
第２４回上田陸上カーニバル                                                      
　主催：上田市　上田市教育委員会                                                
　　　　上田市体育協会　上田陸上競技協会                                        

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】173080  菅平高原スポーツランド陸上競技場

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
06/03 男子 巻渕 優也(3) 11.50 小林 雅人 11.62 翠川 拓真(2) 11.68 高橋 将人 11.72 丸山 健一 11.94 土屋 瑞希(3) 12.03 池田 健一 12.49 関 介飛(1) 13.50

100m 一般･長野大学 一般･FIVE 高校･東御清翔高 一般･FIVE 一般･FIVETOOL 高校･東御清翔高 一般･RandD 高校･東御清翔高
06/03 永井 慎也 4,21.43 牧内 祥広 4,32.79 滝澤 祐太 4,34.35 田村 大和 4,54.33 鈴木 俊介 4,55.20 竹内 志暢 5,11.60 小相沢 洋介 5,26.08

1500m 小学･ｺﾄﾋﾗ工業 一般･腰越JSC 一般･長野市陸協 一般･真田ｸﾗﾌﾞ 小学･真田ｸﾗﾌﾞ 一般･腰越JSC 一般･腰越JSC
06/03 小杉 賢太郎(2) 1.75 池田 健一 1.30

走高跳 一般･長野大学 一般･RandD
06/03 戸澤 裕介 6.23(+1.6) 上野 太暉(2) 5.95(+2.1) 丸山 健一 5.92(+1.7) 藤井 大志 5.82(0.0) 濱村 和(2) 5.45(+1.7)

走幅跳 一般･FIVE 高校･丸子修学館高校 一般･FIVETOOL 一般･FIVE 高校･東御清翔高
06/03 中学男子 石井 佑磨(3) 11.78 漆原 奏哉(3) 11.88 中沢 一晴(3) 11.89 中澤 光希(2) 12.08 土屋 海斗(3) 12.15 前田 哉斗(3) 12.16 尾沼 優(3) 12.20 内海 亮平(2) 12.32

100m 中学･小諸東中 中学･軽井沢A&AC 中学･東御東部中 中学･東御東部中 中学･上田第五中 中学･広徳中 中学･上田第五中 中学･上田第一中
06/03 田口 紫音(3) 4,36.99 土赤 本気(3) 4,39.59 成澤 爽(2) 4,40.73 大神 健太(2) 4,52.35 楢原 累斗(2) 4,53.46 竹内 暖(3) 4,57.93 宮下 輝海(2) 5,04.28 関 旭流(3) 5,07.39

1500m 中学･軽井沢A&AC 中学･腰越JSC 中学･丸子中 中学･丸子中 中学･東御東部中 中学･腰越JSC 中学･東御東部中 中学･上田第四中
06/03 内海 亮平(2) 1.60 金澤 拓夢(3) 中学･軽井沢A&AC 1.50 入口 哉人(3) 中学･東御東部中 1.40 小林 蒼空(3) 1.40 小林 奎斗(3) 1.35

走高跳 中学･上田第一中 中沢 一晴(3) 中学･東御東部中 出口 哲也(3) 中学･東御東部中 中学･東御東部中 中学･東御東部中
漆原 奏哉(3) 中学･軽井沢A&AC

06/03 南澤 爽太(2) 5.12(+1.5) 手塚 嵐太(2) 4.70(+2.8) 小泉 迅矢(3) 4.54(+3.4) 小林 廉(2) 4.52(+1.8) 西 俊弥(1) 4.41(+3.4) 村木 竜馬(3) 4.40(+1.3) 中澤 光希(2) 4.05(+2.8) 備後 琉空(1) 3.80(+0.6)
走幅跳 中学･小諸東中 中学･小諸東中 中学･東御東部中 中学･上田第五中 中学･上田第五中 中学･上田第五中 中学･東御東部中 中学･東御東部中

06/03 北澤 直也(2) 10.01 土屋 海斗(3) 8.95 本木 快渡(3) 8.31 古村 拓海(2) 7.40 滝沢 諒(3) 6.85 尾沼 優(3) 5.86 別府 颯空(1) 5.21
砲丸投 中学･上田第四中 中学･上田第五中 中学･上田第四中 中学･軽井沢A&AC 中学･上田第五中 中学･上田第五中 中学･東御東部中

06/03 東御東部中(A)      45.96 小諸東中       47.06 上田第五中(A)      49.35 上田第四中       50.99 東御東部中(C)      51.58 東御東部中(B)      54.33
4x100mR 入口 哉人(3) 土屋 由木(3) 滝沢 諒(3) 関 旭流(3) 小泉 迅矢(3) 安本 桜太郎(1)

中沢 一晴(3) 南澤 爽太(2) 土屋 海斗(3) 熊谷 槍一(1) 出口 哲也(3) 古田 力斗(2)
小林 蒼空(3) 田崎 佑冴(3) 村木 竜馬(3) 北澤 直也(2) 宮下 輝海(2) 備後 琉空(1)
中澤 光希(2) 石井 佑磨(3) 尾沼 優(3) 箱山 昂希(3) 柳澤 直希(3) 楢原 累斗(2)

06/03 小学1年男子 櫻井 結人(1) 9.70 須山 樹(1) 9.78 佐藤 秀瑚(1) 9.83 渋沢 侑生(1) 9.86 青島 夢蔵(1) 10.11 松尾 颯大(1) 10.20 一之瀬 大夢(1) 小学･長小 10.38
50m 小学･菅平小学校 小学･西小 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･長小 小学･川辺小 小学･長小 海野 陽音(1) 小学･長小

06/03 小学2年男子 佐藤 徠夢(2) 8.87 大森 俊太朗(2) 9.08 梅原 悠(2) 9.20 橋本 健(2) 9.39 杉原 栞青(2) 9.42 内堀 陽太(2) 9.48 今井 柊晴(2) 9.50 古田 瑞人(2) 9.52
50m 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･軽井沢A&AC 小学･塩尻小 小学･東御市陸上教室 小学･長小 小学･上田JSC 小学･神科小 小学･川辺小

06/03 小学3年男子 清水 稜介(3) 8.33 山口 亨哉(3) 8.35 池田 一翔(3) 8.58 深井 漣晟(3) 8.62 杉浦 真之介(3) 8.63 栁澤 蒼(3) 8.86 塩ノ入 陽輝(3) 小学･田中小 8.93
50m 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･軽井沢A&AC 小学･東塩田小 小学･上田JSC 小学･上田JSC 小学･神科小 林  飛佑(3) 小学･東小

06/03 小学4年男子 橋詰 蓮平(4) 15.62 内川 翔太(4) 小学･川辺小 16.10 南澤 侑吾(4) 16.12 小林 悠(4) 16.20 清水 大我(4) 16.25 井出 竣(4) 16.37 笹平 英川(4) 16.62
100m 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 菊原 煌生(4) 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･真田陸上教室 小学･東御市陸上教室 小学･田中小

井出 獅楽(4)
小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

06/03 小学5年男子 田中 駿埜(5) 14.89 吉田 光(5) 15.06 古賀 琥太郎(5) 15.10 手島 颯冴(5) 15.34 柳澤 翔逢(5) 15.43 白鳥 優尭(5) 15.50 萩原 汐逢(5) 15.55 依田 悠翔(5) 15.80
100m 小学･塩田西小 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･川辺小 小学･神科小 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･川西小 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･和小

06/03 小学6年男子 木内 光波(6) 13.76 武田 大輔(6) 14.14 金澤 歩夢(6) 14.24 柿澤 一護(6) 14.28 雨宮 伊吹(6) 14.30 山口 大和(6) 14.51 塚田 陽音(6) 15.03 倉島 大知(6) 15.16
100m 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･上田JSC 小学･軽井沢A&AC 小学･安茂里小 小学･軽井沢A&AC 小学･軽井沢A&AC 小学･東御市陸上教室 小学･塩尻小

06/03 一般男子 金城 響(2) 10.13 小出 盛人 6.13
砲丸投 一般･長野大学 一般･RandD

06/03 小学1･2･3年 黒木 玲雄(3) 3,31.66 齊藤 響(3) 3,34.58 小島 颯斗(3) 3,38.15 金井 瑛斗(3) 3,47.11 黒沢 天馬(2) 3,55.71 山浦 英純(3) 3,58.19 中村 勇陽(3) 4,04.42 宮澤 来麒(2) 4,06.36
1000m 小学･腰越JSC 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･腰越JSC 小学･腰越JSC 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･腰越JSC 小学･真田ｸﾗﾌﾞ

06/03 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(E)    1,08.64 上田JSC(A)     1,11.95 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(F)    1,19.52 真田陸上教室(D)    1,20.72 川辺小(E)     1,21.72 川辺小(F)     1,21.89
4x100mR 小島 颯斗(3) 深井 漣晟(3) 佐藤 秀瑚(1) 若林 快飛(3) 佐藤 圭悟(2) 大塚 咲弥(1)

齊藤 響(3) 杉浦 真之介(3) 齊藤 佑樹(2) 鈴木 幸綱(3) 古田 瑞人(2) 永良 梧朗(2)
山浦 英純(3) 内堀 陽太(2) 中嶋 爽(2) 内山 煉大郎(3) 古賀 仁琥(2) 渡邉 麗斗(2)
清水 稜介(3) 平林 玄太(3) 佐藤 徠夢(2) 青木 翔(3) 大塚 翔(2) 青島 夢蔵(1)

06/03 小学4･5･6年 土赤 仁義(5) 3,19.02 雨宮 伊吹(6) 3,27.41 小相沢 瑛翔(6) 3,28.93 児玉 大河(5) 3,29.48 柳澤 航希(5) 3,30.98 黒沢 燦(5) 3,34.62 櫻井 光樹(5) 3,36.86 金井 崚惺(5) 3,38.86
1000m 小学･腰越JSC 小学･軽井沢A&AC 小学･腰越JSC 小学･腰越JSC 小学･真田陸上教室 小学･腰越JSC 小学･菅平小学校 小学･腰越JSC



第２４回上田陸上カーニバル                                                      
　主催：上田市　上田市教育委員会                                                
　　　　上田市体育協会　上田陸上競技協会                                        

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】173080  菅平高原スポーツランド陸上競技場

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
06/03 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)      56.70 上田JSC(B)     1,03.70 真田陸上教室(A)    1,04.00 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)    1,04.88 東小     1,05.28 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(C)    1,05.48 真田ｸﾗﾌﾞ     1,06.23 川辺小(D)     1,08.70

4x100mR 吉田 光(5) 小池 海嘉(6) 浦田 勇心(5) 原谷 康太(6) 鷹野 由翔(6) 菊原 煌生(4) 林 琉翔(6) 峯山 廉叶(4)
工藤 優真(6) 武田 大輔(6) 中屋 大和(5) 柳澤 翔逢(5) 柏木 健太(6) 南澤 侑吾(4) 花岡 蓮(5) 荻原 樹生(4)
土屋 太木(6) 小池 澄空(4) 内山 煌大郎(5) 豊田 大夢(5) 長谷川 大地(6) 橋詰 蓮平(4) 林 悠翔(5) 古川 智貴(4)
木内 光波(6) 下林 和貴(5) 柳澤 航希(5) 諸山 琉生(5) 山越 璃空(6) 井出 獅楽(4) 曹 有根(5) 内川 翔太(4)

06/03 小学男子 工藤 優真(6) 4.10(-1.2) 木内 光波(6) 4.06(0.0) 倉島 大知(6) 3.90(0.0) 柿澤 一護(6) 3.88(-2.1) 金澤 歩夢(6) 3.81(-1.7) 土屋 太木(6) 3.55(0.0) 田中 駿埜(5) 3.21(+0.2) 豊田 大夢(5) 3.20(0.0)
走幅跳 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･塩尻小 小学･安茂里小 小学･軽井沢A&AC 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･塩田西小 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

06/03 三井 成琉(6) 42.78 長谷川 大地(6) 42.05 千葉 遼空(5) 40.56 林 琉翔(6) 40.22 清水 稜介(3) 39.04 吉田 光(5) 37.84 大熊 仁人(4) 36.38 柳澤 翔逢(5) 35.49
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･真田陸上教室 小学･東小 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･真田ｸﾗﾌﾞ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ 小学･真田陸上教室 小学･佐久ﾄﾞﾘｰﾑ



決勝 6月3日  9:10

[ 1組] 風速 +1.7 [ 2組] 風速 +1.5

 1 須山 樹(1) 小学      9.78  1 櫻井 結人(1) 小学      9.70 
ｽﾔﾏ ｲﾂｷ 西小 ｻｸﾗｲ ﾕｳﾄ 菅平小学校

 2 渋沢 侑生(1) 小学      9.86  2 佐藤 秀瑚(1) 小学      9.83 
ｼﾌﾞｻﾜ ﾕｳｲ 長小 ｻﾄｳ ｼｭｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 青島 夢蔵(1) 小学     10.11  3 松尾 颯大(1) 小学     10.20 
ｱｵｼﾏ ﾑｻｼ 川辺小 ﾏﾂｵ ﾊﾔﾀ 長小

 4 一之瀬 大夢(1) 小学     10.38  4 海野 陽音(1) 小学     10.38 
ｲﾁﾉｾ ﾋﾛﾑ 長小 ｳﾝﾉ ﾊﾙﾄ 長小

 5 小池 陽太(1) 小学     11.04  5 大塚 咲弥(1) 小学     10.40 
ｺｲｹ ﾋﾅﾀ 上田JSC ｵｵﾂｶ ｻｸﾔ 川辺小

 6 熊井 隆仁(1) 小学     11.45  6 阿部 一季(1) 小学     10.90 
ｸﾏｲ ﾀｶﾋﾄ 東小 ｱﾍﾞ ｲﾂｷ 長小
原野 海晴(1) 小学  7 藤並 里欧(1) 小学     11.08 
ﾊﾗﾉ ｶｲｾｲ 塩尻小 ﾌｼﾞﾅﾐ ﾘｵ 田中小

   1 櫻井 結人(1) 小学 菅平小学校      9.70 (+1.5)   2   1
   2 須山 樹(1) 小学 西小      9.78 (+1.7)   1   1
   3 佐藤 秀瑚(1) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ      9.83 (+1.5)   2   2
   4 渋沢 侑生(1) 小学 長小      9.86 (+1.7)   1   2
   5 青島 夢蔵(1) 小学 川辺小     10.11 (+1.7)   1   3
   6 松尾 颯大(1) 小学 長小     10.20 (+1.5)   2   3
   7 一之瀬 大夢(1) 小学 長小     10.38 (+1.7)   1   4
   7 海野 陽音(1) 小学 長小     10.38 (+1.5)   2   4
   9 大塚 咲弥(1) 小学 川辺小     10.40 (+1.5)   2   5
  10 阿部 一季(1) 小学 長小     10.90 (+1.5)   2   6
  11 小池 陽太(1) 小学 上田JSC     11.04 (+1.7)   1   5
  12 藤並 里欧(1) 小学 田中小     11.08 (+1.5)   2   7
  13 熊井 隆仁(1) 小学 東小     11.45 (+1.7)   1   6

小学1年男子

50m50m

決勝決勝決勝

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
77   263  263

66   315  315

88   290  290

44   319  319

22   128  128

55   365  365

33    20   20
欠場欠場

順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No. 氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考
88   251  251

77   103  103

66   312  312

22   317  317

33   283  283

44   320  320

55   330  330

小学1年男子小学1年男子

50m50m
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決勝 6月3日  9:35

[ 1組] 風速 +2.9 [ 2組] 風速 +1.4

 1 古田 瑞人(2) 小学      9.52  1 梅原 悠(2) 小学      9.20 
ﾌﾙﾀ ﾐｽﾞﾄ 川辺小 ｳﾒﾊﾗ ﾊﾙﾄ 塩尻小

 2 牧内 大河(2) 小学      9.54  2 橋本 健(2) 小学      9.39 
ﾏｷｳﾁ ﾀｲｶﾞ 真田陸上教室 ﾊｼﾓﾄ ﾀｹﾙ 東御市陸上教室

 3 押森 謙(2) 小学     10.11  3 杉原 栞青(2) 小学      9.42 
ｵｼﾓﾘ ﾕｽﾞﾙ 真田陸上教室 ｽｷﾞﾊﾗ ｶﾝｾｲ 長小

 4 大井 悠生(2) 小学     10.12  4 赤羽 和馬(2) 小学      9.59 
ｵｵｲ ﾊﾙｷ 真田陸上教室 ｱｶﾊﾞﾈ ｶｽﾞﾏ 塩尻小

 5 岡田 湧音(2) 小学     10.21  5 髙野 功至(2) 小学      9.60 
ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 真田陸上教室 ﾀｶﾉ ｱﾂｼ 田中小

 6 塩沢 雄希(2) 小学     10.32  6 白石 龍之介(2) 小学      9.89 
ｼｵｻﾞﾜ ﾕｳｷ 真田陸上教室 ｼﾗｲｼ ﾘｭｳﾉｽｹ 田中小

 7 佐藤 太翔(2) 小学     10.36  7 大塚 翔(2) 小学     10.06 
ｻﾄｳ ﾀｲｶﾞ 川辺小 ｵｵﾂｶ ｼｮｳ 川辺小

[ 3組] 風速 +2.3

 1 佐藤 徠夢(2) 小学      8.87 
ｻﾄｳ ﾗｲﾑ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 大森 俊太朗(2) 小学      9.08 
ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝﾀﾛｳ 軽井沢A&AC

 3 内堀 陽太(2) 小学      9.48 
ｳﾁﾎﾞﾘ ﾖｳﾀ 上田JSC

 4 今井 柊晴(2) 小学      9.50 
ｲﾏｲ ｼｭｳｾｲ 神科小

 5 平田 裕誠(2) 小学     10.60 
ﾋﾗﾀ ﾕｳｾｲ 本原小
林 結樹(2) 小学
ﾊﾔｼ ﾕｳｷ 望月AC
高塚 翼(2) 小学
ﾀｶﾂｶ ﾂﾊﾞｻ 望月AC

   1 佐藤 徠夢(2) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ      8.87 (+2.3)   3   1
   2 大森 俊太朗(2) 小学 軽井沢A&AC      9.08 (+2.3)   3   2
   3 梅原 悠(2) 小学 塩尻小      9.20 (+1.4)   2   1
   4 橋本 健(2) 小学 東御市陸上教室      9.39 (+1.4)   2   2
   5 杉原 栞青(2) 小学 長小      9.42 (+1.4)   2   3
   6 内堀 陽太(2) 小学 上田JSC      9.48 (+2.3)   3   3
   7 今井 柊晴(2) 小学 神科小      9.50 (+2.3)   3   4
   8 古田 瑞人(2) 小学 川辺小      9.52 (+2.9)   1   1
   9 牧内 大河(2) 小学 真田陸上教室      9.54 (+2.9)   1   2
  10 赤羽 和馬(2) 小学 塩尻小      9.59 (+1.4)   2   4
  11 髙野 功至(2) 小学 田中小      9.60 (+1.4)   2   5
  12 白石 龍之介(2) 小学 田中小      9.89 (+1.4)   2   6
  13 大塚 翔(2) 小学 川辺小     10.06 (+1.4)   2   7
  14 押森 謙(2) 小学 真田陸上教室     10.11 (+2.9)   1   3
  15 大井 悠生(2) 小学 真田陸上教室     10.12 (+2.9)   1   4
  16 岡田 湧音(2) 小学 真田陸上教室     10.21 (+2.9)   1   5
  17 塩沢 雄希(2) 小学 真田陸上教室     10.32 (+2.9)   1   6
  18 佐藤 太翔(2) 小学 川辺小     10.36 (+2.9)   1   7
  19 平田 裕誠(2) 小学 本原小     10.60 (+2.3)   3   5
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決勝 6月3日 10:05

[ 1組] 風速 +0.6 [ 2組] 風速 +1.1

 1 栁澤 蒼(3) 小学      8.86  1 池田 一翔(3) 小学      8.58 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｱｵｲ 神科小 ｲｹﾀﾞ  ｶｽﾞﾄ 東塩田小

 2 塩ノ入 陽輝(3) 小学      8.93  2 林  飛佑(3) 小学      8.93 
ｼｵﾉｲﾘ ﾊﾙｷ 田中小 ﾊﾔｼ ﾋﾕｳ 東小

 3 関 隼哉(3) 小学      9.13  3 平林 玄太(3) 小学      8.94 
ｾｷ ｼｭﾝﾔ 南小 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝﾀ 上田JSC

 4 植村 倖也(3) 小学      9.16  4 山宮 圭貴(3) 小学      9.36 
ｳｴﾑﾗ ｺｳﾔ 川辺小 ﾔﾏﾐﾔ ｷﾖﾀｶ 真田陸上教室

 5 降矢 一馬(3) 小学      9.20  5 内山 煉大郎(3) 小学     10.38 
ﾌﾘﾔ ｶｽﾞﾏ 川辺小 ｳﾁﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ 真田陸上教室

 6 浦田 天真(3) 小学      9.70 高橋 侑悟(3) 小学
ｳﾗﾀ ﾃﾝﾏ 長小 ﾀｶﾊｼ ﾕｳｺﾞ 望月AC

[ 3組] 風速 +2.0

 1 清水 稜介(3) 小学      8.33 
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 山口 亨哉(3) 小学      8.35 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾄｵﾔ 軽井沢A&AC

 3 深井 漣晟(3) 小学      8.62 
ﾌｶｲ ﾚﾝｾｲ 上田JSC

 4 杉浦 真之介(3) 小学      8.63 
ｽｷﾞｳﾗ ｼﾝﾉｽｹ 上田JSC
柳澤 雄飛(3) 小学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 望月AC

   1 清水 稜介(3) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ      8.33 (+2.0)   3   1
   2 山口 亨哉(3) 小学 軽井沢A&AC      8.35 (+2.0)   3   2
   3 池田 一翔(3) 小学 東塩田小      8.58 (+1.1)   2   1
   4 深井 漣晟(3) 小学 上田JSC      8.62 (+2.0)   3   3
   5 杉浦 真之介(3) 小学 上田JSC      8.63 (+2.0)   3   4
   6 栁澤 蒼(3) 小学 神科小      8.86 (+0.6)   1   1
   7 塩ノ入 陽輝(3) 小学 田中小      8.93 (+0.6)   1   2
   7 林  飛佑(3) 小学 東小      8.93 (+1.1)   2   2
   9 平林 玄太(3) 小学 上田JSC      8.94 (+1.1)   2   3
  10 関 隼哉(3) 小学 南小      9.13 (+0.6)   1   3
  11 植村 倖也(3) 小学 川辺小      9.16 (+0.6)   1   4
  12 降矢 一馬(3) 小学 川辺小      9.20 (+0.6)   1   5
  13 山宮 圭貴(3) 小学 真田陸上教室      9.36 (+1.1)   2   4
  14 浦田 天真(3) 小学 長小      9.70 (+0.6)   1   6
  15 内山 煉大郎(3) 小学 真田陸上教室     10.38 (+1.1)   2   5
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決勝 6月3日 10:40

[ 1組] 風速 +1.4 [ 2組] 風速 +0.1

 1 内川 翔太(4) 小学     16.10  1 小林 悠(4) 小学     16.20 
ｳﾁｶﾜ ｼｮｳﾀ 川辺小 ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 若林 瑛仁(4) 小学     16.69  2 清水 大我(4) 小学     16.25 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｴｲﾄ 田中小 ｼﾐｽﾞ ﾀｲｶﾞ 真田陸上教室

 3 古川 智貴(4) 小学     16.93  3 笹平 英川(4) 小学     16.62 
ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓｷ 川辺小 ｻｻﾀﾞｲﾗ ｴｲｾﾝ 田中小

 4 峯山 廉叶(4) 小学     17.19  4 小池 澄空(4) 小学     17.15 
ﾐﾈﾔﾏ ﾚﾝﾄ 川辺小 ｺｲｹ ﾄｵｱ 上田JSC

 5 荻原 樹生(4) 小学     17.83  5 大熊 仁人(4) 小学     17.62 
ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾂｷ 川辺小 ｵｵｸﾏ ﾋﾛﾄ 真田陸上教室

 6 永井 浩志(4) 小学     18.45  6 渋沢 俐月(4) 小学     18.25 
ﾅｶﾞｲ ｺｳｼ 真田陸上教室 ｼﾌﾞｻﾜ ﾘﾂｷ 真田陸上教室

 7 一之瀬 大雅(4) 小学     19.98  7 栁沢 悠斗(4) 小学     19.10 
ｲﾁﾉｾ ﾀｲｶﾞ 真田陸上教室 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 祢津小

[ 3組] 風速 +1.3

 1 橋詰 蓮平(4) 小学     15.62 
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 菊原 煌生(4) 小学     16.10 
ｷｸﾊﾗ ｺｳｾｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 南澤 侑吾(4) 小学     16.12 
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 井出 竣(4) 小学     16.37 
ｲﾃﾞ ｼｭﾝ 東御市陸上教室

 5 井出 獅楽(4) 小学     16.62 
ｲﾃﾞ ｼﾗｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 6 倉島 駿(4) 小学     17.40 
ｸﾗｼﾏ ｼｭﾝ 神科小

 7 竜野 誠一郎(4) 小学     17.62 
ﾀﾂﾉ ｾｲｲﾁﾛｳ 豊殿小

   1 橋詰 蓮平(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.62 (+1.3)   3   1
   2 内川 翔太(4) 小学 川辺小     16.10 (+1.4)   1   1
   2 菊原 煌生(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.10 (+1.3)   3   2
   4 南澤 侑吾(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.12 (+1.3)   3   3
   5 小林 悠(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.20 (+0.1)   2   1
   6 清水 大我(4) 小学 真田陸上教室     16.25 (+0.1)   2   2
   7 井出 竣(4) 小学 東御市陸上教室     16.37 (+1.3)   3   4
   8 笹平 英川(4) 小学 田中小     16.62 (+0.1)   2   3
   8 井出 獅楽(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.62 (+1.3)   3   5
  10 若林 瑛仁(4) 小学 田中小     16.69 (+1.4)   1   2
  11 古川 智貴(4) 小学 川辺小     16.93 (+1.4)   1   3
  12 小池 澄空(4) 小学 上田JSC     17.15 (+0.1)   2   4
  13 峯山 廉叶(4) 小学 川辺小     17.19 (+1.4)   1   4
  14 倉島 駿(4) 小学 神科小     17.40 (+1.3)   3   6
  15 大熊 仁人(4) 小学 真田陸上教室     17.62 (+0.1)   2   5
  15 竜野 誠一郎(4) 小学 豊殿小     17.62 (+1.3)   3   7
  17 荻原 樹生(4) 小学 川辺小     17.83 (+1.4)   1   5
  18 渋沢 俐月(4) 小学 真田陸上教室     18.25 (+0.1)   2   6
  19 永井 浩志(4) 小学 真田陸上教室     18.45 (+1.4)   1   6
  20 栁沢 悠斗(4) 小学 祢津小     19.10 (+0.1)   2   7
  21 一之瀬 大雅(4) 小学 真田陸上教室     19.98 (+1.4)   1   7
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決勝 6月3日 11:10

[ 1組] 風速 -0.3 [ 2組] 風速 -0.8

 1 田中 駿埜(5) 小学     14.89  1 萩原 汐逢(5) 小学     15.55 
ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾔ 塩田西小 ﾊｷﾞﾜﾗ ｾｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 古賀 琥太郎(5) 小学     15.10  2 依田 悠翔(5) 小学     15.80 
ｺｶﾞ ｺﾀﾛｳ 川辺小 ﾖﾀﾞ ﾕｳﾄ 和小

 3 白鳥 優尭(5) 小学     15.50  3 豊田 大夢(5) 小学     15.97 
ｼﾛﾄﾘ ﾏｻﾀｶ 川西小 ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾑ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 倉島 志温(5) 小学     16.33  4 千葉 遼空(5) 小学     16.48 
ｸﾗｼﾏ ｼｵﾝ 田中小 ﾁﾊﾞ ﾊﾙｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 中村 晄(5) 小学     16.49  5 岡田 航侑(5) 小学     16.67 
ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾙ 川辺小 ｵｶﾀﾞ ｺｳﾕｳ 真田陸上教室

 6 小林 侑聖(5) 小学     16.73 保科 承太郎(5) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｾｲ 真田陸上教室 ﾎｼﾅ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 望月AC

 7 赤岡 来希(5) 小学     16.80 田島 一輝(5) 小学
ｱｶｵｶ ﾗｲｷ 川辺小 ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ 望月AC

 8 宮下 暁仁(5) 小学     17.03 青木 寛(5) 小学
ﾐﾔｼﾀ ｱｷﾋﾄ 真田陸上教室 ｱｵｷ ﾕﾀｶ 望月AC

[ 3組] 風速 +1.2

 1 吉田 光(5) 小学     15.06 
ﾖｼﾀﾞ ﾋｶﾙ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 手島 颯冴(5) 小学     15.34 
ﾃｼﾏ ｿｳｺﾞ 神科小

 3 柳澤 翔逢(5) 小学     15.43 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 内山 煌大郎(5) 小学     16.04 
ｳﾁﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 真田陸上教室

 5 中屋 大和(5) 小学     16.18 
ﾅｶﾔ ﾔﾏﾄ 真田陸上教室

 6 浦田 勇心(5) 小学     16.21 
ｳﾗﾀ ﾕｳｼﾝ 真田陸上教室
小林 美海(5) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月AC
依田 惺那(5) 小学
ﾖﾀﾞ ｾﾅ 望月AC

   1 田中 駿埜(5) 小学 塩田西小     14.89 (-0.3)   1   1
   2 吉田 光(5) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.06 (+1.2)   3   1
   3 古賀 琥太郎(5) 小学 川辺小     15.10 (-0.3)   1   2
   4 手島 颯冴(5) 小学 神科小     15.34 (+1.2)   3   2
   5 柳澤 翔逢(5) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.43 (+1.2)   3   3
   6 白鳥 優尭(5) 小学 川西小     15.50 (-0.3)   1   3
   7 萩原 汐逢(5) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.55 (-0.8)   2   1
   8 依田 悠翔(5) 小学 和小     15.80 (-0.8)   2   2
   9 豊田 大夢(5) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.97 (-0.8)   2   3
  10 内山 煌大郎(5) 小学 真田陸上教室     16.04 (+1.2)   3   4
  11 中屋 大和(5) 小学 真田陸上教室     16.18 (+1.2)   3   5
  12 浦田 勇心(5) 小学 真田陸上教室     16.21 (+1.2)   3   6
  13 倉島 志温(5) 小学 田中小     16.33 (-0.3)   1   4
  14 千葉 遼空(5) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.48 (-0.8)   2   4
  15 中村 晄(5) 小学 川辺小     16.49 (-0.3)   1   5
  16 岡田 航侑(5) 小学 真田陸上教室     16.67 (-0.8)   2   5
  17 小林 侑聖(5) 小学 真田陸上教室     16.73 (-0.3)   1   6
  18 赤岡 来希(5) 小学 川辺小     16.80 (-0.3)   1   7
  19 宮下 暁仁(5) 小学 真田陸上教室     17.03 (-0.3)   1   8
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決勝 6月3日 11:40

[ 1組] 風速 +0.3 [ 2組] 風速 -0.2

 1 倉島 大知(6) 小学     15.16  1 武田 大輔(6) 小学     14.14 
ｸﾗｼﾏ ﾀﾞｲﾁ 塩尻小 ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ 上田JSC

 2 長谷川 大地(6) 小学     15.72  2 雨宮 伊吹(6) 小学     14.30 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 東小 ｱﾒﾐﾔ ｲﾌﾞｷ 軽井沢A&AC

 3 柏木 健太(6) 小学     16.13  3 塚田 陽音(6) 小学     15.03 
ｶｼﾜｷﾞ ｹﾝﾀ 東小 ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ 東御市陸上教室

 4 甲田 創士(6) 小学     16.15  4 土屋 太木(6) 小学     15.25 
ｺｳﾀﾞ ｿｳｼ 真田陸上教室 ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 5 原谷 康太(6) 小学     16.34  5 小池 海嘉(6) 小学     15.73 
ﾊﾗﾀﾆ ｺｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ ｺｲｹ ｶｲｶﾞ 上田JSC

 6 林  奏志(6) 小学     18.70  6 三井 成琉(6) 小学     15.75 
ﾊﾔｼ ｿｳｼ 東小 ﾐﾂｲ ｼｹﾞﾙ 真田陸上教室

[ 3組] 風速 -0.3

 1 木内 光波(6) 小学     13.76 
ｷｳﾁ ｺｳﾊ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 金澤 歩夢(6) 小学     14.24 
ｶﾅｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 軽井沢A&AC

 3 柿澤 一護(6) 小学     14.28 
ｶｷｻﾞﾜ ｲﾁｺﾞ 安茂里小

 4 山口 大和(6) 小学     14.51 
ﾔﾏｸﾞﾁ ﾔﾏﾄ 軽井沢A&AC
横田 昊(6) 小学
ﾖｺﾀ ｺｳ 九十九小

   1 木内 光波(6) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     13.76 (-0.3)   3   1
   2 武田 大輔(6) 小学 上田JSC     14.14 (-0.2)   2   1
   3 金澤 歩夢(6) 小学 軽井沢A&AC     14.24 (-0.3)   3   2
   4 柿澤 一護(6) 小学 安茂里小     14.28 (-0.3)   3   3
   5 雨宮 伊吹(6) 小学 軽井沢A&AC     14.30 (-0.2)   2   2
   6 山口 大和(6) 小学 軽井沢A&AC     14.51 (-0.3)   3   4
   7 塚田 陽音(6) 小学 東御市陸上教室     15.03 (-0.2)   2   3
   8 倉島 大知(6) 小学 塩尻小     15.16 (+0.3)   1   1
   9 土屋 太木(6) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     15.25 (-0.2)   2   4
  10 長谷川 大地(6) 小学 東小     15.72 (+0.3)   1   2
  11 小池 海嘉(6) 小学 上田JSC     15.73 (-0.2)   2   5
  12 三井 成琉(6) 小学 真田陸上教室     15.75 (-0.2)   2   6
  13 柏木 健太(6) 小学 東小     16.13 (+0.3)   1   3
  14 甲田 創士(6) 小学 真田陸上教室     16.15 (+0.3)   1   4
  15 原谷 康太(6) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     16.34 (+0.3)   1   5
  16 林  奏志(6) 小学 東小     18.70 (+0.3)   1   6  359
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決勝 6月2日 12:20

[ 1組] 風速 -1.2 [ 2組] 風速 -2.3

 1 荒井 陽呂実(1) 中学     13.45  1 中山 悠(3) 中学     13.22 
ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 上田三中 ﾅｶﾔﾏ ﾕｳ 丸子中

 2 久保田 誠(1) 中学     13.72  2 西 俊弥(1) 中学     13.88 
ｸﾎﾞﾀ ﾏｺﾄ 上田三中 ﾆｼ ｼｭﾝﾔ 上田第五中

 3 降幡 諒成(1) 中学     14.20  3 小林 廉(2) 中学     13.97 
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 上田第五中 ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 上田第五中

 4 木村 将(1) 中学     15.12  4 備後 琉空(1) 中学     14.05 
ｷﾑﾗ ｼｮｳ 上田第五中 ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ 東御東部中

 5 金子 綾斗(1) 中学     15.50  5 村木 竜馬(3) 中学     14.17 
ｶﾈｺ ｱﾔﾄ 上田第五中 ﾑﾗｷ ﾘｮｳﾏ 上田第五中

 6 北村 櫂(1) 中学     17.67  6 樋口 優宝(1) 中学     14.47 
ｷﾀﾑﾗ ｶｲ 上田第五中 ﾋｸﾞﾁ ﾕｳﾎ 上田第四中
山浦 雅斗(1) 中学 小山 翔平(1) 中学
ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 望月AC ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 望月AC
柳澤 孔軌(1) 中学 戸枝 篤志(1) 中学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 望月AC ﾄｴﾀﾞ ｱﾂｼ 望月AC

[ 3組] 風速 +0.7 [ 4組] 風速 -0.8

 1 田嶋 隼人(3) 中学     13.18  1 田崎 佑冴(3) 中学     12.50 
ﾀｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 丸子中 ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ 小諸東中

 2 柳澤 直希(3) 中学     13.27  2 小泉 迅矢(3) 中学     12.60 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵｷ 東御東部中 ｺｲｽﾞﾐ ﾄｷﾔ 東御東部中

 3 熊谷 槍一(1) 中学     13.40  3 滝沢 諒(3) 中学     12.98 
ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ 上田第四中 ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳ 上田第五中

 4 櫻井 英輝(2) 中学     13.47  4 楢原 累斗(2) 中学     13.11 
ｻｸﾗｲ ｱｲｷ 丸子中 ﾅﾗﾊﾗ ﾙｲﾄ 東御東部中
寺島 恒輔(2) 中学  5 高野 来斗(3) 中学     13.12 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 望月AC ﾀｶﾉ ﾗｲﾄ 小諸東中
古田 力斗(2) 中学  6 小林 草太(1) 中学     13.52 
ﾌﾙﾀ ﾘｷﾄ 東御東部中 ｺﾊﾞﾔｼ ｿｳﾀ 軽井沢A&AC
林 樹生(3) 中学  7 手塚 嵐太(2) 中学     14.22 
ﾊﾔｼ ﾐｷｵ 望月AC ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ 小諸東中

[ 5組] 風速 -0.4 [ 6組] 風速 -1.8

 1 古村 拓海(2) 中学     12.33  1 中澤 光希(2) 中学     12.08 
ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ 軽井沢A&AC ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 東御東部中

 2 小林 蒼空(3) 中学     12.53  2 前田 哉斗(3) 中学     12.16 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 東御東部中 ﾏｴﾀﾞ ｶﾅﾄ 広徳中

 3 南澤 爽太(2) 中学     12.55  3 入口 哉人(3) 中学     12.36 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 小諸東中 ｲﾘｸﾞﾁ ｶﾅﾄ 東御東部中

 4 出口 哲也(3) 中学     12.59  4 金澤 拓夢(3) 中学     12.45 
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 東御東部中 ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾑ 軽井沢A&AC

 5 箱山 昂希(3) 中学     12.80 辻浦 知主(3) 中学
ﾊｺﾔﾏ ｱｷ 上田第四中 ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 東御東部中

 6 土屋 由木(3) 中学     12.90 中村 洋平(3) 中学
ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ 小諸東中 ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 望月AC
小林 碧空(1) 中学 小林 奎斗(3) 中学
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月AC ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 東御東部中

[ 7組] 風速 -2.0

 1 石井 佑磨(3) 中学     11.78 
ｲｼｲ ﾕｳﾏ 小諸東中

 2 漆原 奏哉(3) 中学     11.88 
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ 軽井沢A&AC

 3 中沢 一晴(3) 中学     11.89 
ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾊﾙ 東御東部中

 4 土屋 海斗(3) 中学     12.15 
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 上田第五中

 5 尾沼 優(3) 中学     12.20 
ｵﾇﾏ ﾕｳ 上田第五中

 6 内海 亮平(2) 中学     12.32 
ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ 上田第一中
伊藤 司騎(3) 中学
ｲﾄｳ ｼｷ 望月AC
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   1 石井 佑磨(3) 中学 小諸東中     11.78 (-2.0)   7   1
   2 漆原 奏哉(3) 中学 軽井沢A&AC     11.88 (-2.0)   7   2
   3 中沢 一晴(3) 中学 東御東部中     11.89 (-2.0)   7   3
   4 中澤 光希(2) 中学 東御東部中     12.08 (-1.8)   6   1
   5 土屋 海斗(3) 中学 上田第五中     12.15 (-2.0)   7   4
   6 前田 哉斗(3) 中学 広徳中     12.16 (-1.8)   6   2
   7 尾沼 優(3) 中学 上田第五中     12.20 (-2.0)   7   5
   8 内海 亮平(2) 中学 上田第一中     12.32 (-2.0)   7   6
   9 古村 拓海(2) 中学 軽井沢A&AC     12.33 (-0.4)   5   1
  10 入口 哉人(3) 中学 東御東部中     12.36 (-1.8)   6   3
  11 金澤 拓夢(3) 中学 軽井沢A&AC     12.45 (-1.8)   6   4
  12 田崎 佑冴(3) 中学 小諸東中     12.50 (-0.8)   4   1
  13 小林 蒼空(3) 中学 東御東部中     12.53 (-0.4)   5   2
  14 南澤 爽太(2) 中学 小諸東中     12.55 (-0.4)   5   3
  15 出口 哲也(3) 中学 東御東部中     12.59 (-0.4)   5   4
  16 小泉 迅矢(3) 中学 東御東部中     12.60 (-0.8)   4   2
  17 箱山 昂希(3) 中学 上田第四中     12.80 (-0.4)   5   5
  18 土屋 由木(3) 中学 小諸東中     12.90 (-0.4)   5   6
  19 滝沢 諒(3) 中学 上田第五中     12.98 (-0.8)   4   3
  20 楢原 累斗(2) 中学 東御東部中     13.11 (-0.8)   4   4
  21 高野 来斗(3) 中学 小諸東中     13.12 (-0.8)   4   5
  22 田嶋 隼人(3) 中学 丸子中     13.18 (+0.7)   3   1
  23 中山 悠(3) 中学 丸子中     13.22 (-2.3)   2   1
  24 柳澤 直希(3) 中学 東御東部中     13.27 (+0.7)   3   2
  25 熊谷 槍一(1) 中学 上田第四中     13.40 (+0.7)   3   3
  26 荒井 陽呂実(1) 中学 上田三中     13.45 (-1.2)   1   1
  27 櫻井 英輝(2) 中学 丸子中     13.47 (+0.7)   3   4
  28 小林 草太(1) 中学 軽井沢A&AC     13.52 (-0.8)   4   6
  29 久保田 誠(1) 中学 上田三中     13.72 (-1.2)   1   2
  30 西 俊弥(1) 中学 上田第五中     13.88 (-2.3)   2   2
  31 小林 廉(2) 中学 上田第五中     13.97 (-2.3)   2   3
  32 備後 琉空(1) 中学 東御東部中     14.05 (-2.3)   2   4
  33 村木 竜馬(3) 中学 上田第五中     14.17 (-2.3)   2   5
  34 降幡 諒成(1) 中学 上田第五中     14.20 (-1.2)   1   3
  35 手塚 嵐太(2) 中学 小諸東中     14.22 (-0.8)   4   7
  36 樋口 優宝(1) 中学 上田第四中     14.47 (-2.3)   2   6
  37 木村 将(1) 中学 上田第五中     15.12 (-1.2)   1   4
  38 金子 綾斗(1) 中学 上田第五中     15.50 (-1.2)   1   5
  39 北村 櫂(1) 中学 上田第五中     17.67 (-1.2)   1   6
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決勝 6月3日 12:50

[ 1組] 風速 -0.6 [ 2組] 風速 +1.8

 1 土屋 瑞希(3) 高校     12.03 巻渕 優也(3) 一般
ﾂﾁﾔ ﾐｽﾞｷ 東御清翔高 ﾏｷﾌﾞﾁ ﾕｳﾔ 長野大学

 2 池田 健一 一般     12.49 小林 雅人 一般
ｲｹﾀﾞ ｹﾝｲﾁ RandD ｺﾊﾞﾔｼ ﾏｻﾄ FIVE

 3 関 介飛(1) 高校     13.50 翠川 拓真(2) 高校
ｾｷ ｶｲﾄ 東御清翔高 ﾐﾄﾞﾘｶﾜ ﾀｸﾏ 東御清翔高

 4 宮川 聖馬(2) 高校     13.75 高橋 将人 一般
ﾐﾔｶﾞﾜ ｼｮｳﾏ 東御清翔高 ﾀｶﾊｼ ﾏｻﾄ FIVE

 5 小出 盛人 一般     15.32 丸山 健一 一般
ｺｲﾃﾞ ﾓﾘﾄ RandD ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ FIVETOOL
尾崎 淳 一般 羽毛田 諒(2) 高校
ｵｻﾞｷ ｱﾂｼ 上青木 ﾊｹﾀ ﾘｮｳ 東御清翔高

   1 巻渕 優也(3) 一般 長野大学     11.50 (+1.8)   2
   2 小林 雅人 一般 FIVE     11.62 (+1.8)   2
   3 翠川 拓真(2) 高校 東御清翔高     11.68 (+1.8)   2
   4 高橋 将人 一般 FIVE     11.72 (+1.8)   2
   5 丸山 健一 一般 FIVETOOL     11.94 (+1.8)   2
   6 土屋 瑞希(3) 高校 東御清翔高     12.03 (-0.6)   1   1
   7 池田 健一 一般 RandD     12.49 (-0.6)   1   2
   8 関 介飛(1) 高校 東御清翔高     13.50 (-0.6)   1   3
   9 宮川 聖馬(2) 高校 東御清翔高     13.75 (-0.6)   1   4
  10 小出 盛人 一般 RandD     15.32 (-0.6)   1   5
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



決勝 6月3日 13:10

[ 1組] [ 2組]

 1 黒木 玲雄(3) 小学   3,31.66  1 齊藤 響(3) 小学   3,34.58 
ｸﾛｷ ﾚｵ 腰越JSC ｻｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 2 金井 瑛斗(3) 小学   3,47.11  2 小島 颯斗(3) 小学   3,38.15 
ｶﾅｲ ｴｲﾄ 腰越JSC ｺｼﾞﾏ ﾌｳﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 3 黒沢 天馬(2) 小学   3,55.71  3 山浦 英純(3) 小学   3,58.19 
ｸﾛｻﾜ ﾃﾝﾏ 腰越JSC ﾔﾏｳﾗ ｴｲｼﾞｭﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 4 中村 勇陽(3) 小学   4,04.42  4 宮澤 来麒(2) 小学   4,06.36 
ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ 腰越JSC ﾐﾔｻﾞﾜ ﾗｲｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

 5 山下 颯真(2) 小学   4,06.43  5 横沢 岳弥(3) 小学   4,08.15 
ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾏ 菅平小学校 ﾖｺｻﾜ ﾀｹﾔ 真田ｸﾗﾌﾞ

 6 小宮山 森斗(3) 小学   4,20.14  6 林 眞翔(2) 小学   4,15.02 
ｺﾐﾔﾏ ﾓﾘﾄ 長小 ﾊﾔｼ ﾏﾅﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ

 7 佐藤 圭悟(2) 小学   4,20.27  7 青木 翔(3) 小学   4,20.36 
ｻﾄｳ ｹｲｺﾞ 川辺小 ｱｵｷ ｶｹﾙ 真田陸上教室

 8 小山 颯太(3) 小学   4,24.01  8 峯村 大雅(2) 小学   4,21.70 
ｺﾔﾏ ｿｳﾀ 腰越JSC ﾐﾈﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 菅平小学校

 9 金井 嘉太朗(2) 小学   4,25.58  9 小出 大心(1) 小学   4,23.52 
ｶﾅｲ ﾖｼﾀﾛｳ 菅平小学校 ｺｲﾃﾞ ﾀﾞｲｼﾝ 上田JSC

10 三井 希吹(3) 小学   4,32.35 10 中嶋 爽(2) 小学   4,23.80 
ﾐﾂｲ ﾏﾌﾞｷ 長小 ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

11 矢嶋 潔明(3) 小学   4,37.96 11 齊藤 佑樹(2) 小学   4,32.89 
ﾔｼﾞﾏ ｷﾖｱｷ 菅平小学校 ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

12 関 泰杜(2) 小学   4,38.22 12 新井 翔真(3) 小学   4,40.65 
ｾｷ ﾀｲﾄ 東塩田小 ｱﾗｲ ｼｮｳﾏ 真田ｸﾗﾌﾞ

13 山本 晃誠(2) 小学   4,39.19 13 鈴木 幸綱(3) 小学   4,46.42 
ﾔﾏﾓﾄ ｺｳｾｲ 武石小 ｽｽﾞｷ ﾕｷﾂﾅ 真田陸上教室

14 西 夏央(2) 小学   4,42.33 14 古賀 仁琥(2) 小学   4,55.36 
ﾆｼ ﾅﾂｵｳ 武石小 ｺｶﾞ ﾆｺ 川辺小

15 若林 快飛(3) 小学   4,51.64 15 七海 伊織(2) 小学   4,57.70 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 真田陸上教室 ﾅﾅｳﾐ ｲｵﾘ 東御市陸上教室

16 矢嶋 豪明(2) 小学   5,15.79 16 永良 梧朗(2) 小学   5,00.26 
ﾔｼﾞﾏ ﾀｹｱｷ 菅平小学校 ﾅｶﾞﾗ ｺﾞﾛｳ 川辺小
小林 晄大(3) 小学 17 宮島 瑞希(1) 小学   5,11.03 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾋﾛ 腰越JSC ﾐﾔｼﾞﾏ ﾐｽﾞｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

   1 黒木 玲雄(3) 小学 腰越JSC     3,31.66   1   1
   2 齊藤 響(3) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,34.58   2   1
   3 小島 颯斗(3) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,38.15   2   2
   4 金井 瑛斗(3) 小学 腰越JSC     3,47.11   1   2
   5 黒沢 天馬(2) 小学 腰越JSC     3,55.71   1   3
   6 山浦 英純(3) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,58.19   2   3
   7 中村 勇陽(3) 小学 腰越JSC     4,04.42   1   4
   8 宮澤 来麒(2) 小学 真田ｸﾗﾌﾞ     4,06.36   2   4
   9 山下 颯真(2) 小学 菅平小学校     4,06.43   1   5
  10 横沢 岳弥(3) 小学 真田ｸﾗﾌﾞ     4,08.15   2   5
  11 林 眞翔(2) 小学 真田ｸﾗﾌﾞ     4,15.02   2   6
  12 小宮山 森斗(3) 小学 長小     4,20.14   1   6
  13 佐藤 圭悟(2) 小学 川辺小     4,20.27   1   7
  14 青木 翔(3) 小学 真田陸上教室     4,20.36   2   7
  15 峯村 大雅(2) 小学 菅平小学校     4,21.70   2   8
  16 小出 大心(1) 小学 上田JSC     4,23.52   2   9
  17 中嶋 爽(2) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     4,23.80   2  10
  18 小山 颯太(3) 小学 腰越JSC     4,24.01   1   8
  19 金井 嘉太朗(2) 小学 菅平小学校     4,25.58   1   9
  20 三井 希吹(3) 小学 長小     4,32.35   1  10
  21 齊藤 佑樹(2) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     4,32.89   2  11
  22 矢嶋 潔明(3) 小学 菅平小学校     4,37.96   1  11
  23 関 泰杜(2) 小学 東塩田小     4,38.22   1  12
  24 山本 晃誠(2) 小学 武石小     4,39.19   1  13
  25 新井 翔真(3) 小学 真田ｸﾗﾌﾞ     4,40.65   2  12
  26 西 夏央(2) 小学 武石小     4,42.33   1  14
  27 鈴木 幸綱(3) 小学 真田陸上教室     4,46.42   2  13
  28 若林 快飛(3) 小学 真田陸上教室     4,51.64   1  15
  29 古賀 仁琥(2) 小学 川辺小     4,55.36   2  14
  30 七海 伊織(2) 小学 東御市陸上教室     4,57.70   2  15
  31 永良 梧朗(2) 小学 川辺小     5,00.26   2  16
  32 宮島 瑞希(1) 小学 真田ｸﾗﾌﾞ     5,11.03   2  17
  33 矢嶋 豪明(2) 小学 菅平小学校     5,15.79   1  16

小学1･2･3年男
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決勝 6月3日 13:40

[ 1組] [ 2組]

 1 土赤 仁義(5) 小学   3,19.02  1 雨宮 伊吹(6) 小学   3,27.41 
ﾂﾁｱｶ ｼﾞﾝ 腰越JSC ｱﾒﾐﾔ ｲﾌﾞｷ 軽井沢A&AC

 2 小相沢 瑛翔(6) 小学   3,28.93  2 柳澤 航希(5) 小学   3,30.98 
ｺｱｲｻﾞﾜ ｴｲﾄ 腰越JSC ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 真田陸上教室

 3 児玉 大河(5) 小学   3,29.48  3 林 琉翔(6) 小学   3,38.99 
ｺﾀﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 腰越JSC ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ

 4 黒沢 燦(5) 小学   3,34.62  4 曹 有根(5) 小学   3,43.43 
ｸﾛｻﾜ ｱｷﾗ 腰越JSC ｿｳ ｳｺﾝ 真田ｸﾗﾌﾞ

 5 櫻井 光樹(5) 小学   3,36.86  5 諸山 琉生(5) 小学   3,47.13 
ｻｸﾗｲ ｺｳｷ 菅平小学校 ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

 6 金井 崚惺(5) 小学   3,38.86  6 堀内 侑李(5) 小学   3,48.02 
ｶﾅｲ ﾘｮｳｾｲ 腰越JSC ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾘ 真田陸上教室

 7 塩入 愛斗(4) 小学   3,46.25  7 清水 颯太(4) 小学   3,48.93 
ｼｵｲﾘ ﾏﾅﾄ 腰越JSC ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ 神科小

 8 鷹野 由翔(6) 小学   3,52.59  8 林 悠翔(5) 小学   3,50.06 
ﾀｶﾉ ﾕｳﾄ 東小 ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ

 9 黒木 勇翔(5) 小学   3,55.99  9 花岡 蓮(5) 小学   3,50.33 
ｸﾛｷ ﾕｳﾄ 腰越JSC ﾊﾅｵｶ ﾚﾝ 真田ｸﾗﾌﾞ

10 児玉 大和(5) 小学   3,56.99 10 豊永 陽一(4) 小学   3,55.17 
ｺﾀﾞﾏ ﾔﾏﾄ 腰越JSC ﾄﾖﾅｶﾞ ﾖｳｲﾁ 神科小

11 山越 璃空(6) 小学   4,11.19 11 藤沢 俊輔(4) 小学   4,01.68 
ﾔﾏｺｼ ﾘｸ 東小 ﾌｼﾞｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 真田陸上教室

12 久田 大翔(4) 小学   4,12.97 12 下林 和貴(5) 小学   4,03.14 
ﾋｻﾀﾞ ﾋﾛﾄ 塩尻小 ｼﾓﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ 上田JSC

13 鈴木 幸隆(5) 小学   4,13.69 13 木内 旬(4) 小学   4,15.09 
ｽｽﾞｷ ﾕｷﾀｶ 真田陸上教室 ｷｳﾁ ｼｭﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

14 清水 翼(4) 小学   4,41.40 14 内藤 奨太(4) 小学   4,21.60 
ｼﾐｽﾞ ﾂﾊﾞｻ 塩尻小 ﾅｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ

15 佐藤 祐斗(4) 小学   4,43.71 15 大久保 隼琉(5) 小学   4,24.67 
ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 塩尻小 ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙ 真田陸上教室

16 竹内 友哉(4) 小学   4,44.34 横山 司竜(4) 小学
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 塩尻小 ﾖｺﾔﾏ ｼﾘｭｳ 東御市陸上教室

   1 土赤 仁義(5) 小学 腰越JSC     3,19.02   1   1
   2 雨宮 伊吹(6) 小学 軽井沢A&AC     3,27.41   2   1
   3 小相沢 瑛翔(6) 小学 腰越JSC     3,28.93   1   2
   4 児玉 大河(5) 小学 腰越JSC     3,29.48   1   3
   5 柳澤 航希(5) 小学 真田陸上教室     3,30.98   2   2
   6 黒沢 燦(5) 小学 腰越JSC     3,34.62   1   4
   7 櫻井 光樹(5) 小学 菅平小学校     3,36.86   1   5
   8 金井 崚惺(5) 小学 腰越JSC     3,38.86   1   6
   9 林 琉翔(6) 小学 真田ｸﾗﾌﾞ     3,38.99   2   3
  10 曹 有根(5) 小学 真田ｸﾗﾌﾞ     3,43.43   2   4
  11 塩入 愛斗(4) 小学 腰越JSC     3,46.25   1   7
  12 諸山 琉生(5) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     3,47.13   2   5
  13 堀内 侑李(5) 小学 真田陸上教室     3,48.02   2   6
  14 清水 颯太(4) 小学 神科小     3,48.93   2   7
  15 林 悠翔(5) 小学 真田ｸﾗﾌﾞ     3,50.06   2   8
  16 花岡 蓮(5) 小学 真田ｸﾗﾌﾞ     3,50.33   2   9
  17 鷹野 由翔(6) 小学 東小     3,52.59   1   8
  18 豊永 陽一(4) 小学 神科小     3,55.17   2  10
  19 黒木 勇翔(5) 小学 腰越JSC     3,55.99   1   9
  20 児玉 大和(5) 小学 腰越JSC     3,56.99   1  10
  21 藤沢 俊輔(4) 小学 真田陸上教室     4,01.68   2  11
  22 下林 和貴(5) 小学 上田JSC     4,03.14   2  12
  23 山越 璃空(6) 小学 東小     4,11.19   1  11
  24 久田 大翔(4) 小学 塩尻小     4,12.97   1  12
  25 鈴木 幸隆(5) 小学 真田陸上教室     4,13.69   1  13
  26 木内 旬(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     4,15.09   2  13
  27 内藤 奨太(4) 小学 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ     4,21.60   2  14
  28 大久保 隼琉(5) 小学 真田陸上教室     4,24.67   2  15
  29 清水 翼(4) 小学 塩尻小     4,41.40   1  14
  30 佐藤 祐斗(4) 小学 塩尻小     4,43.71   1  15
  31 竹内 友哉(4) 小学 塩尻小     4,44.34   1  16

小学4･5･6年男
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決勝 6月3日 14:05

 1 田口 紫音(3) 中学   4,36.99 
ﾀｸﾞﾁ ｼｵﾝ 軽井沢A&AC

 2 土赤 本気(3) 中学   4,39.59 
ﾂﾁｱｶ ﾏｼﾞ 腰越JSC

 3 成澤 爽(2) 中学   4,40.73 
ﾅﾙｻﾜ ｱｷﾗ 丸子中

 4 大神 健太(2) 中学   4,52.35 
ｵｵｶﾞﾐ ｹﾝﾀ 丸子中

 5 楢原 累斗(2) 中学   4,53.46 
ﾅﾗﾊﾗ ﾙｲﾄ 東御東部中

 6 竹内 暖(3) 中学   4,57.93 
ﾀｹｳﾁ ﾋﾅﾀ 腰越JSC

 7 宮下 輝海(2) 中学   5,04.28 
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾐ 東御東部中

 8 関 旭流(3) 中学   5,07.39 
ｾｷ ｱｹﾙ 上田第四中

 9 柳澤 直希(3) 中学   5,10.09 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵｷ 東御東部中

10 安本 桜太郎(1) 中学   5,23.80 
ﾔｽﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ 東御東部中

11 横山 廉汰郎(1) 中学   5,27.09 
ﾖｺﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ 東御東部中

12 瀬切 陽紀(2) 中学   5,31.90 
ｾｷﾞﾘ ﾊﾙｷ 丸子中

13 北原 脩平(1) 中学   5,47.93 
ｷﾀﾊﾗ ｼｭｳﾍｲ 上田三中

14 新井　拓実(1) 中学   6,06.70 
ｱﾀｲ ﾀｸﾐ 上田第三中

15 滝沢 宥(1) 中学   6,43.83 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳ 上田第五中
阿部 良祐(1) 中学
ｱﾍﾞ ﾘｮｳｽｹ 小諸東中
福島 大志郎(2) 中学
ﾌｸｼﾏ ﾀｲｼﾛｳ 東御東部中
竹花 翔太(2) 中学
ﾀｹﾊﾅ ｼｮｳﾀ 丸子中
古越 大翔(3) 中学
ﾌﾙｺｼ ﾀﾞｲﾄ 東御東部中

中学男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
7    29

5    50

16  4477

12  4479

4  8776

11    55

13  8773

10   157

15  8770

6  8774

1  4393

18  4482

3   135

19  4635

8   139

2  4305
欠場

17  4398
欠場

9  8775
欠場

14  4478
欠場



決勝 6月3日 14:15

 1 永井 慎也 小学   4,21.43 
ﾅｶﾞｲ ｼﾝﾔ ｺﾄﾋﾗ工業

 2 牧内 祥広 一般   4,32.79 
ﾏｷｳﾁ ｱｷﾋﾛ 腰越JSC

 3 滝澤 祐太 一般   4,34.35 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳﾀ 長野市陸協

 4 田村 大和 一般   4,54.33 
ﾀﾑﾗ ﾔﾏﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ

 5 鈴木 俊介 小学   4,55.20 
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 真田ｸﾗﾌﾞ

 6 竹内 志暢 一般   5,11.60 
ﾀｹｳﾁ ｼﾉﾌﾞ 腰越JSC

 7 小相沢 洋介 一般   5,26.08 
ｺｱｲｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ 腰越JSC
今野 航(1) 一般
ｺﾝﾉ ﾜﾀﾙ 長野大学
鈴木 俊介 小学
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 真田ｸﾗﾌﾞ

7   164
欠場

6    63

5   322
欠場

3   164

8    56

2   500

1   170

9     8

4    49

男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月3日 15:00

[ 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 上田第五中(A)  4692 滝沢 諒(3)     49.35  1   4 東御東部中(A)  4404 入口 哉人(3)     45.96 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳA ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳ ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ｲﾘｸﾞﾁ ｶﾅﾄ
 4693 土屋 海斗(3)  4399 中沢 一晴(3)

ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾊﾙ
 4694 村木 竜馬(3)  4402 小林 蒼空(3)

ﾑﾗｷ ﾘｮｳﾏ ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ
 4690 尾沼 優(3)  8777 中澤 光希(2)

ｵﾇﾏ ﾕｳ ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ
 2   2 上田第四中   157 関 旭流(3)     50.99  2   5 小諸東中  4287 土屋 由木(3)     47.06 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳ ｾｷ ｱｹﾙ ｺﾓﾛﾋｶﾞｼﾁｭｳ ﾂﾁﾔ ﾕｳｷ
  153 熊谷 槍一(1)  4296 南澤 爽太(2)

ｸﾏｶﾞｲ ｿｳｲﾁ ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ
  142 北澤 直也(2)  4288 田崎 佑冴(3)

ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾔ ﾀｻﾞｷ ﾕｳｺﾞ
  144 箱山 昂希(3)  4292 石井 佑磨(3)

ﾊｺﾔﾏ ｱｷ ｲｼｲ ﾕｳﾏ
 3   5 東御東部中(B)  8774 安本 桜太郎(1)     54.33  3   2 東御東部中(C)  4403 小泉 迅矢(3)     51.58 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ﾔｽﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞﾁｭｳC ｺｲｽﾞﾐ ﾄｷﾔ
 8772 古田 力斗(2)  4400 出口 哲也(3)

ﾌﾙﾀ ﾘｷﾄ ﾃﾞｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ
 8778 備後 琉空(1)  8773 宮下 輝海(2)

ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾐ
 8776 楢原 累斗(2)  8770 柳澤 直希(3)

ﾅﾗﾊﾗ ﾙｲﾄ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵｷ
  3 望月AC(B)   3 望月AC(A)

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰB 欠場 ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰA 欠場

  6 上田第五中(B)  4676 西 俊弥(1)
ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳB ﾆｼ ｼｭﾝﾔ 欠場

 4675 小林 廉(2)
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ

 4678 金子 綾斗(1)
ｶﾈｺ ｱﾔﾄ

 4677 降幡 諒成(1)
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ

中学男子

4x100mR

決勝



   1 東御東部中(A)     45.96 入口 哉人(3) 中沢 一晴(3) 小林 蒼空(3) 中澤 光希(2)   2   1
   2 小諸東中     47.06 土屋 由木(3) 南澤 爽太(2) 田崎 佑冴(3) 石井 佑磨(3)   2   2
   3 上田第五中(A)     49.35 滝沢 諒(3) 土屋 海斗(3) 村木 竜馬(3) 尾沼 優(3)   1   1
   4 上田第四中     50.99 関 旭流(3) 熊谷 槍一(1) 北澤 直也(2) 箱山 昂希(3)   1   2
   5 東御東部中(C)     51.58 小泉 迅矢(3) 出口 哲也(3) 宮下 輝海(2) 柳澤 直希(3)   2   3
   6 東御東部中(B)     54.33 安本 桜太郎(1) 古田 力斗(2) 備後 琉空(1) 楢原 累斗(2)   1   3

ｵｰﾀﾞｰ2

中学男子

4x100mR
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位順位 所属名 都道府県 記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1



決勝 6月3日 14:30

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   8 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(E)    97 小島 颯斗(3)   1,08.64 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑE ｺｼﾞﾏ ﾌｳﾄ
   82 齊藤 響(3)

ｻｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ
  100 山浦 英純(3)

ﾔﾏｳﾗ ｴｲｼﾞｭﾝ
   95 清水 稜介(3)

ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ
 2   4 上田JSC(A)   127 深井 漣晟(3)   1,11.95 

ｳｴﾀﾞｼﾞｪｲｴｽｼｰA ﾌｶｲ ﾚﾝｾｲ
  126 杉浦 真之介(3)

ｽｷﾞｳﾗ ｼﾝﾉｽｹ
  122 内堀 陽太(2)

ｳﾁﾎﾞﾘ ﾖｳﾀ
  119 平林 玄太(3)

ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝﾀ
 3   6 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(F)   103 佐藤 秀瑚(1)   1,19.52 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑF ｻﾄｳ ｼｭｳｺﾞ
   81 齊藤 佑樹(2)

ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ
   93 中嶋 爽(2)

ﾅｶｼﾞﾏ ｿｳ
  102 佐藤 徠夢(2)

ｻﾄｳ ﾗｲﾑ
 4   2 真田陸上教室(D)  208 若林 快飛(3)   1,20.72 

ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂD ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ
  182 鈴木 幸綱(3)

ｽｽﾞｷ ﾕｷﾂﾅ
  190 内山 煉大郎(3)

ｳﾁﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ
  201 青木 翔(3)

ｱｵｷ ｶｹﾙ
 5   5 川辺小(E)   294 佐藤 圭悟(2)   1,21.72 

ｶﾜﾍﾞｼｮｳE ｻﾄｳ ｹｲｺﾞ
  296 古田 瑞人(2)

ﾌﾙﾀ ﾐｽﾞﾄ
  299 古賀 仁琥(2)

ｺｶﾞ ﾆｺ
  281 大塚 翔(2)

ｵｵﾂｶ ｼｮｳ
 6   7 川辺小(F)   283 大塚 咲弥(1)   1,21.89 

ｶﾜﾍﾞｼｮｳF ｵｵﾂｶ ｻｸﾔ
  305 永良 梧朗(2)

ﾅｶﾞﾗ ｺﾞﾛｳ
  273 渡邉 麗斗(2)

ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾚｲﾄ
  290 青島 夢蔵(1)

ｱｵｼﾏ ﾑｻｼ
  3 望月AC(B)

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰB 欠場

小学1･2･3年男

4x100mR

決勝



決勝 6月3日 14:45

[ 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 東小   362 鷹野 由翔(6)   1,05.28  1   2 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)   108 吉田 光(5)     56.70 

ﾋｶﾞｼｼｮｳ ﾀｶﾉ ﾕｳﾄ ｻｸﾄﾞﾘｰﾑA ﾖｼﾀﾞ ﾋｶﾙ
  360 柏木 健太(6)   105 工藤 優真(6)

ｶｼﾜｷﾞ ｹﾝﾀ ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ
  361 長谷川 大地(6)    91 土屋 太木(6)

ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ
  364 山越 璃空(6)    85 木内 光波(6)

ﾔﾏｺｼ ﾘｸ ｷｳﾁ ｺｳﾊ
 2   6 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(C)   109 菊原 煌生(4)   1,05.48  2   8 上田JSC(B)   131 小池 海嘉(6)   1,03.70 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑC ｷｸﾊﾗ ｺｳｾｲ ｳｴﾀﾞｼﾞｪｲｴｽｼｰB ｺｲｹ ｶｲｶﾞ
   88 南澤 侑吾(4)   120 武田 大輔(6)

ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ ﾀｹﾀﾞ ﾀﾞｲｽｹ
  107 橋詰 蓮平(4)   129 小池 澄空(4)

ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ ｺｲｹ ﾄｵｱ
  110 井出 獅楽(4)   134 下林 和貴(5)

ｲﾃﾞ ｼﾗｸ ｼﾓﾊﾞﾔｼ ｶｽﾞｷ
 3   7 川辺小(D)   268 峯山 廉叶(4)   1,08.70  3   3 真田陸上教室(A)  226 浦田 勇心(5)   1,04.00 

ｶﾜﾍﾞｼｮｳD ﾐﾈﾔﾏ ﾚﾝﾄ ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂA ｳﾗﾀ ﾕｳｼﾝ
  304 荻原 樹生(4)   194 中屋 大和(5)

ｵｷﾞﾊﾗ ｲﾂｷ ﾅｶﾔ ﾔﾏﾄ
  297 古川 智貴(4)   189 内山 煌大郎(5)

ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓｷ ｳﾁﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ
  271 内川 翔太(4)   185 柳澤 航希(5)

ｳﾁｶﾜ ｼｮｳﾀ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ
 4   8 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(D)    96 小林 悠(4)   1,08.80  4   4 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)   106 原谷 康太(6)   1,04.88 

ｻｸﾄﾞﾘｰﾑD ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ ｻｸﾄﾞﾘｰﾑB ﾊﾗﾀﾆ ｺｳﾀ
   87 萩原 汐逢(5)    83 柳澤 翔逢(5)

ﾊｷﾞﾜﾗ ｾｱ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ
   84 木内 旬(4)    86 豊田 大夢(5)

ｷｳﾁ ｼｭﾝ ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾑ
   94 千葉 遼空(5)    98 諸山 琉生(5)

ﾁﾊﾞ ﾊﾙｱ ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ
 5   2 神科小   240 倉島 駿(4)   1,11.59  5   6 真田ｸﾗﾌﾞ   166 林 琉翔(6)   1,06.23 

ｶﾐｼﾅｼｮｳ ｸﾗｼﾏ ｼｭﾝ ｻﾅﾀﾞｸﾗﾌﾞ ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾄ
  232 豊永 陽一(4)   179 花岡 蓮(5)

ﾄﾖﾅｶﾞ ﾖｳｲﾁ ﾊﾅｵｶ ﾚﾝ
  234 福田 渉(4)   167 林 悠翔(5)

ﾌｸﾀﾞ ﾜﾀﾙ ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ
  242 清水 颯太(4)   174 曹 有根(5)

ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ ｿｳ ｳｺﾝ
 6   5 塩尻小    11 竹内 友哉(4)   1,12.25  6   7 真田陸上教室(B)  197 大久保 隼琉(5)   1,09.24 

ｼｵｼﾞﾘｼｮｳ ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂB ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙ
   18 佐藤 祐斗(4)   181 鈴木 幸隆(5)

ｻﾄｳ ﾕｳﾄ ｽｽﾞｷ ﾕｷﾀｶ
   14 清水 翼(4)   222 岡田 航侑(5)

ｼﾐｽﾞ ﾂﾊﾞｻ ｵｶﾀﾞ ｺｳﾕｳ
   22 久田 大翔(4)   187 堀内 侑李(5)

ﾋｻﾀﾞ ﾋﾛﾄ ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾘ
 7   4 真田陸上教室(C)  206 渋沢 俐月(4)   1,14.09   5 望月AC(A)

ｻﾅﾀﾞﾘｸｼﾞｮｳｷｮｳｼﾂC ｼﾌﾞｻﾜ ﾘﾂｷ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰA 欠場
  196 大熊 仁人(4)

ｵｵｸﾏ ﾋﾛﾄ
  227 一之瀬 大雅(4)

ｲﾁﾉｾ ﾀｲｶﾞ
  202 清水 大我(4)

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｶﾞ

小学4･5･6年男

4x100mR

決勝



   1 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(A)     56.70 吉田 光(5) 工藤 優真(6) 土屋 太木(6) 木内 光波(6)   2   1
   2 上田JSC(B)   1,03.70 小池 海嘉(6) 武田 大輔(6) 小池 澄空(4) 下林 和貴(5)   2   2
   3 真田陸上教室(A)   1,04.00 浦田 勇心(5) 中屋 大和(5) 内山 煌大郎(5) 柳澤 航希(5)   2   3
   4 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(B)   1,04.88 原谷 康太(6) 柳澤 翔逢(5) 豊田 大夢(5) 諸山 琉生(5)   2   4
   5 東小   1,05.28 鷹野 由翔(6) 柏木 健太(6) 長谷川 大地(6) 山越 璃空(6)   1   1
   6 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(C)   1,05.48 菊原 煌生(4) 南澤 侑吾(4) 橋詰 蓮平(4) 井出 獅楽(4)   1   2
   7 真田ｸﾗﾌﾞ   1,06.23 林 琉翔(6) 花岡 蓮(5) 林 悠翔(5) 曹 有根(5)   2   5
   8 川辺小(D)   1,08.70 峯山 廉叶(4) 荻原 樹生(4) 古川 智貴(4) 内川 翔太(4)   1   3
   9 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ(D)   1,08.80 小林 悠(4) 萩原 汐逢(5) 木内 旬(4) 千葉 遼空(5)   1   4
  10 真田陸上教室(B)   1,09.24 大久保 隼琉(5) 鈴木 幸隆(5) 岡田 航侑(5) 堀内 侑李(5)   2   6
  11 神科小   1,11.59 倉島 駿(4) 豊永 陽一(4) 福田 渉(4) 清水 颯太(4)   1   5
  12 塩尻小   1,12.25 竹内 友哉(4) 佐藤 祐斗(4) 清水 翼(4) 久田 大翔(4)   1   6
  13 真田陸上教室(C)   1,14.09 渋沢 俐月(4) 大熊 仁人(4) 一之瀬 大雅(4) 清水 大我(4)   1   7

ｵｰﾀﾞｰ2

小学4･5･6年男

4x100mR
タイムレース

ｵｰﾀﾞｰ3 ｵｰﾀﾞｰ4 組 順位順位 所属名 都道府県記録 備考 ｵｰﾀﾞｰ1



決勝 6月3日  9:00

1m80
小杉 賢太郎(2) 一般 - - - - - - O XXO XO O
ｺｽｷﾞ ｹﾝﾀﾛｳ 長野大学 XXX
池田 健一 一般 O - XXX
ｲｹﾀﾞ ｹﾝｲﾁ RandD

2 1     6
 1.30

1m70 1m75
記録

1m65
備考

1 2   321
 1.75

1m40 1m45 1m50 1m55 1m60

男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m30 1m35



決勝 6月3日  9:00

1m65
内海 亮平(2) 中学 - - - - - O O O O O
ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ 上田第一中 XXX
金澤 拓夢(3) 中学 - - - - O O O O XXX
ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾑ 軽井沢A&AC
中沢 一晴(3) 中学 - - - - - O O O XXX
ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾊﾙ 東御東部中
漆原 奏哉(3) 中学 - - - - - O O O XXX
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ 軽井沢A&AC
入口 哉人(3) 中学 - - O XO O O XXX
ｲﾘｸﾞﾁ ｶﾅﾄ 東御東部中
出口 哲也(3) 中学 - - - O XO O XXX
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 東御東部中
小林 蒼空(3) 中学 - - - O O XXO XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 東御東部中
小林 奎斗(3) 中学 - - - O XO XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 東御東部中
古田 力斗(2) 中学 O O XO XXX
ﾌﾙﾀ ﾘｷﾄ 東御東部中
降幡 諒成(1) 中学 - XXO XO XXX
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 上田第五中

10 1  4677
 1.25

8 2  8771
 1.35

9 3  8772
 1.25

5 5  4400
 1.40

7 6  4402
 1.40

2 10    36
 1.50

5 4  4404
 1.40

2 7    45
 1.50

2 9  4399
 1.50

1m55 1m60
記録 備考

1 8  4594
 1.60

1m25 1m30

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m15 1m20 1m35 1m40 1m45 1m50



決勝 6月3日 13:30

戸澤 裕介 一般   6.02   6.17   6.23    6.23 
ﾄｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ FIVE   +3.0   +0.1   +1.6    +1.6
上野 太暉(2) 高校   5.95   5.93   4.58    5.95 
ｳｴﾉ ﾀｲｷ 丸子修学館高校   +2.1   +0.7   +1.2    +2.1
丸山 健一 一般   5.81   5.87   5.92    5.92 
ﾏﾙﾔﾏ ｹﾝｲﾁ FIVETOOL   +3.4    0.0   +1.7    +1.7
藤井 大志 一般    X   5.82   5.80    5.82 
ﾌｼﾞｲ ﾀｲｼ FIVE    0.0   +1.0     0.0
濱村 和(2) 高校   5.45   5.45   5.07    5.45 
ﾊﾏﾑﾗ ﾜﾀﾙ 東御清翔高   +1.7   +0.2   +0.8    +1.7
羽毛田 諒(2) 高校 欠場
ﾊｹﾀ ﾘｮｳ 東御清翔高
宮下 駿介(2) 高校 欠場
ﾐﾔｼﾀ ｼｭﾝｽｹ 丸子修学館高校

7  1748

5 3  1734

1  1733

3 6     5

4 2     1

1 4     4

2 5  1747

-3- -4- -5- -6- 記録 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-



決勝 6月3日 13:30

南澤 爽太(2) 中学   5.12   5.04    X    5.12 
ﾐﾅﾐｻﾜ ｿｳﾀ 小諸東中   +1.5   -0.1    +1.5
手塚 嵐太(2) 中学   4.70   4.60    X    4.70 
ﾃﾂﾞｶ ﾗﾝﾀ 小諸東中   +2.8   +0.8    +2.8
小泉 迅矢(3) 中学   4.24   4.54    X    4.54 
ｺｲｽﾞﾐ ﾄｷﾔ 東御東部中   +1.6   +3.4    +3.4
小林 廉(2) 中学   4.41   4.47   4.52    4.52 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 上田第五中   +0.9   +2.9   +1.8    +1.8
西 俊弥(1) 中学   4.41    X   4.16    4.41 
ﾆｼ ｼｭﾝﾔ 上田第五中   +3.4   +5.0    +3.4
村木 竜馬(3) 中学   3.96   4.31   4.40    4.40 
ﾑﾗｷ ﾘｮｳﾏ 上田第五中   +1.1   +1.3   +1.3    +1.3
中澤 光希(2) 中学   3.96   4.05   3.96    4.05 
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 東御東部中   +3.4   +2.8   +2.6    +2.8
備後 琉空(1) 中学   3.28   3.51   3.80    3.80 
ﾋﾞﾝｺﾞ ﾘｸ 東御東部中   +2.4   +3.4   +0.6    +0.6
宮下 輝海(2) 中学   2.93   3.37   3.78    3.78 
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾐ 東御東部中   +2.0   +0.5    0.0     0.0
木村 将(1) 中学   3.13    X   3.56    3.56 
ｷﾑﾗ ｼｮｳ 上田第五中   +2.6   -1.2    -1.2
滝沢 宥(1) 中学   3.25   2.88    X    3.25 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳ 上田第五中   +2.2   +0.7    +2.2
金子 綾斗(1) 中学    X   2.45   2.94    2.94 
ｶﾈｺ ｱﾔﾄ 上田第五中   +2.9   +0.4    +0.4
北村 櫂(1) 中学   2.73   2.73   2.88    2.88 
ｷﾀﾑﾗ ｶｲ 上田第五中   +1.7   +1.2   -1.2    -1.2
山浦 雅斗(1) 中学 欠場
ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 望月AC
小山 翔平(1) 中学 欠場
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 望月AC
戸枝 篤志(1) 中学 欠場
ﾄｴﾀﾞ ｱﾂｼ 望月AC
林 樹生(3) 中学 欠場
ﾊﾔｼ ﾐｷｵ 望月AC
寺島 恒輔(2) 中学 欠場
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 望月AC
小林 碧空(1) 中学 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月AC
辻浦 知主(3) 中学 欠場
ﾂｼﾞｳﾗ ﾄﾓｶｽﾞ 東御東部中
柳澤 孔軌(1) 中学 欠場
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 望月AC
伊藤 司騎(3) 中学 欠場
ｲﾄｳ ｼｷ 望月AC
中村 洋平(3) 中学 欠場
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 望月AC

23  4180

19  4185

21  4182

16  4187

17  4401

8  4181

11  4183

4  4186

6  4188

13 3  4679

2  4184

11 7   139

12 9  4678

9 5  8773

10 1   138

7 15  8777

8 10  8778

5 18  4676

6 14  4694

3 13  4403

4 12  4675

1 22  4296

2 20  4293

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 6月3日 12:00

工藤 優真(6) 小学   4.10   3.32    X    4.10 
ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   -1.2   -2.0    -1.2
木内 光波(6) 小学   3.97   3.84   4.06    4.06 
ｷｳﾁ ｺｳﾊ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   -1.2   -2.7    0.0     0.0
倉島 大知(6) 小学   3.56   3.47   3.90    3.90 
ｸﾗｼﾏ ﾀﾞｲﾁ 塩尻小   -2.5   -0.7    0.0     0.0
柿澤 一護(6) 小学   3.88    X   3.88    3.88 
ｶｷｻﾞﾜ ｲﾁｺﾞ 安茂里小   -2.1   +0.3    -2.1
金澤 歩夢(6) 小学    X   3.81    X    3.81 
ｶﾅｻﾞﾜ ｱﾕﾑ 軽井沢A&AC   -1.7    -1.7
土屋 太木(6) 小学   2.90   3.51   3.55    3.55 
ﾂﾁﾔ ﾀｲｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   -2.3   -3.0    0.0     0.0
田中 駿埜(5) 小学    X   3.08   3.21    3.21 
ﾀﾅｶ ｼｭﾝﾔ 塩田西小   -2.0   +0.2    +0.2
豊田 大夢(5) 小学   3.12    X   3.20    3.20 
ﾄﾖﾀﾞ ﾋﾛﾑ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   -0.9    0.0     0.0
井出 獅楽(4) 小学   3.18    X    X    3.18 
ｲﾃﾞ ｼﾗｸ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   -1.9    -1.9
諸山 琉生(5) 小学   2.82   3.16    X    3.16 
ﾓﾛﾔﾏ ﾘｭｳｾｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   -1.6   -1.2    -1.2
萩原 汐逢(5) 小学   3.14   2.92   2.87    3.14 
ﾊｷﾞﾜﾗ ｾｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   -3.0   -1.8   -0.5    -3.0
柳澤 航希(5) 小学   3.09   2.78   3.01    3.09 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 真田陸上教室   -0.1   -1.3   +0.3    -0.1
古賀 琥太郎(5) 小学   3.08    X   2.79    3.08 
ｺｶﾞ ｺﾀﾛｳ 川辺小   -0.8   +0.6    -0.8
内山 煌大郎(5) 小学   2.98   2.97   2.71    2.98 
ｳﾁﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 真田陸上教室   -0.9   -0.7    0.0    -0.9
藤沢 俊輔(4) 小学   2.87   2.82   2.97    2.97 
ﾌｼﾞｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 真田陸上教室   -1.7   -0.8   -0.1    -0.1
清水 大我(4) 小学   2.91   2.84   2.94    2.94 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｶﾞ 真田陸上教室   -2.6   -1.8   -0.4    -0.4
宮下 暁仁(5) 小学   2.93    X   2.75    2.93 
ﾐﾔｼﾀ ｱｷﾋﾄ 真田陸上教室   -1.0   -0.5    -1.0
小林 悠(4) 小学   2.64   2.80   2.90    2.90 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   -1.0   -0.3   -0.7    -0.7
原谷 康太(6) 小学   2.56    X   2.88    2.88 
ﾊﾗﾀﾆ ｺｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   -1.8   -1.3    -1.3
菊原 煌生(4) 小学   2.65   2.78    X    2.78 
ｷｸﾊﾗ ｺｳｾｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   -2.0   -1.0    -1.0
岡田 航侑(5) 小学   2.62    X   2.53    2.62 
ｵｶﾀﾞ ｺｳﾕｳ 真田陸上教室   -2.2   +1.4    -2.2
内藤 奨太(4) 小学   2.43   2.45   2.26    2.45 
ﾅｲﾄｳ ｼｮｳﾀ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   -1.0   -1.0   -0.1    -1.0
大久保 隼琉(5) 小学    X   2.42   2.44    2.44 
ｵｵｸﾎﾞ ﾊﾙ 真田陸上教室   -1.7   -1.6    -1.6
永井 浩志(4) 小学    X   2.35    X    2.35 
ﾅｶﾞｲ ｺｳｼ 真田陸上教室    0.0     0.0
木内 旬(4) 小学   2.31   2.31    X    2.31 
ｷｳﾁ ｼｭﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ   +0.1   -1.5    +0.1
橋詰 蓮平(4) 小学 欠場
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
青木 寛(5) 小学 欠場
ｱｵｷ ﾕﾀｶ 望月AC
田島 一輝(5) 小学 欠場
ﾀｼﾞﾏ ｲｯｷ 望月AC
保科 承太郎(5) 小学 欠場
ﾎｼﾅ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 望月AC
小林 美海(5) 小学 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月AC
横田 昊(6) 小学 欠場
ﾖｺﾀ ｺｳ 九十九小
依田 惺那(5) 小学 欠場
ﾖﾀﾞ ｾﾅ 望月AC

29    25
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23   382

25   386

19   384

21   383

25 4    84

12   107
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24 1   225

21 3   222

22 8    89

19 16   106

20 20   109

17 11   218

18 14    96

15 7   191

16 17   202

13 9   298

14 15   189

11 18    87

12 5   185

9 22   110

10 24    98

7 6    24

8 10    86

5 27    44

6 28    91

3 2    12

4 30     9

1 31   105

2 26    85
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決勝 6月3日  9:30

金城 響(2) 一般
ｶﾈｼﾛ ｷｮｳ 長野大学
小出 盛人 一般
ｺｲﾃﾞ ﾓﾘﾄ RandD

  6.13 

 10.13 

2 2     7
  X  5.69  6.13

1 1   323
 9.81 10.00 10.13

-3- -4- -5- -6- 記録 備考
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砲丸投

決勝
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決勝 6月3日  9:30

北澤 直也(2) 中学
ｷﾀｻﾞﾜ ﾅｵﾔ 上田第四中
土屋 海斗(3) 中学
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 上田第五中
本木 快渡(3) 中学
ﾓﾄｷ ｶｲﾄ 上田第四中
古村 拓海(2) 中学
ﾌﾙﾑﾗ ﾀｸﾐ 軽井沢A&AC
滝沢 諒(3) 中学
ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳ 上田第五中
尾沼 優(3) 中学
ｵﾇﾏ ﾕｳ 上田第五中
別府 颯空(1) 中学
ﾍﾞｯﾌﾟ ﾘｭｳｸ 東御東部中
塩川 築(3) 中学 欠場
ｼｵｶﾜ ｷｽﾞｸ 小諸東中
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 5.86  5.51  5.19
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  8.31 

4 6    43
 6.89  7.40  6.58

  8.95 

3 5   141
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1 7   142
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決勝 6月3日 11:40

三井 成琉(6) 小学
ﾐﾂｲ ｼｹﾞﾙ 真田陸上教室
長谷川 大地(6) 小学
ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 東小
千葉 遼空(5) 小学
ﾁﾊﾞ ﾊﾙｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
林 琉翔(6) 小学
ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ
清水 稜介(3) 小学
ｼﾐｽﾞ ﾘｮｳｽｹ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
吉田 光(5) 小学
ﾖｼﾀﾞ ﾋｶﾙ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
大熊 仁人(4) 小学
ｵｵｸﾏ ﾋﾛﾄ 真田陸上教室
柳澤 翔逢(5) 小学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｼｮｳｱ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
南澤 侑吾(4) 小学
ﾐﾅﾐｻﾜ ﾕｳｺﾞ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
林 悠翔(5) 小学
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ
橋詰 蓮平(4) 小学
ﾊｼﾂﾞﾒ ﾚﾝﾍﾟｲ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
齊藤 響(3) 小学
ｻｲﾄｳ ﾋﾋﾞｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
堀内 侑李(5) 小学
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾘ 真田陸上教室
曹 有根(5) 小学
ｿｳ ｳｺﾝ 真田ｸﾗﾌﾞ
鷹野 由翔(6) 小学
ﾀｶﾉ ﾕｳﾄ 東小
山浦 英純(3) 小学
ﾔﾏｳﾗ ｴｲｼﾞｭﾝ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
清水 翼(4) 小学
ｼﾐｽﾞ ﾂﾊﾞｻ 塩尻小
栁澤 恵生(4) 小学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｹｲ 神科小
久田 大翔(4) 小学
ﾋｻﾀﾞ ﾋﾛﾄ 塩尻小
花岡 蓮(5) 小学
ﾊﾅｵｶ ﾚﾝ 真田ｸﾗﾌﾞ
小島 颯斗(3) 小学
ｺｼﾞﾏ ﾌｳﾄ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
佐藤 祐斗(4) 小学
ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 塩尻小
若林 瑛仁(4) 小学
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｴｲﾄ 田中小
齊藤 祐樹(2) 小学
ｻｲﾄｳ ﾕｳｷ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
竹内 友哉(4) 小学
ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 塩尻小
栁沢 悠斗(4) 小学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 祢津小
工藤 優真(6) 小学 欠場
ｸﾄﾞｳ ﾕｳﾏ 佐久ﾄﾞﾘｰﾑ
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