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春原　夕子
箕輪　健二
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高橋　考幸
中嶋　良太

この大会で樹立された記録

グラウンドコンディション

フィールド競技における記号の説明

大会コード 22172009

令和4年度 東信高等学校新人体育大会 陸上競技大会
公式記録集

( 競技場コード 173080 ) 跳躍審判長
主　催 東信高等学校体育連盟 投擲審判長

やりがいを求めよう

期　日 令和4年9月10日(土)・11日(日) 総　務
会　場 菅平高原スポーツランド陸上競技場 審判長

高校新人
挑戦的に ・ 意欲的に ・

◆

(一財)長野陸上競技協会 記録・情報主任
東信地区陸上競技協会

主　管 東信高等学校体育連盟陸上競技専門部

氏　名 所　属(学年)
月日 男女 種　目 ラウンド 記　録 チーム名 氏　名(学年) 従来の記録 備考
9/10 女子 棒高跳 決勝 3m80cm 岡田 莉歩 佐久長聖(2) 3m60
9/10 男子 砲丸投 決勝 13m03 小山 翔平 佐久長聖(２) 12m98
9/11 女子 三段跳 決勝 11m05cm 岡田 莉歩 佐久長聖(2) 10m86

野沢北(2) 10m869/11 女子 三段跳 決勝 10m87cm 関口　蒔琉

◆
9/10(土) 9/11(日)

時刻 天候 気温 湿度 風向 風速m/s 時刻 天候 気温 湿度 風向 風速m/s

  09:30 晴れ    20.4  71.9 南西    1.610:00 曇り    21.3  80.0 東    0.4
  10:00 晴れ    20.8  68.7 南    1.211:00 曇り    21.8  77.3 南    1.6
  11:00 晴れ    22.7  55.0 南西    1.812:00 曇り    23.0  73.5 南    1.2
  12:00 晴れ    23.2  52.4 南    2.413:00 曇り    22.9  76.2 北    1.0
  13:00 晴れ    25.0  45.8 東    2.014:00 曇り    23.7  71.5 南    0.0

 40.6 東    3.915:00   14:00 晴れ    27.0

◆
記号 内容 備考
○ 成功・有効試技 走高跳・棒高跳

ｒ 試合放棄

× 失敗・無効試技
－ パス



【開催日】 令和４年９月10日１１日

【主催団体】 東信陸上競技連盟 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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

 9/10 男子  +0.0 山本 赴瑠(2) 11.15 髙畑 良太(2) 11.37 星野 ﾀｲﾄ(1) 11.40 由井 晴陽(2) 11.46 小林 暉弥(2) 11.61 山浦 雅斗(2) 11.70 大工原 政斗(1) 11.78 小須田 翔(1) 11.91

100m 佐久長聖 野沢北 佐久長聖 野沢南 上田 野沢南 岩村田 野沢南

 9/11  +3.5 前嶋 大希(2) 22.25 星野 ﾀｲﾄ(1) 22.56 伊藤 壮一郎(2) 22.69 由井 晴陽(2) 22.81 大工原 政斗(1) 22.86 北村 海晴(1) 22.95 髙畑 良太(2) 23.22 小林 暉弥(2) 24.59

200m 佐久長聖 佐久長聖 小諸 野沢南 岩村田 佐久長聖 野沢北 上田

 9/10 伊藤 壮一郎(2) 50.15 小須田 翔(1) 50.23 前嶋 大希(2) 51.49 今関 隼也(2) 51.81 塚田 要(2) 51.86 中山 瑛生(2) 53.33 成澤 優希(1) 53.53 清水 大輝(1) 53.86

400m 小諸 野沢南 佐久長聖 佐久長聖 野沢南 岩村田 上田西 小諸

 9/11 梅原 悠良(2) 1:57.65 松山 優太(1) 1:58.99 土屋 聖瑛(2) 2:01.93 安藤 結星(1) 2:04.29 松山 唯人(1) 2:05.25 内藤 悠大(2) 2:07.84 金森 柊弥(2) 2:07.98 中山 瑛生(2) 2:16.62

800m 上田西 佐久長聖 野沢南 上田西 佐久長聖 小諸 佐久平総合技術 岩村田

 9/10 小林 亮太(2) 3:59.49 梅原 悠良(2) 3:59.76 野崎 健太朗(2) 4:04.42 石川 浩輝(1) 4:12.30 金森 柊弥(2) 4:13.36 土屋 聖瑛(2) 4:15.11 安藤 結星(1) 4:16.62 筑波 直斗(2) 4:20.17

1500m 佐久長聖 上田西 佐久長聖 佐久長聖 佐久平総合技術 野沢南 上田西 上田西

 9/11 遠藤 優裕(2) 15:02.66 岸端 悠友(1) 15:26.60 津金 海斗(1) 15:43.10 西沢 大空(1) 16:10.53 新井 拓実(2) 16:25.16 田下 輝稀(2) 16:38.61 中山 旺星(1) 17:45.92 児玉 慈生(2) 17:57.00

5000m 佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖 上田西 上田西 上田西 上田千曲 上田

 9/10  +1.0 山本 祐弥(1) 15.99 降幡 諒成(2) 16.06 大木 咲翔(2) 16.41 小林 誠史(2) 17.18 村本 琢実(1) 17.21

110mH(1.067m) 佐久長聖 佐久長聖 上田西 上田千曲 佐久長聖

 9/11 降幡 諒成(2) 55.27 山本 祐弥(1) 55.70 塚田 要(2) 59.00 佐々木 隆之介(2) 1:01.08 小林 草太(2) 1:01.27 小林 誠史(2) 1:03.71 東村 寛介(1) 1:05.69 森角 魁斗(1) 1:06.85

400mH(0.914m) 佐久長聖 佐久長聖 野沢南 岩村田 岩村田 上田千曲 佐久長聖 岩村田

 9/10 佐々木 哲(1) 9:36.20 遠藤 大成(2) 9:43.37 金子 一渓(2) 9:47.74 熊谷 航陽(2) 10:05.23 柏木 健太(1) 10:22.04 金森 柊弥(2) 10:24.31 田下 輝稀(2) 10:30.70 中澤 大樹(1) 11:39.59

3000mSC(0.914m) 佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖 上田西 上田西 佐久平総合技術 上田西 野沢南

 9/11 小島 颯翔(2) 24:09.26 熊倉 正之(2) 27:20.53 大原 翔輝(2) 27:30.31 中田 大嵩(1) 27:39.06 白井 充大(2) 31:05.58

5000m競歩 丸子修学館 上田西 上田西 丸子修学館 上田染谷丘

 9/11 小林 誠史(2) 上田千曲 1.70 櫻井 絢悠(2) 1.60 備後 琉空(2) 1.60 小林 成生(1) 1.45 飯田 更(2) 1.45 安本 桜太郎(2) 1.40

走高跳 竹内 睦喜(1) 野沢北 佐久長聖 上田 野沢南 佐久平総合技術 上田千曲

 9/10 北村 櫂(2) 2.60

棒高跳 丸子修学館

 9/10 佐々木 隆之介(2) 6.44(-1.0) 木内 光波(1) 6.13(-1.8) 栁澤 孔軌(2) 6.10(+1.0) 櫻井 絢悠(2) 6.05(-1.4) 西田 陸人(2) 5.70(+2.7) 齊藤 音吹(2) 5.61(+0.1) 土屋 太木(1) 5.58(+1.5) 村本 琢実(1) 5.51(0.0)

走幅跳 岩村田 佐久長聖 野沢南 佐久長聖 上田千曲 佐久平総合技術 岩村田 佐久長聖

 9/11 佐々木 隆之介(2) 13.34(+3.7) 栁澤 孔軌(2) 12.21(+3.5) 山浦 雅斗(2) 12.19(+2.1) 土屋 太木(1) 11.45(+3.6) 山下 千颯(2) 11.25(+2.2) 西田 陸人(2) 11.17(+2.6)

三段跳 岩村田 野沢南 野沢南 岩村田 上田千曲 上田千曲

 9/10 小山 翔平(2) 13.03 菊池 優介(2) 11.25 尾藤 峻(1) 10.13 依田 遼(2) 10.03 田中 粋(1) 8.85 木藤 誉秀阿(2) 8.02 横尾 悠翔(1) 5.43

砲丸投(6.000kg) 佐久長聖 GR 岩村田 佐久長聖 野沢南 上田染谷丘 佐久平総合技術 上田千曲

 9/10 小山 翔平(2) 29.74 木藤 誉秀阿(2) 28.02 尾藤 峻(1) 27.24 依田 遼(2) 25.66 北村 櫂(2) 20.57 花里 叶多(1) 17.99 倉根 永路(2) 16.97

円盤投(1.750kg) 佐久長聖 佐久平総合技術 佐久長聖 野沢南 丸子修学館 岩村田 佐久平総合技術

 9/10 依田 遼(2) 36.52 木藤 誉秀阿(2) 26.68 北村 櫂(2) 16.97 倉根 永路(2) 13.87 室賀 庵吏(1) 9.56

ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 野沢南 佐久平総合技術 丸子修学館 佐久平総合技術 丸子修学館

 9/11 小山 翔平(2) 49.38 小林 暉弥(2) 44.36 菊池 優介(2) 38.88 竹内 睦喜(1) 36.01 花里 叶多(1) 33.80 武田 大輔(1) 33.23 坂本 浩平(1) 29.51 尾藤 峻(1) 25.54

やり投(800g) 佐久長聖 上田 岩村田 野沢北 岩村田 上田 上田 佐久長聖

 9/10 佐久長聖       42.80 野沢南       43.17 岩村田       43.47 上田千曲       45.17 上田       45.42 佐久平総合技術       46.55 上田西       46.62 上田染谷丘       47.18
4×100m 山本 赴瑠(2) 塚田 要(2) 鈴木 陽大(1) 安本 桜太郎(2) 上原 萌聖(2) 齊藤 音吹(2) 成澤 優希(1) 田中 粋(1)

木内 光波(1) 由井 晴陽(2) 榊原 歩(2) 森 暖向太(2) 小林 暉弥(2) 木藤 誉秀阿(2) 大木 咲翔(2) 熊谷 槍一(2)

前嶋 大希(2) 山浦 雅斗(2) 佐々木 隆之介(2) 西田 陸人(2) 関口 渓瑚(1) 金森 柊弥(2) 山下 智也(1) 白井 充大(2)

星野 ﾀｲﾄ(1) 小須田 翔(1) 大工原 政斗(1) 小林 誠史(2) 宮澤 健人(2) 飯野 隼(1) 筑波 直斗(2) 鈴木 洸成(1)

 9/11 佐久長聖     3:23.59 野沢南     3:24.30 上田西     3:30.96 岩村田     3:32.32 小諸     3:33.60 上田千曲     3:43.05 佐久平総合技術     3:44.43 上田     3:47.05
4×400m 山本 祐弥(1) 由井 晴陽(2) 大木 咲翔(2) 中山 瑛生(2) 内藤 悠大(2) 西田 陸人(2) 飯野 隼(1) 関口 渓瑚(1)

前嶋 大希(2) 塚田 要(2) 成澤 優希(1) 榊原 歩(2) 伊藤 壮一郎(2) 小林 誠史(2) 金森 柊弥(2) 大工原 礼人(1)

今関 隼也(2) 土屋 聖瑛(2) 山下 智也(1) 鈴木 陽大(1) 清水 大輝(1) 中山 旺星(1) 齊藤 音吹(2) 児玉 慈生(2)

降幡 諒成(2) 小須田 翔(1) 梅原 悠良(2) 佐々木 隆之介(2) 鈴木 昇汰(1) 山下 千颯(2) 丸山 涼太(1) 小林 暉弥(2)

 9/11 降幡 諒成(2) 4882 大木 咲翔(2) 4552 竹内睦喜(1) 村本 琢実(1) 4050

八種競技 佐久長聖 上田西 野沢北 佐久長聖

男子学校対校 佐久長聖 野沢南 上田西 岩村田 佐久平総合 上田千曲 丸子修学館 上田

学校別得点 273 点 96 点 82 点 74 点 44 点 41 点 35 点 28 点

4177



予選 9月10日 11:05
決勝 9月10日 13:15

長野県高校記録(KR)              10.32 
東信大会記録(GR)                10.77 

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 +1.9

 1 星野 ﾀｲﾄ(1)     11.27 Q  1 山本 赴瑠(2)     11.05 Q
ﾎｼﾉ ﾀｲﾄ 佐久長聖 ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 佐久長聖

 2 由井 晴陽(2)     11.41 Q  2 小須田 翔(1)     11.28 Q
ﾕｲ ﾊﾙﾔ 野沢南 ｺｽﾀﾞ ｶｹﾙ 野沢南

 3 成澤 優希(1)     11.55  3 小林 暉弥(2)     11.34 q
ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ 上田西 ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾔ 上田

 4 森 暖向太(2)     11.66  4 榊原 歩(2)     11.50 
ﾓﾘ ﾋﾅﾀ 上田千曲 ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ 岩村田

 5 藤沢 政信(1)     12.08  5 熊谷 槍一(2)     11.83 
ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 野沢北 ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ 上田染谷丘

 6 上原 萌聖(2)     12.56  6 山下 智也(1)     12.00 
ｳｴﾊﾗ ﾎｳｾｲ 上田 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ 上田西

 7 鈴木 昇汰(1)     12.74  7 室賀 庵吏(1)     13.22 
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 小諸 ﾑﾛｶﾞ ｲｵﾘ 丸子修学館

  鈴木 陽大(1)        伊東 海翔(1)      
ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀﾞｲ 岩村田 ｲﾄｳ ｶｲﾄ 上田千曲

[ 3組] 風速 +2.0

 1 大工原 政斗(1)     11.27 Q
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 岩村田

 2 髙畑 良太(2)     11.27 Q
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 野沢北

 3 山浦 雅斗(2)     11.48 q
ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 野沢南

 4 宮澤 健人(2)     11.49 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 上田

 5 早﨑 蒼心(1)     11.50 
ﾊﾔｻｷ ｿｳｼﾞﾝ 佐久長聖

 6 田中 粋(1)     11.67 
ﾀﾅｶ ｽｲ 上田染谷丘

 7 西田 陸人(2)     12.01 
ﾆｼﾀ ﾘｸﾄ 上田千曲

  滝沢 優太(2)      
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 上田西

風速 +0.0

 1 山本 赴瑠(2)     11.15 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 佐久長聖

 2 髙畑 良太(2)     11.37 
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 野沢北

 3 星野 ﾀｲﾄ(1)     11.40 
ﾎｼﾉ ﾀｲﾄ 佐久長聖

 4 由井 晴陽(2)     11.46 
ﾕｲ ﾊﾙﾔ 野沢南

 5 小林 暉弥(2)     11.61 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾔ 上田

 6 山浦 雅斗(2)     11.70 
ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 野沢南

 7 大工原 政斗(1)     11.78 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 岩村田

 8 小須田 翔(1)     11.91 
ｺｽﾀﾞ ｶｹﾙ 野沢南

3  1605

7  1567

2  1793

1  1564

4  2845

8  1560

記録／備考
6  2805

5  1541

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

8  1861

5  1911

DNS

7  2815

2  1831

4  1564

6  1791

3  1605

1  1541

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  1602 2  1868
DNS DNS

6  1718 3  1759

3  1789 8  2773

7  1543 4  1859

8  1864 6  1594

1  1913 7  1793

2  1560 5  1567

記録／備考
4  2845 1  2805

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

男子

100m

予選 通過基準  3組  2着 + 2 Q:順位順通過者  q：タイム順通過者  qR：救済による通過者

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



予選 9月11日  9:54
決勝 9月11日 13:15

長野県高校記録(KR)              20.93 
東信大会記録(GR)                21.77 

[ 1組] 風速 +0.8 [ 2組] 風速 +1.1

 1 伊藤 壮一郎(2)     22.85 Q  1 星野 ﾀｲﾄ(1)     22.84 Q
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 小諸 ﾎｼﾉ ﾀｲﾄ 佐久長聖

 2 北村 海晴(1)     23.14 q  2 由井 晴陽(2)     23.15 q
ｷﾀﾑﾗ ｶｲｾｲ 佐久長聖 ﾕｲ ﾊﾙﾔ 野沢南

 3 熊谷 槍一(2)     24.12  3 鈴木 陽大(1)     24.08 
ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ 上田染谷丘 ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀﾞｲ 岩村田

 4 宮澤 健人(2)     24.27  4 山下 智也(1)     24.42 
ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ 上田 ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ 上田西

 5 小林 蓮門(1)     25.61   伊東 海翔(1)      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝﾄ 佐久平総合技術 ｲﾄｳ ｶｲﾄ 上田千曲

 6 室賀 庵吏(1)     27.74   藤沢 政信(1)      
ﾑﾛｶﾞ ｲｵﾘ 丸子修学館 ﾌｼﾞｻﾜ ﾏｻﾉﾌﾞ 野沢北

  滝沢 優太(2)      
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 上田西

[ 3組] 風速 +1.8 [ 4組] 風速 +1.6

 1 前嶋 大希(2)     22.68 Q  1 大工原 政斗(1)     22.88 Q
ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｲｷ 佐久長聖 ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 岩村田

 2 小林 暉弥(2)     23.30 q  2 髙畑 良太(2)     23.28 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾔ 上田 ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 野沢北

 3 宮崎 陽翔(1)     23.45  3 森 暖向太(2)     23.40 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 上田東 ﾓﾘ ﾋﾅﾀ 上田千曲

 4 田中 粋(1)     23.88  4 成澤 優希(1)     23.88 
ﾀﾅｶ ｽｲ 上田染谷丘 ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ 上田西

 5 秋山 恵澄(1)     24.77  5 三上 海陽(2)     24.20 
ｱｷﾔﾏ ｹｲﾄ 岩村田 ﾐｶﾐ ｶｲﾖｳ 野沢南

 6 鈴木 昇汰(1)     25.63  6 鈴木 洸成(1)     26.18 
ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ 小諸 ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ 上田染谷丘

風速 +3.5

 1 前嶋 大希(2)     22.25 
ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｲｷ 佐久長聖

 2 星野 ﾀｲﾄ(1)     22.56 
ﾎｼﾉ ﾀｲﾄ 佐久長聖

 3 伊藤 壮一郎(2)     22.69 
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 小諸

 4 由井 晴陽(2)     22.81 
ﾕｲ ﾊﾙﾔ 野沢南

 5 大工原 政斗(1)     22.86 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ 岩村田

 6 北村 海晴(1)     22.95 
ｷﾀﾑﾗ ｶｲｾｲ 佐久長聖

 7 髙畑 良太(2)     23.22 
ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 野沢北

 8 小林 暉弥(2)     24.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾔ 上田
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予選 9月10日 10:15
決勝 9月10日 12:25

長野県高校記録(KR)              46.98 
東信大会記録(GR)                48.32 

[ 1組] [ 2組]

 1 前嶋 大希(2)     51.94 Q  1 今関 隼也(2)     51.70 Q
ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｲｷ 佐久長聖 ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ 佐久長聖

 2 塚田 要(2)     52.88 Q  2 中山 瑛生(2)     53.14 Q
ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ 野沢南 ﾅｶﾔﾏ ｴｲｷ 岩村田

 3 清水 大輝(1)     54.28 q  3 内藤 悠大(2)     54.36 
ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ 小諸 ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 小諸

 4 宮崎 陽翔(1)     55.11  4 飯野 隼(1)     55.24 
ﾐﾔｻﾞｷ ﾊﾙﾄ 上田東 ｲｲﾉ ｼｭﾝ 佐久平総合技術

 5 山下 智也(1)     55.38  5 熊谷 槍一(2)     55.89 
ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ 上田西 ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ 上田染谷丘

 6 小林 草太(2)     56.42   髙畑 良太(2)      
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 岩村田 ﾀｶﾊﾀ ﾘｮｳﾀ 野沢北

 7 小林 蓮門(1)     59.74   滝沢 優太(2)      
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝﾄ 佐久平総合技術 ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 上田西

[ 3組]

 1 伊藤 壮一郎(2)     52.29 Q
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 小諸

 2 小須田 翔(1)     52.80 Q
ｺｽﾀﾞ ｶｹﾙ 野沢南

 3 成澤 優希(1)     53.31 q
ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ 上田西

 4 山下 千颯(2)     55.36 
ﾔﾏｼﾀ ﾁﾊﾔ 上田千曲

 5 東村 寛介(1)     55.48 
ﾋｶﾞｼﾑﾗ ｶﾝｽｹ 佐久長聖

 6 米山 瑠(2)     56.28 
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｭｳ 岩村田

 7 関口 渓瑚(1)     57.45 
ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｺﾞ 上田

 1 伊藤 壮一郎(2)     50.15 
ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ 小諸

 2 小須田 翔(1)     50.23 
ｺｽﾀﾞ ｶｹﾙ 野沢南

 3 前嶋 大希(2)     51.49 
ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｲｷ 佐久長聖

 4 今関 隼也(2)     51.81 
ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ 佐久長聖

 5 塚田 要(2)     51.86 
ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ 野沢南

 6 中山 瑛生(2)     53.33 
ﾅｶﾔﾏ ｴｲｷ 岩村田

 7 成澤 優希(1)     53.53 
ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ 上田西

 8 清水 大輝(1)     53.86 
ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ 小諸
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予選 9月11日 10:20
決勝 9月11日 12:55

長野県高校記録(KR)            1:48.46 
東信大会記録(GR)              1:55.79 

[ 1組] [ 2組]

 1 松山 優太(1)   1:59.64 Q  1 梅原 悠良(2)   2:01.60 Q
ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳﾀ 佐久長聖 ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 上田西

 2 土屋 聖瑛(2)   1:59.93 Q  2 松山 唯人(1)   2:02.59 Q
ﾂﾁﾔ ｾｲｱ 野沢南 ﾏﾂﾔﾏ ﾕｲﾄ 佐久長聖

 3 安藤 結星(1)   2:00.04 Q  3 中山 瑛生(2)   2:06.12 Q
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ 上田西 ﾅｶﾔﾏ ｴｲｷ 岩村田

 4 金森 柊弥(2)   2:00.52 q  4 筑波 直斗(2)   2:07.23 
ｶﾅﾓﾘ ｼｭｳﾔ 佐久平総合技術 ﾂｸﾊﾞ ﾅｵﾄ 上田西

 5 内藤 悠大(2)   2:03.91 q  5 清水 大輝(1)   2:08.17 
ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 小諸 ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ 小諸

 6 山下 千颯(2)   2:05.13  6 中澤 大樹(1)   2:08.75 
ﾔﾏｼﾀ ﾁﾊﾔ 上田千曲 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾞｲｼﾞｭ 野沢南

 7 米山 瑠(2)   2:17.75  7 飯野 隼(1)   2:14.17 
ﾖﾈﾔﾏ ﾘｭｳ 岩村田 ｲｲﾉ ｼｭﾝ 佐久平総合技術

 8 丸山 涼太(1)   2:18.03  8 安本 桜太郎(2)   2:14.64 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 佐久平総合技術 ﾔｽﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ 上田千曲

 9 三島 成生(2)   2:21.33 
ﾐｼﾏ ﾅﾙｷ 佐久長聖

 1 梅原 悠良(2)   1:57.65 
ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 上田西

 2 松山 優太(1)   1:58.99 
ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳﾀ 佐久長聖

 3 土屋 聖瑛(2)   2:01.93 
ﾂﾁﾔ ｾｲｱ 野沢南

 4 安藤 結星(1)   2:04.29 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ 上田西

 5 松山 唯人(1)   2:05.25 
ﾏﾂﾔﾏ ﾕｲﾄ 佐久長聖

 6 内藤 悠大(2)   2:07.84 
ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ 小諸

 7 金森 柊弥(2)   2:07.98 
ｶﾅﾓﾘ ｼｭｳﾔ 佐久平総合技術

 8 中山 瑛生(2)   2:16.62 
ﾅｶﾔﾏ ｴｲｷ 岩村田
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決勝 9月10日 10:35

長野県高校記録(KR)            3:38.49 
東信大会記録(GR)              3:54.70 

 1 小林 亮太(2)   3:59.49 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 佐久長聖

 2 梅原 悠良(2)   3:59.76 
ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ 上田西

 3 野崎 健太朗(2)   4:04.42 
ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 佐久長聖

 4 石川 浩輝(1)   4:12.30 
ｲｼｶﾜ ｺｳｷ 佐久長聖

 5 金森 柊弥(2)   4:13.36 
ｶﾅﾓﾘ ｼｭｳﾔ 佐久平総合技術

 6 土屋 聖瑛(2)   4:15.11 
ﾂﾁﾔ ｾｲｱ 野沢南

 7 安藤 結星(1)   4:16.62 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾕｳｾｲ 上田西

 8 筑波 直斗(2)   4:20.17 
ﾂｸﾊﾞ ﾅｵﾄ 上田西

 9 児玉 慈生(2)   4:37.86 
ｺﾀﾞﾏ ｼﾞｵ 上田

10 丸山 涼太(1)   4:47.89 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 佐久平総合技術

11 高橋 渉(1)   4:50.77 
ﾀｶﾊｼ ﾜﾀﾙ 上田

12 鈴木 洸成(1)   4:58.71 
ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ 上田染谷丘

13 白井 充大(2)   5:00.57 
ｼﾗｲ ﾐﾋﾛ 上田染谷丘

14 中田 大嵩(1)   5:17.62 
ﾅｶﾀ ﾋﾛﾀｶ 丸子修学館

  関口 渓瑚(1)      
ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｺﾞ 上田

  中澤 大樹(1)      
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾞｲｼﾞｭ 野沢南

  横尾 悠翔(1)      
ﾖｺｵ ﾕｳｶﾞ 上田千曲
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決勝 9月11日 12:15

長野県高校記録(KR)           13:36.57 
東信大会記録(GR)             14:17.24 

 1 遠藤 優裕(2)  15:02.66 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾋﾛ 佐久長聖

 2 岸端 悠友(1)  15:26.60 
ｷｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 佐久長聖

 3 津金 海斗(1)  15:43.10 
ﾂｶﾞﾈ ｶｲﾄ 佐久長聖

 4 西沢 大空(1)  16:10.53 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸ 上田西

 5 新井 拓実(2)  16:25.16 
ｱﾗｲ ﾀｸﾐ 上田西

 6 田下 輝稀(2)  16:38.61 
ﾀｼﾀ ｺｳｷ 上田西

 7 中山 旺星(1)  17:45.92 
ﾅｶﾔﾏ ｵｳｾｲ 上田千曲

 8 児玉 慈生(2)  17:57.00 
ｺﾀﾞﾏ ｼﾞｵ 上田

 9 大工原 礼人(1)  20:02.17 
ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｱﾔﾄ 上田

10 小平 友陽(1)  20:03.47 
ｺﾀﾞｲﾗ ﾄﾓﾊﾙ 上田
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決勝 9月10日 11:50

長野県高校記録(KR)              14.44 
東信大会記録(GR)                14.99 

風速 +1.0

 1 山本 祐弥(1)     15.99 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 佐久長聖

 2 降幡 諒成(2)     16.06 
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖

 3 大木 咲翔(2)     16.41 
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西

 4 小林 誠史(2)     17.18 
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ 上田千曲

 5 村本 琢実(1)     17.21 
ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ 佐久長聖

決勝 9月11日 11:50

長野県高校記録(KR)              51.36 
東信大会記録(GR)                53.29 

[ 1組] [ 2組]

 1 佐々木 隆之介(2)   1:01.08  1 降幡 諒成(2)     55.27 
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 岩村田 ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖

 2 東村 寛介(1)   1:05.69  2 山本 祐弥(1)     55.70 
ﾋｶﾞｼﾑﾗ ｶﾝｽｹ 佐久長聖 ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 佐久長聖

 3 森角 魁斗(1)   1:06.85  3 塚田 要(2)     59.00 
ﾓﾘｶｸ ｶｲﾄ 岩村田 ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ 野沢南

  備後 琉空(2)       4 小林 草太(2)   1:01.27 
ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ 上田 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 岩村田

 5 小林 誠史(2)   1:03.71 
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ 上田千曲

   1 降幡 諒成(2) 佐久長聖       55.27   2   1
   2 山本 祐弥(1) 佐久長聖       55.70   2   2
   3 塚田 要(2) 野沢南       59.00   2   3
   4 佐々木 隆之介(2) 岩村田     1:01.08   1   1
   5 小林 草太(2) 岩村田     1:01.27   2   4
   6 小林 誠史(2) 上田千曲     1:03.71   2   5
   7 東村 寛介(1) 佐久長聖     1:05.69   1   2
   8 森角 魁斗(1) 岩村田     1:06.85   1   3
    備後 琉空(2) 上田 DNS   1    

 1595
 1862
 2806
 1600
 1792

組 順位
 2842
 2812
 1561
 1596

400mH(0.914m)

タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

男子

2  1792 2  1595
DNS

4  1862

3  1600 5  1561

4  2806 6  2812

氏  名 所属名 記録／備考
5  1596 3  2842

男子

400mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.

男子

110mH(1.067m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  2812

4  2842

6  2804

5  2774

2  1862



決勝 9月10日 14:00

長野県高校記録(KR)            8:51.11 
東信大会記録(GR)              9:15.30 

 1 佐々木 哲(1)   9:36.20 
ｻｻｷ ﾃﾂ 佐久長聖

 2 遠藤 大成(2)   9:43.37 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 佐久長聖

 3 金子 一渓(2)   9:47.74 
ｶﾈｺ ｲｯｹｲ 佐久長聖

 4 熊谷 航陽(2)  10:05.23 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳﾖｳ 上田西

 5 柏木 健太(1)  10:22.04 
ｶｼﾜｷﾞ ｹﾝﾀ 上田西

 6 金森 柊弥(2)  10:24.31 
ｶﾅﾓﾘ ｼｭｳﾔ 佐久平総合技術

 7 田下 輝稀(2)  10:30.70 
ﾀｼﾀ ｺｳｷ 上田西

 8 中澤 大樹(1)  11:39.59 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾀﾞｲｼﾞｭ 野沢南

 9 丸山 涼太(1)  12:04.14 
ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ 佐久平総合技術

10 安本 桜太郎(2)  12:06.81 
ﾔｽﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ 上田千曲

11 横尾 悠翔(1)  12:29.20 
ﾖｺｵ ﾕｳｶﾞ 上田千曲

決勝 9月11日 10:45

長野県高校記録(KR)           19:45.72 
東信大会記録(GR)             22:13.15 

 1 小島 颯翔(2)  24:09.26 
ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ 丸子修学館

 2 熊倉 正之(2)  27:20.53 
ｸﾏｸﾗ ﾏｻﾕｷ 上田西

 3 大原 翔輝(2)  27:30.31 
ｵｵﾊﾗ ﾄｷ 上田西

 4 中田 大嵩(1)  27:39.06 
ﾅｶﾀ ﾋﾛﾀｶ 丸子修学館

 5 白井 充大(2)  31:05.58 
ｼﾗｲ ﾐﾋﾛ 上田染谷丘

1  1867

6  1633

4  1863

10  1914

2  1626

9  2789

5  1565

8  1666

7  1656

3  1659

11  2785

男子

3000mSC(0.914m)

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

男子

5000m競歩

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
4  1763

5  1907

3  1860

1  2786

2  1746



決勝 9月10日 14:40

長野県高校記録(KR)              40.95 
東信大会記録(GR)                41.86 

[ 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   4 佐久長聖  2805 山本 赴瑠(2)     42.80     1 丸子修学館      

ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｯｶﾝｺｳｺｳ DNS
 2814 木内 光波(1)

ｷｳﾁ ｺｳﾊ
 2843 前嶋 大希(2)

ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｲｷ
 2845 星野 ﾀｲﾄ(1)

ﾎｼﾉ ﾀｲﾄ
 2   3 野沢南  1561 塚田 要(2)     43.17 

ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ
 1560 由井 晴陽(2)

ﾕｲ ﾊﾙﾔ
 1564 山浦 雅斗(2)

ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ
 1567 小須田 翔(1)

ｺｽﾀﾞ ｶｹﾙ
 3   5 岩村田  1602 鈴木 陽大(1)     43.47 

ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀﾞｲ
 1594 榊原 歩(2)

ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ
 1596 佐々木 隆之介(2)

ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
 1605 大工原 政斗(1)

ﾀﾞｲｸﾊﾗ ﾏｻﾄ
 4   8 上田千曲  1863 安本 桜太郎(2)     45.17 

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
 1862 小林 誠史(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ
 5   6 上田  1789 上原 萌聖(2)     45.42 

ｳｴﾀﾞｺｳ ｳｴﾊﾗ ﾎｳｾｲ
 1793 小林 暉弥(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾔ
 1794 関口 渓瑚(1)

ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｺﾞ
 1791 宮澤 健人(2)

ﾐﾔｻﾞﾜ ｹﾝﾄ
 6   2 佐久平総合技術  1627 齊藤 音吹(2)     46.55 

ｻｸﾀﾞｲﾗｿｳｺﾞｳｺｳ ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ
 1628 木藤 誉秀阿(2)

ｷﾄﾞｳ ｼﾞｮｼｭｱ
 1626 金森 柊弥(2)

ｶﾅﾓﾘ ｼｭｳﾔ
 1632 飯野 隼(1)

ｲｲﾉ ｼｭﾝ
 7   1 上田西  1913 成澤 優希(1)     46.62 

ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ
 2774 大木 咲翔(2)

ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ
 2773 山下 智也(1)

ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ
 2788 筑波 直斗(2)

ﾂｸﾊﾞ ﾅｵﾄ
 8   7 上田染谷丘  1831 田中 粋(1)     47.18 

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

男子

4×100m

決勝



   1 佐久長聖     42.80 山本 赴瑠(2) 木内 光波(1) 前嶋 大希(2) 星野 ﾀｲﾄ(1)   1   1
   2 野沢南     43.17 塚田 要(2) 由井 晴陽(2) 山浦 雅斗(2) 小須田 翔(1)   1   2
   3 岩村田     43.47 鈴木 陽大(1) 榊原 歩(2) 佐々木 隆之介(2) 大工原 政斗(1)   1   3
   4 上田千曲     45.17 安本 桜太郎(2) 森 暖向太(2) 西田 陸人(2) 小林 誠史(2)   1   4
   5 上田     45.42 上原 萌聖(2) 小林 暉弥(2) 関口 渓瑚(1) 宮澤 健人(2)   1   5
   6 佐久平総合技術     46.55 齊藤 音吹(2) 木藤 誉秀阿(2) 金森 柊弥(2) 飯野 隼(1)   1   6
   7 上田西     46.62 成澤 優希(1) 大木 咲翔(2) 山下 智也(1) 筑波 直斗(2)   1   7
   8 上田染谷丘     47.18 田中 粋(1) 熊谷 槍一(2) 白井 充大(2) 鈴木 洸成(1)   1   8
    丸子修学館          DNS   2    

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位ｵｰﾀﾞｰ1

男子

4×100m

備考 ｵｰﾀﾞｰ2

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録



決勝 9月11日 14:40

長野県高校記録(KR)            3:12  
東信大会記録(GR)              3:18  

[ 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   4 上田千曲  1861 西田 陸人(2)   3:43.05  1   4 佐久長聖  2812 山本 祐弥(1)   3:23.59 

ｳｴﾀﾞﾁｸﾏｺｳ ﾆｼﾀ ﾘｸﾄ ｻｸﾁｮｳｾｲｺｳ ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ
 1862 小林 誠史(2)  2843 前嶋 大希(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｲｷ
 1869 中山 旺星(1)  2803 今関 隼也(2)

ﾅｶﾔﾏ ｵｳｾｲ ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ
 1866 山下 千颯(2)  2842 降幡 諒成(2)

ﾔﾏｼﾀ ﾁﾊﾔ ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ
 2   2 佐久平総合技術 1632 飯野 隼(1)   3:44.43  2   6 野沢南  1560 由井 晴陽(2)   3:24.30 

ｻｸﾀﾞｲﾗｿｳｺﾞｳｺｳ ｲｲﾉ ｼｭﾝ ﾉｻﾞﾜﾐﾅﾐｺｳ ﾕｲ ﾊﾙﾔ
 1626 金森 柊弥(2)  1561 塚田 要(2)

ｶﾅﾓﾘ ｼｭｳﾔ ﾂｶﾀﾞ ｶﾅﾒ
 1627 齊藤 音吹(2)  1558 土屋 聖瑛(2)

ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ ﾂﾁﾔ ｾｲｱ
 1633 丸山 涼太(1)  1567 小須田 翔(1)

ﾏﾙﾔﾏ ﾘｮｳﾀ ｺｽﾀﾞ ｶｹﾙ
 3   5 上田  1794 関口 渓瑚(1)   3:47.05  3   3 上田西  2774 大木 咲翔(2)   3:30.96 

ｳｴﾀﾞｺｳ ｾｷｸﾞﾁ ｹｲｺﾞ ｳｴﾀﾞﾆｼｺｳ ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ
 1795 大工原 礼人(1)  1913 成澤 優希(1)

ﾀﾞｲｸﾊﾗ ｱﾔﾄ ﾅﾙｻﾜ ﾕｳｷ
 1790 児玉 慈生(2)  2773 山下 智也(1)

ｺﾀﾞﾏ ｼﾞｵ ﾔﾏｼﾀ ﾄﾓﾔ
 1793 小林 暉弥(2)  1906 梅原 悠良(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾔ ｳﾒﾊﾗ ﾕﾗ
 4   3 上田染谷丘  1859 熊谷 槍一(2)   3:52.08  4   5 岩村田  1597 中山 瑛生(2)   3:32.32 

ｳｴﾀﾞｿﾒﾔｵｶ ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ ｲﾜﾑﾗﾀﾞ ﾅｶﾔﾏ ｴｲｷ
 1831 田中 粋(1)  1594 榊原 歩(2)

ﾀﾅｶ ｽｲ ｻｶｷﾊﾞﾗ ｱﾕﾑ
 1832 鈴木 洸成(1)  1602 鈴木 陽大(1)

ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ ｽｽﾞｷ ﾖｳﾀﾞｲ
 1860 白井 充大(2)  1596 佐々木 隆之介(2)

ｼﾗｲ ﾐﾋﾛ ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
 5   6 丸子修学館  1763 小島 颯翔(2)   4:17.93  5   2 小諸  1717 内藤 悠大(2)   3:33.60 

ﾏﾙｺｼｭｳｶﾞｯｶﾝｺｳｺｳ ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ ｺﾓﾛｺｳ ﾅｲﾄｳ ﾕｳﾀﾞｲ
 1759 室賀 庵吏(1)  1715 伊藤 壮一郎(2)

ﾑﾛｶﾞ ｲｵﾘ ｲﾄｳ ｿｳｲﾁﾛｳ
 1760 北村 櫂(2)  1719 清水 大輝(1)

ｷﾀﾑﾗ ｶｲ ｼﾐｽﾞ ﾀﾞｲｷ
 1746 中田 大嵩(1)  1718 鈴木 昇汰(1)

ﾅｶﾀ ﾋﾛﾀｶ ｽｽﾞｷ ｼｮｳﾀ

男子

4×400m

決勝



   1佐久長聖   3:23.59 山本 祐弥(1) 前嶋 大希(2) 今関 隼也(2) 降幡 諒成(2)   2   1
   2野沢南   3:24.30 由井 晴陽(2) 塚田 要(2) 土屋 聖瑛(2) 小須田 翔(1)   2   2
   3上田西   3:30.96 大木 咲翔(2) 成澤 優希(1) 山下 智也(1) 梅原 悠良(2)   2   3
   4岩村田   3:32.32 中山 瑛生(2) 榊原 歩(2) 鈴木 陽大(1) 佐々木 隆之介  2   4
   5小諸   3:33.60 内藤 悠大(2) 伊藤 壮一郎(2清水 大輝(1) 鈴木 昇汰(1)   2   5
   6上田千曲   3:43.05 西田 陸人(2) 小林 誠史(2) 中山 旺星(1) 山下 千颯(2)   1   1
   7佐久平総合技術   3:44.43 飯野 隼(1) 金森 柊弥(2) 齊藤 音吹(2) 丸山 涼太(1)   1   2
   8上田   3:47.05 関口 渓瑚(1) 大工原 礼人(1児玉 慈生(2) 小林 暉弥(2)   1   3
   9上田染谷丘   3:52.08 熊谷 槍一(2) 田中 粋(1) 鈴木 洸成(1) 白井 充大(2)   1   4
  10丸子修学館   4:17.93 小島 颯翔(2) 室賀 庵吏(1) 北村 櫂(2) 中田 大嵩(1)   1   5

タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録

男子

4×400m

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11日  9:40

長野県高校記録(KR)               2.17 
東信大会記録(GR)                 2.01 

小林 誠史(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ 上田千曲
竹内 睦喜(1)
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 野沢北 JO辞退
櫻井 絢悠(2)
ｻｸﾗｲ ｹﾝﾕｳ 佐久長聖
備後 琉空(2)
ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ 上田
小林 成生(1)
ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ 野沢南
飯田 更(2)
ｲｲﾀﾞ ｻﾗ 佐久平総合技術
安本 桜太郎(2)
ﾔｽﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ 上田千曲

決勝 9月10日 12:30

長野県高校記録(KR)               5.11 
東信大会記録(GR)                 4.30 

北村 櫂(2)
ｷﾀﾑﾗ ｶｲ 丸子修学館

 1.40
7 2  1863

xo o xr

 1.45

 1.45

6 4  1634
- o xo xxx

xxx
5 1  1566

- o o

xxo xxx  1.60

 1.60

4 3  1792
- o o o o

- - o xxx
3 6  2802

- - -

o o xo xxr  1.70

 1.70

2 7  1542
- - - - -

o o o o xo xxx

1m75 記録 備考

1 5  1862
- - -

1m45 1m50 1m55 1m60 1m65 1m70

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m35 1m40

男子

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 記録 備考

1  1760
     



決勝 9月10日 13:30

長野県高校記録(KR)               7.61 
東信大会記録(GR)                 7.14 

 ３回の
 最高記録

佐々木 隆之介(2)   6.44   6.24    x    6.44   6.30    -   6.30    6.44 
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 岩村田   -1.0   -0.8          -1.0   +2.0         +1.5    -1.0
木内 光波(1)   6.12   6.13   4.75    6.13    -    -    -    6.13 
ｷｳﾁ ｺｳﾊ 佐久長聖   +1.2   -1.8   +0.1    -1.8                      -1.8
栁澤 孔軌(2)   6.10   5.98   6.03    6.10    x   5.86   5.99    6.10 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 野沢南   +1.0   -1.4   +0.9    +1.0         +1.2          +1.0
櫻井 絢悠(2)   5.75   6.05   5.81    6.05   5.94    x   5.81    6.05 
ｻｸﾗｲ ｹﾝﾕｳ 佐久長聖   +1.5   -1.4   +0.9    -1.4   +0.7         +0.2    -1.4
西田 陸人(2)   5.62   4.19   5.47    5.62   5.51   5.70   5.20    5.70 
ﾆｼﾀ ﾘｸﾄ 上田千曲   +1.2   -1.0   +1.0    +1.2   +0.1   +2.7   +1.1    +2.7
齊藤 音吹(2)    x   5.59   5.61    5.61   5.35    -    -    5.61 
ｻｲﾄｳ ｲﾌﾞｷ 佐久平総合技術         -0.6   +0.1    +0.1   +1.6                +0.1
土屋 太木(1)   5.32   5.37   5.35    5.37   5.31    x   5.58    5.58 
ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ 岩村田   +1.4   -0.6    0.0    -0.6   +1.4         +1.5    +1.5
村本 琢実(1)    x   4.91   5.26    5.26   5.51   5.33   5.45    5.51 
ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ 佐久長聖         -0.7   +1.6    +1.6    0.0   +1.9   +0.1     0.0
秋山 恵澄(1)   5.16    x   4.32    5.16             5.16 
ｱｷﾔﾏ ｹｲﾄ 岩村田   +0.6         -0.2    +0.6                      +0.6
上原 萌聖(2)   4.77   5.01   4.86    5.01             5.01 
ｳｴﾊﾗ ﾎｳｾｲ 上田   +1.4   +1.0   -0.3    +1.0                      +1.0
関 大地(1)                            DNS
ｾｷ ﾀﾞｲﾁ 東御清翔                                                   

決勝 9月11日 12:30

長野県高校記録(KR)              15.58 
東信大会記録(GR)                14.63 

 ３回の
 最高記録

佐々木 隆之介(2)  13.34    x    x   13.34    x    x  13.02   13.34 
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 岩村田   +3.7                +3.7               +1.8    +3.7
栁澤 孔軌(2)  11.96  12.21  11.83   12.21  12.17  11.35  12.15   12.21 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 野沢南   +1.8   +3.5   +2.7    +3.5   +2.7   +4.5   +2.3    +3.5
山浦 雅斗(2)  11.94  12.19  12.17   12.19    x  12.01    x   12.19 
ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 野沢南   +3.2   +2.1   +3.2    +2.1         +1.1          +2.1
土屋 太木(1)    x    x  11.45   11.45    x    x    x   11.45 
ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ 岩村田               +3.6    +3.6                      +3.6
山下 千颯(2)  10.81  11.23  10.82   11.23    x  11.25  11.14   11.25 
ﾔﾏｼﾀ ﾁﾊﾔ 上田千曲   +2.0   +2.4   +3.5    +2.4         +2.2   +4.2    +2.2
西田 陸人(2)  10.83  11.14    x   11.14    x    x  11.17   11.17 
ﾆｼﾀ ﾘｸﾄ 上田千曲   +2.4   +3.2          +3.2               +2.6    +2.6

1  1730

9 2  1604

10 3  1789

7 4  1603

8 6  2804

5 9  1861

6 5  1627

3 7  1559

4 8  2802

1 11  1596

2 10  2814

備考

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

男子

三段跳

決勝

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

1 6  1596

2 3  1559

3 5  1564

4 4  1603

5 1  1866

6 2  1861



決勝 9月10日 11:30

長野県高校記録(KR)              14.76 
東信大会記録(GR)                12.98 

 ３回の
 最高記録

小山 翔平(2) 大会新
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 佐久長聖
菊池 優介(2)
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 岩村田
尾藤 峻(1)
ﾋﾞﾄｳ ｼｭﾝ 佐久長聖
依田 遼(2)
ﾖﾀﾞ ﾘｮｳ 野沢南
田中 粋(1)
ﾀﾅｶ ｽｲ 上田染谷丘
木藤 誉秀阿(2)
ｷﾄﾞｳ ｼﾞｮｼｭｱ 佐久平総合技術
横尾 悠翔(1)
ﾖｺｵ ﾕｳｶﾞ 上田千曲
鈴木 洸成(1) DNS
ｽｽﾞｷ ｺｳｾｲ 上田染谷丘

                    

   5.43   5.22   5.34   5.30   5.43   4.41

1  1832
      

7 2  1867
  5.43   5.41

   -    8.02    -    -    -   8.02 

   8.16   8.58   8.85    x   8.85   8.16

6 4  1628
  6.80   8.02

5 3  1831
  6.81   7.89

  7.49    9.02  10.03    -    -  10.03 

  10.13   9.48    x   9.68  10.13  10.13

4 5  1563
  9.02   4.38

3 6  2841
  9.93   9.08

 10.01   11.25  10.51  10.39  10.64  11.25 

  12.92  13.03  12.35  12.33  13.03  12.92

2 7  1593
 11.10  11.25

1 8  2813
 11.92  12.32

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

砲丸投(6.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 9月10日 10:00

長野県高校記録(KR)              45.21 
東信大会記録(GR)                38.25 

 ３回の
 最高記録

小山 翔平(2)
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 佐久長聖
木藤 誉秀阿(2)
ｷﾄﾞｳ ｼﾞｮｼｭｱ 佐久平総合技術
尾藤 峻(1)
ﾋﾞﾄｳ ｼｭﾝ 佐久長聖
依田 遼(2)
ﾖﾀﾞ ﾘｮｳ 野沢南
北村 櫂(2)
ｷﾀﾑﾗ ｶｲ 丸子修学館
花里 叶多(1)
ﾊﾅｻﾞﾄ ｶﾅﾀ 岩村田
倉根 永路(2)
ｸﾗﾈ ﾋﾛ 佐久平総合技術
関 大地(1) DNS
ｾｷ ﾀﾞｲﾁ 東御清翔

決勝 9月10日 13:10

長野県高校記録(KR)              57.29 
東信大会記録(GR)                50.48 

 ３回の
 最高記録

依田 遼(2)
ﾖﾀﾞ ﾘｮｳ 野沢南
木藤 誉秀阿(2)
ｷﾄﾞｳ ｼﾞｮｼｭｱ 佐久平総合技術
北村 櫂(2)
ｷﾀﾑﾗ ｶｲ 丸子修学館
倉根 永路(2)
ｸﾗﾈ ﾋﾛ 佐久平総合技術
室賀 庵吏(1)
ﾑﾛｶﾞ ｲｵﾘ 丸子修学館

                    

  16.97  16.63  16.49    x  16.97  16.97

1  1730
      

7 6  1635
 16.36    x

  17.05  17.99    x    x  17.99 

  20.21  19.23  20.46  20.57  20.57 

   x

6 3  1601
   x  17.05

5 2  1760
 17.33  18.66

 15.39

 20.21

4 5  1563
   x  25.66

3 4  2841
 27.24  24.69

   x  19.13    x  25.66 

  27.24  20.73  25.93  25.13  27.24 

2 8  1628
 27.96  27.48

1 7  2813
 29.55    x

備考

男子

円盤投(1.750kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

   x  36.52  36.52  33.04

-3-

-3- -4- -5- -6- 記録

 26.82   27.96    x  26.85  28.02  28.02 

  29.55  29.74  28.25  27.54  29.74    x

   x   25.66

記録 備考

男子

ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg)

決勝

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

1 5  1563
 31.01    x   33.04  36.02

3 3  1760
 16.97    -

2 4  1628
 24.43  26.68

 16.97    -

 26.66   26.68  25.83  24.50  24.97  26.68 

  5.87   9.56    x

 13.41   13.41    x  13.87    x  13.87 

  16.97    -    -    -

5 1  1759
  9.56   8.55    9.56    x    x

4 2  1635
 12.71  12.86



決勝 9月11日 12:30

長野県高校記録(KR)              63.41 
東信大会記録(GR)                57.42 

 ３回の
 最高記録

小山 翔平(2)
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 佐久長聖
小林 暉弥(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾔ 上田
菊池 優介(2)
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 岩村田
竹内 睦喜(1)
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 野沢北
花里 叶多(1)
ﾊﾅｻﾞﾄ ｶﾅﾀ 岩村田
武田 大輔(1)
ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 上田
坂本 浩平(1)
ｻｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 上田
尾藤 峻(1)
ﾋﾞﾄｳ ｼｭﾝ 佐久長聖
白井 充大(2)
ｼﾗｲ ﾐﾋﾛ 上田染谷丘
小林 成生(1) NM
ｺﾊﾞﾔｼ ｾﾅ 野沢南
関 大地(1) DNS
ｾｷ ﾀﾞｲﾁ 東御清翔

                 
1  1730

         

   x                  

  21.44           21.44    x

2  1566
   x    x

9 5  1860
 21.44    x

   x   25.54  22.11    x  22.36  25.54 

  29.51    x  27.80    x  29.51  29.51

8 3  2841
 25.54  25.02

7 4  1770
 22.69  25.51

 24.74   33.23  30.29  33.03  31.01  33.23 

  33.80    x    x  30.16  33.80  33.80

6 6  1769
 32.56  33.23

5 8  1601
 30.04  29.73

 28.39   36.01  32.52  28.55  32.25  36.01 

  38.88    -    -    -  38.88    -

4 7  1542
 33.67  36.01

3 11  1593
 38.88    -

   -   44.36    -    -    x  44.36 

  48.94  48.22    x  49.38  49.38  46.52

2 9  1793
 44.36  38.85

1 10  2813
 43.62  48.94

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子

やり投(800g)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



第１日目 2022/ 9/10
第２日目 2022/ 9/11

[第１日目]

降幡 諒成(2) 11.76(+0.9)  5.88(+0.8)       10.67       50.15   2594
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖     699     561     526     808      1
大木 咲翔(2) 11.71(+0.9)  5.89(+1.6)        7.95       52.02   2359
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西     709     563     363     724      2
村本 琢実(1) 11.68(+0.9)  5.51(+0.4)        9.32       55.53   2221
ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ 佐久長聖     715     483     445     578      4
竹内 睦喜(1) 12.69(+0.9)  6.04(+2.0)        9.04       52.93   2230
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 野沢北     522     595     428     685      3

 2774

 2804

 1542

１日目得点
順位

 2842

400m

男子

八種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 100m LJ SP



[第２日目]

降幡 諒成(2) 16.29(+1.3)       36.58        1.68     4:42.08   4882    1
佐久長聖     700     393     528     667

大木 咲翔(2) 17.41(+1.3)       39.75        1.65     4:41.89   4552    2
上田西     582     439     504     668

竹内 睦喜(1) 17.68(+1.3)       33.14        1.60   4:55.82    4177    43
野沢北     555     344     464

村本 琢実(1) 18.68(+1.3)       32.38        1.60     4:57.98   4050 4
佐久長聖     461     333     464     571

総合
順位 備考

得点
ﾅﾝﾊﾞｰ

男子

八種競技

 2842

 2774

 2804

 1542

1500m
氏  名

110mH JT HJ
所属名

584



決勝 9月10日 10:00

風速 +0.9

 1 村本 琢実(1)     11.68 
ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ 佐久長聖

 2 大木 咲翔(2)     11.71 
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西

 3 降幡 諒成(2)     11.76 
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖

 4 竹内 睦喜(1)     12.69 
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 野沢北

決勝 9月10日 11:00

竹内 睦喜(1)   5.73   5.77   6.04  6.04 (+2.0)
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 野沢北   +0.5   +1.8   +2.0   595
大木 咲翔(2)    x    x   5.89  5.89 (+1.6)
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西               +1.6   563
降幡 諒成(2)   5.56   5.82   5.88  5.88 (+0.8)
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖   +0.7   +2.4   +0.8   561
村本 琢実(1)   5.40   5.51    x  5.51 (+0.4)
ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ 佐久長聖   +1.6   +0.4         483

決勝 9月10日 12:30

降幡 諒成(2)  10.67 
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖    526
村本 琢実(1)   9.32 
ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ 佐久長聖    445
竹内 睦喜(1)   9.04 
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 野沢北    428
大木 咲翔(2)   7.95 
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西    363

決勝 9月10日 13:40

 1 降幡 諒成(2)     50.15 
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖

 2 大木 咲翔(2)     52.02 
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西

 3 竹内 睦喜(1)     52.93 
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 野沢北

 4 村本 琢実(1)     55.53 
ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ 佐久長聖

記録 備考

1 4  2842
 10.12   9.46  10.67

八種競技

砲丸投(6.000kg)

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

  7.75
4 1  2774

  7.95   7.62

  8.87

3 3  1542
  8.27   9.04   8.89

2 2  2804
  9.32   9.26

記録 備考

1 4  1542

八種競技

走幅跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

4 1  2804

2 2  2774

3 3  2842

八種競技

100m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

522

2  2804
715

3  2774
709

4  2842
699

5  1542

八種競技

400m

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

578

3  2842
808

4  2774
724

2  1542
685

5  2804



決勝 9月11日  9:30

風速 +1.3

 1 降幡 諒成(2)     16.29 
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖

 2 大木 咲翔(2)     17.41 
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西

 3 竹内 睦喜(1)     17.68 
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 野沢北

 4 村本 琢実(1)     18.68 
ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ 佐久長聖

決勝 9月11日 11:30

降幡 諒成(2)  1.68
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖   528
大木 咲翔(2)  1.65
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西   504
竹内 睦喜(1)  1.60
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 野沢北   464
村本 琢実(1)  1.60
ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ 佐久長聖   464

決勝 9月11日 10:30

大木 咲翔(2)  39.75 
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西    439
降幡 諒成(2)  36.58 
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖    393
竹内 睦喜(1)  33.14 
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 野沢北    344
村本 琢実(1)  32.38 
ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ 佐久長聖    333

決勝 9月11日 13:45

 1 大木 咲翔(2)   4:41.89 
ｵｵｷﾞ ｻｸﾄ 上田西

 2 降幡 諒成(2)   4:42.08 
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 佐久長聖

 3 竹内 睦喜(1)   4:55.82 
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓｷ 野沢北

 4 村本 琢実(1)   4:57.98 
ﾑﾗﾓﾄ ﾀｸﾐ 佐久長聖

3  1542
584

4  2804
571

2  2774
668

1  2842
667

八種競技

1500m

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考

xxx

-3-

八種競技

やり投(800g)

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-

 36.58  36.13

3 2

3 4  2804
o o o

3 1  1542
o o o xxx

o xxx
2 3  2774

o o xo

xxx

記録 備考1m71 1m74

1 2  2842
- - - -

1m65 1m68

xo

八種競技

走高跳

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m50 1m55 1m60

555
3  2804

461

2  2842
700

5  2774
582

八種競技

110mH(1.067m)

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4  1542

記録 備考

1 4  2774
   x  39.75    x

 35.00

 1542
 32.90  29.97  33.14

2 1  2842

 28.64
4 3  2804

 29.04  32.38



決勝 9月10日 11:06

[ 1組] 風速 +1.0 [ 2組] 風速 +1.0

 1 前嶋 大希(2)     11.24  1 木内 光波(1)     11.35 
ﾏｴｼﾞﾏ ﾀｲｷ 佐久長聖 ｷｳﾁ ｺｳﾊ 佐久長聖

 2 今関 隼也(2)     11.61  2 秋山 恵澄(1)     12.49 
ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ 佐久長聖 ｱｷﾔﾏ ｹｲﾄ 岩村田

 3 菊池 優介(2)     11.68  3 森角 魁斗(1)     12.76 
ｷｸﾁ ﾕｳｽｹ 岩村田 ﾓﾘｶｸ ｶｲﾄ 岩村田

 4 北村 海晴(1)     11.71  4 坂本 浩平(1)     13.33 
ｷﾀﾑﾗ ｶｲｾｲ 佐久長聖 ｻｶﾓﾄ ｺｳﾍｲ 上田

 5 三上 海陽(2)     11.80  5 竹花 朔亜(1)     13.95 
ﾐｶﾐ ｶｲﾖｳ 野沢南 ﾀｹﾊﾅ ｻｸｱ 上田

 6 土屋 太木(1)     12.32   備後 琉空(2)      
ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ 岩村田 ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ 上田

 7 武田 大輔(1)     12.63 
ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 上田

決勝 9月11日  9:55

風速 +2.9

 1 山本 赴瑠(2)     22.69 
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 佐久長聖

 2 木内 光波(1)     22.95 
ｷｳﾁ ｺｳﾊ 佐久長聖

 3 山本 祐弥(1)     23.18 
ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳﾔ 佐久長聖

 4 今関 隼也(2)     23.31 
ｲﾏｾﾞｷ ｼｭﾝﾔ 佐久長聖

 5 東村 寛介(1)     23.78 
ﾋｶﾞｼﾑﾗ ｶﾝｽｹ 佐久長聖

 6 早﨑 蒼心(1)     24.09 
ﾊﾔｻｷ ｿｳｼﾞﾝ 佐久長聖

 7 竹花 朔亜(1)     28.36 
ﾀｹﾊﾅ ｻｸｱ 上田

決勝 9月10日 10:16

 1 星野 ﾀｲﾄ(1)     53.95 
ﾎｼﾉ ﾀｲﾄ 佐久長聖

 2 北村 海晴(1)     54.48 
ｷﾀﾑﾗ ｶｲｾｲ 佐久長聖

 3 早﨑 蒼心(1)     57.78 
ﾊﾔｻｷ ｿｳｼﾞﾝ 佐久長聖

  三島 成生(2)      
ﾐｼﾏ ﾅﾙｷ 佐久長聖

  山本 赴瑠(2)      
ﾔﾏﾓﾄ ﾀｹﾙ 佐久長聖
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決勝 9月10日 12:51

 1 松山 優太(1)   4:05.44 
ﾏﾂﾔﾏ ﾕｳﾀ 佐久長聖

 2 遠藤 優裕(2)   4:05.48 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾏﾋﾛ 佐久長聖

 3 吉岡 斗真(2)   4:05.69 
ﾖｼｵｶ ﾄｳﾏ 佐久長聖

 4 篠 和真(1)   4:06.47 
ｼﾉ ｶｽﾞﾏ 佐久長聖

 5 小名 祐志(1)   4:08.62 
ｺﾅ ﾕｳｼﾞ 佐久長聖

 6 津金 海斗(1)   4:10.34 
ﾂｶﾞﾈ ｶｲﾄ 佐久長聖

 7 岸端 悠友(1)   4:17.06 
ｷｼﾊﾞﾀ ﾕｳﾄ 佐久長聖

 8 木村 真彩(1)   4:17.39 
ｷﾑﾗ ﾏｻｲ 佐久長聖

 9 松山 唯人(1)   4:20.45 
ﾏﾂﾔﾏ ﾕｲﾄ 佐久長聖

10 新井 拓実(2)   4:21.31 
ｱﾗｲ ﾀｸﾐ 上田西

11 金子 倖大(1)   4:21.92 
ｶﾈｺ ｺｳﾀ 上田西

12 西沢 大空(1)   4:27.60 
ﾆｼｻﾞﾜ ﾀｸ 上田西

13 藤森 大和(1)   4:35.42 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾔﾏﾄ 上田西

14 三島 成生(2)   4:41.50 
ﾐｼﾏ ﾅﾙｷ 佐久長聖

  木村 優仁(1)      
ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 佐久長聖

決勝 9月11日 12:16

 1 吉岡 斗真(2)  14:55.01 
ﾖｼｵｶ ﾄｳﾏ 佐久長聖

 2 小林 亮太(2)  15:07.06 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘｮｳﾀ 佐久長聖

 3 篠 和真(1)  15:11.04 
ｼﾉ ｶｽﾞﾏ 佐久長聖

 4 小名 祐志(1)  15:15.99 
ｺﾅ ﾕｳｼﾞ 佐久長聖

 5 石川 浩輝(1)  15:16.76 
ｲｼｶﾜ ｺｳｷ 佐久長聖

 6 金子 一渓(2)  15:18.48 
ｶﾈｺ ｲｯｹｲ 佐久長聖

 7 遠藤 大成(2)  15:21.92 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｾｲ 佐久長聖

 8 佐々木 哲(1)  15:26.17 
ｻｻｷ ﾃﾂ 佐久長聖

 9 伊坂 直稀(2)  15:31.20 
ｲｻｶ ﾅｵｷ 佐久長聖

10 佐内 彪真(2)  15:46.07 
ｻﾅｲ ﾋｮｳﾏ 佐久長聖

11 熊谷 航陽(2)  16:11.05 
ｸﾏｶﾞｲ ｺｳﾖｳ 上田西

12 木村 真彩(1)  16:36.56 
ｷﾑﾗ ﾏｻｲ 佐久長聖

13 野崎 健太朗(2)  16:50.98 
ﾉｻﾞｷ ｹﾝﾀﾛｳ 佐久長聖

14 柏木 健太(1)  17:10.69 
ｶｼﾜｷﾞ ｹﾝﾀ 上田西

15 藤森 大和(1)  17:17.01 
ﾌｼﾞﾓﾘ ﾔﾏﾄ 上田西

16 金子 倖大(1)  17:17.34 
ｶﾈｺ ｺｳﾀ 上田西

  木村 優仁(1)      
ｷﾑﾗ ﾕｳﾄ 佐久長聖
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決勝 9月10日 11:51

風速 +1.0

 6 櫻井 絢悠(2)     17.47 
ｻｸﾗｲ ｹﾝﾕｳ 佐久長聖

決勝 9月10日 14:01

 1 伊坂 直稀(2)  10:00.17 
ｲｻｶ ﾅｵｷ 佐久長聖

 2 佐内 彪真(2)  10:04.83 
ｻﾅｲ ﾋｮｳﾏ 佐久長聖

記録／備考

ｵｰﾌﾟﾝ男子
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