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審判長   細田 和生(トラック) 小川 靖(フィールド) 
記録主任  横沢 和樹 
 
大 会 新 記 録 一 覧 

種 目 予・準・決 記 録 氏 名 所 属 
学
年 

年 月 日 

女子 1 年  走幅跳 決勝 4m52 田中 杏 浅間 1 2022.6.4 

共通男子 110mH 決勝 14”81(ﾀｲ) 相場 遥心 東御東部 3 〃 

  共通女子 100mH 決勝 14”00 並木 彩華 野沢 3 〃 

 

 

競技場気象状況 

時刻 天候   風   気温   湿度 気圧 

9:30 晴 北     1.7m/sec.  19.0 ℃  45.0 % 1013 nb 

10:00 晴 北西     1.5m/sec.  21.0 ℃  38.0 % 1012 nb 

11:00 晴 西     1.8m/sec.  21.0 ℃  34.0 % 1012 nb 

12:00 晴 西     3.8m/sec.  22.0 ℃  29.0 % 1011 nb 

13:00 晴 北西     2.8m/sec.  23.0 ℃  32.0 % 1010 nb 

14:00 晴 北西     2.5m/sec.  23.0 ℃  28.0 % 1010 nb 

15:00 晴 北西     3.1m/sec.  23.0 ℃  32.0 % 1009 nb 

 



第６１回長野県中学校総合体育大会夏季大会東信地区予選会 ﾄﾗｯｸ審判長 細田　和生

跳躍審判長 小川　靖
投てき審判長 小川　靖

【開催日】 2022年６月3日 記録主任 横沢　和樹

【主催団体】 東信地区各市町村教育委員会　東信地区中学校体育連盟 決勝記録一覧表
(=GR:大会新タイ) 男  子 【競技場】 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

 6/ 4 男子共通  +3.1 美齊津 岳 22.80 宇佐美 隆悟 23.69 池田 恭輔 24.50 中澤 煌牙 24.57 菊原 煌生 24.72 羽場 瑠南 24.93 小山 莉央 26.77 青木 虹斗 26.90
200m 小諸東 立科 軽井沢 浅間 佐久穂 立科 御代田 上田第五

 6/ 4 中村 一輝 53.15 佐藤 柾希 56.02 竹内 勇椅 57.18 津島 輝 58.10 水間 琥珀 1:00.38 横山 遥都 1:01.36 赤尾 悠斗 1:01.98 堀内 翔 1:02.20
400m 上田第四 御代田 野沢 軽井沢 佐久東 東御東部 浅間 中込

 6/ 4 諸山 琉生 2:13.62 遠藤 大志 2:19.58 大井 優翔 2:23.24 相場 莉空 2:25.29 山口 流唯 2:29.93 瀨戸 響希 2:33.82 山岸 洸善 2:35.15 石田 悠人 2:41.36
800m 小諸東 小海 浅間 東御東部 東御東部 浅間 東御東部 上田第五

 6/ 4 土赤 仁義 9:38.12 竜野 誠一郎 10:23.17 児玉 大河 10:36.32 安藤 鈴 10:39.64 佐藤 ﾑﾊﾝﾏﾄﾞｱﾆｯｸ 10:44.85 伊東 輝 10:46.77 田島 理稀 11:00.72 荻原 蓮 11:36.47
3000m 小諸東 上田第五 丸子 小海 東御東部 小諸東 佐久東 立科

 6/ 4  +1.5 相場 遥心 14.81 栁澤 翔逢 14.99 須田 岳琉 16.36 渡邉 正葵 16.46 小林 颯介 17.47 宮下 徹久 19.63 望月 透人 21.60 須藤 漣 24.59
110mH(0.914m) 東御東部 =GR 佐久東 野沢 佐久東 小諸東 上田第五 東御東部 小諸東

 6/ 4 佐藤 祐希 1.50 清野 侑弘 1.50 佐藤 晴明 浅間 1.35 東海林 悠晴 1.35 金丸 玲央 1.15
走高跳 軽井沢 望月 鬼頭 輝翔 東御東部 野沢 軽井沢

 6/ 4 三石 蒼士 3.60 樫山 滉 3.20 櫻井 大治 2.70 前沢 優成 2.20 村山 史穏 2.10
棒高跳 野沢 野沢 野沢 上田第四 上田第四

 6/ 4 中澤 里琥 8.80 栁沢 翔空 8.57 豊田 大夢 8.57 森泉 佑耶 8.12 矢野 陽美季 7.56 森角 樹 7.13 北澤 鉄斗 6.88 杉村 陸 6.79
砲丸投(5.000kg) 東御東部 上田第四 佐久東 佐久東 佐久東 浅間 丸子北 浅間

 6/ 4 立科       45.97 東御東部       46.20 小諸東       46.43 野沢       47.27 望月       47.58 御代田       48.10 佐久東       48.14 浅間       48.34
4×100m 小林 賢和 山浦 伸太郎 北村 碧惟 竹内 勇椅 田島 一輝 吉田 晴翔 大塚 智哉 中島 光大

宇佐美 隆悟 山口 朋希 南澤 侑吾 樫山 滉 山浦 珠宇 掛川 龍 栁澤 翔逢 中澤 煌牙
羽場 瑠南 相場 遥心 小林 颯介 甘利 悠馬 清野 侑弘 佐藤 柾希 豊田 大夢 春原 拓弥
依田 惺那 竹内 一真 美齊津 岳 須田 岳琉 小林 美海 森田 千寛 渡邉 正葵 小山 滉人

 6/ 4 甘利 悠馬 1898 橋詰 蓮平 1415
四種競技 野沢 野沢

 6/ 4 男子1年  +4.1 渡邉 公雅 12.58 安藤 英人 12.69 鮎澤 諒 12.90 赤尾 遙斗 13.26 池田 広明 13.38 油井 柊磨 13.73 柳澤 雄飛 13.77 佐々木 颯士 13.98
100m 川上 軽井沢 上田第四 浅間 小諸東 佐久穂 望月 中込

 6/ 4 黒木 玲雄 4:35.95 金井 瑛斗 4:48.42 増田 大誠 4:59.33 平林 玄大 5:01.00 小林 凛太郎 5:22.59 佐藤 大翔 5:29.33 中村 勇陽 5:38.61 小宮山 空知 5:55.42
1500m 依田窪南部 丸子 真田 佐久長聖 小諸東 小諸東 丸子 上田第四

 6/ 4 山浦 英純 5.20(+1.1) 古岩井 聖也 5.06(+1.7) 寺澤 柊羽 4.61(+3.1) 高橋 琉都 4.49(+1.1) 髙橋 侑悟 4.38(+3.8) 関 隼哉 4.24(+0.8) 市村 璃恩 4.23(+1.5) 齋藤 駿 4.21(+2.4)
走幅跳 野沢 佐久穂 望月 小諸東 望月 上田第四 軽井沢 中込

 6/ 4 男子2年  +2.0 南澤 侑吾 12.04 櫻井 滉大 12.14 森田 千寛 12.21 平間 旭 12.40 山浦 伸太郎 12.55 山下 寛太 12.72 掛川 征恭 12.74 吉田 晴翔 12.88
100m 小諸東 東御東部 御代田 軽井沢 東御東部 上田第四 丸子北 御代田

 6/ 4 男子3年  +3.4 依田 惺那 11.06 竹内 一真 11.41 掛川 龍 11.51 手塚 悠介 11.61 髙見澤 雅流 11.65 山口 朋希 11.78 小林 賢和 12.31 小山 滉人 12.36
100m 立科 東御東部 御代田 上田第六 川上 東御東部 立科 浅間

 6/ 4 男子2･3年 清水 颯太 4:38.51 古屋野 佑俐 4:39.51 黒木 勇翔 4:43.52 岩藤 海門 4:44.68 楢原 舜斗 4:47.02 中島 漸 4:53.51 黒沢 燦 4:58.82 山中 莉輝 4:59.55
1500m 上田第五 軽井沢 依田窪南部 軽井沢 東御東部 丸子北 丸子 川上

 6/ 4 萩原 汐逢 6.02(+3.0) 山浦 珠宇 5.80(+1.1) 小林 美海 5.75(+1.2) 手島 颯冴 5.32(+0.5) 小林 悠 5.19(+1.9) 伊東 吾郎 5.15(+2.2) 春原 拓弥 4.88(+2.8) 井出 竣 4.85(+2.7)
走幅跳 佐久東 望月 望月 上田第五 浅間 上田第五 浅間 東御東部

 6/ 4 男子1･2年 東御東部       49.92 佐久穂       51.79 上田第四       52.08 浅間       52.96 野沢       53.78 望月       55.12 中込       56.11 御代田       58.05
4×100m 昆 幸成 内藤 奨太 西戸 優太 赤尾 遙斗 佐藤 晃生 柳澤 雄飛 佐々木 颯士 小林 真人

櫻井 滉大 古岩井 聖也 関 隼哉 小林 悠 山浦 英純 髙橋 侑悟 小林 庵 眞山 知也
倉島 葵斗 油井 柊磨 山下 寛太 加藤 颯悟 東海林 悠晴 清野 兼宥 齋藤 駿 中村 朱里
小須田 翔太郎 菊原 煌生 鮎澤 諒 赤尾 悠斗 橋詰 蓮平 寺澤 柊羽 佐藤 俐空 井上 成



予選 6月4日 10:15
決勝 6月4日 13:20

長野県中学記録(CR)         10.85 塚原　直貴                   岡谷北部         2000/07/09  
大会記録(GR)               11.90 芹沢　直人                   上田第一         1993        

[ 1組] 風速 +3.8 [ 2組] 風速 +2.9

 1 赤尾 遙斗     13.20 q  1 池田 広明     13.56 q
ｱｶｵ ﾊﾙﾄ 浅間 ｲｹﾀﾞ ｺｳﾒｲ 小諸東

 2 鮎澤 諒     13.23 q  2 油井 柊磨     13.89 q
ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳ 上田第四 ﾕｲ ｼｭｳﾏ 佐久穂

 3 柳澤 雄飛     13.69 q  3 小林 庵     13.99 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 望月 ｺﾊﾞﾔｼ ｲｵﾘ 中込

 4 佐々木 颯士     13.84 q  4 山宮 圭貴     14.03 
ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 中込 ﾔﾏﾐﾔ ｷﾖﾀｶ 真田

 5 橋詰 章友     13.98  5 小林 真人     14.77 
ﾊｼﾂﾞﾒ ｱｷﾄ 佐久長聖 ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ 御代田

 6 佐藤 晃生     14.55  6 橋爪 優     15.64 
ｻﾄｳ ｺｳｾｲ 野沢 ﾊｼﾂﾞﾒ ﾕｳ 上田第二

 7 土屋 惺太郎     18.71   古平 朝陽      
ﾂﾁﾔ ｾｲﾀﾛｳ 南牧 ｺﾀﾞｲﾗ ﾄｷﾔ 上田第四

[ 3組] 風速 +2.4

 1 渡邉 公雅     12.83 q
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｶﾞ 川上

 2 安藤 英人     12.93 q
ｱﾝﾄﾞｳ ｴｲﾄ 軽井沢

 3 市川 昊芽     13.91 
ｲﾁｶﾜ ｺｳｶﾞ 小諸東

 4 髙見澤 駿輔     14.36 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｼｭﾝｽｹ 南牧

 5 中島 翔生     14.37 
ﾅｶｼﾞﾏ ｶｲ 野沢

 6 清野 兼宥     14.38 
ｷﾖﾉ ｹﾝｳ 望月

 7 加藤 颯悟     15.00 
ｶﾄｳ ｿｳｺﾞ 浅間

風速 +4.1

 1 渡邉 公雅     12.58 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｶﾞ 川上

 2 安藤 英人     12.69 
ｱﾝﾄﾞｳ ｴｲﾄ 軽井沢

 3 鮎澤 諒     12.90 
ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳ 上田第四

 4 赤尾 遙斗     13.26 
ｱｶｵ ﾊﾙﾄ 浅間

 5 池田 広明     13.38 
ｲｹﾀﾞ ｺｳﾒｲ 小諸東

 6 油井 柊磨     13.73 
ﾕｲ ｼｭｳﾏ 佐久穂

 7 柳澤 雄飛     13.77 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 望月

 8 佐々木 颯士     13.98 
ｻｻｷ ﾊﾔﾄ 中込

8  4183

9  4120

3  4305

2  4035

4  4654

6  4140

7  4008

5  4225

7  4147

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

5  4093

2  4185

8  4307

3  4014

4  4008

6  4225

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

8  4015 7  4652
DNS

2  4091 2  4600

3  4369 8  4276

4  4120 5  4423

7  4183 4  4110

6  4654 6  4035

5  4140 3  4305
記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

男子1年

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 No. 氏  名 所属名 記録／備考



予選 6月4日 10:40
決勝 6月4日 13:30

長野県中学記録(CR)         10.85 塚原　直貴                   岡谷北部         2000/07/09  
大会記録(GR)               11.46 柳澤　祐希                   芦原             2015        

[ 1組] 風速 +3.1 [ 2組] 風速 +2.2

 1 山浦 伸太郎     12.26 q  1 南澤 侑吾     12.11 q
ﾔﾏｳﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 東御東部 ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 小諸東

 2 平間 旭     12.41 q  2 森田 千寛     12.29 q
ﾋﾗﾏ ｱｷﾗ 軽井沢 ﾓﾘﾀ ﾁﾋﾛ 御代田

 3 山下 寛太     12.53 q  3 櫻井 滉大     12.34 q
ﾔﾏｼﾀ ｶﾝﾀ 上田第四 ｻｸﾗｲ ｺｳﾀ 東御東部

 4 吉田 晴翔     12.61 q  4 西戸 優太     13.20 
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 御代田 ﾆｼﾄﾞ ﾕｳﾀ 上田第四

 5 掛川 征恭     12.62 q  5 水間 柊星     13.47 
ｶｹｶﾞﾜ ﾏｻﾔｽ 丸子北 ﾐｽﾞﾏ ｼｭｳｾｲ 中込

 6 関口 徠雅     13.44  6 滝澤 颯士     13.62 
ｾｷｸﾞﾁ ﾗｲｶﾞ 中込 ﾀｷｻﾞﾜ ｿｳｼ 上田第五

 7 柄澤 洸志     13.58  7 小池 澄空     14.95 
ｶﾗｻﾜ ｺｳｼ 上田第五 ｺｲｹ ﾄｵｱ 塩田

 8 小池 陽翔     14.76   沼野 真怜      
ｺｲｹ ﾊﾙﾄ 浅間 ﾇﾏﾉ ﾏｻﾄ 佐久長聖

風速 +2.0

 1 南澤 侑吾     12.04 
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 小諸東

 2 櫻井 滉大     12.14 
ｻｸﾗｲ ｺｳﾀ 東御東部

 3 森田 千寛     12.21 
ﾓﾘﾀ ﾁﾋﾛ 御代田

 4 平間 旭     12.40 
ﾋﾗﾏ ｱｷﾗ 軽井沢

 5 山浦 伸太郎     12.55 
ﾔﾏｳﾗ ｼﾝﾀﾛｳ 東御東部

 6 山下 寛太     12.72 
ﾔﾏｼﾀ ｶﾝﾀ 上田第四

 7 掛川 征恭     12.74 
ｶｹｶﾞﾜ ﾏｻﾔｽ 丸子北

 8 吉田 晴翔     12.88 
ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 御代田

9  4493

2  4256

6  4405

8  4667

5  4261

3  4218

記録／備考
4  4299

7  4402

所属名

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

DNS

6  4684 5  4573

3  4142 7  4357

2  4493 4  4116

4  4115 2  4686

9  4261

5  4667 3  4402

7  4256 6  4665

記録／備考
8  4405 8  4299

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

9  4218

男子2年

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 No. 氏  名 所属名



予選 6月4日 11:00
決勝 6月4日 13:40

長野県中学記録(CR)         10.85 塚原　直貴                   岡谷北部         2000/07/09  
大会記録(GR)               11.1  池田　卓也                   上田第四         2000        

[ 1組] 風速 +3.3 [ 2組] 風速 +1.7

 1 竹内 一真     11.51 q  1 依田 惺那     11.22 q
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾏ 東御東部 ﾖﾀﾞ ｾﾅ 立科

 2 髙見澤 雅流     11.76 q  2 掛川 龍     11.59 q
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｶﾞﾘｭｳ 川上 ｶｹｶﾞﾜ ﾘｭｳ 御代田

 3 小林 賢和     12.16 q  3 手塚 悠介     11.73 q
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ 立科 ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｽｹ 上田第六

 4 小山 滉人     12.28 q  4 山口 朋希     11.83 q
ｺﾔﾏ ﾋﾛﾄ 浅間 ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 東御東部

 5 田島 一輝     12.45  5 北村 碧惟     12.32 
ﾀｼﾞﾏ  ｲｯｷ 望月 ｷﾀﾑﾗ ｱｵｲ 小諸東

 6 佐藤 亮太     12.52  6 白鳥 基     12.49 
ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ 軽井沢 ｼﾗﾄﾘ ﾊｼﾞﾒ 芦原

 7 千葉 遼空     13.15  7 中島 光大     12.68 
ﾁﾊﾞ ﾊﾙｱ 佐久東 ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ 浅間

 8 青木 遥斗     13.71  8 保科 承太郎     13.51 
ｱｵｷ ﾊﾙﾄ 御代田 ﾎｼﾅ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 望月

風速 +3.4

 1 依田 惺那     11.06 
ﾖﾀﾞ ｾﾅ 立科

 2 竹内 一真     11.41 
ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾏ 東御東部

 3 掛川 龍     11.51 
ｶｹｶﾞﾜ ﾘｭｳ 御代田

 4 手塚 悠介     11.61 
ﾃﾂﾞｶ ﾕｳｽｹ 上田第六

 5 髙見澤 雅流     11.65 
ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｶﾞﾘｭｳ 川上

 6 山口 朋希     11.78 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｷ 東御東部

 7 小林 賢和     12.31 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ 立科

 8 小山 滉人     12.36 
ｺﾔﾏ ﾋﾛﾄ 浅間

9  4338

2  4131

3  4003

8  4411

5  4267

7  4702

記録／備考
6  4334

4  8770

所属名

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

6  4161 3  4130

3  4266 6  4193

7  4190 7  4293

5  4215 8  4327

5  4267

4  4338 4  4702

2  4131 2  4411

記録／備考
8  8770 9  4334

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

9  4003

男子3年

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 No. 氏  名 所属名



予選 6月4日 11:25
決勝 6月4日 13:55

長野県中学記録(CR)         21.73 落合　華七斗                 堀金             2019/08/21  
大会記録(GR)               23.06 宮崎　日向                   佐久長聖         2018        

[ 1組] 風速 +2.4 [ 2組] 風速 +2.1

 1 宇佐美 隆悟     23.43 q  1 美齊津 岳     22.83 q
ｳｻﾐ ﾘｭｳｺﾞ 立科 ﾐｻｲﾂﾞ ｶﾞｸ 小諸東

 2 池田 恭輔     24.36 q  2 菊原 煌生     24.52 q
ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 軽井沢 ｷｸﾊﾗ ｺｳｾｲ 佐久穂

 3 中澤 煌牙     24.49 q  3 羽場 瑠南     25.11 q
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｶﾞ 浅間 ﾊﾊﾞ ﾙﾅ 立科

 4 小山 莉央     26.83 q  4 青木 虹斗     26.66 q
ｺﾔﾏ ﾘｵｳ 御代田 ｱｵｷ ﾅﾅﾄ 上田第五

 5 横山 司竜     27.48  5 六川 新太     28.78 
ﾖｺﾔﾏ ｼﾘｭｳ 東御東部 ﾛｸｶﾞﾜ ｱﾗﾀ 上田第五

 6 柳澤 旺我     27.77   小須田 翔太郎      
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｵｳｶﾞ 上田第五 ｺｽﾀﾞ 東御東部

風速 +3.1

 1 美齊津 岳     22.80 
ﾐｻｲﾂﾞ ｶﾞｸ 小諸東

 2 宇佐美 隆悟     23.69 
ｳｻﾐ ﾘｭｳｺﾞ 立科

 3 池田 恭輔     24.50 
ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｽｹ 軽井沢

 4 中澤 煌牙     24.57 
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｶﾞ 浅間

 5 菊原 煌生     24.72 
ｷｸﾊﾗ ｺｳｾｲ 佐久穂

 6 羽場 瑠南     24.93 
ﾊﾊﾞ ﾙﾅ 立科

 7 小山 莉央     26.77 
ｺﾔﾏ ﾘｵｳ 御代田

 8 青木 虹斗     26.90 
ｱｵｷ ﾅﾅﾄ 上田第五

9  4279

2  4670

3  4030

8  4333

7  4213

4  4135

記録／備考
5  4295

6  4335

所属名

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

DNS

5  4414 6  4698

4  4699 7  4410

3  4030

3  4135 5  4333

7  4279 4  4670

記録／備考
6  4335 2  4295

記録／備考 順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名

2  4213

男子共通

200m

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

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名



決勝 6月4日 14:25

長野県中学記録(CR)         49.54 落合　華七斗                 堀金             2019/09/01  
大会記録(GR)               51.88 柏木　優                     小諸東           2016        

[ 1組] [ 2組]

 1 中村 一輝     53.15  1 横山 遥都   1:01.36 
ﾅｶﾑﾗ ｶｽﾞｷ 上田第四 ﾖｺﾔﾏ ﾊﾙﾄ 東御東部

 2 佐藤 柾希     56.02  2 赤尾 悠斗   1:01.98 
ｻﾄｳ ﾏｻｷ 御代田 ｱｶｵ ﾕｳﾄ 浅間

 3 竹内 勇椅     57.18  3 式田 航   1:04.67 
ﾀｹｳﾁ ﾕｳｲ 野沢 ｼｷﾀ ﾜﾀﾙ 東御東部

 4 津島 輝     58.10  4 中澤 拓海   1:04.97 
ﾂｼﾏ ﾋｶﾙ 軽井沢 ﾅｶｻﾞﾜ ﾀｸﾐ 佐久東

 5 水間 琥珀   1:00.38  5 尾和 昊志朗   1:07.93 
ﾐｽﾞﾏ ｺﾊｸ 佐久東 ｵﾜ ｺｳｼﾛｳ 上田第五

 6 堀内 翔   1:02.20  6 三沢 将太   1:09.87 
ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳ 中込 ﾐｻﾜ ｼｮｳﾀ 上田第五

 7 花岡 蓮   1:05.33   橋本 望      
ﾊﾅｵｶ ﾚﾝ 上田第四 ﾊｼﾓﾄ ﾉｿﾞﾑ 上田第五

  戸張 蓮太      
ﾄﾊﾞﾘ ﾚﾝﾀ 小海

4  4640 6  4696
DNS

6  4020
DNS

3  4113 4  4697

2  4169 8  4683

9  4217 5  4168

7  4084 3  4419

5  4253 2  4138

氏  名 所属名 記録／備考
8  4641 7  8773

男子共通

400m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.



   1 中村 一輝 上田第四       53.15   1   1
   2 佐藤 柾希 御代田       56.02   1   2
   3 竹内 勇椅 野沢       57.18   1   3
   4 津島 輝 軽井沢       58.10   1   4
   5 水間 琥珀 佐久東     1:00.38   1   5
   6 横山 遥都 東御東部     1:01.36   2   1
   7 赤尾 悠斗 浅間     1:01.98   2   2
   8 堀内 翔 中込     1:02.20   1   6
   9 式田 航 東御東部     1:04.67   2   3
  10 中澤 拓海 佐久東     1:04.97   2   4
  11 花岡 蓮 上田第四     1:05.33   1   7
  12 尾和 昊志朗 上田第五     1:07.93   2   5
  13 三沢 将太 上田第五     1:09.87   2   6
    戸張 蓮太 小海 DNS   1    
    橋本 望 上田第五 DNS   2    

 4640
 4683
 4697
 4020
 4696

 4168

組 順位
 4641
 4253
 4084
 4217
 4169
 8773
 4138
 4113
 4419

400m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

男子共通



決勝 6月4日 12:25

長野県中学記録(CR)       1:53.15 和田　仁志                   赤穂             1983/08/28  
大会記録(GR)             2:02.50 佐藤　清治                   浅間             1996        

[ 1組] [ 2組]

 1 諸山 琉生   2:13.62  1 瀨戸 響希   2:33.82 
ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 小諸東 ｾﾄ ﾋﾋﾞｷ 浅間

 2 遠藤 大志   2:19.58  2 髙橋 悠   2:48.34 
ｴﾝﾄﾞｳ ﾀｲｼ 小海 ﾀｶﾊｼ ﾊﾙｶ 小諸東

 3 大井 優翔   2:23.24  3 岡田 裕翔   2:48.90 
ｵｵｲ ﾕｳﾄ 浅間 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 浅間

 4 相場 莉空   2:25.29  4 中村 翔音   2:57.20 
ｱｲﾊﾞ ﾘｸ 東御東部 ﾅｶﾑﾗ ｼｵﾝ 丸子北

 5 山口 流唯   2:29.93  5 小山田 陽真   3:09.82 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾙｲ 東御東部 ｵﾔﾏﾀﾞﾊﾙﾏ 丸子北

 6 山岸 洸善   2:35.15   中嶋 奏仁      
ﾔﾏｷﾞｼ ｺｳｾﾞﾝ 東御東部 ﾅｶｼﾞﾏ ｶﾅﾄ 南牧

 7 石田 悠人   2:41.36 
ｲｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ 上田第五

5  4415 3  4019
DNS

6  4676

7  8775 2  4498

3  4391 6  4499

4  4136 5  4155

2  4021 4  4304

氏  名 所属名 記録／備考
1  4297 1  4141

男子共通

800m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ No.



   1 諸山 琉生 小諸東     2:13.62   1   1
   2 遠藤 大志 小海     2:19.58   1   2
   3 大井 優翔 浅間     2:23.24   1   3
   4 相場 莉空 東御東部     2:25.29   1   4
   5 山口 流唯 東御東部     2:29.93   1   5
   6 瀨戸 響希 浅間     2:33.82   2   1
   7 山岸 洸善 東御東部     2:35.15   1   6
   8 石田 悠人 上田第五     2:41.36   1   7
   9 髙橋 悠 小諸東     2:48.34   2   2
  10 岡田 裕翔 浅間     2:48.90   2   3
  11 中村 翔音 丸子北     2:57.20   2   4
  12 小山田 陽真 丸子北     3:09.82   2   5
    中嶋 奏仁 南牧 DNS   2    

 4499
 4498
 4019

 8775
 4141
 4415
 4676
 4304
 4155

組 順位
 4297
 4021
 4136
 4391

800m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考

男子共通



決勝 6月4日 11:50

長野県中学記録(CR)       3:56.2  和田　仁志                   赤穂             1983/09/18  
大会記録(GR)             4:22.94 眞田　稜生                   上田第四         2014        

 1 黒木 玲雄   4:35.95 
ｸﾛｷ  ﾚｵ 依田窪南部

 2 金井 瑛斗   4:48.42 
ｶﾅｲ ｴｲﾄ 丸子

 3 増田 大誠   4:59.33 
ﾏｽﾀﾞ ﾀｲｾｲ 真田

 4 平林 玄大   5:01.00 
ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝﾀ 佐久長聖

 5 小林 凛太郎   5:22.59 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾘﾝﾀﾛｳ 小諸東

 6 佐藤 大翔   5:29.33 
ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 小諸東

 7 中村 勇陽   5:38.61 
ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ 丸子

 8 小宮山 空知   5:55.42 
ｺﾐﾔﾏ ｿﾗﾄﾓ 上田第四

 9 井出 悠月   5:59.92 
ｲﾃﾞ ﾕﾂﾞｷ 浅間

10 眞山 知也   6:04.97 
ｻﾅﾔﾏ ﾄﾓﾔ 御代田

11 篠原 陽和   6:09.19 
ｼﾉﾊﾗ ﾋﾖﾘ 中込

12 山口 穂高   6:09.37 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾎﾀｶ 浅間

13 上野 蒼介   7:17.32 
ｳｴﾉ ｿｳｽｹ 上田第五

  髙寺 翌桧      
ﾀｶﾃﾗ ｱｽﾅﾛ 真田 DNS

1  4122

2  4156

5  4691

7  4421

3  4482

9  4656

12  4158

4  4277

11  4422

6  4368

10  4301

8  4303

男子1年

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
14  4521

13  4481



決勝 6月4日 11:40

長野県中学記録(CR)       3:56.2  和田　仁志                   赤穂             1983/09/18  
大会記録(GR)             4:11.53 眞田　稜生                   上田第四         2016        

 1 清水 颯太   4:38.51 
ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ 上田第五

 2 古屋野 佑俐   4:39.51 
ｺﾔﾉ ﾕｳﾘ 軽井沢

 3 黒木 勇翔   4:43.52 
ｸﾛｷ ﾕｳﾄ 依田窪南部

 4 岩藤 海門   4:44.68 
ｲﾜﾄｳ ｶｲﾄ 軽井沢

 5 楢原 舜斗   4:47.02 
ﾅﾗﾊﾗ ｼｭﾝﾄ 東御東部

 6 中島 漸   4:53.51 
ﾅｶｼﾞﾏ ｾﾞﾝ 丸子北

 7 黒沢 燦   4:58.82 
ｸﾛｻﾜ ｱｷﾗ 丸子

 8 山中 莉輝   4:59.55 
ﾔﾏﾅｶ ﾘｷ 川上

 9 金井 崚惺   5:04.69 
ｶﾅｲ ﾘｮｳｾｲ 丸子

10 六川 冬真   5:12.08 
ﾛｸｶﾞﾜ ﾄｳﾏ 中込

11 内藤 奨太   5:17.80 
ﾅｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 佐久穂

12 諸 垠遇   5:18.94 
ｾﾞ ｳﾇ 浅間

13 土屋 大地   5:20.29 
ﾂﾁﾔ ﾀﾞｲﾁ 浅間

14 中島 立惺   5:25.31 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ 川上

15 林 雅功   5:25.82 
ﾊﾔｼ ｶﾞｸ 丸子北

16 小山 叶夢   5:28.65 
ｺﾔﾏ ｶﾅﾒ 東御東部

17 天野 夏樹之助   5:51.11 
ｱﾏﾉ ﾅﾂｷﾉｽｹ 佐久長聖

  曺 有根      
ｿｳ ｳｺﾝ 上田第四 DNS

16  4497

1  4417

13  4356

8  4644

11  4041

10  4143

14  4149

2  4004

5  4487

12  4007

9  4462

4  4112

18  4520

15  4216

3  4406

6  4496

男子2･3年

1500m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  4685

17  4219



決勝 6月4日 14:50

長野県中学記録(CR)       8:30.96 吉岡　大翔                   川中島           2019/12/15  
大会記録(GR)             8:58.49 高木　航志                   上田第五         2014        

 1 土赤 仁義   9:38.12 
ﾂﾁｱｶ ｼﾞﾝ 小諸東

 2 竜野 誠一郎  10:23.17 
ﾀﾂﾉ ｾｲｲﾁﾛｳ 上田第五

 3 児玉 大河  10:36.32 
ｺﾀﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 丸子

 4 安藤 鈴  10:39.64 
ｱﾝﾄﾞｳ ﾚｲ 小海

 5 佐藤 ﾑﾊﾝﾏﾄﾞｱﾆｯｸ  10:44.85 
ｻﾄｳﾑﾊﾝﾏﾄﾞｱﾆｯｸ 東御東部

 6 伊東 輝  10:46.77 
ｲﾄｳ ﾋｶﾙ 小諸東

 7 田島 理稀  11:00.72 
ﾀｼﾞﾏ ﾘｷ 佐久東

 8 荻原 蓮  11:36.47 
ｵｷﾞﾊﾗ ﾚﾝ 立科

 9 児玉 大和  12:35.95 
ｺﾀﾞﾏ ﾔﾏﾄ 丸子

4  4488

9  4165

3  4332

6  4489

2  4026

1  8772

5  4296

男子共通

3000m

決勝

順 ORD No. 氏  名 所属名 記録／備考
7  4298

8  4695



決勝 6月4日 12:50

長野県中学記録(CR)         14.01 中村　駿汰                   旭町             2021/08/03  
大会記録(GR)               14.81 内海 亮平                    上田第一         2019        

風速 +1.5

 1 相場 遥心     14.81 
ｱｲﾊﾞ ﾊﾙｼ 東御東部

 2 栁澤 翔逢     14.99 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ 佐久東

 3 須田 岳琉     16.36 
ｽﾀﾞ ﾀｹﾙ 野沢

 4 渡邉 正葵     16.46 
ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ 佐久東

 5 小林 颯介     17.47 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ 小諸東

 6 宮下 徹久     19.63 
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾂﾋｻ 上田第五

 7 望月 透人     21.60 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾕｷﾄ 東御東部

 8 須藤 漣     24.59 
ｽﾄﾞｳ ﾚﾝ 小諸東

5  4300

2  4678

4  4407

7  4306

8  4416
大会新タイ

3  4163

6  4089

9  4174

男子共通

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月4日 12:45

長野県中学記録(CR)          1.97 中野　昌幸                   波田             1980/09/23  
大会記録(GR)                1.91 大久保　圭二                 戸倉上山田       1976        

佐藤 祐希
ｻﾄｳ ﾕｳｷ 軽井沢
清野 侑弘
ｷﾖﾉ ﾕﾋﾛ 望月
佐藤 晴明
ｻﾄｳ ﾊﾙｱｷ 浅間
鬼頭 輝翔
ｷﾄｳ ﾋｶﾙ 東御東部
東海林 悠晴
ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕｳｾｲ 野沢
金丸 玲央
ｶﾅﾏﾙ ﾚｵ 軽井沢
市川 迅人 NM
ｲﾁｶﾜ ﾊﾔﾄ 浅間

     2  4145 - xxx

 1.15

 1.35

6 3  4222 o xxx

xo o xxx5 1  4087 - o o

xxx  1.35

 1.35

3 5  4393 - - o o o

o o xxx3 4  4150 - o o

xo xo xo xxx  1.50

 1.50

2 7  4191 - - - - -

o o o o o xxx

1m55 1m60 記録 備考
1 6  4220 - - o

1m25 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50

男子共通

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m15 1m20



決勝 6月4日  9:55

長野県中学記録(CR)          4.75 松澤　勝治                   春富             2011/10/15  
大会記録(GR)                3.90 大塚　昌宏                   浅間             1995        

2m90 3m00 3m10 3m20 3m30 3m40 3m50 3m60 3m70
三石 蒼士 - o - - - - - - - -
ﾐﾂｲｼ ｱｵｼ 野沢 - o o xo o xo o xo xxx
樫山 滉 - - - - - - o - - -
ｶｼﾔﾏ ｱｷﾗ 野沢 o o xxo o xxx
櫻井 大治 - - - - - - xxo o o xxx
ｻｸﾗｲ ﾀﾞｲｼﾞ 野沢
前沢 優成 o o o o xxx
ﾏｴｻﾞﾜ ﾕｳｾｲ 上田第四
村山 史穏 o o xo xxx
ﾑﾗﾔﾏ ｼｵﾝ 上田第四

4 2  4666  2.20

5 4  4650  2.10

2 1  4082  3.20

3 3  4086  2.70

2m70 2m80
記録 備考

1 5  4085  3.60

2m10 2m20 2m30 2m40 2m50 2m60

男子共通

棒高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m90 2m00



決勝 6月4日 12:30

長野県中学記録(CR)          7.04 内川　圭祐                   白馬             2010/09/04  
大会記録(GR)                5.63 宮原　剛志                   東部             1995        

 ３回の
 最高記録

山浦 英純    x    x   4.92    4.92   5.04   5.20   3.38    5.20 
ﾔﾏｳﾗ ｴｲｼﾞｭﾝ 野沢               +3.4    +3.4   +1.0   +1.1   +1.0    +1.1
古岩井 聖也   5.01    x   5.06    5.06    x   4.97    x    5.06 
ｺｲﾜｲ 佐久穂   +2.4         +1.7    +1.7         +2.7          +1.7
寺澤 柊羽   4.10   4.54   4.61    4.61    -    -   4.40    4.61 
ﾃﾗｻﾜ ﾄｳﾜ 望月   +2.0   +2.1   +3.1    +3.1               +0.5    +3.1
高橋 琉都    x   4.25   4.05    4.25   4.49   3.70   4.21    4.49 
ﾀｶﾊｼ ﾙｲﾄﾞ 小諸東         +1.2   +1.7    +1.2   +1.1   -1.3   -0.8    +1.1
髙橋 侑悟   4.38   3.97   3.88    4.38    -    -    -    4.38 
ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ 望月   +3.8   +0.9   +3.9    +3.8                      +3.8
関 隼哉   2.90   4.21   3.92    4.21   4.17   4.24   3.96    4.24 
ｾｷ ｼｭﾝﾔ 上田第四   +1.2   +2.4   +3.4    +2.4   +4.1   +0.8   +1.2    +0.8
市村 璃恩   4.23    x   3.94    4.23    x   3.97   4.03    4.23 
ｲﾁﾑﾗ ﾘｵﾝ 軽井沢   +1.5         +2.7    +1.5          0.0   +2.2    +1.5
齋藤 駿   4.01   4.17   4.21    4.21   3.81   3.93    x    4.21 
ｻｲﾄｳ ｼｭﾝ 中込   +0.9   +2.9   +2.4    +2.4   +2.6   +1.3          +2.4
佐藤 俐空   3.24   3.00   3.75    3.75             3.75 
ｻﾄｳ ﾘｸ 中込   +2.7   +0.3   +0.7    +0.7                      +0.7
美齊津 凜一   3.38   3.72   3.54    3.72             3.72 
ﾐｻｲﾂﾞ ﾘｲﾁ 小諸東   +0.9   +1.5   +3.6    +1.5                      +1.5
山根 海   3.58   3.50   3.53    3.58             3.58 
ﾔﾏﾈ ｶｲ 浅間    0.0   +2.7   +1.0     0.0                       0.0
中村 朱里   3.50   2.89   3.05    3.50             3.50 
ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾘ 御代田   +2.1   +1.1   +2.7    +2.1                      +2.1
関口 誠人                            DNS
ｾｷｸﾞﾁ ﾏｺﾄ 真田                                                   

1  4427

11 3  4152

12 4  4278

9 2  4121

10 9  4308

7 6  4224

8 5  4111

5 10  4184

6 7  4655

3 8  4186

4 11  4302

1 13  4092

2 12  4034

備考

男子1年

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



決勝 6月4日  9:35

長野県中学記録(CR)          7.04 内川　圭祐                   白馬             2010/09/04  
大会記録(GR)                6.65 清水　泰地                   望月             2012        

 ３回の
 最高記録

萩原 汐逢   5.85    -    -    5.85   5.66   6.02    -    6.02 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｾｱ 佐久東   +1.1                +1.1   +2.8   +3.0          +3.0
山浦 珠宇    x    x   5.80    5.80    x    x    x    5.80 
ﾔﾏｳﾗ ｼｭｳ 望月               +1.1    +1.1                      +1.1
小林 美海    x   5.74    x    5.74   5.75    x    x    5.75 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月         +2.5          +2.5   +1.2                +1.2
手島 颯冴   5.06   5.01   5.27    5.27   5.31   5.32   5.28    5.32 
ﾃｼﾏ ｿｳｺﾞ 上田第五   +2.1   +1.8   +1.7    +1.7   +2.3   +0.5   +0.4    +0.5
小林 悠   5.19   5.11   5.12    5.19   4.96   4.80    x    5.19 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 浅間   +1.9   +3.2   +4.2    +1.9   -0.1   +3.0          +1.9
伊東 吾郎   5.06   5.05    x    5.06   5.15   4.97   4.99    5.15 
ｲﾄｳ ｺﾞﾛｳ 上田第五   +3.7   +3.2          +3.7   +2.2   +1.3   +0.8    +2.2
春原 拓弥   4.72   4.88   4.66    4.88    x    x   4.46    4.88 
ｽﾉﾊﾗ ﾀｸﾔ 浅間   +1.4   +2.8   -0.2    +2.8               +0.8    +2.8
井出 竣   4.85   4.59   4.62    4.85   4.65   4.74   4.42    4.85 
ｲﾃﾞ ｼｭﾝ 東御東部   +2.7   +3.3   +0.8    +2.7   +2.2   +0.7   +1.7    +2.7
外川 慈瑛   4.70   4.78   4.70    4.78             4.78 
ﾄｶﾞﾜ ｼﾞｴｲ 軽井沢   +1.6   +2.3   +0.7    +2.3                      +2.3
大塚 智哉   4.72    x    x    4.72             4.72 
ｵｵﾂｶ ﾄﾓﾔ 佐久東   +1.6                +1.6                      +1.6
井上 成   4.62    x   4.14    4.62             4.62 
ｲﾉｳｴ ｼﾞｮｳ 御代田   +0.4         +2.5    +0.4                      +0.4
内藤 馨   4.09   4.35   4.12    4.35             4.35 
ﾅｲﾄｳ ｶｵﾙ 上田第三   +2.0   +0.6   +1.9    +0.6                      +0.6
坂口 凜之助   4.23   4.19   3.90    4.23             4.23 
ｻｶｸﾞﾁ ﾘﾝﾉｽｹ 東御東部   +2.3   +3.9   -0.7    +2.3                      +2.3

13 2  4404

11 6  4255

12 5  4630

9 1  4223

10 8  4160

7 3  4134

8 4  4403

5 10  4139

6 9  4672

3 11  4189

4 7  4671

1 12  4162

2 13  4192

備考

男子2･3年

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



決勝 6月4日 10:10

長野県中学記録(CR)         14.25 髙橋　勇翔                   開成             2019/10/05  
大会記録(GR)               12.94 木藤 海琉                    芦原             2019        

 ３回の
 最高記録

中澤 里琥
ﾅｶｻﾞﾜ ﾘｸ 東御東部
栁沢 翔空
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾄｱ 上田第四
豊田 大夢
ﾄﾖﾀ ﾋﾛﾑ 佐久東
森泉 佑耶
ﾓﾘｲｽﾞﾐ ﾕｳﾔ 佐久東
矢野 陽美季
ﾔﾉ ﾋﾋﾞｷ 佐久東
森角 樹
ﾓﾘｶｸ ｲﾂｷ 浅間
北澤 鉄斗
ｷﾀｻﾞﾜ ﾃﾂﾄ 丸子北
杉村 陸
ｽｷﾞﾑﾗ ﾘｸ 浅間
中村 颯汰
ﾅｶﾑﾗ ｿｳﾀ 丸子北
西川 大観
ﾆｼｶﾜ ﾀｲｶﾝ 上田第五
原田 連
ﾊﾗﾀﾞ ﾚﾝ 中込
鶴田 時士 DNS
ﾂﾙﾀ ｺｸｼ 川上
田中 一真 DNS
ﾀﾅｶ ｶｽﾞﾏ 上田第五

                 3  4689
         

                    

   4.05            4.05   4.04

2  4009
      

11 1  4114
  4.05   3.69

  5.38    6.05            6.05 

   6.18            6.18   5.52

10 8  4677
  6.01   6.05

9 5  4494
  5.78   6.18

  5.88    6.79   6.45    x   6.44   6.79 

   6.88   6.78   6.31   6.61   6.88   6.23

8 6  4148
  6.48   6.79

7 7  4495
  6.88   6.61

  6.72    7.13   7.10   6.85    x   7.13 

   7.55   6.84   7.56   7.18   7.56   7.55

6 4  4146
  7.13   6.91

5 13  4164
  7.00   6.70

  7.53    8.12   7.50   8.06   8.04   8.12 

   8.47   8.11   8.57   8.25   8.57   8.47

4 11  4172
  8.12   7.77

3 9  4166
  7.69   7.99

  8.03    8.57   8.52    x   8.30   8.57 

   7.77   7.94   8.30   8.80   8.80   7.75

2 12  4646
  8.57    x

1 10  4401
  7.74   7.77

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

男子共通

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



2022/ 6/ 4

長野県中学記録(CR)          2800 古村 拓海                    浅間             2019
大会記録(GR)                2491 竹内 睦喜                    野沢             2021        

甘利 悠馬 17.41(+2.8)        8.76        1.63       59.90   1898
ｱﾏﾘ ﾕｳﾏ 野沢     582     411     488     417      1
橋詰 蓮平 17.17(+2.8)        6.29        1.45     1:07.66   1415
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 野沢     607     266     352     190      2

決勝 6月4日  9:30

風速 +2.8

 1 橋詰 蓮平     17.17 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 野沢

 2 甘利 悠馬     17.41 
ｱﾏﾘ ﾕｳﾏ 野沢

決勝 6月4日 10:10

甘利 悠馬   8.76 
ｱﾏﾘ ﾕｳﾏ 野沢    411
橋詰 蓮平   6.29 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 野沢    266

決勝 6月4日 12:45

甘利 悠馬  1.63
ｱﾏﾘ ﾕｳﾏ 野沢   488
橋詰 蓮平  1.45
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 野沢   352

決勝 6月4日 14:15

 1 甘利 悠馬     59.90 
ｱﾏﾘ ﾕｳﾏ 野沢

 2 橋詰 蓮平   1:07.66 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 野沢

400m 総合得点
順位

 4081

6  4088
190

男子共通

四種競技

ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 110mH SP HJ

 4088

所属名 記録／備考
5  4081

417

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名

中学男子四種

400m

xo o xxx2 2  4088 - -

記録 備考
1 1  4081 - - - - o xo xxo o xxx

1m55 1m60 1m63 1m66

  6.29

中学男子四種

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 1m30 1m35 1m40 1m45 1m50

2 1  4088   5.86   6.23

記録 備考

1 2  4081   8.76   8.70   8.67

中学男子四種

砲丸投(4.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2- -3-

582

3  4088
607

2  4081

中学男子四種

110mH(0.914m)

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月4日 15:10

長野県中学記録(CR)         46.17                              北安松川         2018/09/23  
                                      （鈴木　慎吾・丸山　祥太・横澤　静也・小松　景介）
大会記録(GR)               48.67                              小諸東           2018        
                                      （榊原・伊藤・山本・佐々木）

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   1 東御東部  4400 昆 幸成     49.92 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ｺﾝ ﾕｷﾅﾘ
 4402 櫻井 滉大

ｻｸﾗｲ ｺｳﾀ
 4398 倉島 葵斗

ｸﾗｼﾏ ｱｵﾄ
 4410 小須田 翔太郎

ｺｽﾀﾞ
 2   8 佐久穂  4041 内藤 奨太     51.79 

ｻｸﾎ ﾅｲﾄｳ ｼｮｳﾀ
 4034 古岩井 聖也

ｺｲﾜｲ
 4035 油井 柊磨

ﾕｲ ｼｭｳﾏ
 4030 菊原 煌生

ｷｸﾊﾗ ｺｳｾｲ
 3   4 上田第四  4665 西戸 優太     52.08 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝ ﾆｼﾄﾞ ﾕｳﾀ
 4655 関 隼哉

ｾｷ ｼｭﾝﾔ
 4667 山下 寛太

ﾔﾏｼﾀ ｶﾝﾀ
 4654 鮎澤 諒

ｱｲｻﾞﾜ ﾘｮｳ
 4   6 浅間  4140 赤尾 遙斗     52.96 

ｱｻﾏ ｱｶｵ ﾊﾙﾄ
 4139 小林 悠

ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ
 4147 加藤 颯悟

ｶﾄｳ ｿｳｺﾞ
 4138 赤尾 悠斗

ｱｶｵ ﾕｳﾄ
 5   9 野沢  4091 佐藤 晃生     53.78 

ﾉｻﾞﾜ ｻﾄｳ ｺｳｾｲ
 4092 山浦 英純

ﾔﾏｳﾗ ｴｲｼﾞｭﾝ
 4087 東海林 悠晴

ﾄｳｶｲﾘﾝ ﾕｳｾｲ
 4088 橋詰 蓮平

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ
 6   5 望月  4183 柳澤 雄飛     55.12 

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ
 4184 髙橋 侑悟

ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ
 4185 清野 兼宥

ｷﾖﾉ ｹﾝｳ
 4186 寺澤 柊羽

ﾃﾗｻﾜ ﾄｳﾜ
 7   3 中込  4120 佐々木 颯士     56.11 

ﾅｶｺﾞﾐ ｻｻｷ ﾊﾔﾄ
 4110 小林 庵

ｺﾊﾞﾔｼ ｲｵﾘ
 4111 齋藤 駿

ｻｲﾄｳ ｼｭﾝ
 4121 佐藤 俐空

ｻﾄｳ ﾘｸ
 8   2 御代田  4276 小林 真人     58.05 

ﾐﾖﾀ ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ
 4277 眞山 知也

ｻﾅﾔﾏ ﾄﾓﾔ
 4278 中村 朱里

ﾅｶﾑﾗ ｼｭﾘ
 4255 井上 成

ｲﾉｳｴ ｼﾞｮｳ
    7 小諸東  4302 高橋 琉都

ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ﾀｶﾊｼ ﾙｲﾄﾞ DQ
 4305 池田 広明 R1(1-2)

ｲｹﾀﾞ ｺｳﾒｲ
 4308 美齊津 凜一

ﾐｻｲﾂﾞ ﾘｲﾁ
 4306 須藤 漣

ｽﾄﾞｳ ﾚﾝ

男子1･2年

4×100m

決勝



決勝 6月4日 15:25

長野県中学記録(CR)         43.32                              小諸東           2020/10/18  
                                      （榊原　歩・伊藤　壮一郎・佐々木　隆之介・山本　赳瑠）
大会記録(GR)               44.15                              芦原             2016        
                                      （小林・柳澤・原・藤村）

[ 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   5 東御東部  4405 山浦 伸太郎     46.20  1   3 立科  4338 小林 賢和     45.97 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞ ﾔﾏｳﾗ ｼﾝﾀﾛｳ ﾀﾃｼﾅ ｺﾊﾞﾔｼ ｹﾝﾄ
 4411 山口 朋希  4335 宇佐美 隆悟

ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄﾓｷ ｳｻﾐ ﾘｭｳｺﾞ
 4416 相場 遥心  4333 羽場 瑠南

ｱｲﾊﾞ ﾊﾙｼ ﾊﾊﾞ ﾙﾅ
 8770 竹内 一真  4334 依田 惺那

ﾀｹｳﾁ ｶｽﾞﾏ ﾖﾀﾞ ｾﾅ
 2   4 野沢  4084 竹内 勇椅     47.27  2   6 小諸東  4293 北村 碧惟     46.43 

ﾉｻﾞﾜ ﾀｹｳﾁ ﾕｳｲ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼ ｷﾀﾑﾗ ｱｵｲ
 4082 樫山 滉  4299 南澤 侑吾

ｶｼﾔﾏ ｱｷﾗ ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ
 4081 甘利 悠馬  4300 小林 颯介

ｱﾏﾘ ﾕｳﾏ ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳｽｹ
 4089 須田 岳琉  4295 美齊津 岳

ｽﾀﾞ ﾀｹﾙ ﾐｻｲﾂﾞ ｶﾞｸ
 3   7 望月  4190 田島 一輝     47.58  3   5 御代田  4256 吉田 晴翔     48.10 

ﾓﾁﾂﾞｷ ﾀｼﾞﾏ  ｲｯｷ ﾐﾖﾀ ﾖｼﾀﾞ ﾊﾙﾄ
 4192 山浦 珠宇  4267 掛川 龍

ﾔﾏｳﾗ ｼｭｳ ｶｹｶﾞﾜ ﾘｭｳ
 4191 清野 侑弘  4253 佐藤 柾希

ｷﾖﾉ ﾕﾋﾛ ｻﾄｳ ﾏｻｷ
 4189 小林 美海  4261 森田 千寛

ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ ﾓﾘﾀ ﾁﾋﾛ
 4   2 浅間  4130 中島 光大     48.34  4   4 佐久東  4160 大塚 智哉     48.14 

ｱｻﾏ ﾅｶｼﾞﾏ ｺｳﾀ ｻｸﾋｶﾞｼ ｵｵﾂｶ ﾄﾓﾔ
 4135 中澤 煌牙  4163 栁澤 翔逢

ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｶﾞ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ
 4134 春原 拓弥  4166 豊田 大夢

ｽﾉﾊﾗ ﾀｸﾔ ﾄﾖﾀ ﾋﾛﾑ
 4131 小山 滉人  4174 渡邉 正葵

ｺﾔﾏ ﾋﾛﾄ ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾏｻｷ
 5   8 軽井沢  4215 佐藤 亮太     48.62  5   7 川上  4004 中島 立惺     50.97 

ｶﾙｲｻﾞﾜ ｻﾄｳ ﾘｮｳﾀ ｶﾜｶﾐ ﾅｶｼﾞﾏ ﾘｭｳｾｲ
 4213 池田 恭輔  4008 渡邉 公雅

ｲｹﾀﾞ ｷｮｳｽｹ ﾜﾀﾅﾍﾞ ｺｳｶﾞ
 4217 津島 輝  4007 山中 莉輝

ﾂｼﾏ ﾋｶﾙ ﾔﾏﾅｶ ﾘｷ
 4218 平間 旭  4003 髙見澤 雅流

ﾋﾗﾏ ｱｷﾗ ﾀｶﾐｻﾞﾜ ｶﾞﾘｭｳ
 6   6 丸子北  4496 中島 漸     52.52  6   2 上田第五  4670 青木 虹斗     51.48 

ﾏﾙｺｷﾀ ﾅｶｼﾞﾏ ｾﾞﾝ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞ ｱｵｷ ﾅﾅﾄ
 4497 林 雅功  4671 手島 颯冴

ﾊﾔｼ ｶﾞｸ ﾃｼﾏ ｿｳｺﾞ
 4495 北澤 鉄斗  4678 宮下 徹久

ｷﾀｻﾞﾜ ﾃﾂﾄ ﾐﾔｼﾀ ﾃﾂﾋｻ
 4493 掛川 征恭  4672 伊東 吾郎

ｶｹｶﾞﾜ ﾏｻﾔｽ ｲﾄｳ ｺﾞﾛｳ
 7   3 中込  4113 堀内 翔     52.56 

ﾅｶｺﾞﾐ ﾎﾘｳﾁ ｼｮｳ
 4115 関口 徠雅

ｾｷｸﾞﾁ ﾗｲｶﾞ
 4112 六川 冬真

ﾛｸｶﾞﾜ ﾄｳﾏ
 4116 水間 柊星

ﾐｽﾞﾏ ｼｭｳｾｲ

男子共通

4×100m

決勝



   1 立科     45.97 小林 賢和 宇佐美 隆悟 羽場 瑠南 依田 惺那   2   1
   2 東御東部     46.20 山浦 伸太郎 山口 朋希 相場 遥心 竹内 一真   1   1
   3 小諸東     46.43 北村 碧惟 南澤 侑吾 小林 颯介 美齊津 岳   2   2
   4 野沢     47.27 竹内 勇椅 樫山 滉 甘利 悠馬 須田 岳琉   1   2
   5 望月     47.58 田島 一輝 山浦 珠宇 清野 侑弘 小林 美海   1   3
   6 御代田     48.10 吉田 晴翔 掛川 龍 佐藤 柾希 森田 千寛   2   3
   7 佐久東     48.14 大塚 智哉 栁澤 翔逢 豊田 大夢 渡邉 正葵   2   4
   8 浅間     48.34 中島 光大 中澤 煌牙 春原 拓弥 小山 滉人   1   4
   9 軽井沢     48.62 佐藤 亮太 池田 恭輔 津島 輝 平間 旭   1   5
  10 川上     50.97 中島 立惺 渡邉 公雅 山中 莉輝 髙見澤 雅流   2   5
  11 上田第五     51.48 青木 虹斗 手島 颯冴 宮下 徹久 伊東 吾郎   2   6
  12 丸子北     52.52 中島 漸 林 雅功 北澤 鉄斗 掛川 征恭   1   6
  13 中込     52.56 堀内 翔 関口 徠雅 六川 冬真 水間 柊星   1   7

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位ｵｰﾀﾞｰ1

男子共通

4×100m
タイムレース

順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ2
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