
第１５４回　東信新人体育大会　陸上競技会
場所　佐久総合運動公園陸上競技場・上田市営陸上競技場

決勝記録一覧表
男  子 【競技場】202060  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

09/14 男子  -1.5 藤牧 佑希(2) 11.30 荻原 京介(1) 11.43 池田 仁(2) 11.60 柳澤 圭太(2) 11.69 石井 雄大(2) 11.80 箱山 幸人(2) 11.84 細田 昌宏(2) 12.06 小林 颯(2) 12.16
１００ｍ 高校･岩村田 大会新 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･野沢北 高校･上田千曲 高校･上田染谷丘 高校･小諸

09/15  +2.0 荻原 京介(1) 22.40 池田 仁(2) 23.03 柳澤 圭太(2) 23.11 相米 健太(2) 23.22 茂木 康平(2) 23.62 細川 大輝(2) 23.96 塚田 博希(2) 24.18 石井 雄大(2) 24.26
２００ｍ 高校･佐久長聖 大会新 高校･岩村田 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･野沢北 高校･上田 高校･野沢北

09/14  -5.3 荻原 京介(1) 49.86 池田 仁(2) 50.36 茂木 康平(2) 50.81 相米 健太(2) 50.86 柳澤  慶(2) 52.98 木内 寛人(1) 53.05 小林 将大(1) 53.21 原 大和(2) 53.37
４００ｍ 高校･佐久長聖 大会新 高校･岩村田 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･野沢北 高校･北佐久農業 高校･野沢南 高校･上田西

09/15 柳澤  慶(2) 2,02.99 甘利 優太(2) 2,03.58 木内 寛人(1) 2,04.31 岩松 敬賀(1) 2,05.52 安藤 活樹(1) 2,07.72 脇坂 拓馬(2) 2,10.19 内川 大樹(1) 2,11.12 小林 達哉(1) 2,11.70
８００ｍ 高校･野沢北 大会新 高校･野沢南 大会新 高校･北佐久農業 大会新 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･丸子修学館 高校･小諸 高校･北佐久農業

09/14 長沼 大智(2) 4,05.20 宮坂 響(2) 4,08.71 依田 航太郎(2) 4,10.06 細田 達也(2) 4,11.16 井上 錬(1) 4,14.17 細田 敦也(2) 4,16.58 碓氷 将司(2) 4,17.31 内川 大樹(1) 4,21.48
１５００ｍ 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･上田 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･上田 高校･野沢北 高校･小諸

09/15 澤 弘平(2) 15,17.75 細田 達也(2) 15,23.27 宮島 幸太郎(2) 15,27.63 大嵩崎 慧(2) 15,29.51 細田 敦也(2) 15,32.70 依田 航太郎(2) 15,42.67 武井 湧平(2) 15,43.35 今滝 春彦(2) 15,45.63
５０００ｍ 高校･佐久長聖 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･上田 高校･上田 高校･丸子修学館 高校･上田西

09/14  -3.2 山浦 貫人(1) 16.20 上原 大知(2) 16.30 桜井 滉治(2) 17.38 土屋 春樹(2) 19.70 中沢 悟(1) 19.90
１１０ｍＨ 高校･岩村田 高校･野沢北 高校･岩村田 高校･小諸商 高校･小諸

09/15 桜井 滉治(2) 56.67 内堀 連(1) 58.97 竹内 祥太郎(2) 59.85 相米 健太(2) 1,00.68 白川 大智(2) 1,02.62 町田 一生(1) 1,02.70 上原 大知(2) 1,04.64 中沢 悟(1) 1,04.85
４００ｍＨ 高校･岩村田 大会新 高校･北佐久農業 大会新 高校･岩村田 大会新 高校･佐久長聖 高校･丸子修学館 高校･岩村田 高校･野沢北 高校･小諸

09/14 鈴木 広親(2) 9,38.46 大嵩崎 慧(2) 9,42.89 武井 湧平(2) 9,46.95 今滝 春彦(2) 9,55.20 宮坂 響(2) 10,04.62 永井 慎也(1) 10,06.82 水上 優斗(1) 10,23.88 黒川 岳(2) 10,26.93
３０００ｍＳＣ 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･丸子修学館 高校･上田西 高校･上田染谷丘 高校･丸子修学館 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖

09/15 藤森 太一(1) 27,17.50 岩松 裕矢(1) 31,28.42 田島 史都(2) 34,26.13 川中 浩平(1) 36,07.97
５０００ｍＷ 高校･丸子修学館 高校･野沢南 高校･上田 高校･上田

09/15 山浦 貫人(1) 1.70 飯島 勇矢(2) 1.55 箕輪 朋晃(1) 1.45 中沢 悟(1) 1.45 須藤 稜太(1) 1.40
走高跳 高校･岩村田 高校･上田千曲 高校･上田 高校･小諸 高校･岩村田

09/14 藤牧 佑希(2) 6.58(+3.4) 清水 泰地(1) 6.41(+2.3) 竹内 祥太郎(2)6.18(+2.1) 原田 健太(1) 5.69(+2.8) 富永 智(2) 5.65(+1.7) 町田 一生(1) 5.48(+2.0) 土屋 春樹(2) 5.44(+2.9) 藤澤 玄(1) 5.35(+2.4)
走幅跳 高校･岩村田 高校･丸子修学館 高校･岩村田 高校･小諸 高校･小諸商 高校･岩村田 高校･小諸商 高校･上田西

09/15 藤牧 佑希(2) 12.85(-1.3) 清水 泰地(1) 12.44(-1.7) 竹内 祥太郎(2)12.42(0.0) 富永 智(2) 11.64(-0.6) 土屋 春樹(2) 11.32(+0.1) 長崎 大悟(1) 10.92(-0.9) 町田 一生(1) 10.29(-1.3)
三段跳 高校･岩村田 高校･丸子修学館 高校･岩村田 高校･小諸商 高校･小諸商 高校･丸子修学館 高校･岩村田

09/14 松野 翔悟(2) 10.14 鈴木 翔太(2) 9.01 寺澤 亮祐(2) 7.74 丸山 佑太(1) 7.65 荻原 康輔(2) 7.57 若林 隆大(1) 6.67 内海 常規(1) 6.22
砲丸投(6.000kg) 高校･小諸 高校･岩村田 高校･上田染谷丘 高校･上田西 高校･北佐久農業 高校･上田染谷丘 高校･上田西

09/14 松野 翔悟(2) 29.33 荻原 康輔(2) 27.70 高橋 正行(2) 25.72 寺澤 亮祐(2) 24.91 若林 隆大(1) 23.79 鈴木 翔太(2) 23.11 丸山 佑太(1) 19.85 北島 拓(2) 18.07
円盤投(1.750kg) 高校･小諸 高校･北佐久農業 高校･岩村田 高校･上田染谷丘 高校･上田染谷丘 高校･岩村田 高校･上田西 高校･佐久長聖

09/13 鈴木 翔太(2) 42.79 寺澤 亮祐(2) 33.57 高橋 正行(2) 17.30 佐藤 玲緒(1) 13.66
ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 高校･岩村田 高校･上田染谷丘 高校･岩村田 高校･岩村田

09/15 富永 智(2) 50.33 大井 友尋(2) 42.98 若林 隆大(1) 40.05 丸山 佑太(1) 39.34 北島 拓(2) 36.84 荻原 康輔(2) 35.54 須崎 大地(1) 31.28 佐藤 玲緒(1) 30.95
やり投(0.800kg) 高校･小諸商 高校･北佐久農業 高校･上田染谷丘 高校･上田西 高校･佐久長聖 高校･北佐久農業 高校･上田千曲 高校･岩村田

09/14 岩村田       43.27 佐久長聖       44.17 野沢北       44.53 上田染谷丘       45.80 小諸       45.91 上田千曲       47.22 野沢南       47.28
４×１００ｍＲ 山浦 貫人(1) 大会新 丸山 佳太(2) 細川 大輝(2) 寺澤 亮祐(2) 原田 健太(1) 飯島 勇矢(2) 甘利 優太(2)

竹内 祥太郎(2) 茂木 康平(2) 上原 大知(2) 細田 昌宏(2) 小林 颯(2) 佐藤 克成(2) 小林 将大(1)

柳澤 圭太(2) 相米 健太(2) 佐藤 元紀(2) 牧村 直樹(2) 中沢 悟(1) 白鳥 雄太郎(2) 岩松 裕矢(1)

藤牧 佑希(2) 荻原 京介(1) 石井 雄大(2) 竹内 凱斗(2) 尾形 峻志(1) 箱山 幸人(2) 利根川 大貴(2)

09/15 佐久長聖     3,26.85 岩村田     3,27.35 野沢北     3,32.89 北佐久農業     3,36.62 野沢南     3,39.40 上田染谷丘     3,39.83 小諸     3,41.35 上田千曲     3,42.29
４×４００ｍＲ 相米 健太(2) 大会新 町田 一生(1) 大会新 石井 雄大(2) 大井 友尋(2) 小林 将大(1) 牧村 直樹(2) 原田 健太(1) 箱山 幸人(2)

岩松 敬賀(1) 柳澤 圭太(2) 柳澤  慶(2) 小林 達哉(1) 甘利 優太(2) 竹内 凱斗(2) 内川 大樹(1) 白鳥 雄太郎(2)

茂木 康平(2) 竹内 祥太郎(2) 上原 大知(2) 内堀 連(1) 岩松 裕矢(1) 宮坂 響(2) 中沢 悟(1) 佐藤 克成(2)

荻原 京介(1) 池田 仁(2) 細川 大輝(2) 木内 寛人(1) 利根川 大貴(2) 細田 昌宏(2) 小林 颯(2) 飯島 勇矢(2)

09/15 山浦 貫人(1) 4346 桜井 滉治(2) 4248 小林 颯(2) 3879 長崎 大悟(1) 3594 飯島 勇矢(2) 3233
八種競技 高校･岩村田 大会新 高校･岩村田 大会新 高校･小諸 高校･丸子修学館 高校･上田千曲

09/15 学校対抗 岩村田 181 佐久長聖 110 上田染谷丘 68 丸子修学館 48 小諸 47 野沢北 43 北佐久農業 43 上田 35



第１５４回　東信新人体育大会　陸上競技会
場所　佐久総合運動公園陸上競技場・上田市営陸上競技場

決勝記録一覧表
女  子 【競技場】202060  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

09/14 女子  +0.1 金田 華実(1) 12.40 髙橋 奈弓(2) 12.64 加藤 恭香(2) 13.06 金井 梨里(1) 13.11 阿部 真里香(2) 13.20 菊原 麻由奈(2) 13.24 片桐 穂花(1) 13.41 阿部 恵里香(2) 13.43
１００ｍ 高校･野沢北 大会新 高校･上田東 大会新 高校･上田東 高校･上田染谷丘 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･丸子修学館 高校･佐久長聖

09/15  +1.2 金田 華実(1) 25.92 髙橋 奈弓(2) 26.21 加藤 恭香(2) 27.13 菊原 麻由奈(2) 27.50 阿部 恵里香(2) 27.51 金井 梨里(1) 27.71 阿部 真里香(2) 27.78
２００ｍ 高校･野沢北 大会新 高校･上田東 高校･上田東 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･上田染谷丘 高校･佐久長聖

09/14 菊原 麻由奈(2) 1,00.94 阿部 恵里香(2) 1,01.13 土屋 なつみ(1) 1,03.60 温井 結(2) 1,04.08 関 遥(2) 1,05.07 中島 鈴華(2) 1,05.49 山本 彩恵(1) 1,11.65
４００ｍ 高校･佐久長聖 高校･佐久長聖 高校･野沢北 高校･上田 高校･上田西 高校･北佐久農業 高校･佐久長聖

09/15 小合 沙季(2) 2,21.80 小宮山 悠(2) 2,23.87 菅沼 真衣(2) 2,28.26 田川 綺菜(1) 2,30.95 中島 鈴華(2) 2,33.48 清水口 愛(1) 2,38.08 山本 彩恵(1) 2,42.87 中島 瑞穂(1) 2,57.86
８００ｍ 高校･丸子修学館 高校･野沢北 高校･丸子修学館 高校･上田染谷丘 高校･北佐久農業 高校･丸子修学館 高校･佐久長聖 高校･上田

09/14 小合 沙季(2) 4,45.75 菅沼 真衣(2) 4,55.07 甘利 祐子(1) 4,56.46 小宮山 悠(2) 4,57.59 田川 綺菜(1) 5,06.49 出口 栞里(2) 5,15.73 清水口 愛(1) 5,29.43 中島 和華(2) 5,44.27
１５００ｍ 高校･丸子修学館 大会新 高校･丸子修学館 高校･佐久長聖 高校･野沢北 高校･上田染谷丘 高校･上田 高校･丸子修学館 高校･上田染谷丘

09/15 小合 沙季(2) 10,17.89 菅沼 真衣(2) 10,32.06 甘利 祐子(1) 10,32.79 出口 栞里(2) 11,15.59 清水口 愛(1) 11,49.63 中島 和華(2) 12,03.94
３０００ｍ 高校･丸子修学館 高校･丸子修学館 高校･佐久長聖 高校･上田 高校･丸子修学館 高校･上田染谷丘

09/14 細田 真央(1) 16.23 岩崎 若葉(2) 17.02 山我 杏寿実(2) 17.18 岸田 藍(1) 17.75 清水 晶絵(1) 17.83 渡邉 希(1) 17.95 木下 真凛(2) 18.67 青木 莉奈(2) 18.92
１００ｍＨ 高校･上田染谷丘 大会新 高校･小諸 高校･野沢北 高校･上田染谷丘 高校･小諸 高校･小諸 高校･野沢北 高校･上田千曲

09/15 細田 真央(1) 1,06.25 岸田 藍(1) 1,10.26 渡邉 希(1) 1,11.07 木下 真凛(2) 1,11.49 小泉 愛花(2) 1,19.13 成澤 智織(2) 1,22.62
４００ｍＨ 高校･上田染谷丘 大会新 高校･上田染谷丘 高校･小諸 高校･野沢北 高校･野沢南 高校･野沢南

09/15 中島 和華(2) 26,20.04
５０００ｍＷ 高校･上田染谷丘 大会新

09/14 山我 杏寿実(2) 1.60 神谷 梨緒菜(2) 1.50 萩原 千尋(1) 1.40 林 未加(2) 1.30 堀内 槙乃(1) 1.25 春原 有花(1) 1.15
走高跳 高校･野沢北 高校･北佐久農業 高校･野沢南 高校･小諸 高校･上田染谷丘 高校･上田

09/15 加藤 恭香(2) 5.10(+1.1) 清水 晶絵(1) 4.65(-0.9) 佐藤 有生(2) 4.50(-0.3) 堀内 槙乃(1) 4.50(-0.8) 片桐 穂花(1) 4.46(+0.2) 立野 佑奈(1) 4.30(+0.5) 江原 成美(1) 4.30(-0.8) 箕輪 遥(2) 4.24(0.0)
走幅跳 高校･上田東 高校･小諸 高校･野沢南 高校･上田染谷丘 高校･丸子修学館 高校･小諸商 高校･上田東 高校･佐久長聖

09/15 佐藤 芹香(1) 10.61 永井 琴美(1) 9.18 新津 まり菜(2) 9.09 土屋 鈴花(2) 8.69 小林 優乃(2) 8.27 藤 未左衣(2) 7.84 佐々木 梨香(2) 7.76 渡辺 日和(2) 6.00
砲丸投

(4.000kg)
高校･佐久長聖 高校･上田東 高校･野沢南 高校･上田染谷丘 高校･岩村田 高校･丸子修学館 高校･丸子修学館 高校･上田千曲

09/14 新津 まり菜(2) 32.60 佐藤 芹香(1) 29.44 小林 優乃(2) 27.12 土屋 鈴花(2) 24.58 佐々木 梨香(2) 23.89 永井 琴美(1) 23.87 藤 未左衣(2) 23.56 渡辺 日和(2) 21.04
円盤投

(1.000kg)
高校･野沢南 高校･佐久長聖 高校･岩村田 高校･上田染谷丘 高校･丸子修学館 高校･上田東 高校･丸子修学館 高校･上田千曲

09/15 新津 まり菜(2) 37.78 柳沢 有香(2) 29.87 佐々木 梨香(2) 28.26 林 未加(2) 27.76 箕輪 遥(2) 24.56 藤 未左衣(2) 24.37 小林 優乃(2) 23.19 青木 莉奈(2) 21.58
やり投

(0.600kg)
高校･野沢南 高校･小諸 高校･丸子修学館 高校･小諸 高校･佐久長聖 高校･丸子修学館 高校･岩村田 高校･上田千曲

09/14 野沢北       50.52 上田染谷丘       51.86 上田東       51.88 小諸       54.14 丸子修学館       55.62 野沢南       55.98 佐久長聖     1,05.33
４×１００ｍＲ 金田 華実(1) 大会新 金井 梨里(1) 永井 琴美(1) 林 未加(2) 藤 未左衣(2) 佐藤 有生(2) 箕輪 遥(2)

土屋 なつみ(1) 細田 真央(1) 髙橋 奈弓(2) 岩崎 若葉(2) 片桐 穂花(1) 萩原 千尋(1) 菊原 麻由奈(2)

関 沙紀穂(1) 堀内 槙乃(1) 加藤 恭香(2) 渡邉 希(1) 佐々木 梨香(2) 小泉 愛花(2) 阿部 恵里香(2)

山我 杏寿実(2) 岸田 藍(1) 江原 成美(1) 清水 晶絵(1) 清水口 愛(1) 新津 まり菜(2) 阿部 真里香(2)

09/15 佐久長聖     4,11.58 野沢北     4,13.27 上田染谷丘     4,20.46 丸子修学館     4,20.47 上田東     4,23.90 小諸     4,25.43 野沢南     4,43.72
４×４００ｍＲ 阿部 真里香(2) 大会新 木下 真凛(2) 大会新 金井 梨里(1) 小合 沙季(2) 永井 琴美(1) 岩崎 若葉(2) 佐藤 有生(2)

山本 彩恵(1) 土屋 なつみ(1) 岸田 藍(1) 片桐 穂花(1) 髙橋 奈弓(2) 渡邉 希(1) 小泉 愛花(2)

阿部 恵里香(2) 小宮山 悠(2) 堀内 槙乃(1) 清水口 愛(1) 加藤 恭香(2) 柳沢 有香(2) 新津 まり菜(2)

菊原 麻由奈(2) 山我 杏寿実(2) 田川 綺菜(1) 菅沼 真衣(2) 江原 成美(1) 清水 晶絵(1) 萩原 千尋(1)

09/15 細田 真央(1) 3682 林 未加(2) 2776 渡邉 希(1) 2575 柳沢 有香(2) 2528 青木 莉奈(2) 2282
七種競技 高校･上田染谷丘 大会新 高校･小諸 高校･小諸 高校･小諸 高校･上田千曲

09/15 学校対抗 上田染谷丘 97 丸子修学館 88 佐久長聖 80 野沢北 70 小諸 70 上田東 56 野沢南 46 上田 17




