
第２３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  菅平高原ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ陸上競技場

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
06/04 男子  -3.7土屋 瑞希(2) 12.66 小出 盛人 14.50

100m 高校･東御清翔高 一般･R&D
06/04 鈴木 俊介 5,01.46 竹内 志暢 5,01.69 栁澤 春希(2) 5,12.77 小相沢 洋介 5,26.92

1500m 一般･真田ｸﾗﾌﾞ 一般･腰越JSC 高校･東御清翔高 一般･腰越JSC
06/04 中学男子 伊藤 司騎(2) 12.33 矢花 竜也(3) 12.55 佐藤 智哉(3) 12.58 山崎 伶弥(3) 12.72 中沢 一晴(2) 12.80 中澤 友希(3) 12.90 土屋 海斗(2) 13.02 尾沼 優(2) 13.08

100m 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･東御東部中 中学･東御東部中 中学･東御東部中 中学･芦原中 中学･上田五中 中学･上田五中
06/04 大塚 創太(3) 4,44.35 田口 紫音(2) 4,57.23 掛川 祐貴(2) 4,57.47 手塚 智也(3) 4,59.30 土赤 本気(2) 5,01.03 柳澤 直希(2) 5,04.27 花岡 侑(3) 5,04.41 竹花 翔太(1) 5,04.74

1500m 中学･坂城中 中学･芦原中 中学･芦原中 中学･上田四中 中学･腰越JSC 中学･東御東部中 中学･上田四中 中学･丸子中
06/04 土屋 海斗(2) 1.65 中村 洋平(2) 1.55 中沢 一晴(2) 1.50 降幡 雄哉(3) 1.50 小林 蒼空(2) 1.35 尾沼 優(2) 1.30 小林 奎斗(2) 1.25 西 智也(3) 1.25

走高跳 中学･上田五中 中学･望月AC 中学･東御東部中 中学･上田五中 中学･東御東部中 中学･上田五中 中学･東御東部中 中学･上田五中
06/04 矢花 竜也(3) 6.21(+3.9) 伊藤 司騎(2) 5.90(+4.0) 細田 夏希(3) 5.45(+4.1) 佐藤 智哉(3) 5.16(+2.8) 春原 拓実(3) 5.14(+4.7) 中澤 友希(3) 5.09(+4.0) 林 樹生(2) 4.73(+4.2) 寺島 恒輔(1) 4.55(+5.1)

走幅跳 中学･望月AC 中学･望月AC 中学･上田四中 中学･東御東部中 中学･東御東部中 中学･芦原中 中学･望月AC 中学･望月AC
06/04 久保川優士(3) 10.49 笹沢 竜叶(3) 7.48 本木 快渡(2) 7.15 金澤 拓夢(2) 7.03 漆原 奏哉(2) 6.82 入口 慧大(3) 6.51

砲丸投 中学･丸子北中 中学･丸子中 中学･上田四中 中学･芦原中 中学･芦原中 中学･東御東部中
06/04 東御東部中(A)      48.40 望月AC       49.53 上田五中(A)       50.80 東御東部中(C)      52.07 上田四中       52.37 東御東部中(B)      52.79 上田五中(B)     1,00.28

4x100mR 小泉 迅矢(2) 中村 洋平(2) 尾沼 優(2) 小林 彩輝(3) 細田 夏希(3) 楢原 累斗(1) 小林 廉(1)
中沢 一晴(2) 伊藤 司騎(2) 土屋 海斗(2) 春原 光揮(3) 関 旭流(2) 小林 奎斗(2) 村木 竜馬(2)
春原 拓実(3) 林 樹生(2) 滝沢 諒(2) 入口 慧大(3) 箱山 昂希(2) 中澤 光希(1) 降幡 雄哉(3)
佐藤 智哉(3) 矢花 竜也(3) 西 智也(3) 津留 大輔(3) 手塚 慧介(3) 小林 蒼空(2) 望月 眞斗(1)

06/04 小学1年男子 酒井 海路(1) 9.76 甘利 晴史郎(1) 9.86 中村 悠真(1) 10.26 大森 俊太朗(1) 10.29 鈴木 晟仁(1) 10.32 杉原 栞青(1) 10.43 高塚 翼(1) 10.63 橋本 健(1) 10.66
50m 小学･田中小 小学･軽井沢A&AC 小学･上田JSC 小学･軽井沢A&AC 小学･神科小 小学･長小 小学･望月AC 小学･東御市陸上教室

06/04 小学2年男子 柳沢 魁志(2) 9.61 平林 玄太(2) 9.63 柳澤 雄飛(2) 9.68 池田 一翔(2) 10.29 塩ノ入 陽輝(2) 10.44 山宮 圭貴(2) 10.47 清水 樹一(2) 10.52 樋口 都和(2) 10.63
50m 小学･望月AC 小学･上田JSC 小学･望月AC 小学･東塩田小 小学･田中小 小学･真田ﾏﾗｿﾝ教室 小学･和小 小学･真田ﾏﾗｿﾝ教室

06/04 小学3年男子 南波 静也(3) 8.86 小林 丈太郎(3) 8.96 尾崎 寛大(3) 9.04 井出 竣(3) 9.13 内川 翔太(3) 9.18 長岡 和弥(3) 9.26 久保 快星(3) 9.34 清水 大我(3) 9.36
50m 小学･川西小 小学･望月AC 小学･川辺小 小学･東御市陸上教室 小学･川辺小 小学･川辺小 小学･川辺小 小学･真田ﾏﾗｿﾝ教室

06/04 小学4年男子 古賀 琥太郎(4) 17.06 大庭 千季(4) 17.18 小林 美海(4) 17.43 中村 晄(4) 17.44 佐藤 陽斗(4) 17.53 小出 正翔(4) 17.76 倉島 志温(4) 18.43 佐原 雅玖(4) 18.56
100m 小学･川辺小 小学･川辺小 小学･望月AC 小学･川辺小 小学･武石小 小学･中塩田小 小学･田中小 小学･T&F佐久平

06/04 小学5年男子  -5.1大草 芽生(5) 16.74 小池 海嘉(5) 16.86 倉島 大知(5) 16.93 長谷川 大地(5) 17.86 中島 悠貴(5) 18.05 津留 拓哉(5) 18.38 春原 優樹(5) 18.65 田中 紫月(5) 18.88
100m 小学･望月AC 小学･上田JSC 小学･塩尻小 小学･上田東小 小学･和小 小学･和小 小学･和小 小学･T&F佐久平

06/04 小学6年男子 佐々木 隆之介(6) 13.86 千葉 大輝(6) 14.03 菊池 優介(6) 14.56 柳沢 雄太(6) 15.06 小林 暉弥(6) 15.28 久保田 誠(6) 15.42 小山 翔平(6) 15.48 竹内 大智(6) 15.49
100m 小学･望月AC 小学･軽井沢A&AC 小学･T&F佐久平 小学･川西小 小学･武石小 小学･上田北小 小学･望月AC 小学･上田JSC

06/04 小学1･2･3年 黒木 玲雄(2) 4,12.35 中村 勇陽(2) 4,13.46 清水 颯太(3) 4,15.79 横沢 岳弥(2) 4,32.52 佐藤 煌大(3) 4,33.71 清水 翼(3) 4,41.06 青木 翔(2) 4,46.89 横山 司竜(3) 4,47.23
1000m 小学･武石小 小学･腰越JSC 小学･神科小 小学･真田ｸﾗﾌﾞ 小学･塩尻小 小学･塩尻小 小学･真田ﾏﾗｿﾝ教室 小学･東御市陸上教室

06/04 川辺小(B)     1,10.30 望月AC(B)     1,12.40 川辺小(C)     1,13.12 神科小(A)     1,15.82 塩尻小(A)     1,16.54 真田ﾏﾗｿﾝ教室(G)    1,19.03 川辺小(A)     1,23.48 真田ﾏﾗｿﾝ教室(F)    1,24.53
4x100mR 尾崎 寛大(3) 柳沢 魁志(2) 久保 快星(3) 清水 颯太(3) 清水 翼(3) 関 虎之輔(3) 古賀 仁琥(1) 樋口 都和(2)

小池 栄光(3) 柳澤 雄飛(2) 長岡 和弥(3) 豊永 陽一(3) 佐藤　祐斗(3) 一之瀬 大雅(3) 藤極 叶羽(1) 鈴木 幸綱(2)
峯山 廉叶(3) 土屋 颯也(2) 古川 智貴(3) 福田 渉(3) 竹内 友哉(3) 渋沢 俐月(3) 永良 梧朗(1) 内山 煉大郎(2)
内川 翔太(3) 小林 丈太郎(3) 長岡 拓弥(3) 倉島 駿(3) 佐藤 煌大(3) 清水 大我(3) 桑原 晴輝(2) 青木 翔(2)

06/04 小学4･5･6年 土赤 仁義(4) 3,34.03 田下 輝稀(6) 3,35.36 林 琉翔(5) 3,36.40 金子 倖大(5) 3,37.33 柳澤 航希(4) 3,39.87 熊倉 正之(6) 3,45.63 小相沢 瑛翔(5) 3,50.42 児玉 大河(4) 3,50.45
1000m 小学･腰越JSC 小学･T&F佐久平 小学･真田ｸﾗﾌﾞ 小学･T&F佐久平 小学･真田ﾏﾗｿﾝ教室 小学･真田ｸﾗﾌﾞ 小学･腰越JSC 小学･腰越JSC

06/04 望月AC(A)       59.47 神科小(B)     1,02.86 田中小     1,04.26 豊殿小     1,04.40 塩尻小(B)     1,05.16 川辺小(D)     1,07.71 真田ﾏﾗｿﾝ教室(A)    1,07.74 和小     1,08.38
4x100mR 山浦 雅斗(6) 滝沢 宥(6) 所 征吾(6) 角南 風太(5) 荒井 拓海(6) 小林 伯士(4) 岡田 航侑(4) 津留 拓哉(5)

佐々木 隆之介(6) 降幡 諒成(6) 松本 爽吾(6) 林 琉昊(5) 倉島 大知(5) 古賀 琥太郎(4) 内山 煌大郎(4) 中島 悠貴(5)
小山 翔平(6) 小島 颯翔(6) 森 優翔(6) 前田 隼慶(5) 馬場 柊太郎(6) 中村 晄(4) 柳澤 航希(4) 春原 優樹(5)
柳澤 孔軌(6) 西 俊弥(6) 安田 雄祈(6) 柴 怜矢(5) 玉井 奨真(6) 大庭 千季(4) 小林 誠史(6) 塚田 陽音(5)

06/04 小学男子 佐々木 隆之介(6)4.33(+4.3) 久保田 誠(6) 3.93(+3.4) 大草 芽生(5) 3.90(+1.9) 小林 誠史(6) 3.85(+6.0) 柳澤 孔軌(6) 3.84(+3.4) 井出 博人(6) 3.68(+3.4) 百瀬 裕吏(6) 3.64(+3.3) 山浦 雅斗(6) 3.62(+2.8)
走幅跳 小学･望月AC 小学･上田北小 小学･望月AC 小学･真田ﾏﾗｿﾝ教室 小学･望月AC 小学･T&F佐久平 小学･T&F佐久平 小学･望月AC

06/04 菊池 優介(6) 51.19 竹内 大智(6) 49.81 橋本 綜汰(6) 46.16 降幡 諒成(6) 44.64 小山 翔平(6) 43.44 小林 暉弥(6) 42.95 竹内 晴哉(6) 42.39 林 琉翔(5) 42.22
ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投 小学･T&F佐久平 小学･上田JSC 小学･武石小 小学･神科小 小学･望月AC 小学･武石小 小学･武石小 小学･真田ｸﾗﾌﾞ

06/04 高校男子    土屋 瑞希(2) 9.14
砲丸投 高校･東御清翔高



決勝 6月4日  9:15

[ 1組] 風速 -3.9 [ 2組] 風速 -2.4

 1 杉原 栞青(1) 小学     10.43  1 酒井 海路(1) 小学      9.76 
ｽｷﾞﾊﾗ ｶﾝｾｲ 長小 ｻｶｲｶｲｼﾞ 田中小

 2 高塚 翼(1) 小学     10.63  2 甘利 晴史郎(1) 小学      9.86 
ﾀｶﾂｶ ﾂﾊﾞｻ 望月AC ｱﾏﾘ ｾｲｼﾛｳ 軽井沢A&AC

 3 橋本 健(1) 小学     10.66  3 中村 悠真(1) 小学     10.26 
ﾊｼﾓﾄ ﾀｹﾙ 東御市陸上教室 ﾅｶﾑﾗ ﾕｳﾏ 上田JSC

 4 山下 颯真(1) 小学     10.69  4 大森 俊太朗(1) 小学     10.29 
ﾔﾏｼﾀ ｿｳﾏ 菅平小 ｵｵﾓﾘ ｼｭﾝﾀﾛｳ 軽井沢A&AC

 5 横沢 隆一(1) 小学     10.93  5 鈴木 晟仁(1) 小学     10.32 
ﾖｺｻﾜ ﾘｭｳｲﾁ 和小 ｽｽﾞｷ ｱｷﾋﾄ 神科小

 6 峯村 大雅(1) 小学     11.13  6 髙野 功至(1) 小学     11.03 
ﾐﾈﾑﾗ ﾀｲｶﾞ 菅平小 ﾀｶﾉ ｱﾂｼ 田中小

 7 石嵜 優陽(1) 小学     11.56  7 岡田 湧音(1) 小学     11.16 
ｲｼｻﾞｷ ﾕｳﾋ 和小 ｵｶﾀﾞ ﾕｳﾄ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 8 楢原 碧斗(1) 小学     11.57  8 内堀 陽太(1) 小学     11.29 
ﾅﾗﾊﾗ ｱｵﾄ 東御市陸上教室 ｳﾁﾎﾞﾘ ﾖｳﾀ 上田JSC

77    44   44

11    58   58

22   126  126

33    89   89

66    26   26

55    43   43

88    23   23

44   120  120
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

44   138  138

33   177  177

88    95   95

55   174  174

66   193  193

22   136  136

77   156  156

11   118  118
氏  名氏  名 所属名所属名 記録／備考記録／備考順順 ﾚｰﾝﾚｰﾝ No.No.

小学1年男子

50m50m

決勝決勝決勝



   1 酒井 海路(1) 小学 田中小      9.76 (-2.4)   2   1
   2 甘利 晴史郎(1) 小学 軽井沢A&AC      9.86 (-2.4)   2   2
   3 中村 悠真(1) 小学 上田JSC     10.26 (-2.4)   2   3
   4 大森 俊太朗(1) 小学 軽井沢A&AC     10.29 (-2.4)   2   4
   5 鈴木 晟仁(1) 小学 神科小     10.32 (-2.4)   2   5
   6 杉原 栞青(1) 小学 長小     10.43 (-3.9)   1   1
   7 高塚 翼(1) 小学 望月AC     10.63 (-3.9)   1   2
   8 橋本 健(1) 小学 東御市陸上教室     10.66 (-3.9)   1   3
   9 山下 颯真(1) 小学 菅平小     10.69 (-3.9)   1   4
  10 横沢 隆一(1) 小学 和小     10.93 (-3.9)   1   5
  11 髙野 功至(1) 小学 田中小     11.03 (-2.4)   2   6
  12 峯村 大雅(1) 小学 菅平小     11.13 (-3.9)   1   6
  13 岡田 湧音(1) 小学 真田ﾏﾗｿﾝ教室     11.16 (-2.4)   2   7
  14 内堀 陽太(1) 小学 上田JSC     11.29 (-2.4)   2   8
  15 石嵜 優陽(1) 小学 和小     11.56 (-3.9)   1   7
  16 楢原 碧斗(1) 小学 東御市陸上教室     11.57 (-3.9)   1   8  138  138

   58   58
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備考備考 組組 順位順位都道府県都道府県 所属名所属名 記録（風）記録（風）順位順位 No.No. 氏  名氏  名

小学1年男子小学1年男子

50m50m
タイムレースタイムレースタイムレース



決勝 6月4日  9:35

[ 1組] 風速 -4.0 [ 2組] 風速 -3.7

 1 池田 一翔(2) 小学     10.29  1 柳沢 魁志(2) 小学      9.61 
ｲｹﾀﾞ ｶｽﾞﾄ 東塩田小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｲｼﾞ 望月AC

 2 清水 樹一(2) 小学     10.52  2 平林 玄太(2) 小学      9.63 
ｼﾐｽﾞ ｷｲﾁ 和小 ﾋﾗﾊﾞﾔｼ ｹﾞﾝﾀ 上田JSC

 3 桑原 晴輝(2) 小学     10.69  3 柳澤 雄飛(2) 小学      9.68 
ｸﾜﾊﾗ ﾊﾙｷ 川辺小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ 望月AC

 4 土屋 颯也(2) 小学     10.89  4 塩ノ入 陽輝(2) 小学     10.44 
ﾂﾁﾔ ｿｳﾔ 望月AC ｼｵﾉｲﾘﾊﾙｷ 田中小

 5 安静 陸(2) 小学     11.01  5 山宮 圭貴(2) 小学     10.47 
ｱﾝｼﾞｮｳ ﾘｸ 東塩田小 ﾔﾏﾐﾔ ｷﾖﾀｶ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 6 内山 煉大郎(2) 小学     11.52  6 樋口 都和(2) 小学     10.63 
ｳﾁﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ﾋｸﾞﾁ ﾄﾜ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 7 若林 快飛(2) 小学     12.40  7 鈴木 幸綱(2) 小学     10.98 
ﾜｶﾊﾞﾔｼ ｶｲﾄ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ｽｽﾞｷ ﾕｷﾂﾅ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

8    63 6    76

2    71 4    73

1   127 8    62

3   166 2   119

4   103 3   170

6   176 7    45

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   130 5   168

小学2年男子

50m　　　　　　　　　

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 柳沢 魁志(2) 小学 望月AC      9.61 (-3.7)   2   1
   2 平林 玄太(2) 小学 上田JSC      9.63 (-3.7)   2   2
   3 柳澤 雄飛(2) 小学 望月AC      9.68 (-3.7)   2   3
   4 池田 一翔(2) 小学 東塩田小     10.29 (-4.0)   1   1
   5 塩ノ入 陽輝(2) 小学 田中小     10.44 (-3.7)   2   4
   6 山宮 圭貴(2) 小学 真田ﾏﾗｿﾝ教室     10.47 (-3.7)   2   5
   7 清水 樹一(2) 小学 和小     10.52 (-4.0)   1   2
   8 樋口 都和(2) 小学 真田ﾏﾗｿﾝ教室     10.63 (-3.7)   2   6
   9 桑原 晴輝(2) 小学 川辺小     10.69 (-4.0)   1   3
  10 土屋 颯也(2) 小学 望月AC     10.89 (-4.0)   1   4
  11 鈴木 幸綱(2) 小学 真田ﾏﾗｿﾝ教室     10.98 (-3.7)   2   7
  12 安静 陸(2) 小学 東塩田小     11.01 (-4.0)   1   5
  13 内山 煉大郎(2) 小学 真田ﾏﾗｿﾝ教室     11.52 (-4.0)   1   6
  14 若林 快飛(2) 小学 真田ﾏﾗｿﾝ教室     12.40 (-4.0)   1   7

76
  127
   71
   63

  119
   62
  176
   73
  103
  166

組 順位
  168
   45
  170
  130

50m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風） 備考

小学2年男子



決勝 6月4日 10:00

[ 1組] 風速 -3.3 [ 2組] 風速 -2.9

 1 南波 静也(3) 小学      8.86  1 小林 丈太郎(3) 小学      8.96 
ﾅﾝﾊﾞ ｾｲﾔ 川西小 ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ 望月AC

 2 尾崎 寛大(3) 小学      9.04  2 井出 竣(3) 小学      9.13 
ｵｻﾞｷ ｶﾝﾀ 川辺小 ｲﾃﾞ ｼｭﾝ 東御市陸上教室

 3 内川 翔太(3) 小学      9.18  3 長岡 和弥(3) 小学      9.26 
ｳﾁｶﾜ ｼｮｳﾀ 川辺小 ﾅｶﾞｵｶ ｶｽﾞﾔ 川辺小

 4 久保 快星(3) 小学      9.34  4 関 虎之輔(3) 小学      9.66 
ｸﾎﾞ ｶｲｾｲ 川辺小 ｾｷ ﾄﾗﾉｽｹ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 5 古川 智貴(3) 小学      9.68  5 渋沢 俐月(3) 小学      9.78 
ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓｷ 川辺小 ｼﾌﾞｻﾜ ﾘﾂｷ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 6 峯山 廉叶(3) 小学      9.78  6 福田 渉(3) 小学     10.55 
ﾐﾈﾔﾏ ﾚﾝﾄ 川辺小 ﾌｸﾀﾞ ﾜﾀﾙ 神科小

 7 長岡 拓弥(3) 小学      9.85  7 大久保 蹴友(3) 小学     10.86 
ﾅｶﾞｵｶ ﾀｸﾔ 川辺小 ｵｵｸﾎﾞ ｼｭｳﾄ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

[ 3組] 風速 -4.2

 1 清水 大我(3) 小学      9.36 
ｼﾐｽﾞ ﾀｲｶﾞ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 2 穂刈 陽音(3) 小学      9.40 
ﾎｶﾘ ﾊﾙﾄ 源池小

 3 藤沢 俊輔(3) 小学      9.43 
ﾌｼﾞｻﾜ ｼｭﾝｽｹ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 4 倉島 駿(3) 小学      9.56 
ｸﾗｼﾏ ｼｭﾝ 神科小

 5 豊永 陽一(3) 小学      9.66 
ﾄﾖﾅｶﾞ ﾖｳｲﾁ 神科小

 6 小池 澄空(3) 小学      9.93 
ｺｲｹ ﾄｵｱ 上田JSC

 7 一之瀬 大雅(3) 小学     11.00 
ｲﾁﾉｾ ﾀｲｶﾞ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

7    56

4    87

6    40

5    70

2    84

3    67

8    28

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

4   111 8    69

5   116 7    86

6   106 4    64

8   102 6    59

3   114 2   112

2   115 5   133

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7    99 3   161

小学3年男子

50m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 南波 静也(3) 小学 川西小      8.86 (-3.3)   1   1
   2 小林 丈太郎(3) 小学 望月AC      8.96 (-2.9)   2   1
   3 尾崎 寛大(3) 小学 川辺小      9.04 (-3.3)   1   2
   4 井出 竣(3) 小学 東御市陸上教室      9.13 (-2.9)   2   2
   5 内川 翔太(3) 小学 川辺小      9.18 (-3.3)   1   3
   6 長岡 和弥(3) 小学 川辺小      9.26 (-2.9)   2   3
   7 久保 快星(3) 小学 川辺小      9.34 (-3.3)   1   4
   8 清水 大我(3) 小学 真田ﾏﾗｿﾝ教室      9.36 (-4.2)   3   1
   9 穂刈 陽音(3) 小学 源池小      9.40 (-4.2)   3   2
  10 藤沢 俊輔(3) 小学 真田ﾏﾗｿﾝ教室      9.43 (-4.2)   3   3
  11 倉島 駿(3) 小学 神科小      9.56 (-4.2)   3   4
  12 関 虎之輔(3) 小学 真田ﾏﾗｿﾝ教室      9.66 (-2.9)   2   4
  12 豊永 陽一(3) 小学 神科小      9.66 (-4.2)   3   5
  14 古川 智貴(3) 小学 川辺小      9.68 (-3.3)   1   5
  15 渋沢 俐月(3) 小学 真田ﾏﾗｿﾝ教室      9.78 (-2.9)   2   5
  15 峯山 廉叶(3) 小学 川辺小      9.78 (-3.3)   1   6
  17 長岡 拓弥(3) 小学 川辺小      9.85 (-3.3)   1   7
  18 小池 澄空(3) 小学 上田JSC      9.93 (-4.2)   3   6
  19 福田 渉(3) 小学 神科小     10.55 (-2.9)   2   6
  20 大久保 蹴友(3) 小学 真田ﾏﾗｿﾝ教室     10.86 (-2.9)   2   7
  21 一之瀬 大雅(3) 小学 真田ﾏﾗｿﾝ教室     11.00 (-4.2)   3   7

  116
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  133
  114
  112
  102
   67
   28

備考 組 順位
   99
  161
  115

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

小学3年男子

50m
タイムレース



決勝 6月4日 10:30

[ 1組] 風速 -3.4 [ 2組] 風速 -4.6

 1 古賀 琥太郎(4) 小学     17.06  1 大庭 千季(4) 小学     17.18 
ｺｶﾞ ｺﾀﾛｳ 川辺小 ｵｵﾆﾜ ﾄｷ 川辺小

 2 中村 晄(4) 小学     17.44  2 小出 正翔(4) 小学     17.76 
ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾙ 川辺小 ｺｲﾃﾞ ﾏｻﾄ 中塩田小

 3 佐藤 陽斗(4) 小学     17.53  3 倉島 志温(4) 小学     18.43 
ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ 武石小 ｸﾗｼﾏ ｼｵﾝ 田中小

 4 小林 桂(4) 小学     18.78  4 佐原 雅玖(4) 小学     18.56 
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ 菅平小 ｻﾊﾗ  ｶﾞｸ T&F佐久平

 5 小林 暖門(4) 小学     18.93  5 宮下 暁仁(4) 小学     18.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 武石小 ﾐﾔｼﾀ ｱｷﾋﾄ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 6 小林 伯士(4) 小学     19.23  6 伊藤 敬司(4) 小学     20.35 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｸﾄ 川辺小 ｲﾄｳ ｹｲｼﾞ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

[ 3組] 風速 -3.6

 1 小林 美海(4) 小学     17.43 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月AC

 2 甘利 千晴(4) 小学     18.72 
ｱﾏﾘ ﾁﾊﾙ 軽井沢A&AC

 3 遠藤 大志(4) 小学     19.01 
ｴﾝﾄﾞｳ  ﾀｲｼ T&F佐久平

 4 楢原 舜斗(4) 小学     19.32 
ﾅﾗﾊﾗ ｼｭﾝﾄ 東御市陸上教室

 5 小林 侑聖(4) 小学     19.75 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾕｳｾｲ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

4    66

6     3

5   137

2   162

3    24

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考

3   108 2    55

4   145 4    60

6    94 3     7

2   142 7   124

5   110 6   117

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
7   105 5   109

小学4年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 古賀 琥太郎(4) 小学 川辺小     17.06 (-3.4)   1   1
   2 大庭 千季(4) 小学 川辺小     17.18 (-4.6)   2   1
   3 小林 美海(4) 小学 望月AC     17.43 (-3.6)   3   1
   4 中村 晄(4) 小学 川辺小     17.44 (-3.4)   1   2
   5 佐藤 陽斗(4) 小学 武石小     17.53 (-3.4)   1   3
   6 小出 正翔(4) 小学 中塩田小     17.76 (-4.6)   2   2
   7 倉島 志温(4) 小学 田中小     18.43 (-4.6)   2   3
   8 佐原 雅玖(4) 小学 T&F佐久平     18.56 (-4.6)   2   4
   9 甘利 千晴(4) 小学 軽井沢A&AC     18.72 (-3.6)   3   2
  10 小林 桂(4) 小学 菅平小     18.78 (-3.4)   1   4
  11 宮下 暁仁(4) 小学 真田ﾏﾗｿﾝ教室     18.85 (-4.6)   2   5
  12 小林 暖門(4) 小学 武石小     18.93 (-3.4)   1   5
  13 遠藤 大志(4) 小学 T&F佐久平     19.01 (-3.6)   3   3
  14 小林 伯士(4) 小学 川辺小     19.23 (-3.4)   1   6
  15 楢原 舜斗(4) 小学 東御市陸上教室     19.32 (-3.6)   3   4
  16 小林 侑聖(4) 小学 真田ﾏﾗｿﾝ教室     19.75 (-3.6)   3   5
  17 伊藤 敬司(4) 小学 真田ﾏﾗｿﾝ教室     20.35 (-4.6)   2   6

   66
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備考 組 順位
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  162

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録（風）

小学4年男子

100m
タイムレース



決勝 6月4日 11:00

風速 -5.1

 1 大草 芽生(5) 小学     16.74 
ｵｵｸｻ ｲﾌﾞｷ 望月AC

 2 小池 海嘉(5) 小学     16.86 
ｺｲｹ ｶｲｶﾞ 上田JSC

 3 倉島 大知(5) 小学     16.93 
ｸﾗｼﾏ ﾀﾞｲﾁ 塩尻小

 4 長谷川 大地(5) 小学     17.86 
ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 上田東小

 5 中島 悠貴(5) 小学     18.05 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 和小

 6 津留 拓哉(5) 小学     18.38 
ﾂﾙ ﾀｸﾔ 和小

 7 春原 優樹(5) 小学     18.65 
ｽﾉﾊﾗ ﾕｳｷ 和小

 8 田中 紫月(5) 小学     18.88 
ﾀﾅｶ  ｼﾂﾞｷ T&F佐久平

2   175

5    12

4   178

6   179

3    20

8    46

7   164

1    39

小学5年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月4日 11:25

[ 1組] 風速 -4.4 [ 2組] 風速 -4.0

 1 柳沢 雄太(6) 小学     15.06  1 竹内 大智(6) 小学     15.49 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾀ 川西小 ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 上田JSC

 2 小林 暉弥(6) 小学     15.28  2 荒井 陽呂実(6) 小学     15.65 
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾔ 武石小 ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 上田北小

 3 久保田 誠(6) 小学     15.42  3 井出 博人(6) 小学     16.29 
ｸﾎﾞﾀ ﾏｺﾄ 上田北小 ｲﾃﾞ  ﾋﾛﾄ T&F佐久平

 4 小宮山 純平(6) 小学     15.70  4 小林 珀琢(6) 小学     16.92 
ｺﾐﾔﾏ ｼﾞｭﾝﾍﾟｲ 武石小 ｺﾊﾞﾔｼ  ﾊｸ T&F佐久平

 5 中澤 宏亮(6) 小学     15.76  5 中條 太智(6) 小学     16.95 
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｽｹ 武石小 ﾅｶｼﾞｮｳ  ﾀｲﾁ T&F佐久平

 6 玉井 奨真(6) 小学     16.00  6 森 優翔(6) 小学     17.16 
ﾀﾏｲ ｼｮｳﾏ 塩尻小 ﾓﾘﾕｳﾄ 田中小

 7 磯崎 櫂(6) 小学     16.16 三井 秀亮(6) 小学
ｲｿｻﾞｷ ｶｲ 菅平小 ﾐﾂｲ ｼｭｳｽｹ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

[ 3組] 風速 -5.3 [ 4組] 風速 -3.6

 1 小山 翔平(6) 小学     15.48  1 佐々木 隆之介(6) 小学     13.86 
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 望月AC ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 望月AC

 2 山浦 雅斗(6) 小学     15.55  2 千葉 大輝(6) 小学     14.03 
ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 望月AC ﾁﾊﾞ ﾀﾞｲｷ 軽井沢A&AC

 3 百瀬 裕吏(6) 小学     15.82  3 菊池 優介(6) 小学     14.56 
ﾓﾓｾ  ﾕｳﾘ T&F佐久平 ｷｸﾁ  ﾕｳｽｹ T&F佐久平

 4 小林 誠史(6) 小学     15.98  4 西 俊弥(6) 小学     15.60 
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ﾆｼ ｼｭﾝﾔ 神科小

 5 柳澤 孔軌(6) 小学     16.23  5 降幡 諒成(6) 小学     15.85 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 望月AC ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 神科小

 6 柳澤 透偉(6) 小学     16.35 小林 碧空(6) 小学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾄｳｲ T&F佐久平 ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月AC 欠場

3    14 3   163

2   169 6    78

5    65 2    82

7    13 4     4

6   158 5    25

No. 氏  名 所属名 記録／備考
4   160 7   157

欠場

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ

7    91 2    61

6    16 5   123

2   149 6    10

4   143 4     8

3    47 8     2

8   146 7    48

ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考
5   100 3    42

小学6年男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 佐々木 隆之介(6) 小学 望月AC     13.86 (-3.6)   4   1
   2 千葉 大輝(6) 小学 軽井沢A&AC     14.03 (-3.6)   4   2
   3 菊池 優介(6) 小学 T&F佐久平     14.56 (-3.6)   4   3
   4 柳沢 雄太(6) 小学 川西小     15.06 (-4.4)   1   1
   5 小林 暉弥(6) 小学 武石小     15.28 (-4.4)   1   2
   6 久保田 誠(6) 小学 上田北小     15.42 (-4.4)   1   3
   7 小山 翔平(6) 小学 望月AC     15.48 (-5.3)   3   1
   8 竹内 大智(6) 小学 上田JSC     15.49 (-4.0)   2   1
   9 山浦 雅斗(6) 小学 望月AC     15.55 (-5.3)   3   2
  10 西 俊弥(6) 小学 神科小     15.60 (-3.6)   4   4
  11 荒井 陽呂実(6) 小学 上田北小     15.65 (-4.0)   2   2
  12 小宮山 純平(6) 小学 武石小     15.70 (-4.4)   1   4
  13 中澤 宏亮(6) 小学 武石小     15.76 (-4.4)   1   5
  14 百瀬 裕吏(6) 小学 T&F佐久平     15.82 (-5.3)   3   3
  15 降幡 諒成(6) 小学 神科小     15.85 (-3.6)   4   5
  16 小林 誠史(6) 小学 真田ﾏﾗｿﾝ教室     15.98 (-5.3)   3   4
  17 玉井 奨真(6) 小学 塩尻小     16.00 (-4.4)   1   6
  18 磯崎 櫂(6) 小学 菅平小     16.16 (-4.4)   1   7
  19 柳澤 孔軌(6) 小学 望月AC     16.23 (-5.3)   3   5
  20 井出 博人(6) 小学 T&F佐久平     16.29 (-4.0)   2   3
  21 柳澤 透偉(6) 小学 T&F佐久平     16.35 (-5.3)   3   6
  22 小林 珀琢(6) 小学 T&F佐久平     16.92 (-4.0)   2   4
  23 中條 太智(6) 小学 T&F佐久平     16.95 (-4.0)   2   5
  24 森 優翔(6) 小学 田中小     17.16 (-4.0)   2   6
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記録（風） 備考 組 順位
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小学6年男子

100m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名



決勝 6月4日 12:15

[ 1組] 風速 -3.7 [ 2組] 風速 -2.8

 1 入口 慧大(3) 中学     14.20  1 出口 哲也(2) 中学     13.49 
ｲﾘｸﾞﾁ ｱｷﾊﾙ 東御東部中 ﾃﾞｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 東御東部中

 2 寺島 恒輔(1) 中学     14.73  2 柳澤 直希(2) 中学     13.82 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 望月AC ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵｷ 東御東部中

 3 望月 眞斗(1) 中学     15.20  3 佐藤 龍治(3) 中学     14.04 
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅﾄ 上田五中 ｻﾄｳ ﾘｭｳｼﾞ 東御東部中

 4 村木 竜馬(2) 中学     15.65  4 関 旭流(2) 中学     14.17 
ﾑﾗｷ ﾘｮｳﾏ 上田五中 ｾｷ ｱｹﾙ 上田四中

 5 小林 廉(1) 中学     15.80  5 林 樹生(2) 中学     14.31 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 上田五中 ﾊﾔｼ ﾐｷｵ 望月AC

 6 古田 力斗(1) 中学     16.05  6 降幡 雄哉(3) 中学     14.52 
ﾌﾙﾀ ﾘｷﾄ 東御東部中 ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳﾔ 上田五中

 7 宮下 輝海(1) 中学     16.39  7 楢原 累斗(1) 中学     14.67 
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾐ 東御東部中 ﾅﾗﾊﾗ ﾙｲﾄ 東御東部中
正橋 明峰(1) 中学 櫻井 英輝(1) 中学
ﾏｻﾊｼ ｱｷﾐﾈ 上田四中 ｻｸﾗｲ ｱｲｷ 丸子中

[ 3組] 風速 -4.7 [ 4組] 風速 -4.1

漆原 奏哉(2) 中学  1 細田 夏希(3) 中学     13.43 
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ 芦原中 ﾎｿﾀﾞ ﾅﾂｷ 上田四中
柳澤 亮也(2) 中学  2 金澤 拓夢(2) 中学     13.73 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾘｮｳﾔ 芦原中 ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾑ 芦原中
中村 洋平(2) 中学  3 手塚 慧介(3) 中学     13.83 
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 望月AC ﾃﾂﾞｶ ｹｲｽｹ 上田四中
箱山 昂希(2) 中学  4 津留 大輔(3) 中学     14.04 
ﾊｺﾔﾏ ｱｷ 上田四中 ﾂﾙ ﾀﾞｲｽｹ 東御東部中
小林 彩輝(3) 中学  5 入口 哉人(2) 中学     14.12 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｲｷ 東御東部中 ｲﾘｸﾞﾁ ｶﾅﾄ 東御東部中
小泉 迅矢(2) 中学  6 小林 奎斗(2) 中学     14.14 
ｺｲｽﾞﾐ ﾄｷﾔ 東御東部中 ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 東御東部中
滝沢 諒(2) 中学  7 西 智也(3) 中学     14.27 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳ 上田五中 ﾆｼ ﾄﾓﾔ 上田五中
内海 亮平(1) 中学 木藤 海琉(1) 中学
ｳﾂﾐ ﾘｮｳﾍｲ 上田一中 ｷﾄﾞｳ ｶｲﾙ 芦原中

[ 5組] 風速 -4.1 [ 6組] 風速 -2.9

 1 佐藤 智哉(3) 中学     12.58  1 伊藤 司騎(2) 中学     12.33 
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 東御東部中 ｲﾄｳ ｼｷ 望月AC

 2 土屋 海斗(2) 中学     13.02  2 矢花 竜也(3) 中学     12.55 
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 上田五中 ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ 望月AC

 3 尾沼 優(2) 中学     13.08  3 山崎 伶弥(3) 中学     12.72 
ｵﾇﾏ ﾕｳ 上田五中 ﾔﾏｻﾞｷ ﾚｲﾔ 東御東部中

 4 小林 蒼空(2) 中学     13.72  4 中沢 一晴(2) 中学     12.80 
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 東御東部中 ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾊﾙ 東御東部中

 5 中澤 光希(1) 中学     13.85  5 中澤 友希(3) 中学     12.90 
ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ 東御東部中 ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ 芦原中

 6 春原 光揮(3) 中学     14.03  6 春原 拓実(3) 中学     13.12 
ｽﾉﾊﾗ ｺｳｷ 東御東部中 ｽﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ 東御東部中
遠藤 佳斗(3) 中学  7 片桐 岳(3) 中学     14.25 
ｴﾝﾄﾞｳ ｹｲﾄ 東御東部中 ｶﾀｷﾞﾘ ｶﾞｸ 軽井沢A&AC欠場
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順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 ﾚｰﾝ
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8  4674 6  4417
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7  4395 8  4400

中学男子

100m

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考 順



   1 伊藤 司騎(2) 中学 望月AC     12.33 (-2.9)   6   1
   2 矢花 竜也(3) 中学 望月AC     12.55 (-2.9)   6   2
   3 佐藤 智哉(3) 中学 東御東部中     12.58 (-4.1)   5   1
   4 山崎 伶弥(3) 中学 東御東部中     12.72 (-2.9)   6   3
   5 中沢 一晴(2) 中学 東御東部中     12.80 (-2.9)   6   4
   6 中澤 友希(3) 中学 芦原中     12.90 (-2.9)   6   5
   7 土屋 海斗(2) 中学 上田五中     13.02 (-4.1)   5   2
   8 尾沼 優(2) 中学 上田五中     13.08 (-4.1)   5   3
   9 春原 拓実(3) 中学 東御東部中     13.12 (-2.9)   6   6
  10 漆原 奏哉(2) 中学 芦原中     13.34 (-4.7)   3
  11 細田 夏希(3) 中学 上田四中     13.43 (-4.1)   4   1
  12 出口 哲也(2) 中学 東御東部中     13.49 (-2.8)   2   1
  13 小林 蒼空(2) 中学 東御東部中     13.72 (-4.1)   5   4
  14 金澤 拓夢(2) 中学 芦原中     13.73 (-4.1)   4   2
  14 柳澤 亮也(2) 中学 芦原中     13.73 (-4.7)   3
  16 中村 洋平(2) 中学 望月AC     13.79 (-4.7)   3
  17 柳澤 直希(2) 中学 東御東部中     13.82 (-2.8)   2   2
  18 手塚 慧介(3) 中学 上田四中     13.83 (-4.1)   4   3
  19 中澤 光希(1) 中学 東御東部中     13.85 (-4.1)   5   5
  20 春原 光揮(3) 中学 東御東部中     14.03 (-4.1)   5   6
  21 佐藤 龍治(3) 中学 東御東部中     14.04 (-2.8)   2   3
  21 津留 大輔(3) 中学 東御東部中     14.04 (-4.1)   4   4
  23 入口 哉人(2) 中学 東御東部中     14.12 (-4.1)   4   5
  24 小林 奎斗(2) 中学 東御東部中     14.14 (-4.1)   4   6
  25 箱山 昂希(2) 中学 上田四中     14.16 (-4.7)   3
  26 関 旭流(2) 中学 上田四中     14.17 (-2.8)   2   4
  27 入口 慧大(3) 中学 東御東部中     14.20 (-3.7)   1   1
  28 片桐 岳(3) 中学 軽井沢A&AC     14.25 (-2.9)   6   7
  29 西 智也(3) 中学 上田五中     14.27 (-4.1)   4   7
  30 小林 彩輝(3) 中学 東御東部中     14.29 (-4.7)   3
  31 林 樹生(2) 中学 望月AC     14.31 (-2.8)   2   5
  32 小泉 迅矢(2) 中学 東御東部中     14.45 (-4.7)   3
  33 降幡 雄哉(3) 中学 上田五中     14.52 (-2.8)   2   6
  34 楢原 累斗(1) 中学 東御東部中     14.67 (-2.8)   2   7
  35 寺島 恒輔(1) 中学 望月AC     14.73 (-3.7)   1   2
  36 滝沢 諒(2) 中学 上田五中     14.76 (-4.7)   3
  37 望月 眞斗(1) 中学 上田五中     15.20 (-3.7)   1   3
  38 村木 竜馬(2) 中学 上田五中     15.65 (-3.7)   1   4
  39 小林 廉(1) 中学 上田五中     15.80 (-3.7)   1   5
  40 古田 力斗(1) 中学 東御東部中     16.05 (-3.7)   1   6
  41 宮下 輝海(1) 中学 東御東部中     16.39 (-3.7)   1   7

 4675
 8772
 8773

 4671
 8776
  159
 4692
 4674
 4694

 4395
   27
 4673
 4418
  171
 4403

 4417
 4416
 4404
 8771
 4662
 4661

 4322
  165
 8770
 4659
 8777
 4393

 4419
 4323
 4658
 4400
 4402
 4325

 4392
 4415
 4399
 4320
 4693
 4690

記録（風） 備考 組 順位
  155
  167
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タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名



決勝 6月4日 12:40

風速 -3.7

 1 土屋 瑞希(2) 高校     12.66 
ﾂﾁﾔ ﾐｽﾞｷ 東御清翔高

 2 小出 盛人 一般     14.50 
ｺｲﾃﾞ ﾓﾘﾄ R&D

1  1739

2     1

男子

100m                

決勝

順 ﾚｰﾝ No. 氏  名 所属名 記録／備考



決勝 6月4日 13:05

[ 1組] [ 2組]

 1 黒木 玲雄(2) 小学   4,12.35  1 中村 勇陽(2) 小学   4,13.46 
ｸﾛｷ ﾚｵ 武石小 ﾅｶﾑﾗ ﾀｹﾊﾙ 腰越JSC

 2 佐藤 煌大(3) 小学   4,33.71  2 清水 颯太(3) 小学   4,15.79 
ｻﾄｳ ｺｳﾀ 塩尻小 ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ 神科小

 3 青木 翔(2) 小学   4,46.89  3 横沢 岳弥(2) 小学   4,32.52 
ｱｵｷ ｶｹﾙ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ﾖｺｻﾜ ﾀｹﾔ 真田ｸﾗﾌﾞ

 4 佐藤　祐斗(3) 小学   5,00.37  4 清水 翼(3) 小学   4,41.06 
ｻﾄｳ ﾕｳﾄ 塩尻小 ｼﾐｽﾞ ﾂﾊﾞｻ 塩尻小

 5 関 泰杜(1) 小学   5,05.64  5 横山 司竜(3) 小学   4,47.23 
ｾｷ ﾀｲﾄ 東塩田小 ﾖｺﾔﾏ ｼﾘｭｳ 東御市陸上教室

 6 矢嶋 潔明(2) 小学   5,08.01  6 金子 哲大(2) 小学   4,47.66 
ﾔｼﾞﾏ ｷﾖｱｷ 菅平小 ｶﾈｺ  ﾃﾂﾀ T&F佐久平

 7 金井 嘉太朗(1) 小学   5,08.58  7 黒沢 天馬(1) 小学   4,48.90 
ｶﾅｲ ﾖｼﾀﾛｳ 菅平小 ｸﾛｻﾜ ﾃﾝﾏ 腰越JSC

 8 西 夏央(1) 小学   5,16.92  8 伊藤 駿(3) 小学   4,57.74 
ﾆｼ ﾅﾂｵｳ 武石小 ｲﾄｳ ｼｭﾝ 菅平小

 9 古賀 仁琥(1) 小学   5,22.66  9 竹内 友哉(3) 小学   4,58.70 
ｺｶﾞ ﾆｺ 川辺小 ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ 塩尻小

10 矢島 豪明(1) 小学   5,48.62 10 永良 梧朗(1) 小学   5,20.76 
ﾔｼﾞﾏ ﾀｹｱｷ 菅平小 ﾅｶﾞﾗ ｺﾞﾛｳ 川辺小

11 平田 裕誠(1) 小学   5,49.29 11 小山 颯太(2) 小学   5,23.67 
ﾋﾗﾀ ﾕｳｾｲ 本原小 ｺﾔﾏｿｳﾀ 田中小

12 申 蒼大郎(1) 小学   6,41.81 
ｼﾝ ｿｳﾀﾛｳ 東塩田小

小学1･2･3年男

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   141 8    36

9    18 12    81

11    68 10    49

7    15 3    19

8   128 4   134

4    97 2     6

12    92 6    30

5   147 7    90

2   104 1    21

6    96 9   101

10   173 5   121

11   129



   1 黒木 玲雄(2) 小学 武石小     4,12.35   1   1
   2 中村 勇陽(2) 小学 腰越JSC     4,13.46   2   1
   3 清水 颯太(3) 小学 神科小     4,15.79   2   2
   4 横沢 岳弥(2) 小学 真田ｸﾗﾌﾞ     4,32.52   2   3
   5 佐藤 煌大(3) 小学 塩尻小     4,33.71   1   2
   6 清水 翼(3) 小学 塩尻小     4,41.06   2   4
   7 青木 翔(2) 小学 真田ﾏﾗｿﾝ教室     4,46.89   1   3
   8 横山 司竜(3) 小学 東御市陸上教室     4,47.23   2   5
   9 金子 哲大(2) 小学 T&F佐久平     4,47.66   2   6
  10 黒沢 天馬(1) 小学 腰越JSC     4,48.90   2   7
  11 伊藤 駿(3) 小学 菅平小     4,57.74   2   8
  12 竹内 友哉(3) 小学 塩尻小     4,58.70   2   9
  13 佐藤　祐斗(3) 小学 塩尻小     5,00.37   1   4
  14 関 泰杜(1) 小学 東塩田小     5,05.64   1   5
  15 矢嶋 潔明(2) 小学 菅平小     5,08.01   1   6
  16 金井 嘉太朗(1) 小学 菅平小     5,08.58   1   7
  17 西 夏央(1) 小学 武石小     5,16.92   1   8
  18 永良 梧朗(1) 小学 川辺小     5,20.76   2  10
  19 古賀 仁琥(1) 小学 川辺小     5,22.66   1   9
  20 小山 颯太(2) 小学 田中小     5,23.67   2  11
  21 矢島 豪明(1) 小学 菅平小     5,48.62   1  10
  22 平田 裕誠(1) 小学 本原小     5,49.29   1  11
  23 申 蒼大郎(1) 小学 東塩田小     6,41.81   2  12

小学1･2･3年男

1000m
タイムレース
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決勝 6月4日 13:35

[ 1組] [ 2組]

 1 橋本 綜汰(6) 小学   3,57.42  1 土赤 仁義(4) 小学   3,34.03 
ﾊｼﾓﾄ ｿｳﾀ 武石小 ﾂﾁｱｶ ｼﾞﾝ 腰越JSC

 2 櫻井 煌生(5) 小学   3,59.02  2 田下 輝稀(6) 小学   3,35.36 
ｻｸﾗｲ ｺｳｷ 田中小 ﾀｼﾀ  ｺｳｷ T&F佐久平

 3 松本 爽吾(6) 小学   4,01.92  3 林 琉翔(5) 小学   3,36.40 
ﾏﾂﾓﾄｿｳｺﾞ 田中小 ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ

 4 櫻井 光樹(4) 小学   4,01.95  4 金子 倖大(5) 小学   3,37.33 
ｻｸﾗｲ ｺｳｷ 菅平小 ｶﾈｺ  ｺｳﾀ T&F佐久平

 5 有田 春輝(5) 小学   4,02.32  5 柳澤 航希(4) 小学   3,39.87 
ｱﾘﾀ ﾊﾙｷ 神科小 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

 6 湯本 琉真(6) 小学   4,04.52  6 熊倉 正之(6) 小学   3,45.63 
ﾕﾓﾄ ﾘｭｳﾏ 東塩田小 ｸﾏｸﾗ ﾏｻﾕｷ 真田ｸﾗﾌﾞ

 7 新津 智也(5) 小学   4,05.46  7 小相沢 瑛翔(5) 小学   3,50.42 
ﾆｲﾂ ﾄﾓﾔ 上田JSC ｺｱｲｻﾞﾜ ｴｲﾄ 腰越JSC

 8 小池 岳洋(4) 小学   4,05.62  8 児玉 大河(4) 小学   3,50.45 
ｺｲｹ ﾀｹﾋﾛ 武石小 ｺﾀﾞﾏ ﾀｲｶﾞ 腰越JSC

 9 黒木 勇翔(4) 小学   4,06.09  9 小島 颯翔(6) 小学   3,52.55 
ｸﾛｷ ﾕｳﾄ 武石小 ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ 神科小

10 楢原 舜斗(4) 小学   4,14.00 10 内山 煌大郎(4) 小学   3,53.65 
ﾅﾗﾊﾗ ｼｭﾝﾄ 東御市陸上教室 ｳﾁﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 真田ﾏﾗｿﾝ教室

11 堀内 侑李(4) 小学   4,15.21 11 中山 瑛生(6) 小学   3,54.47 
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾘ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ﾅｶﾔﾏ  ｴｲｷ T&F佐久平

12 畔地 湊生(5) 小学   4,15.23 12 黒沢 燦(4) 小学   3,54.48 
ｱｾﾞﾁ ｿｳｷ 武石小 ｸﾛｻﾜ ｱｷﾗ 腰越JSC

13 滝沢 宥(6) 小学   4,21.11 13 安本 桜太郎(6) 小学   3,54.76 
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳ 神科小 ﾔｽﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ 東御市陸上教室

14 児玉 大和(4) 小学   4,22.91 14 横山 廉汰郎(6) 小学   3,55.37 
ｺﾀﾞﾏ ﾔﾏﾄ 腰越JSC ﾖｺﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ 東御市陸上教室

15 岡田 航侑(4) 小学   4,35.49 15 倉島 康介(6) 小学   3,57.72 
ｵｶﾀﾞ ｺｳﾕｳ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ｸﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 神科小

16 鈴木 幸隆(4) 小学   4,36.05 16 林 悠翔(4) 小学   4,07.15 
ｽｽﾞｷ ﾕｷﾀｶ 真田ﾏﾗｿﾝ教室 ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ

17 一之瀬 永羽(4) 小学   4,36.56 17 西澤 紀仁(4) 小学   4,09.76 
ｲﾁﾉｾ ﾄﾜ 本原小 ﾆｼｻﾞﾜ ﾉﾘﾋﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ

小学4･5･6年男

1000m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3   139 1    37

16   125 9    11

4   122 6    53

13    98 7     5

11    88 10    75

7   131 16    50

2    41 11    33

1   144 13    31

17   140 2    80

12   137 12    72

8    74 3     9

5   150 5    29

15    85 17   132

9    32 15   135

6    57 4    83

10    77 14    52

14   172 8    51



   1 土赤 仁義(4) 小学 腰越JSC     3,34.03   2   1
   2 田下 輝稀(6) 小学 T&F佐久平     3,35.36   2   2
   3 林 琉翔(5) 小学 真田ｸﾗﾌﾞ     3,36.40   2   3
   4 金子 倖大(5) 小学 T&F佐久平     3,37.33   2   4
   5 柳澤 航希(4) 小学 真田ﾏﾗｿﾝ教室     3,39.87   2   5
   6 熊倉 正之(6) 小学 真田ｸﾗﾌﾞ     3,45.63   2   6
   7 小相沢 瑛翔(5) 小学 腰越JSC     3,50.42   2   7
   8 児玉 大河(4) 小学 腰越JSC     3,50.45   2   8
   9 小島 颯翔(6) 小学 神科小     3,52.55   2   9
  10 内山 煌大郎(4) 小学 真田ﾏﾗｿﾝ教室     3,53.65   2  10
  11 中山 瑛生(6) 小学 T&F佐久平     3,54.47   2  11
  12 黒沢 燦(4) 小学 腰越JSC     3,54.48   2  12
  13 安本 桜太郎(6) 小学 東御市陸上教室     3,54.76   2  13
  14 横山 廉汰郎(6) 小学 東御市陸上教室     3,55.37   2  14
  15 橋本 綜汰(6) 小学 武石小     3,57.42   1   1
  16 倉島 康介(6) 小学 神科小     3,57.72   2  15
  17 櫻井 煌生(5) 小学 田中小     3,59.02   1   2
  18 松本 爽吾(6) 小学 田中小     4,01.92   1   3
  19 櫻井 光樹(4) 小学 菅平小     4,01.95   1   4
  20 有田 春輝(5) 小学 神科小     4,02.32   1   5
  21 湯本 琉真(6) 小学 東塩田小     4,04.52   1   6
  22 新津 智也(5) 小学 上田JSC     4,05.46   1   7
  23 小池 岳洋(4) 小学 武石小     4,05.62   1   8
  24 黒木 勇翔(4) 小学 武石小     4,06.09   1   9
  25 林 悠翔(4) 小学 真田ｸﾗﾌﾞ     4,07.15   2  16
  26 西澤 紀仁(4) 小学 真田ｸﾗﾌﾞ     4,09.76   2  17
  27 楢原 舜斗(4) 小学 東御市陸上教室     4,14.00   1  10
  28 堀内 侑李(4) 小学 真田ﾏﾗｿﾝ教室     4,15.21   1  11
  29 畔地 湊生(5) 小学 武石小     4,15.23   1  12
  30 滝沢 宥(6) 小学 神科小     4,21.11   1  13
  31 児玉 大和(4) 小学 腰越JSC     4,22.91   1  14
  32 岡田 航侑(4) 小学 真田ﾏﾗｿﾝ教室     4,35.49   1  15
  33 鈴木 幸隆(4) 小学 真田ﾏﾗｿﾝ教室     4,36.05   1  16
  34 一之瀬 永羽(4) 小学 本原小     4,36.56   1  17

小学4･5･6年男

1000m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
   37
   11
   53
    5
   75
   50
   33
   31
   80
   72
    9
   29
  132
  135
  139
   83
  125
  122
   98
   88
  131
   41
  144
  140
   52
   51
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  172
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   32
   57



決勝 6月4日 14:00

[ 1組] [ 2組]

 1 楢原 累斗(1) 中学   5,38.23  1 大塚 創太(3) 中学   4,44.35 
ﾅﾗﾊﾗ ﾙｲﾄ 東御東部中 ｵｵﾂｶ ｿｳﾀ 坂城中

 2 古越 大翔(2) 中学   5,45.97  2 田口 紫音(2) 中学   4,57.23 
ﾌﾙｺｼ ﾀﾞｲﾄ 東御東部中 ﾀｸﾞﾁ ｼｵﾝ 芦原中

 3 小林 康楠(1) 中学   5,47.74  3 掛川 祐貴(2) 中学   4,57.47 
ｺﾊﾞﾔｼ ｺﾅﾝ 上田二中 ｶｹｶﾞﾜ ﾕｳｷ 芦原中

 4 宮下 輝海(1) 中学   5,59.95  4 手塚 智也(3) 中学   4,59.30 
ﾐﾔｼﾀ ﾃﾙﾐ 東御東部中 ﾃﾂﾞｶ ﾄﾓﾔ 上田四中

 5 宮坂 悠太(1) 中学   6,06.57  5 土赤 本気(2) 中学   5,01.03 
ﾐﾔｻｶ ﾕｳﾀ さなだSC ﾂﾁｱｶ ﾏｼﾞ 腰越JSC

 6 瀬切 陽紀(1) 中学   6,26.64  6 柳澤 直希(2) 中学   5,04.27 
ｾｷﾞﾘ ﾊﾙｷ 丸子中 ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵｷ 東御東部中
林 奏(1) 中学  7 花岡 侑(3) 中学   5,04.41 
ﾊﾔｼ ｶﾅﾃﾞ 上田四中 ﾊﾅｵｶ ｱﾂﾑ 上田四中
箱山 大夢(3) 中学  8 竹花 翔太(1) 中学   5,04.74 
ﾊｺﾔﾏ ﾋﾛﾑ 丸子中 ﾀｹﾊﾅ ｼｮｳﾀ 丸子中
小高 颯人(1) 中学  9 瀬切 悠気(3) 中学   5,05.00 
ｺﾀﾞｶ ﾊﾔﾄ 上田四中 ｾｷﾞﾘ ﾕｳｷ 丸子中
福島 大志郎(1) 中学 10 成澤 爽(1) 中学   5,08.94 
ﾌｸｼﾏ ﾀｲｼﾛｳ 東御東部中 ﾅﾙｻﾜ ｱｷﾗ 丸子中

11 大神 健太(1) 中学   5,17.11 
ｵｵｶﾞﾐ ｹﾝﾀ 丸子中

12 竹内 暖(2) 中学   5,17.95 
ﾀｹｳﾁ ﾋﾅﾀ 腰越JSC

13 坂本 智哉(2) 中学   5,43.74 
ｻｶﾓﾄ ﾄﾓﾔ 上田二中
出口 哲也(2) 中学
ﾃﾞｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ 東御東部中
津留 大輔(3) 中学
ﾂﾙ ﾀﾞｲｽｹ 東御東部中

中学男子

1500m

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考 順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
3  8776 8  4724

9  4398 11  4326

6  4600 9  4324

7  8773 12  4657

10  4425 3  4284

4  4482 1  8770

1  4641 2  4655
欠場

2  4474 6  4478
欠場

5  4640 13  4473
欠場

8  8775 10  4477
欠場

4  4479

15  4330

14  4602

5  4400
欠場

7  4416
欠場



   1 大塚 創太(3) 中学 坂城中     4,44.35   2   1
   2 田口 紫音(2) 中学 芦原中     4,57.23   2   2
   3 掛川 祐貴(2) 中学 芦原中     4,57.47   2   3
   4 手塚 智也(3) 中学 上田四中     4,59.30   2   4
   5 土赤 本気(2) 中学 腰越JSC     5,01.03   2   5
   6 柳澤 直希(2) 中学 東御東部中     5,04.27   2   6
   7 花岡 侑(3) 中学 上田四中     5,04.41   2   7
   8 竹花 翔太(1) 中学 丸子中     5,04.74   2   8
   9 瀬切 悠気(3) 中学 丸子中     5,05.00   2   9
  10 成澤 爽(1) 中学 丸子中     5,08.94   2  10
  11 大神 健太(1) 中学 丸子中     5,17.11   2  11
  12 竹内 暖(2) 中学 腰越JSC     5,17.95   2  12
  13 楢原 累斗(1) 中学 東御東部中     5,38.23   1   1
  14 坂本 智哉(2) 中学 上田二中     5,43.74   2  13
  15 古越 大翔(2) 中学 東御東部中     5,45.97   1   2
  16 小林 康楠(1) 中学 上田二中     5,47.74   1   3
  17 宮下 輝海(1) 中学 東御東部中     5,59.95   1   4
  18 宮坂 悠太(1) 中学 さなだSC     6,06.57   1   5
  19 瀬切 陽紀(1) 中学 丸子中     6,26.64   1   6

中学男子

1500m
タイムレース

順位 No. 氏  名 都道府県 所属名 記録 備考 組 順位
 4724
 4326

 4602

 4324
 4657
 4284
 8770
 4655
 4478

 4398
 4600
 8773
 4425
 4482

 4473
 4477
 4479
 4330
 8776



決勝 6月4日 14:00

 1 鈴木 俊介 一般   5,01.46 
ｽｽﾞｷ ｼｭﾝｽｹ 真田ｸﾗﾌﾞ

 2 竹内 志暢 一般   5,01.69 
ﾀｹｳﾁ ｼﾉﾌﾞ 腰越JSC

 3 栁澤 春希(2) 高校   5,12.77 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾊﾙｷ 東御清翔高

 4 小相沢 洋介 一般   5,26.92 
ｺｱｲｻﾞﾜ ﾖｳｽｹ 腰越JSC
牧内 祥広 一般
ﾏｷｳﾁ ｱｷﾋﾛ 腰越JSC

男子

1500m               

決勝

順 No. 氏  名 所属名 記録／備考
12    54

13    35

15    38
欠場

14  1740

11    34



決勝 6月4日 14:25

順 ﾚｰﾝ 所属名 No. 氏  名 記録／備考
 1   5 川辺小(B)   115 尾崎 寛大(3)   1,10.30 

ｶﾜﾍﾞｼｮｳB ｵｻﾞｷ ｶﾝﾀ
  107 小池 栄光(3)

ｺｲｹ ﾋﾛ
  116 峯山 廉叶(3)

ﾐﾈﾔﾏ ﾚﾝﾄ
  114 内川 翔太(3)

ｳﾁｶﾜ ｼｮｳﾀ
 2   4 望月AC(B)   168 柳沢 魁志(2)   1,12.40 

ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰB ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｶｲｼﾞ
  170 柳澤 雄飛(2)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾕｳﾄ
  166 土屋 颯也(2)

ﾂﾁﾔ ｿｳﾔ
  161 小林 丈太郎(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｼﾞｮｳﾀﾛｳ
 3   7 川辺小(C)   102 久保 快星(3)   1,13.12 

ｶﾜﾍﾞｼｮｳC ｸﾎﾞ ｶｲｾｲ
  112 長岡 和弥(3)

ﾅｶﾞｵｶ ｶｽﾞﾔ
  106 古川 智貴(3)

ﾌﾙｶﾜ ﾄﾓｷ
  111 長岡 拓弥(3)

ﾅｶﾞｵｶ ﾀｸﾔ
 4   1 神科小(A)    81 清水 颯太(3)   1,15.82 

ｶﾐｼﾅｼｮｳA ｼﾐｽﾞ ｿｳﾀ
   87 豊永 陽一(3)

ﾄﾖﾅｶﾞ ﾖｳｲﾁ
   86 福田 渉(3)

ﾌｸﾀﾞ ﾜﾀﾙ
   84 倉島 駿(3)

ｸﾗｼﾏ ｼｭﾝ
 5   6 塩尻小(A)    19 清水 翼(3)   1,16.54 

ｼｵｼﾞﾘｼｮｳA ｼﾐｽﾞ ﾂﾊﾞｻ
   15 佐藤　祐斗(3)

ｻﾄｳ ﾕｳﾄ
   21 竹内 友哉(3)

ﾀｹｳﾁ ﾄﾓﾔ
   18 佐藤 煌大(3)

ｻﾄｳ ｺｳﾀ
 6   8 真田ﾏﾗｿﾝ教室(G)   59 関 虎之輔(3)   1,19.03 

ｻﾅﾀﾞﾏﾗｿﾝｷｮｳｼﾂG ｾｷ ﾄﾗﾉｽｹ
   56 一之瀬 大雅(3)

ｲﾁﾉｾ ﾀｲｶﾞ
   64 渋沢 俐月(3)

ｼﾌﾞｻﾜ ﾘﾂｷ
   67 清水 大我(3)

ｼﾐｽﾞ ﾀｲｶﾞ
 7   3 川辺小(A)   104 古賀 仁琥(1)   1,23.48 

ｶﾜﾍﾞｼｮｳA ｺｶﾞ ﾆｺ
  113 藤極 叶羽(1)

ﾌｼﾞｷﾞﾜ ﾄﾜ
  101 永良 梧朗(1)

ﾅｶﾞﾗ ｺﾞﾛｳ
  103 桑原 晴輝(2)

ｸﾜﾊﾗ ﾊﾙｷ
 8   2 真田ﾏﾗｿﾝ教室(F)   73 樋口 都和(2)   1,24.53 

ｻﾅﾀﾞﾏﾗｿﾝｷｮｳｼﾂF ﾋｸﾞﾁ ﾄﾜ
   76 鈴木 幸綱(2)

ｽｽﾞｷ ﾕｷﾂﾅ
   71 内山 煉大郎(2)

ｳﾁﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ
   68 青木 翔(2)

ｱｵｷ ｶｹﾙ

小学1･2･3年男

4x100mR             

決勝



決勝 6月4日 14:35

[ 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 豊殿小   151 角南 風太(5)   1,04.40  1   2 望月AC(A)   158 山浦 雅斗(6)     59.47 

ﾎｳﾃﾞﾝｼｮｳ ｽﾏﾐ ﾌｳﾀ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰA ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ
  154 林 琉昊(5)   157 佐々木 隆之介(6)

ﾊﾔｼ ﾙｲｺﾞ ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ
  153 前田 隼慶(5)   160 小山 翔平(6)

ﾏｴﾀﾞ ｼｭﾝｹｲ ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ
  152 柴 怜矢(5)   169 柳澤 孔軌(6)

ｼﾊﾞ ﾄｷﾔ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ
 2   2 塩尻小(B)    17 荒井 拓海(6)   1,05.16  2   3 神科小(B)    85 滝沢 宥(6)   1,02.86 

ｼｵｼﾞﾘｼｮｳB ｱﾗｲ ﾀｸﾐ ｶﾐｼﾅｼｮｳB ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳ
   20 倉島 大知(5)    78 降幡 諒成(6)

ｸﾗｼﾏ ﾀﾞｲﾁ ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ
   22 馬場 柊太郎(6)    80 小島 颯翔(6)

ﾊﾞﾊﾞ ｼｭｳﾀﾛｳ ｺｼﾞﾏ ﾘｭｳﾄ
   16 玉井 奨真(6)    82 西 俊弥(6)

ﾀﾏｲ ｼｮｳﾏ ﾆｼ ｼｭﾝﾔ
 3   5 川辺小(D)   108 小林 伯士(4)   1,07.71  3   5 田中小   189 所 征吾(6)   1,04.26 

ｶﾜﾍﾞｼｮｳD ｺﾊﾞﾔｼ ﾊｸﾄ ﾀﾅｶｼｮｳ ﾄｺﾛ ｾｲｺﾞ
  105 古賀 琥太郎(4)   122 松本 爽吾(6)

ｺｶﾞ ｺﾀﾛｳ ﾏﾂﾓﾄｿｳｺﾞ
  110 中村 晄(4)   123 森 優翔(6)

ﾅｶﾑﾗ ﾋｶﾙ ﾓﾘﾕｳﾄ
  109 大庭 千季(4)   188 安田 雄祈(6)

ｵｵﾆﾜ ﾄｷ ﾔｽﾀﾞ ﾕｳｷ
 4   3 和小   179 津留 拓哉(5)   1,08.38  4   4 真田ﾏﾗｿﾝ教室(A)   57 岡田 航侑(4)   1,07.74 

ｶﾉｳｼｮｳ ﾂﾙ ﾀｸﾔ ｻﾅﾀﾞﾏﾗｿﾝｷｮｳｼﾂA ｵｶﾀﾞ ｺｳﾕｳ
  178 中島 悠貴(5)    72 内山 煌大郎(4)

ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ ｳﾁﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ
  175 春原 優樹(5)    75 柳澤 航希(4)

ｽﾉﾊﾗ ﾕｳｷ ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ
  180 塚田 陽音(5)    65 小林 誠史(6)

ﾂｶﾀﾞ ﾊﾙﾄ ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ
 5   6 真田ﾏﾗｿﾝ教室(C)   60 宮下 暁仁(4)   1,16.28  5   6 武石小   142 佐藤 陽斗(4)   1,10.04 

ｻﾅﾀﾞﾏﾗｿﾝｷｮｳｼﾂC ﾐﾔｼﾀ ｱｷﾋﾄ ﾀｹｼｼｮｳ ｻﾄｳ ﾊﾙﾄ
   74 堀内 侑李(4)   145 小林 暖門(4)

ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾘ ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ
   77 鈴木 幸隆(4)   144 小池 岳洋(4)

ｽｽﾞｷ ﾕｷﾀｶ ｺｲｹ ﾀｹﾋﾛ
   69 大久保 蹴友(3)   140 黒木 勇翔(4)

ｵｵｸﾎﾞ ｼｭｳﾄ ｸﾛｷ ﾕｳﾄ

小学4･5･6年男

4x100mR             

決勝



   1 望月AC(A)     59.47 山浦 雅斗(6) 佐々木 隆之介(6)小山 翔平(6) 柳澤 孔軌(6)   2   1
   2 神科小(B)   1,02.86 滝沢 宥(6) 降幡 諒成(6) 小島 颯翔(6) 西 俊弥(6)   2   2
   3 田中小   1,04.26 所 征吾(6) 松本 爽吾(6) 森 優翔(6) 安田 雄祈(6)   2   3
   4 豊殿小   1,04.40 角南 風太(5) 林 琉昊(5) 前田 隼慶(5) 柴 怜矢(5)   1   1
   5 塩尻小(B)   1,05.16 荒井 拓海(6) 倉島 大知(5) 馬場 柊太郎(6) 玉井 奨真(6)   1   2
   6 川辺小(D)   1,07.71 小林 伯士(4) 古賀 琥太郎(4) 中村 晄(4) 大庭 千季(4)   1   3
   7 真田ﾏﾗｿﾝ教室(A)   1,07.74 岡田 航侑(4) 内山 煌大郎(4) 柳澤 航希(4) 小林 誠史(6)   2   4
   8 和小   1,08.38 津留 拓哉(5) 中島 悠貴(5) 春原 優樹(5) 塚田 陽音(5)   1   4
   9 武石小   1,10.04 佐藤 陽斗(4) 小林 暖門(4) 小池 岳洋(4) 黒木 勇翔(4)   2   5
  10 真田ﾏﾗｿﾝ教室(C)   1,16.28 宮下 暁仁(4) 堀内 侑李(4) 鈴木 幸隆(4) 大久保 蹴友(3)   1   5

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
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[ 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   6 東御東部中(A)  4403 小泉 迅矢(2)     48.40  1   4 望月AC   165 中村 洋平(2)     49.53 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞﾁｭｳA ｺｲｽﾞﾐ ﾄｷﾔ ﾓﾁﾂﾞｷｴｰｼｰ ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ
 4399 中沢 一晴(2)   155 伊藤 司騎(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾊﾙ ｲﾄｳ ｼｷ
 4419 春原 拓実(3)   171 林 樹生(2)

ｽﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ ﾊﾔｼ ﾐｷｵ
 4392 佐藤 智哉(3)   167 矢花 竜也(3)

ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ
 2   5 上田五中(A)  4690 尾沼 優(2)     50.80  2   3 東御東部中(C)  4418 小林 彩輝(3)     52.07 

ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳA ｵﾇﾏ ﾕｳ ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞﾁｭｳC ｺﾊﾞﾔｼ ｻｲｷ
 4693 土屋 海斗(2)  4393 春原 光揮(3)

ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ ｽﾉﾊﾗ ｺｳｷ
 4692 滝沢 諒(2)  4395 入口 慧大(3)

ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳ ｲﾘｸﾞﾁ ｱｷﾊﾙ
 4673 西 智也(3)  4416 津留 大輔(3)

ﾆｼ ﾄﾓﾔ ﾂﾙ ﾀﾞｲｽｹ
 3   2 東御東部中(B)  8776 楢原 累斗(1)     52.79  3   5 上田四中  4658 細田 夏希(3)     52.37 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞﾁｭｳB ﾅﾗﾊﾗ ﾙｲﾄ ｳｴﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾁｭｳ ﾎｿﾀﾞ ﾅﾂｷ
 8771 小林 奎斗(2)  4661 関 旭流(2)

ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ ｾｷ ｱｹﾙ
 8777 中澤 光希(1)  4662 箱山 昂希(2)

ﾅｶｻﾞﾜ ｺｳｷ ﾊｺﾔﾏ ｱｷ
 4402 小林 蒼空(2)  4659 手塚 慧介(3)

ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ ﾃﾂﾞｶ ｹｲｽｹ
  4 東御東部中(D)  4398 古越 大翔(2)  4   2 上田五中(B)  4675 小林 廉(1)   1,00.28 

ﾄｳﾐﾄｳﾌﾞﾁｭｳD ﾌﾙｺｼ ﾀﾞｲﾄ 失格 ｳｴﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾁｭｳB ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ
 4404 入口 哉人(2)  4694 村木 竜馬(2)

ｲﾘｸﾞﾁ ｶﾅﾄ ﾑﾗｷ ﾘｮｳﾏ
 4400 出口 哲也(2)  4671 降幡 雄哉(3)

ﾃﾞｸﾞﾁ ﾃﾂﾔ ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳﾔ
 8770 柳澤 直希(2)  4674 望月 眞斗(1)

ﾔﾅｷﾞｻﾜ ﾅｵｷ ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅﾄ
  3 芦原中

ｱｼﾊﾗﾁｭｳ 欠場

中学男子

4x100mR

決勝



   1 東御東部中(A)     48.40 小泉 迅矢(2) 中沢 一晴(2) 春原 拓実(3) 佐藤 智哉(3)   1   1
   2 望月AC     49.53 中村 洋平(2) 伊藤 司騎(2) 林 樹生(2) 矢花 竜也(3)   2   1
   3 上田五中(A)     50.80 尾沼 優(2) 土屋 海斗(2) 滝沢 諒(2) 西 智也(3)   1   2
   4 東御東部中(C)     52.07 小林 彩輝(3) 春原 光揮(3) 入口 慧大(3) 津留 大輔(3)   2   2
   5 上田四中     52.37 細田 夏希(3) 関 旭流(2) 箱山 昂希(2) 手塚 慧介(3)   2   3
   6 東御東部中(B)     52.79 楢原 累斗(1) 小林 奎斗(2) 中澤 光希(1) 小林 蒼空(2)   1   3
   7 上田五中(B)   1,00.28 小林 廉(1) 村木 竜馬(2) 降幡 雄哉(3) 望月 眞斗(1)   2   4

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
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佐々木 隆之介(6) 小学   4.29   4.33   4.27    4.33 
ｻｻｷ ﾘｭｳﾉｽｹ 望月AC   +2.6   +4.3   +2.9    +4.3
久保田 誠(6) 小学   3.41   3.93   3.54    3.93 
ｸﾎﾞﾀ ﾏｺﾄ 上田北小   +2.1   +3.4   +1.7    +3.4
大草 芽生(5) 小学    X   3.90   3.60    3.90 
ｵｵｸｻ ｲﾌﾞｷ 望月AC   +1.9   +4.3    +1.9
小林 誠史(6) 小学   3.52   3.82   3.85    3.85 
ｺﾊﾞﾔｼ ｾｲｼﾞ 真田ﾏﾗｿﾝ教室   +4.6   +3.1   +6.0    +6.0
柳澤 孔軌(6) 小学   3.66   3.70   3.84    3.84 
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 望月AC   +3.7   +4.8   +3.4    +3.4
井出 博人(6) 小学   3.68   3.07   2.94    3.68 
ｲﾃﾞ  ﾋﾛﾄ T&F佐久平   +3.4   +3.3   +3.1    +3.4
百瀬 裕吏(6) 小学   3.42    X   3.64    3.64 
ﾓﾓｾ  ﾕｳﾘ T&F佐久平   +2.3   +3.3    +3.3
山浦 雅斗(6) 小学    X   3.62   3.55    3.62 
ﾔﾏｳﾗ ﾏｻﾄ 望月AC   +2.8   +2.5    +2.8
荒井 陽呂実(6) 小学   3.38    X   3.53    3.53 
ｱﾗｲ ﾋﾛﾐ 上田北小   +3.5   +3.5    +3.5
田下 輝稀(6) 小学   3.46   3.18   3.31    3.46 
ﾀｼﾀ  ｺｳｷ T&F佐久平   +3.4   +4.3   +4.2    +3.4
櫻井 光樹(4) 小学   3.24   3.09   2.99    3.24 
ｻｸﾗｲ ｺｳｷ 菅平小   +3.1   +1.7   +3.9    +3.1
松本 爽吾(6) 小学   3.11   3.21   3.21    3.21 
ﾏﾂﾓﾄｿｳｺﾞ 田中小   +4.0   +4.9   +5.0    +4.9
田中 紫月(5) 小学   3.20   3.01   2.99    3.20 
ﾀﾅｶ  ｼﾂﾞｷ T&F佐久平   +3.8   +2.4   +2.4    +3.8
畔地 湊生(5) 小学   3.20   2.96   2.94    3.20 
ｱｾﾞﾁ ｿｳｷ 武石小   +5.3   +3.8   +2.4    +5.3
有田 春輝(5) 小学   3.12   2.95   2.48    3.12 
ｱﾘﾀ ﾊﾙｷ 神科小   +2.2   +2.8   +2.3    +2.2
岡田 航侑(4) 小学   2.83   3.05   3.01    3.05 
ｵｶﾀﾞ ｺｳﾕｳ 真田ﾏﾗｿﾝ教室   +3.9   +4.1   +2.9    +4.1
古賀 琥太郎(4) 小学    X   3.02   3.01    3.02 
ｺｶﾞ ｺﾀﾛｳ 川辺小   +1.7   +4.0    +1.7
中島 悠貴(5) 小学    X   3.02   2.91    3.02 
ﾅｶｼﾞﾏ ﾕｳｷ 和小   +4.0   +3.9    +4.0
宮下 暁仁(4) 小学    X   2.88   2.83    2.88 
ﾐﾔｼﾀ ｱｷﾋﾄ 真田ﾏﾗｿﾝ教室   +4.0   +3.0    +4.0
一之瀬 永羽(4) 小学   2.27   2.21   2.51    2.51 
ｲﾁﾉｾ ﾄﾜ 本原小   +2.6   +3.4   +2.6    +2.6
小出 正翔(4) 小学 欠場
ｺｲﾃﾞ ﾏｻﾄ 中塩田小
小林 碧空(6) 小学 欠場
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 望月AC
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-3- -4- -5- -6- 記録 備考

小学男子

走幅跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-
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菊池 優介(6) 小学
ｷｸﾁ  ﾕｳｽｹ T&F佐久平
竹内 大智(6) 小学
ﾀｹｳﾁ ﾀﾞｲﾁ 上田JSC
橋本 綜汰(6) 小学
ﾊｼﾓﾄ ｿｳﾀ 武石小
降幡 諒成(6) 小学
ﾌﾙﾊﾀ ﾘｮｳｾｲ 神科小
小山 翔平(6) 小学
ｺﾔﾏ ｼｮｳﾍｲ 望月AC
小林 暉弥(6) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ｱｷﾔ 武石小
竹内 晴哉(6) 小学
ﾀｹｳﾁ ｾｲﾔ 武石小
林 琉翔(5) 小学
ﾊﾔｼ ﾘｭｳﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ
長谷川 大地(5) 小学
ﾊｾｶﾞﾜ ﾀﾞｲﾁ 上田東小
小林 桂(4) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲ 菅平小
滝沢 宥(6) 小学
ﾀｷｻﾞﾜ ﾕｳ 神科小
柳澤 透偉(6) 小学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ  ﾄｳｲ T&F佐久平
安本 桜太郎(6) 小学
ﾔｽﾓﾄ ｵｳﾀﾛｳ 東御市陸上教室
林 悠翔(4) 小学
ﾊﾔｼ ﾕｳﾄ 真田ｸﾗﾌﾞ
倉島 大知(5) 小学
ｸﾗｼﾏ ﾀﾞｲﾁ 塩尻小
柳澤 航希(4) 小学
ﾔﾅｷﾞｻﾜ ｺｳｷ 真田ﾏﾗｿﾝ教室
内山 煌大郎(4) 小学
ｳﾁﾔﾏ ｺｳﾀﾛｳ 真田ﾏﾗｿﾝ教室
小林 珀琢(6) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ  ﾊｸ T&F佐久平
森 優翔(6) 小学
ﾓﾘﾕｳﾄ 田中小
横山 廉汰郎(6) 小学
ﾖｺﾔﾏ ﾚﾝﾀﾛｳ 東御市陸上教室
堀内 侑李(4) 小学
ﾎﾘｳﾁ ﾕｳﾘ 真田ﾏﾗｿﾝ教室
馬場 柊太郎(6) 小学
ﾊﾞﾊﾞ ｼｭｳﾀﾛｳ 塩尻小
小林 美海(4) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾁｭﾗ 望月AC
小林 暖門(4) 小学
ｺﾊﾞﾔｼ ﾊﾙﾄ 武石小
金子 倖大(5) 小学
ｶﾈｺ  ｺｳﾀ T&F佐久平
伊藤 敬司(4) 小学 欠場
ｲﾄｳ ｹｲｼﾞ 真田ﾏﾗｿﾝ教室
三井 秀亮(6) 小学 欠場
ﾐﾂｲ ｼｭｳｽｹ 真田ﾏﾗｿﾝ教室
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 26.23 

19 5   123
  O   O 26.12

 27.32 

18 23     8
  O 26.23   O

 27.57 

17 16    72
  O 27.32   O

 28.75 

16 14    75
  O   O 27.57

 29.59 

15 10    20
  X 28.75   O

 29.92 

14 3    52
29.59   O   O

 32.88 

13 15   132
  O   O 29.92

 33.88 

12 21    14
  O   O 32.88

 38.94 

11 20    85
  X   O 33.88

 39.92 

10 4    94
  O 38.94   O

 42.22 

9 6    46
  O   O 39.92

 42.39 

8 1    53
42.22   O   O

 42.95 

7 13   148
  O 42.39   O

 43.44 

6 9   146
42.95   O   O

 44.64 

5 26   160
  O 43.44   O

 46.16 

4 27    78
  O   O 44.64

 49.81 

3 7   139
46.16   O   O

 51.19 

2 2    42
49.81   O   O

1 25     4
  O   O 51.19

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

小学男子

ｼﾞｬﾍﾞﾘｯｸﾎﾞｰﾙ投      

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 6月4日  9:00

1m60 1m65 1m70
土屋 海斗(2) 中学 - - - - - - - O O O
ﾂﾁﾔ ｶｲﾄ 上田五中 XO XXO XXX
中村 洋平(2) 中学 - - - - - - - - O XXO
ﾅｶﾑﾗ ﾖｳﾍｲ 望月AC XXX
中沢 一晴(2) 中学 - - - - - O O O XO XXX
ﾅｶｻﾞﾜ ｲﾊﾙ 東御東部中
降幡 雄哉(3) 中学 - - - O O XO O XXO XO XXX
ﾌﾙﾊﾀ ﾕｳﾔ 上田五中
小林 蒼空(2) 中学 - - - O O XO XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ｿﾗ 東御東部中
尾沼 優(2) 中学 O O O O O XXX
ｵﾇﾏ ﾕｳ 上田五中
小林 奎斗(2) 中学 - - O O XXX
ｺﾊﾞﾔｼ ｹｲﾄ 東御東部中
西 智也(3) 中学 O O XO O XXX
ﾆｼ ﾄﾓﾔ 上田五中
入口 哉人(2) 中学 - - O XO XXX
ｲﾘｸﾞﾁ ｶﾅﾄ 東御東部中
小泉 迅矢(2) 中学 O O O XXO XXX
ｺｲｽﾞﾐ ﾄｷﾔ 東御東部中
滝沢 諒(2) 中学 - - - XXO XXX
ﾀｷｻﾞﾜ ﾘｮｳ 上田五中
望月 眞斗(1) 中学 O XXO XXX
ﾓﾁﾂﾞｷ ﾏﾅﾄ 上田五中

12 1  4674
 1.15

10 4  4403
 1.25

10 5  4692
 1.25

8 3  4673
 1.25

9 7  4404
 1.25

6 8  4690
 1.30

7 2  8771
 1.25

4 10  4671
 1.50

5 6  4402
 1.35

2 11   165
 1.55

3 9  4399
 1.50

1m50 1m55
記録 備考

1 12  4693
 1.65

1m20 1m25

中学男子

走高跳

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名
1m10 1m15 1m30 1m35 1m40 1m45



決勝 6月4日 13:00

矢花 竜也(3) 中学   6.11   6.21   6.09    6.21 
ﾔﾊﾞﾅ ﾘｭｳﾔ 望月AC   +0.3   +3.9   +5.1    +3.9
伊藤 司騎(2) 中学   5.90   5.68   5.73    5.90 
ｲﾄｳ ｼｷ 望月AC   +4.0   +3.1   +5.7    +4.0
細田 夏希(3) 中学   5.45   5.40   5.27    5.45 
ﾎｿﾀﾞ ﾅﾂｷ 上田四中   +4.1   +5.3   +4.5    +4.1
佐藤 智哉(3) 中学   5.16   5.16   5.00    5.16 
ｻﾄｳ ﾄﾓﾔ 東御東部中   +2.8   +3.9   +0.4    +2.8
春原 拓実(3) 中学    X   4.98   5.14    5.14 
ｽﾉﾊﾗ ﾀｸﾐ 東御東部中   +5.0   +4.7    +4.7
中澤 友希(3) 中学   5.09    X   4.83    5.09 
ﾅｶｻﾞﾜ ﾕｳｷ 芦原中   +4.0   +3.4    +4.0
林 樹生(2) 中学   4.53   4.46   4.73    4.73 
ﾊﾔｼ ﾐｷｵ 望月AC   +3.7   +4.8   +4.2    +4.2
寺島 恒輔(1) 中学    X   2.84   4.55    4.55 
ﾃﾗｼﾏ ｺｳｽｹ 望月AC   +4.9   +5.1    +5.1
小林 彩輝(3) 中学   4.36   4.16   4.47    4.47 
ｺﾊﾞﾔｼ ｻｲｷ 東御東部中   +8.3   +5.8   +3.8    +3.8
田嶋 隼人(2) 中学   4.21   4.33   4.26    4.33 
ﾀｼﾞﾏ ﾊﾔﾄ 丸子中   +3.7   +4.1   +4.1    +4.1
村木 竜馬(2) 中学    X   3.74    X    3.74 
ﾑﾗｷ ﾘｮｳﾏ 上田五中   +3.9    +3.9
古田 力斗(1) 中学   3.69   3.25   3.72    3.72 
ﾌﾙﾀ ﾘｷﾄ 東御東部中   +5.2   +4.5   +5.8    +5.8
小林 廉(1) 中学   3.44   3.19   3.30    3.44 
ｺﾊﾞﾔｼ ﾚﾝ 上田五中   +4.2   +5.1   +4.4    +4.2

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- -3- -4- -5- -6- 記録 備考
1 12   167

2 10   155

3 9  4658

4 11  4392

5 13  4419

6 7  4320

7 8   171

8 6   159

9 3  4418

10 5  4475

13 2  4675

11 4  4694

12 1  8772



決勝 6月4日  9:30

久保川優士(3) 中学
ｸﾎﾞｶﾜﾕｳﾄ 丸子北中
笹沢 竜叶(3) 中学
ｻｻｻﾞﾜ ﾀﾂﾄ 丸子中
本木 快渡(2) 中学
ﾓﾄｷ ｶｲﾄ 上田四中
金澤 拓夢(2) 中学
ｶﾅｻﾞﾜ ﾀｸﾑ 芦原中
漆原 奏哉(2) 中学
ｳﾙｼﾊﾞﾗ ｶﾅﾔ 芦原中
入口 慧大(3) 中学
ｲﾘｸﾞﾁ ｱｷﾊﾙ 東御東部中

  6.51 

  6.82 

6 3  4395
 5.96  6.51  6.15

  7.03 

5 2  4323
 6.82  6.40  6.15

  7.15 

4 4  4325
 6.28  7.03  6.85

  7.48 

3 1  4663
 7.15  7.05  6.91

 10.49 

2 5  4471
 7.21  6.55  7.48

1 6  3503
10.49   X   X

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

中学男子

砲丸投(5.000kg)

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-



決勝 6月4日  9:30

土屋 瑞希(2) 高校
ﾂﾁﾔ ﾐｽﾞｷ 東御清翔高

  9.14 
1 1  1739

 9.14   X  7.78

-3- -4- -5- -6- 記録 備考

高校男子      

砲丸投(6.000kg)     

決勝

順位 試技 ﾅﾝﾊﾞｰ 氏  名 所属名 -1- -2-


