 山浦 伸太郎(2)     47.12 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞﾁｭｳ ﾔﾏｳﾗ ｼﾝﾀﾛｳ
 4410 小須田 翔太郎(2)

ｺｽﾀﾞ ｼｮｳﾀﾛｳ
 4418 荻原 優(2)

ｵｷﾞﾜﾗ ﾕｳ
 4402 櫻井 滉大(2)

ｻｸﾗｲ ｺｳﾀ
 2   4 望月AC(A)  4190 田島 一輝(3)     47.37 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ
 4192 山浦 珠宇(3)

ﾔﾏｳﾗ ｼｭｳ
 4191 清野 侑弘(3)

ｷﾖﾉ ﾕﾋﾛ
 4189 小林 美海(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ
 3   2 野沢中  4093 中島 翔生(1)     50.49 

ﾉｻﾞﾜﾁｭｳ ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲ
 4088 橋詰 蓮平(2)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ
 4092 山浦 英純(1)

ﾔﾏｳﾗ ｴｲｼﾞｭﾝ
 4089 須田 岳琉(2)

ｽﾀﾞ ﾀｹﾙ
 4   5 丸子北中  4496 中島 漸(2)     51.79 

ﾏﾙｺｷﾀﾁｭｳ ﾅｶｼﾞﾏ ｾﾞﾝ
 4497 林 雅功(2)

ﾊﾔｼ ｶﾞｸ
 4495 北澤 鉄斗(2)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾃﾂﾄ
 4493 掛川 征恭(2)

ｶｹｶﾞﾜ ﾏｻﾔｽ
 5   7 上田第五中  4683 尾和 昊志朗(2)     52.48 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳ ｵﾜ ｺｳｼﾛｳ
 4699 柳澤 旺我(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｵｳｶﾞ
 4698 六川 新太(2)

ﾛｸｶﾞﾜ ｱﾗﾀ
 4684 柄澤 洸志(2)

ｶﾗｻﾜ ｺｳｼ
 6   6 望月AC(B)  4184 髙橋 侑悟(1)     54.37 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ
 4183 柳澤 雄飛(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ
 4185 清野 兼宥(1)

ｷﾖﾉ ｹﾝｳ
 4186 寺澤 柊羽(1)

ﾃﾗｻﾜ ﾄｳﾜ

中学男子

4×100m

決勝



決勝 9月4日 13:30

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   2 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)    27 樋口 琴美(3)   1:09.89 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ ﾋｸﾞﾁ ｺﾄﾐ
   14 菊原 唯月(3)

ｷｸﾊﾗ ﾕﾂﾞｷ
   22 大塚 傑(3)

ｵｵﾂｶ ｽｸﾞﾙ
   32 茂原 玄彗(3)

ｼｹﾞﾊﾗ ｹﾞﾝｽｲ
 2   6 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)    29 齊藤 星月(1)   1:13.30 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ ｻｲﾄｳ ﾙﾅ
   18 山口 優那(2)

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾕｳﾅ
   31 北田 想(2)

ｷﾀﾀﾞ ｿｳ
   10 荒井 琉威(2)

ｱﾗｲ ﾙｲ
 3   3 真田陸上教室(A   52 荻原 明香里(2)   1:14.30 

ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ｵｷﾞﾜﾗ ｱｶﾘ
   57 古市 滉真(2)

ﾌﾙｲﾁ ｱｷﾏｻ
   63 松尾 華歩(2)

ﾏﾂｵ ｶﾎ
   75 櫻井 晴真(3)

ｻｸﾗｲ ﾊﾙﾏ
 4   4 真田ｸﾗﾌﾞ(C)    41 成澤 里乃(3)   1:14.69 

ｻﾅﾀﾞｸﾗﾌﾞ ﾅﾙｻﾜ ﾘﾉ
   48 田畑 修平(3)

ﾀﾊﾞﾀ ｼｭｳﾍｲ
   43 池田 桃子(2)

ｲｹﾀﾞ ﾓﾓｺ
   40 小山 真侑(2)

ｺﾔﾏ ﾏｻﾕｷ
 5   5 真田陸上教室(B   71 堀 玲音(2)   1:19.19 

ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ﾎﾘ ﾚｵ
   51 横沢 こはる(2)

ﾖｺｻﾜ ｺﾊﾙ
   77 櫻井 芽依(1)

ｻｸﾗｲ ﾒｲ
   70 堀内 遥陽(3)

ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙﾋ

低学年混合

4×100m

決勝



決勝 9月4日 13:40

[ 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 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(C)    21 赤尾 海斗(5)     56.74  1   2 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)    19 小松 乙都(6)     56.50 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ ｱｶｵ ｶｲﾄ ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ ｺﾏﾂ ｵﾄ
   13 角田 桜子(5)    15 荒井 結愛(6)

ﾂﾉﾀﾞ ｻｸﾗｺ ｱﾗｲ ﾕｱ
   31 栁澤 妃菜(5)    16 佐藤 徠夢(6)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾋﾅ ｻﾄｳ ﾗｲﾑ
   13 佐藤 秀瑚(5)    26 長峰 和真(6)

ｻﾄｳ ｼｭｳｺﾞ ﾅｶﾞﾐﾈ ｶｽﾞﾏ
 2   3 真田陸上教室(A)   61 山口 柊(6)   1:02.30  2   6 真田ｸﾗﾌﾞ(A)    40 成澤 沙喜(5)   1:01.63 

ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳ ｻﾅﾀﾞｸﾗﾌﾞ ﾅﾙｻﾜ ｻｷ
   61 若林 千紗(6)    49 田畑 亮介(6)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾁｻ ﾀﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ
   67 朝倉 こと子(6)    42 帯刀 晶(6)

ｱｻｸﾗ ｺﾄｺ ｵﾋﾞﾅﾀ ｱｷ
   74 櫻井 結人(5)    37 古田 唯蕗(6)

ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ ﾌﾙﾀ ｲﾌﾞｷ
 3   6 真田ｸﾗﾌﾞ(B)    43 須山 樹(5)   1:04.77  3   4 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)    33 齊藤 佑樹(6)   1:02.20 

ｻﾅﾀﾞｸﾗﾌﾞ ｽﾔﾏ ｲﾂｷ ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ
   36 黒木 愛叶(5)    12 碓氷 桐榎(6)

ｸﾛｷ ｱｲｶ ｳｽｲ ｷﾘｶ
   33 関 紘沙(5)    20 小林 結乃(6)

ｾｷ ﾋﾛｻ ｺﾊﾞﾔｼ ﾕﾉ
   36 橋詰 碧斗(5)    25 中嶋 爽(6)

ﾊｼｽﾞﾒ ｱｵﾄ ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳ
 4   4 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(D)    21 神子澤 凛(4)   1:04.98  4   7 真田陸上教室(B)    69 牧内 大河(6)   1:02.39 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑ ｶﾐｺｻﾞﾜ ﾘﾝ ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ﾏｷｳﾁ ﾀｲｶﾞ
   23 大久保 明凛(5)    54 戸兵 心瞳(6)

ｵｵｸﾎﾞ ｱｶﾘ ﾄﾋｮｳ ｺｺﾐ
   23 池田 煌世(5)    48 伊東 ほの香(6)

ｲｹﾀﾞ ｺｳｾｲ ｲﾄｳ ﾎﾉｶ
   11 高野 快(5)    63 松尾 颯大(5)

ﾀｶﾉ ｶｲ ﾏﾂｵ ﾊﾔﾀ
 5   7 真田陸上教室(C)   73 柳沢 華菜(6)   1:10.10  5   3 真田陸上教室(D)    59 山口 紗和(4)   1:09.44 

ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶﾅ ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ﾔﾏｸﾞﾁ ｻﾜ
   52 押森 謙(6)    56 佐藤 心陽(4)

ｵｼﾓﾘ ﾕｽﾞﾙ ｻﾄｳ ｺﾊﾙ
   53 押森 護(4)    50 阿部 一季(5)

ｵｼﾓﾘ ﾏﾓﾙ ｱﾍﾞ ｲﾂｷ
   58 山宮 里実(5)    64 斉藤 空澄(5)

ﾔﾏﾐﾔ ｻﾄﾐ ｻｲﾄｳ ｿﾗﾄ
 6   5 真田陸上教室(E)   72 柳澤 珀鷹(4)   1:11.06  6   5 真田陸上教室(F)    76 両角 美琴(5)   1:11.67 

ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊｸﾀｶ ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂ ﾓﾛｽﾞﾐ ﾐｺﾄ
   53 宮入 祥香(4)    65 杉山 咲和(4)

ﾐﾔｲﾘ ｻﾁｶ ｽｷﾞﾔﾏ ｻﾜ
   62 若林 虹心(4)    51 永井 汰玖(4)

ﾜｶﾊﾞﾔｼ ﾆｺ ﾅｶﾞｲ ﾀｸ
   59 三井 奏和(4)    67 長 賢飛(4)

ﾐﾂｲ ｿｳﾜ ﾁｮｳ ｹﾝﾄ

高学年混合

4×100m

決勝



   1 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)     56.50 小松 乙都(6) 荒井 結愛(6) 佐藤 徠夢(6) 長峰 和真(6)   2   1
   2 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(C)     56.74 赤尾 海斗(5) 角田 桜子(5) 栁澤 妃菜(5) 佐藤 秀瑚(5)   1   1
   3 真田ｸﾗﾌﾞ(A)   1:01.63 成澤 沙喜(5) 田畑 亮介(6) 帯刀 晶(6) 古田 唯蕗(6)   2   2
   4 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)   1:02.20 齊藤 佑樹(6) 碓氷 桐榎(6) 小林 結乃(6) 中嶋 爽(6)   2   3
   5 真田陸上教室(A)   1:02.30 山口 柊(6) 若林 千紗(6) 朝倉 こと子(6) 櫻井 結人(5)   1   2
   6 真田陸上教室(B)   1:02.39 牧内 大河(6) 戸兵 心瞳(6) 伊東 ほの香(6) 松尾 颯大(5)   2   4
   7 真田ｸﾗﾌﾞ(B)   1:04.77 須山 樹(5) 黒木 愛叶(5) 関 紘沙(5) 橋詰 碧斗(5)   1   3
   8 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(D)   1:04.98 神子澤 凛(4) 大久保 明凛(5) 池田 煌世(5) 高野 快(5)   1   4
   9 真田陸上教室(D)   1:09.44 山口 紗和(4) 佐藤 心陽(4) 阿部 一季(5) 斉藤 空澄(5)   2   5
  10 真田陸上教室(C)   1:10.10 柳沢 華菜(6) 押森 謙(6) 押森 護(4) 山宮 里実(5)   1   5
  11 真田陸上教室(E)   1:11.06 柳澤 珀鷹(4) 宮入 祥香(4) 若林 虹心(4) 三井 奏和(4)   1   6
  12 真田陸上教室(F)   1:11.67 両角 美琴(5) 杉山 咲和(4) 永井 汰玖(4) 長 賢飛(4)   2   6

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録

高学年混合

4×100m

組 順位備考 ｵｰﾀﾞｰ1 ｵｰﾀﾞｰ2 ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4



決勝 9月4日 11:00

 ３回の
 最高記録

北澤 鉄斗(2)
ｷﾀｻﾞﾜ ﾃﾂﾄ 丸子北中
西川 大観(2)
ﾆｼｶﾜ ﾀｲｶﾝ 上田第五中

2 2  4677
  6.99   6.71      6.99 

  7.10    7.30            7.30 

  6.99    6.99       

1 1  4495
  7.12   7.30

中学男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

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



決勝 9月4日  9:30

 ３回の
 最高記録

齊藤 佑樹(6)
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
櫻井 結人(5)
ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ 真田陸上教室
佐野 伸飛(4)
ｻﾉ ｼﾝﾄ 東御市陸上教室
樋口 恵太(5)
ﾋｸﾞﾁ ｹｲﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
斉藤 空澄(5)
ｻｲﾄｳ ｿﾗﾄ 真田陸上教室
小林 隼翔(4)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
小松 武知(4)
ｺﾏﾂ ﾀｹﾁ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
倉島 康輔(5)
ｸﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 真田陸上教室
阿部 一季(5)
ｱﾍﾞ ｲﾂｷ 真田陸上教室
原野 怜(4)
ﾊﾗﾉ ﾚｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
三井 優空(4)
ﾐﾂｲ ﾕｳ 真田陸上教室
永井 汰玖(4)
ﾅｶﾞｲ ﾀｸ 真田陸上教室
海瀬 悠羽(6)
ｶｲｾ ﾕｳﾜ 真田陸上教室
関口 幸多(6)
ｾｷｸﾞﾁ ｺｳﾀ 真田陸上教室

小学男子高学年

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- 備考

1 14    33
 36.86    o    o   36.86    

-2- -3-

 36.86 

記録

      

-4- -5- -6-

      

2 11    74
 36.82    x    o     36.82 

3 10    76
   o  31.54

4 13    29
   o    o  30.98     30.98 

   o   31.54           31.54 

  30.98       

  36.82

   x   30.63           30.63 

  29.83        29.83     29.83 

5 9    64
 30.63    o

6 12    19
   o    o

 29.18   29.18           29.18 

  28.80          o     28.80 

7 8    18
   o    o

8 6    65
 28.80    o

 27.17   27.17           27.17 

  26.42          o     26.42 

9 5    50
   o    o

10 7     8
 26.42    x

11 3    60
 24.79    o

          17.81 

12 4    51
 22.17    o    o

   o   24.79           24.79 

  22.17       

   

    22.17 

13 2    54
   o    o  17.81   17.81

    17.27 
14 1    55

   o    o  17.27   17.27    



決勝 9月4日 11:00

 ３回の
 最高記録

西田  陸人(2)   5.90   5.87   5.76    5.90             5.90 
ﾆｼﾀ    ﾘｸﾄ 上田千曲高   +2.1   +2.6   +2.5    +2.1                      +2.1
上原 萌聖(2)   4.62   4.77   2.50    4.77             4.77 
ｳｴﾊﾗ ﾎｳｾｲ 上田高   +3.9   +1.6   +1.6    +1.6                      +1.6
小林  誠史(2)                            DNS
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ 上田千曲高                                                   

備考

男子

走幅跳

決勝

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

3  1862

1 1  1861

2 2  1789



決勝 9月4日  9:30

 ３回の
 最高記録

田島 一輝(3)   5.77   5.61   5.75    5.77             5.77 
ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ 望月AC   +1.5   +1.6   +1.5    +1.5                      +1.5
橋詰 蓮平(2)   5.52   4.58   5.25    5.52             5.52 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 野沢中   +1.5   +3.2   +1.1    +1.5                      +1.5
清野 侑弘(3)    x    x   5.41    5.41             5.41 
ｷﾖﾉ ﾕﾋﾛ 望月AC               +1.5    +1.5                      +1.5
須田 岳琉(2)    x    x   5.33    5.33             5.33 
ｽﾀﾞ ﾀｹﾙ 野沢中               +1.2    +1.2                      +1.2
宮下 徹久(2)   5.16   4.74   4.80    5.16             5.16 
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾂﾋｻ 上田第五中   +1.7   +1.7   +1.7    +1.7                      +1.7
伊東 吾郎(2)   4.50   4.94   4.68    4.94             4.94 
ｲﾄｳ ｺﾞﾛｳ 上田第五中   +1.2   +2.3   +1.7    +2.3                      +2.3
山浦 英純(1)   4.93    x    x    4.93             4.93 
ﾔﾏｳﾗ ｴｲｼﾞｭﾝ 野沢中   +1.6                +1.6                      +1.6
宇都宮 蓮(1)   4.22   4.36   4.50    4.50             4.50 
ｳﾂﾉﾐﾔ ﾚﾝ 軽井沢中   +2.0   +2.3   +2.0    +2.0                      +2.0
柳澤 雄飛(1)    x    x   4.40    4.40             4.40 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 望月AC               +1.2    +1.2                      +1.2
山宮 圭貴(1)   3.71   4.14   4.16    4.16             4.16 
ﾔﾏﾐﾔ ｷﾖﾀｶ 真田中   +1.8   +0.8   +2.4    +2.4                      +2.4
寺澤 柊羽(1)    x   4.12   3.98    4.12             4.12 
ﾃﾗｻﾜ ﾄｳﾜ 望月AC         +2.0   +1.1    +2.0                      +2.0
髙橋 侑悟(1)    x    x   4.05    4.05             4.05 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ 望月AC               +1.8    +1.8                      +1.8
清野 兼宥(1)   2.91   3.88   3.94    3.94             3.94 
ｷﾖﾉ ｹﾝｳ 望月AC   +1.1   +1.5   +3.3    +3.3                      +3.3
関口 誠人(1)   3.53   3.31   3.41    3.53             3.53 
ｾｷｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 真田中   +1.7   +2.1   +1.5    +1.7                      +1.7
伊藤 快(2)    x    x    x                   NM
ｲﾄｳ ｶｲ 東御東部中                                                   
保科 承太郎(3)    x    x    x                   NM
ﾎｼﾅ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 望月AC                                                   
小林 美海(3)    x    x    x                   NM
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月AC                                                   
山浦 珠宇(3)    x    x    x                   NM
ﾔﾏｳﾗ ｼｭｳ 望月AC                                                   

17  4189

18  4192

6  4409

10  4193

13 7  4185

14 3  4427

11 8  4186

12 4  4184

9 5  4183

10 2  4423

7 11  4092

8 1  4227

5 15  4678

6 9  4672

3 13  4191

4 14  4089

1 16  4190

2 12  4088

備考

中学男子

走幅跳

決勝

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



決勝 9月4日 12:00

 ３回の
 最高記録

佐藤 秀瑚(5)   4.66   4.48    x    4.66             4.66 
ｻﾄｳ ｼｭｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +2.4   +0.4          +2.4                      +2.4
大森 俊太朗(6)    x   4.45    x    4.45             4.45 
ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝﾀﾛｳ 軽井沢A&AC         +2.5          +2.5                      +2.5
長峰 和真(6)   4.19   4.33   4.28    4.33             4.33 
ﾅｶﾞﾐﾈ ｶｽﾞﾏ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +0.5   +1.2    0.0    +1.2                      +1.2
佐藤 徠夢(6)    x    x   4.19    4.19             4.19 
ｻﾄｳ ﾗｲﾑ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ               +0.6    +0.6                      +0.6
中嶋 爽(6)   3.78   3.93   3.94    3.94             3.94 
ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +0.9   +0.9   +0.3    +0.3                      +0.3
高野 快(5)   3.37   3.39   3.43    3.43             3.43 
ﾀｶﾉ ｶｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +2.1   +1.7   +0.1    +0.1                      +0.1
松尾 颯大(5)   2.97   3.31   2.81    3.31             3.31 
ﾏﾂｵ ﾊﾔﾀ 真田陸上教室   +2.3   +1.5   +1.2    +1.5                      +1.5
滝澤 岬(6)    x   3.27   3.18    3.27             3.27 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｻｷ 望月AC         +1.3   +1.8    +1.3                      +1.3
小林 隼翔(4)   3.23   3.25    x    3.25             3.25 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾔﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +0.9    0.0           0.0                       0.0
阿部 一季(5)   2.23   2.53   2.60    2.60             2.60 
ｱﾍﾞ ｲﾂｷ 真田陸上教室   +2.2   +0.8   +2.7    +2.7                      +2.7
宮坂 阿覧(5)   2.53   2.30   2.38    2.53             2.53 
ﾐﾔｻｶ ｱﾗﾝ 真田陸上教室   +1.3   +1.1   +2.2    +1.3                      +1.3
関口 幸多(6)   2.18   2.50   2.47    2.50             2.50 
ｾｷｸﾞﾁ ｺｳﾀ 真田陸上教室   +1.5   +1.6   +0.1    +1.6                      +1.6
三井 奏和(4)   2.19   2.21   2.24    2.24             2.24 
ﾐﾂｲ ｿｳﾜ 真田陸上教室   +1.8   +1.5   +1.6    +1.6                      +1.6

備考

小学男子高学年

走幅跳

決勝

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

1 13    13

2 12     2

3 10    26

4 6    16

5 2    25

6 8    11

7 9    63

8 11    77

9 4    19

10 5    50

13 1    59

11 3    56

12 7    55



決勝 9月4日 10:30

風速 +3.6

 1 青木 結帆(1)     11.82 
ｱｵｷ ﾕｳﾎ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 樋口 直樹(1)     12.70 
ﾋｸﾞﾁ ﾅｵｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

  塚原 轟大(1)      
ﾂｶﾊﾗ ｺﾞｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

小学男子1年

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4    28
DNS

2    20

3    30



決勝 9月4日 10:40

風速 +2.7

 1 荒井 琉威(2)     10.36 
ｱﾗｲ ﾙｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 中澤 広翔(2)     10.97 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾋﾛﾄ 塩尻小

 3 堀 玲音(2)     11.00 
ﾎﾘ ﾚｵ 真田陸上教室

 4 古市 滉真(2)     11.10 
ﾌﾙｲﾁ ｱｷﾏｻ 真田陸上教室

5     1

小学男子2年

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3    10

4    71

2    57



決勝 9月4日 10:45

風速 +1.6

 1 宮原 海翔(3)      9.41 
ﾐﾔﾊﾗ ｶｲﾄ 和小

 2 櫻井 晴真(3)      9.83 
ｻｸﾗｲ ﾊﾙﾏ 真田陸上教室

 3 茂原 玄彗(3)      9.85 
ｼｹﾞﾊﾗ ｹﾞﾝｽｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

小学男子3年

60m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4    32

3    78

2    75



決勝 9月4日 11:00

[ 1組] 風速 +2.3 [ 2組] 風速 +2.4

 1 押森 護(4)     17.06  1 佐野 伸飛(4)     15.27 
ｵｼﾓﾘ ﾏﾓﾙ 真田陸上教室 ｻﾉ ｼﾝﾄ 東御市陸上教室

 2 三井 優空(4)     17.38  2 小松 武知(4)     15.70 
ﾐﾂｲ ﾕｳ 真田陸上教室 ｺﾏﾂ ﾀｹﾁ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 三井 奏和(4)     17.81  3 今井 晴太(4)     16.72 
ﾐﾂｲ ｿｳﾜ 真田陸上教室 ｲﾏｲ ﾊﾙﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 柳澤 珀鷹(4)     17.87  4 長 賢飛(4)     16.91 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊｸﾀｶ 真田陸上教室 ﾁｮｳ ｹﾝﾄ 真田陸上教室

 5 永井 汰玖(4)     18.12  5 小山 魁仁(4)     21.16 
ﾅｶﾞｲ ﾀｸ 真田陸上教室 ｺﾔﾏ ｶｲﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

  北野 銀之介(4)      
ｷﾀﾉ ｷﾞﾝﾉｽｹ 真田陸上教室

小学男子4年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 所属名 記録／備考
7    53 3    76

ﾚｰﾝ No. 氏  名

6    60 4    18

4    59 2    12

5    72 5    67

2    68
DNS

3    51 6    17



   1 佐野 伸飛(4) 東御市陸上教室     15.27 (+2.4)   2   1
   2 小松 武知(4) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.70 (+2.4)   2   2
   3 今井 晴太(4) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.72 (+2.4)   2   3
   4 長 賢飛(4) 真田陸上教室     16.91 (+2.4)   2   4
   5 押森 護(4) 真田陸上教室     17.06 (+2.3)   1   1
   6 三井 優空(4) 真田陸上教室     17.38 (+2.3)   1   2
   7 三井 奏和(4) 真田陸上教室     17.81 (+2.3)   1   3
   8 柳澤 珀鷹(4) 真田陸上教室     17.87 (+2.3)   1   4
   9 永井 汰玖(4) 真田陸上教室     18.12 (+2.3)   1   5
  10 小山 魁仁(4) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     21.16 (+2.4)   2   5
    北野 銀之介(4) 真田陸上教室          (+2.3) DNS   1    

組 順位
   76
   18
   12

氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

小学男子4年

100m
タイムレース

順位 No.

   51
   17
   68

   67
   53
   60
   59
   72



決勝 9月4日 11:20

[ 1組] 風速 +1.6 [ 2組] 風速 +0.9

 1 松尾 颯大(5)     16.07  1 佐藤 秀瑚(5)     13.46 
ﾏﾂｵ ﾊﾔﾀ 真田陸上教室 ｻﾄｳ ｼｭｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 小山 暖太(5)     16.41  2 櫻井 結人(5)     15.28 
ｺﾔﾏ ﾋﾅﾀ 真田ｸﾗﾌﾞ ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ 真田陸上教室

 3 倉島 康輔(5)     17.03  3 赤尾 海斗(5)     15.54 
ｸﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 真田陸上教室 ｱｶｵ ｶｲﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 宮坂 阿覧(5)     17.03  4 高野 快(5)     16.29 
ﾐﾔｻｶ ｱﾗﾝ 真田陸上教室 ﾀｶﾉ ｶｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 樋口 恵太(5)     17.32  5 池田 煌世(5)     16.41 
ﾋｸﾞﾁ ｹｲﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｲｹﾀﾞ ｺｳｾｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

   23

4    56 6    11

5    29 4

2    65 3    21

3    41 5    74

所属名 記録／備考
6    63 2    13

ﾚｰﾝ No. 氏  名

小学男子5年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 佐藤 秀瑚(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     13.46 (+0.9)   2   1
   2 櫻井 結人(5) 真田陸上教室     15.28 (+0.9)   2   2
   3 赤尾 海斗(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.54 (+0.9)   2   3
   4 松尾 颯大(5) 真田陸上教室     16.07 (+1.6)   1   1
   5 高野 快(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.29 (+0.9)   2   4
   6 小山 暖太(5) 真田ｸﾗﾌﾞ     16.41 (+1.6)   1   2
   6 池田 煌世(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.41 (+0.9)   2   5
   8 倉島 康輔(5) 真田陸上教室     17.03 (+1.6)   1   3
   8 宮坂 阿覧(5) 真田陸上教室     17.03 (+1.6)   1   3
  10 樋口 恵太(5) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     17.32 (+1.6)   1   5

   23
   65
   56
   29

   74
   21
   63
   11
   41

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
   13

小学男子5年

100m
タイムレース



決勝 9月4日 11:40

[ 1組] 風速 +0.9 [ 2組] 風速 +2.3

 1 田畑 亮介(6)     15.46  1 長峰 和真(6)     13.55 
ﾀﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 真田ｸﾗﾌﾞ ﾅｶﾞﾐﾈ ｶｽﾞﾏ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 山口 柊(6)     15.65  2 佐藤 徠夢(6)     13.93 
ﾔﾏｸﾞﾁ ｼｭｳ 真田陸上教室 ｻﾄｳ ﾗｲﾑ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 牧内 大河(6)     16.21  3 大森 俊太朗(6)     13.98 
ﾏｷｳﾁ ﾀｲｶﾞ 真田陸上教室 ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝﾀﾛｳ 軽井沢A&AC

 4 滝澤 岬(6)     16.49  4 古田 唯蕗(6)     14.88 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾐｻｷ 望月AC ﾌﾙﾀ ｲﾌﾞｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

 5 海瀬 悠羽(6)     16.70  5 齊藤 佑樹(6)     15.90 
ｶｲｾ ﾕｳﾜ 真田陸上教室 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 6 押森 謙(6)     16.78 
ｵｼﾓﾘ ﾕｽﾞﾙ 真田陸上教室

小学男子6年

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 所属名 記録／備考
6    49 4    26

ﾚｰﾝ No. 氏  名

7    61 6    16

2    69 3     2

5    77 5    37

3    52

4    54 2    33



   1 長峰 和真(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     13.55 (+2.3)   2   1
   2 佐藤 徠夢(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     13.93 (+2.3)   2   2
   3 大森 俊太朗(6) 軽井沢A&AC     13.98 (+2.3)   2   3
   4 古田 唯蕗(6) 真田ｸﾗﾌﾞ     14.88 (+2.3)   2   4
   5 田畑 亮介(6) 真田ｸﾗﾌﾞ     15.46 (+0.9)   1   1
   6 山口 柊(6) 真田陸上教室     15.65 (+0.9)   1   2
   7 齊藤 佑樹(6) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.90 (+2.3)   2   5
   8 牧内 大河(6) 真田陸上教室     16.21 (+0.9)   1   3
   9 滝澤 岬(6) 望月AC     16.49 (+0.9)   1   4
  10 海瀬 悠羽(6) 真田陸上教室     16.70 (+0.9)   1   5
  11 押森 謙(6) 真田陸上教室     16.78 (+0.9)   1   6

組 順位
   26
   16
    2

氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

小学男子6年

100m
タイムレース

順位 No.

   77
   54
   52

   37
   49
   61
   33
   69



決勝 9月4日 10:00

 1 田畑 修平(3)   3:51.42 
ﾀﾊﾞﾀ ｼｭｳﾍｲ 真田ｸﾗﾌﾞ

 2 大塚 傑(3)   3:57.68 
ｵｵﾂｶ ｽｸﾞﾙ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 北田 想(2)   4:01.67 
ｷﾀﾀﾞ ｿｳ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 佐藤 湊(3)   4:08.91 
ｻﾄｳ ﾐﾅﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 宮下 夢翔(3)   4:12.73 
ﾐﾔｼﾀ ﾕﾒﾄ 腰越JSC

 6 碓氷 結星(2)   4:15.81 
ｳｽｲ ﾕｳｾｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 7 滝澤 幸輝(2)   4:25.58 
ﾀｷｻﾞﾜ ｺｳｷ 腰越JSC

 8 小山 真侑(2)   4:25.99 
ｺﾔﾏ ﾏｻﾕｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

 9 佐藤 峽莉(1)   4:26.13 
ｻﾄｳ ｶｲﾘ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

10 高橋 碧一(2)   4:30.19 
ﾀｶﾊｼ ｱｵｲ 真田ｸﾗﾌﾞ

11 荒井 武琉(1)   4:58.57 
ｱﾗｲ ﾀｹﾙ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

12 堀内 遥陽(3)   5:07.95 
ﾎﾘｳﾁ ﾊﾙﾋ 真田陸上教室

  中村 弦輝(3)      
ﾅｶﾑﾗ ｹﾞﾝｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

  津布工 嵩橙(1)      
ﾂﾌﾞｸ ｼｭｳﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ DNS

3    47
DNS

10    27

4     9

13    70

6    15

7    38

5     4

11    40

9     3

2     6

14    31

8    14

12    22

小学男子低学年

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
1    48



決勝 9月4日 10:20

 1 田畑 亮介(6)   3:27.32 
ﾀﾊﾞﾀ ﾘｮｳｽｹ 真田ｸﾗﾌﾞ

 2 中嶋 爽(6)   3:32.78 
ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 橋詰 碧斗(5)   3:32.96 
ﾊｼｽﾞﾒ ｱｵﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ

 4 斉藤 空澄(5)   3:34.74 
ｻｲﾄｳ ｿﾗﾄ 真田陸上教室

 5 須山 樹(5)   3:37.05 
ｽﾔﾏ ｲﾂｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

 6 横沢 星弥(4)   3:37.78 
ﾖｺｻﾜ ｾｲﾔ 真田ｸﾗﾌﾞ

 7 赤尾 海斗(5)   3:41.14 
ｱｶｵ ｶｲﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 8 池田 煌世(5)   3:55.84 
ｲｹﾀﾞ ｺｳｾｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 9 上原 至道(5)   4:01.27 
ｳｴﾊﾗ ｼﾄﾞｳ 真田ｸﾗﾌﾞ

10 池田 真人(4)   4:10.50 
ｲｹﾀﾞ ﾏﾅﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ

11 原野 怜(4)   4:10.85 
ﾊﾗﾉ ﾚｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

12 古田 唯蕗(6)   4:14.25 
ﾌﾙﾀ ｲﾌﾞｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

13 長 賢飛(4)   4:23.42 
ﾁｮｳ ｹﾝﾄ 真田陸上教室

14 押森 謙(6)   4:26.21 
ｵｼﾓﾘ ﾕｽﾞﾙ 真田陸上教室

15 押森 護(4)   4:27.06 
ｵｼﾓﾘ ﾏﾓﾙ 真田陸上教室

16 柳澤 珀鷹(4)   4:34.29 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊｸﾀｶ 真田陸上教室

  中沢 颯太(4)      
ﾅｶｻﾞﾜ ｿｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

4    24
DNS

8    53

2    72

14    67

10    52

17     8

9    37

11    42

3    45

6    21

12    23

15    43

7    35

13    36

16    64

1    25

小学男子高学年

1000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
5    49



決勝 9月4日 12:45

[ 1組] 風速 +0.2 [ 2組] 風速 +0.5

 1 山浦 珠宇(3)     11.63  1 山浦 伸太郎(2)     11.91 
ﾔﾏｳﾗ ｼｭｳ 望月AC ﾔﾏｳﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 東御東部中

 2 倉島 葵斗(1)     12.31  2 平間 旭(2)     12.27 
ｸﾗｼﾏ ｱｵﾄ 東御東部中 ﾋﾗﾏ ｱｷﾗ 軽井沢中

 3 掛川 征恭(2)     13.02  3 山浦 英純(1)     13.01 
ｶｹｶﾞﾜ ﾏｻﾔｽ 丸子北中 ﾔﾏｳﾗ ｴｲｼﾞｭﾝ 野沢中

 4 諸山 琉生(3)     13.10  4 伊東 吾郎(2)     13.08 
ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｲﾄｳ ｺﾞﾛｳ 上田第五中

 5 尾和 昊志朗(2)     13.32  5 寺澤 柊羽(1)     13.36 
ｵﾜ ｺｳｼﾛｳ 上田第五中 ﾃﾗｻﾜ ﾄｳﾜ 望月AC

 6 保科 承太郎(3)     13.69  6 橋爪 優(1)     13.45 
ﾎｼﾅ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 望月AC ﾊｼｽﾞﾒ ﾕｳ 真田ｸﾗﾌﾞ

 7 山宮 圭貴(1)     14.18  7 山岸 稜太(1)     16.11 
ﾔﾏﾐﾔ ｷﾖﾀｶ 真田中 ﾔﾏｷﾞｼ ﾘｮｳﾀ 東御東部中

[ 3組] 風速 +1.9 [ 4組] 風速 +1.0

 1 櫻井 滉大(2)     12.15  1 竹内 一真(3)     11.45 
ｻｸﾗｲ ｺｳﾀ 東御東部中 ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾏ 東御東部中

 2 小林 美海(3)     12.27  2 鮎澤 諒(1)     12.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月AC ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳ 上田四中

 3 柳澤 旺我(2)     13.13  3 田島 一輝(3)     12.72 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｵｳｶﾞ 上田第五中 ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ 望月AC

 4 柳澤 雄飛(1)     13.71  4 宮下 徹久(2)     13.21 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 望月AC ﾐﾔｼﾀ ﾃﾂﾋｻ 上田第五中

 5 六川 新太(2)     13.72  5 清水 樹一(1)     13.26 
ﾛｸｶﾞﾜ ｱﾗﾀ 上田第五中 ｼﾐｽﾞ ｷｲﾁ 東御東部中

 6 中島 翔生(1)     14.07  5 小林 颯介(2)     14.33 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲ 野沢中 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ 小諸東中

 7 山岸 渓太(1)     14.83  6 髙橋 侑悟(1)     13.95 
ﾔﾏｷﾞｼ ｹｲﾀ 東御東部中 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ 望月AC

[ 5組] 風速 +2.1

 1 横山 司竜(2)     12.63 
ﾖｺﾔﾏ ｼﾘｭｳ 東御東部中

 2 清野 侑弘(3)     12.78 
ｷﾖﾉ ﾕﾋﾛ 望月AC

 3 柄澤 洸志(2)     12.96 
ｶﾗｻﾜ ｺｳｼ 上田第五中

 4 青木 虹斗(2)     13.09 
ｱｵｷ ﾅﾅﾄ 上田第五中

 5 清野 兼宥(1)     14.33 
ｷﾖﾉ ｹﾝｳ 望月AC

  中村 一輝(3)      
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 真田ｸﾗﾌﾞ DNS

5  4414

4  4191

7

3  4670

2  4185

3  4392 5  4184

6  4641

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

 4684

5  4093 2  4300

8  4698 8  4397

2  4183 7  4678

6  4699 3  4190

6  4193 8  4600

4  4189 4  4654

5  4423 4  4395

7  4402 6  8770
No. 氏  名順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ 所属名 記録／備考

4  4493 7  4092

7  4683 6  4186

8  4297 3  4672

3  4398 5  4218

所属名 記録／備考
2  4192 2  4405

ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 竹内 一真(3) 東御東部中     11.45 (+1.0)   4   1
   2 山浦 珠宇(3) 望月AC     11.63 (+0.2)   1   1
   3 山浦 伸太郎(2) 東御東部中     11.91 (+0.5)   2   1
   4 櫻井 滉大(2) 東御東部中     12.15 (+1.9)   3   1
   5 平間 旭(2) 軽井沢中     12.27 (+0.5)   2   2
   5 小林 美海(3) 望月AC     12.27 (+1.9)   3   2
   7 倉島 葵斗(1) 東御東部中     12.31 (+0.2)   1   2
   8 鮎澤 諒(1) 上田四中     12.59 (+1.0)   4   2
   9 横山 司竜(2) 東御東部中     12.63 (+2.1)   5   1
  10 田島 一輝(3) 望月AC     12.72 (+1.0)   4   3
  11 清野 侑弘(3) 望月AC     12.78 (+2.1)   5   2
  12 柄澤 洸志(2) 上田第五中     12.96 (+2.1)   5   3
  13 山浦 英純(1) 野沢中     13.01 (+0.5)   2   3
  14 掛川 征恭(2) 丸子北中     13.02 (+0.2)   1   3
  15 伊東 吾郎(2) 上田第五中     13.08 (+0.5)   2   4
  16 青木 虹斗(2) 上田第五中     13.09 (+2.1)   5   4
  17 諸山 琉生(3) 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     13.10 (+0.2)   1   4
  18 柳澤 旺我(2) 上田第五中     13.13 (+1.9)   3   3
  19 宮下 徹久(2) 上田第五中     13.21 (+1.0)   4   4
  20 清水 樹一(1) 東御東部中     13.26 (+1.0)   4   5
  21 尾和 昊志朗(2) 上田第五中     13.32 (+0.2)   1   5
  22 寺澤 柊羽(1) 望月AC     13.36 (+0.5)   2   5
  23 橋爪 優(1) 真田ｸﾗﾌﾞ     13.45 (+0.5)   2   6
  24 保科 承太郎(3) 望月AC     13.69 (+0.2)   1   6
  25 柳澤 雄飛(1) 望月AC     13.71 (+1.9)   3   4
  26 六川 新太(2) 上田第五中     13.72 (+1.9)   3   5
  27 髙橋 侑悟(1) 望月AC     13.95 (+1.0)   4   6
  28 中島 翔生(1) 野沢中     14.07 (+1.9)   3   6
  29 山宮 圭貴(1) 真田中     14.18 (+0.2)   1   7
  30 小林 颯介(2) 小諸東中     14.33 (+1.0)   4   5
  30 清野 兼宥(1) 望月AC     14.33 (+2.1)   5   5
  32 山岸 渓太(1) 東御東部中     14.83 (+1.9)   3   7
  33 山岸 稜太(1) 東御東部中     16.11 (+0.5)   2   7
    中村 一輝(3) 真田ｸﾗﾌﾞ          (+2.1) DNS   5    

 4392
 4395
 4641

 4297
 4699
 4678
 4397
 4683
 4186
 4600

 4698
 4184
 4093
 4423
 4300
 4185

 4193
 4183

 4654
 4414
 4190
 4191
 4684
 4092
 4493
 4672
 4670

組 順位
 8770
 4192
 4405
 4402
 4218
 4189
 4398

中学男子

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考



決勝 9月4日  9:40

 1 黒木 玲雄(1)   4:33.28 
ｸﾛｷ ﾚｵ 真田ｸﾗﾌﾞ

 2 清水 颯太(2)   4:34.23 
ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ 上田第五中

 3 諸山 琉生(3)   4:37.29 
ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 増田 大誠(1)   4:52.40 
ﾏｽﾀﾞ ﾀｲｾｲ 真田ｸﾗﾌﾞ

 5 竜野 誠一郎(2)   4:56.20 
ﾀﾂﾉ ｾｲｲﾁﾛｳ 上田第五中

 6 黒木 勇翔(3)   5:02.48 
ｸﾛｷ ﾕｳﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ

 7 平林 玄大(1)   5:07.20 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝﾀ 真田ｸﾗﾌﾞ

 8 荻原 蓮(3)   5:12.84 
ｵｷﾞﾜﾗ ﾚﾝ 真田ｸﾗﾌﾞ

 9 小山 颯太(1)   5:20.69 
ｺﾔﾏ ｿｳﾀ 腰越JSC

10 林 雅功(2)   5:30.16 
ﾊﾔｼ ｶﾞｸ 丸子北中

11 小林 春琉(1)   5:44.56 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙ 東御東部中

12 中村 勇陽(1)   5:53.68 
ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ 腰越JSC

13  8776

17  4482

15  4390

16  4497

10  4368

18  4332

11  4695

8  4520

19  4297

12  4422

9  4685

中学男子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
14  4521



決勝 9月4日 13:15

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +1.3

 1 西田  陸人(2)     12.03  1 小林 暉弥(2)     11.31 
ﾆｼﾀ    ﾘｸﾄ 上田千曲高 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾔ 上田高

 2 上原 萌聖(2)     12.40  2 森 暖向太(2)     11.46 
ｳｴﾊﾗ ﾎｳｾｲ 上田高 ﾓﾘ  ﾋﾅﾀ 上田千曲高

 3 武田 大輔(1)     12.68  3 宮澤 健人(2)     11.70 
ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 上田高 ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 上田高

 4 竹花 朔亜(1)     13.86  4 熊谷 槍一(2)     11.82 
ﾀｹﾊﾅ ｻｸｱ 上田高 ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ 上田染谷丘

  備後 琉空(2)        小林  誠史(2)      
ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ 上田高 ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ 上田千曲高DNS DNS

 1862

4  1766 4  1859

3  1792 2

6  1769 5  1791

2  1789 6  1864

所属名 記録／備考
5  1861 3  1793

ﾚｰﾝ No. 氏  名

男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 小林 暉弥(2) 上田高     11.31 (+1.3)   2   1
   2 森 暖向太(2) 上田千曲高     11.46 (+1.3)   2   2
   3 宮澤 健人(2) 上田高     11.70 (+1.3)   2   3
   4 熊谷 槍一(2) 上田染谷丘     11.82 (+1.3)   2   4
   5 西田  陸人(2) 上田千曲高     12.03 (+1.4)   1   1
   6 上原 萌聖(2) 上田高     12.40 (+1.4)   1   2
   7 武田 大輔(1) 上田高     12.68 (+1.4)   1   3
   8 竹花 朔亜(1) 上田高     13.86 (+1.4)   1   4
    備後 琉空(2) 上田高          (+1.4) DNS   1    
    小林  誠史(2) 上田千曲高          (+1.3) DNS   2    

 1769
 1766
 1792
 1862

 1864
 1791
 1859
 1861
 1789

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考 組 順位
 1793

男子

100m
タイムレース



決勝 9月4日  9:40

 1 山下  千颯(2)   4:31.89 
ﾔﾏｼﾀ  ﾁﾊﾔ 上田千曲高

 2 中山 旺星(1)   4:34.32 
ﾅｶﾔﾏ ｵｳｾｲ 上田千曲高

 3 安本  桜太郎(2)   4:48.50 
ﾔｽﾓﾄ  ｵｳﾀﾛｳ 上田千曲高

 4 高橋 渉(1)   4:53.08 
ﾀｶﾊｼ ﾜﾀﾙ 上田高

 5 川俣隼也   5:00.73 
ｶﾜﾏﾀ ｼﾞｭﾝﾔ 佐久市陸協

 6 竹内 志暢   5:05.55 
ﾀｹｳﾁ ｼﾉﾌﾞ 腰越JSC

 7 横尾  悠翔(1)   5:15.51 
ﾖｺｵ ﾕｳｶﾞ 上田千曲高

男子

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
1  1866

3  1869

7  1863

4  1768

5  1867

2    34

6     5
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