
【開催日】 令和４年９月10日１１日

【主催団体】 東信陸上競技連盟 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 男  子 【競技場】 菅平高原スポーツランド

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

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

100m 佐久長聖 野沢北 佐久長聖 野沢南 上田 野沢南 岩村田 野沢南

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

200m 佐久長聖 佐久長聖 小諸 野沢南 岩村田 佐久長聖 野沢北 上田

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

400m 小諸 野沢南 佐久長聖 佐久長聖 野沢南 岩村田 上田西 小諸

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

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

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

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

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

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

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

110mH(1.067m) 佐久長聖 佐久長聖 上田西 上田千曲 佐久長聖

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

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

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

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

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

5000m競歩 丸子修学館 上田西 上田西 丸子修学館 上田染谷丘

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

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

 9/10 北村 櫂(2) 2.60

棒高跳 丸子修学館

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

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

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

三段跳 岩村田 野沢南 野沢南 岩村田 上田千曲 上田千曲

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

八種競技 佐久長聖 上田西 野沢北 佐久長聖

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

学校別得点 273 点 96 点 82 点 74 点 44 点 41 点 35 点 28 点
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【開催日】 令和４年９月10日１１日

【主催団体】 東信陸上競技連盟 決勝記録一覧表
(GR:大会新) 女  子 【競技場】 菅平高原スポーツランド

1位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位 ７位 ８位

月/日 種  目 風速 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録 氏名／所属 記  録

 9/10 女子  -0.8 橋本 春花(2) 12.81 佐伯 風帆(2) 13.19 松橋 弥玖(1) 13.21 中澤 雪乃(2) 13.36 関澤 きらり(2) 13.36 田中 雪乃(1) 13.39 神津 沙夏(1) 13.41 宇都宮 新奈(1) 13.57

100m 佐久長聖 佐久長聖 野沢北 野沢南 上田西 上田 佐久長聖 小諸

 9/11  +2.6 橋本 春花(2) 25.93 佐伯 風帆(2) 26.28 中澤 雪乃(2) 26.68 松橋 弥玖(1) 26.94 小林 ひより(1) 27.26 村山 苺香(2) 27.41 向井 美来(1) 27.54 関澤 きらり(2) 27.56

200m 佐久長聖 佐久長聖 野沢南 野沢北 佐久長聖 岩村田 野沢北 上田西

 9/10 橋本 春花(2) 1:00.81 中澤 雪乃(2) 1:01.49 吉田 彩葉(1) 1:02.02 村山 苺香(2) 1:02.07 井龍 翠(2) 1:04.96 神津 沙夏(1) 1:05.38 向井 美来(1) 1:05.45 南正覺 鈴(1) 1:13.23

400m 佐久長聖 野沢南 佐久長聖 岩村田 野沢北 佐久長聖 野沢北 東御清翔

 9/11 桑原 実世(2) 2:26.57 津田 燈(1) 2:31.90 滝澤 舞(2) 2:44.12 竹花 明姫(2) 2:44.69 荻原 麻友(1) 2:52.93 矢嶋 佑希(2) 2:55.09

800m 佐久長聖 上田 上田 上田千曲 上田染谷丘 上田

 9/10 桑原 実世(2) 5:06.01 滝澤 舞(2) 5:40.45 竹花 明姫(2) 5:41.19 後小路 葉月(1) 5:51.18 荻原 麻友(1) 6:04.13 矢嶋 佑希(2) 6:13.86

1500m 佐久長聖 上田 上田千曲 野沢北 上田染谷丘 上田

 9/11 桑原 実世(2) 11:09.82 滝澤 舞(2) 12:27.01 竹花 明姫(2) 12:35.39

3000m 佐久長聖 上田 上田千曲

 9/10  +0.6 佐伯 風帆(2) 15.59 吉田 彩葉(1) 16.01 山本 紗帆(2) 16.92 田中 朱音(2) 16.95 山邊 栞那(1) 18.12

100mH(0.838m) 佐久長聖 佐久長聖 野沢北 上田染谷丘 上田東

 9/11 吉田 彩葉(1) 1:06.00 関口 蒔琉(2) 1:14.33 井龍 翠(2) 1:15.50 山邊 栞那(1) 1:16.43 井出 優奈(1) 1:16.86 山本 紗帆(2) 1:17.04

400mH(0.762m) 佐久長聖 野沢北 野沢北 上田東 佐久平総合技術 野沢北

 9/11 後小路 葉月(1) 29:00.99

5000m競歩 野沢北

 9/10 村山 羽乃(1) 1.51 宇都宮 新奈(1) 1.40 中沢 麗葉(2) 1.40 小林 愛実(2) 1.35 東海林 優心花(1) 1.35 川上 珠実(1) 1.30 寺澤 恵美(2) 1.25 市川 暖(1) 1.25

走高跳 佐久長聖 小諸 佐久平総合技術 佐久平総合技術 野沢南 野沢北 野沢北 上田染谷丘

 9/10 岡田 莉歩(2) 3.80 小林 ひより(1) 3.10

棒高跳 佐久長聖 GR 佐久長聖

 9/10 関口 蒔琉(2) 4.96(-1.6) 岡田 莉歩(2) 4.95(+0.2) 梅原 小梅(2) 4.89(-1.9) 小林 響(2) 4.72(-0.6) 川上 珠実(1) 4.41(+0.4) 寺澤 恵美(2) 4.38(-1.3) 鈴木 花梨(1) 4.34(-1.3) 高見澤 茉那(1) 4.24(+1.2)

走幅跳 野沢北 佐久長聖 上田染谷丘 上田 野沢北 野沢北 岩村田 佐久長聖

 9/11 岡田 莉歩(2) 11.01(+0.5) 関口 蒔琉(2) 10.87(+1.6) 田中 朱音(2) 10.53(+2.3) 寺澤 恵美(2) 10.12(+1.9) 村山 羽乃(1) 10.07(+2.6) 梅原 小梅(2) 9.88(+0.9) 鈴木 花梨(1) 9.58(+1.7) 飯高 愛莉(1) 9.29(+2.7)

三段跳 佐久長聖 GR 野沢北 GR 上田染谷丘 野沢北 佐久長聖 上田染谷丘 岩村田 佐久長聖

 9/11 栁澤 歩乃(1) 9.07 村上 沙那(2) 6.81 小山 愛加(2) 6.70 佐々木 涙璃(2) 6.45 山浦 亜由香(2) 5.79 松木 紗良(2) 5.33 飯島 桃花(1) 4.97 市川 暖(1) 4.64

砲丸投(4.000kg) 佐久長聖 上田東 岩村田 野沢北 上田染谷丘 上田千曲 上田染谷丘 上田染谷丘

 9/10 栁澤 歩乃(1) 22.24 土屋 凜奈(2) 22.15 村上 沙那(2) 20.68 若杉 未来(1) 20.30 飯島 桃花(1) 18.20 山本 紗帆(2) 16.32 山浦 亜由香(2) 15.83

円盤投(1.000kg) 佐久長聖 野沢南 上田東 佐久平総合技術 上田染谷丘 野沢北 上田染谷丘

 9/10 山浦 亜由香(2) 23.51 梅原 小梅(2) 21.14 飯島 桃花(1) 19.19 若杉 未来(1) 13.80

ﾊﾝﾏｰ投(4.000kg) 上田染谷丘 上田染谷丘 上田染谷丘 佐久平総合技術

 9/11 中沢 麗葉(2) 27.49 土屋 凜奈(2) 24.98 佐々木 涙璃(2) 24.63 田中 朱音(2) 22.19 栁澤 歩乃(1) 19.63 村上 沙那(2) 19.17 徳竹 華歩(1) 18.44 望月 彬(1) 15.91

やり投(600g) 佐久平総合技術 野沢南 野沢北 上田染谷丘 佐久長聖 上田東 上田千曲 東御清翔

 9/10 佐久長聖       49.79 野沢北       51.44 上田       55.84 岩村田       56.20 上田染谷丘       56.72 佐久平総合技術       58.19
4×100m 岡田 莉歩(2) 関口 蒔琉(2) 津田 燈(1) 北山 花夏(1) 梅原 小梅(2) 中沢 麗葉(2)

小林 ひより(1) 向井 美来(1) 小林 響(2) 村山 苺香(2) 田中 朱音(2) 小林 愛実(2)

橋本 春花(2) 川上 珠実(1) 諏訪部 咲弥(1) 小山 愛加(2) 市川 暖(1) 井出 優奈(1)

神津 沙夏(1) 松橋 弥玖(1) 岡本 唯花(1) 鈴木 花梨(1) 荻原 麻友(1) 若杉 未来(1)

 9/11 佐久長聖     4:09.24 野沢北     4:24.57 上田     4:35.50 上田染谷丘     4:52.41 佐久平総合技術     4:55.46
4×400m 吉田 彩葉(1) 関口 蒔琉(2) 岡本 唯花(1) 田中 朱音(2) 井出 優奈(1)

小林 ひより(1) 川上 珠実(1) 津田 燈(1) 梅原 小梅(2) 若杉 未来(1)

岡田 莉歩(2) 向井 美来(1) 諏訪部 咲弥(1) 荻原 麻友(1) 中沢 麗葉(2)

橋本 春花(2) 井龍 翠(2) 矢嶋 佑希(2) 山浦 亜由香(2) 小林 愛実(2)

女子学校対校 佐久長聖 野沢北 上田染谷丘 上田 佐久平総合 野沢南 上田東 岩村田

学校別得点 180 点 114 点 77 点 53 点 40 点 36 点 25 点 23 点


