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月　日 種　　　　目 予・準・決 記　　　録 氏　　　　名 男女 所　　属 従来の記録 備　　　考

9/12 110mH 決 15秒76 坂根 遼汰郎 男 野沢北 15秒77

9/12 100m 予 12秒36 田村 有利奈 女 上田東 12秒36 大会タイ

9/13 5000m 決 14分55秒98 本間　敬大 男 佐久長聖 14分57秒89

グランドコンディション

月　　　　日 時　　刻 天　　候 風　　向 風速　m/s 気温　℃ 湿度　％ 計測場所

9月12日（土） １０：００ 晴れ 北 ０．１ ２２．０ ６６．０

１１：００ 晴れ 北西 ０．９ ２４．０ ６４．０

１２：００ 晴れ 北西 １．１ ２５．０ ５７．０

１３：００ 晴れ 南東 ３．６ ２５．０ ５７．０

１４：００ 晴れ 南東 ３．８ ２４．０ ６４．０

月　　　　日 時　　刻 天　　候 風　　向 風速　m/s 気温　℃ 湿度　％ 計測場所

9月13日（日） １０：００ 曇り 北西 ０．５ ２０．０ ８１．０

１１：００ 曇り 北 １．１ ２２．０ ７０．０

１２：００ 曇り 南東 ０．１ ２２．５ ７０．０

１３：００ 曇り なし ２３．０ ６７．０

１４：００ 曇り 南 １．１ ２３．０ ６３．０

１５：００ 曇り 北東 １．３ ２３．０ ５５．０



決勝記録一覧表
(GR:大会新) 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
09/12 男子  -3.5 松崎 文弥(2) 11.64 花里 翼(2) 11.66 清水 隆哉(1) 11.91 土屋  巧(2) 12.06 松本 光平(2) 12.18 伊藤 司能(1) 12.20 清水 陽(2) 12.20 増田 凌(2) 12.32

１００ｍ 佐久長聖 佐久長聖 小諸 野沢北 上田西 小諸 上田 上田西
09/13  +0.3 松崎 文弥(2) 22.25 清水 隆哉(1) 22.96 佐塚 一馬(2) 23.14 松本 光平(2) 23.43 相場 泰彦(2) 23.60 伊藤 司能(1) 23.78 寺島 僚(2) 23.82 牛山 陽太(1) 23.95

２００ｍ 佐久長聖 小諸 岩村田 上田西 佐久長聖 小諸 上田 佐久長聖
09/12 花里 翼(2) 50.26 松崎 文弥(2) 50.39 相場 泰彦(2) 52.56 三浦 央司(1) 52.89 平田 宗一郎(2) 54.30 笹沢 広夢(2) 54.39 山口 諒偲(1) 55.72 増田 凌(2) 58.79

４００ｍ 佐久長聖 佐久長聖 佐久長聖 野沢北 上田 小諸 上田東 上田西
09/13 花里 翼(2) 2,01.42 笹沢 広夢(2) 2,03.38 長谷川 潤(1) 2,03.57 笠原 渓介(2) 2,04.10 林 智哉(2) 2,06.02 大西 宏樹(2) 2,09.44 竹鼻 将生(2) 2,12.29 小林 諒也(2) 2,17.93

８００ｍ 佐久長聖 小諸 上田西 上田 野沢北 上田千曲 上田 佐久長聖
09/12 児玉 天晴(2) 4,08.09 本間 敬大(1) 4,11.83 甘利 大祐(1) 4,13.47 長谷川 潤(1) 4,15.44 近藤 寛人(1) 4,20.85 大西 宏樹(2) 4,21.11 宮下 輝一(1) 4,21.36 小林 海仁(2) 4,21.42

１５００ｍ 上田西 佐久長聖 上田西 上田西 佐久長聖 上田千曲 上田染谷丘 佐久長聖
09/13 本間 敬大(1) 14,55.89 甘利 大祐(1) 15,00.68 児玉 天晴(2) 15,00.99 丸山 幸輝(1) 15,12.07 高木 航志(1) 15,25.48 北村 翼(1) 16,20.40 油井 麻純(1) 17,03.15 新津 大地(1) 17,20.70

５０００ｍ 佐久長聖 GR 上田西 上田西 佐久長聖 佐久長聖 上田染谷丘 野沢北 野沢北
09/12  +1.0 坂根 遼汰郎(1) 15.76 中澤 晴起(1) 15.94 坂田 涼輔(2) 16.50 野原 尚貴(2) 18.40 栁澤 陸(2) 19.47 小林 拓真(2) 20.23 常田 紀幸(1) 21.50

１１０ｍＨ 野沢北 GR 小諸 佐久長聖 上田 小諸 上田東 佐久長聖
09/13 中澤 晴起(1) 57.22 山口 智也(2) 58.09 武藤 雅哉(2) 59.69 坂根 遼汰郎(1) 1,00.46 野原 尚貴(2) 1,01.36 須藤 謙太(1) 1,02.01 相場 泰彦(2) 1,03.10 栁澤 陸(2) 1,04.03

４００ｍＨ 小諸 岩村田 野沢北 野沢北 上田 上田 佐久長聖 小諸
09/12 西村 涼太(2) 9,50.27 山本 嵐(1) 9,57.22 大澤 智樹(2) 10,17.67 笹澤 健司(1) 10,35.40 岩野 純人(2) 11,02.22 油井 麻純(1) 11,02.54 新津 大地(1) 11,15.64 有賀 聡一朗(2) 11,15.81

３０００ｍＳＣ 上田西 佐久長聖 佐久長聖 上田西 佐久平総合 野沢北 野沢北 上田染谷丘
09/13 青山 夏樹(2) 24,51.32 小野 勝汰(1) 29,59.55 新井 雅貴(2) 31,18.74

５０００ｍＷ 岩村田 岩村田 野沢南
09/13 横井 駿太(1) 1.75 内村 海斗(1) 1.75 中川 輝(1) 1.55 藤ヶ崎 半平太(2) 1.50 高見沢 草太(2) 1.45 坂口 友輝人(2) 1.45 清水 南雄人(1) 1.40

走高跳 丸子修学館 上田西 野沢北 野沢北 岩村田 上田千曲 佐久平総合
09/12 土屋  巧(2) 6.24(-1.0) 須崎 修二(1) 6.21(-2.4) 神田 優人(2) 6.16(-2.9) 増田 剛也(1) 6.15(+1.0) 山口 智也(2) 6.00(-2.7) 伊藤 司能(1) 5.75(+1.2) 宮澤 俊太(1) 5.72(-1.7) 常田 紀幸(1) 5.67(-0.7)

走幅跳 野沢北 上田 岩村田 佐久平総合 岩村田 小諸 上田西 佐久長聖
09/13 須崎 修二(1) 13.10(+0.4) 土屋  巧(2) 12.73(+0.4) 山口 諒偲(1) 12.46(+0.1) 神田 優人(2) 12.39(+0.3) 山口 智也(2) 12.28(0.0) 小林 舜(2) 11.55(+0.9) 増田 剛也(1) 11.55(+0.2) 丸山 竜輝(2) 11.43(+0.3)

三段跳 上田 野沢北 上田東 岩村田 岩村田 野沢南 佐久平総合 上田千曲
09/12 荻原 翼(1) 10.24 髙橋 俊満(2) 9.15 坂田 涼輔(2) 8.91 中村 郁弥(1) 8.77 荻原 悠輔(2) 8.40 中田 凌平(2) 8.28 由井 渓友(1) 7.77 栁澤 陸(2) 7.67

砲丸投(6.000kg) 佐久平総合 佐久平総合 佐久長聖 丸子修学館 小諸 小諸 岩村田 小諸
09/12 荻原 翼(1) 30.35 中曽根 雷也(1) 28.83 髙橋 俊満(2) 26.90 菊原 崇矢(2) 26.51 中村 郁弥(1) 26.36 宮崎 未奈三(2) 25.84 冨岡 俊介(1) 23.99 原 祐(1) 23.73

円盤投(1.750kg) 佐久平総合 上田染谷丘 佐久平総合 野沢南 丸子修学館 佐久平総合 上田染谷丘 野沢南
09/12 髙橋 俊満(2) 32.60 荻原 翼(1) 21.15 中曽根 雷也(1) 20.40 由井 渓友(1) 16.54 櫻井 詞音(1) 15.55 冨岡 俊介(1) 14.35

ﾊﾝﾏｰ投(6.000kg) 佐久平総合 佐久平総合 上田染谷丘 岩村田 望月 上田染谷丘
09/13 中曽根 雷也(1) 47.35 中村 郁弥(1) 47.09 佐塚 一馬(2) 45.02 荻原 悠輔(2) 43.80 森 望(1) 38.07 土屋 侃汰(2) 36.51 中川 輝(1) 33.73 原 大晴(2) 31.11

やり投(0.800kg) 上田染谷丘 丸子修学館 岩村田 小諸 小諸 小諸 野沢北 佐久長聖
09/12 佐久長聖       43.40 小諸       44.31 岩村田       44.69 野沢北       45.63 佐久平総合       45.80 上田西       46.21 上田染谷丘       48.02 野沢南       48.42

４×１００ｍＲ 坂田 涼輔(2) 清水 隆哉(1) 神田 優人(2) 池田 航平(2) 髙橋 俊満(2) 内村 海斗(1) 冨岡 俊介(1) 原 祐(1)
花里 翼(2) 伊藤 司能(1) 佐塚 一馬(2) 坂根 遼汰郎(1) 梅田 隼人(1) 松本 光平(2) 長谷川 直樹(2) 菊原 崇矢(2)
牛山 陽太(1) 笹沢 広夢(2) 山口 智也(2) 三浦 央司(1) 宮崎 未奈三(2) 宮澤 俊太(1) 中曽根 雷也(1) 小林 舜(2)
松崎 文弥(2) 中澤 晴起(1) 高見沢 草太(2) 土屋  巧(2) 増田 剛也(1) 増田 凌(2) 宮下 輝一(1) 上野 樹(2)

09/13 佐久長聖     3,25.41 小諸     3,30.63 岩村田     3,31.65 野沢北     3,33.04 上田     3,37.29 上田西     3,40.01 佐久平総合     3,42.66 上田染谷丘     3,47.19
４×４００ｍＲ 松崎 文弥(2) 清水 隆哉(1) 神田 優人(2) 三浦 央司(1) 須藤 謙太(1) 宮澤 俊太(1) 梅田 隼人(1) 長谷川 直樹(2)

牛山 陽太(1) 笹沢 広夢(2) 山口 智也(2) 林 智哉(2) 平田 宗一郎(2) 長谷川 潤(1) 岩野 純人(2) 宮下 輝一(1)
相場 泰彦(2) 土屋 侃汰(2) 高見沢 草太(2) 坂根 遼汰郎(1) 野原 尚貴(2) 内村 海斗(1) 髙橋 俊満(2) 中曽根 雷也(1)
花里 翼(2) 中澤 晴起(1) 佐塚 一馬(2) 武藤 雅哉(2) 笠原 渓介(2) 松本 光平(2) 宮崎 未奈三(2) 有賀 聡一朗(2)

09/13 佐塚 一馬(2) 4295 坂田 涼輔(2) 4246 山口 諒偲(1) 4142 荻原 悠輔(2) 3504 高見沢 草太(2) 3463 佐藤 和紀(2) 3354 荻原 克崇(1) 2859 小林 拓真(2) 2741
八種競技 岩村田 佐久長聖 上田東 小諸 岩村田 野沢北 上田東 上田東



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
09/12 女子  -4.5 田村 有利奈(2) 12.81 土屋 かなめ(1) 13.54 高橋 うらら(1) 13.55 柳沢 華歩(2) 13.67 白石 舞(1) 13.80 小林 奏(1) 14.00 矢島 芽依(2) 14.15 小林 結衣子(1) 14.25

１００ｍ 上田東 岩村田 上田西 上田西 上田西 佐久長聖 佐久長聖 小諸
09/13 白石 舞(1) 27.08 渡辺 恵衣(2) 27.13 柳沢 華歩(2) 27.15 土屋 かなめ(1) 27.35 小林 結衣子(1) 27.97 中村 葵(1) 28.83 清水 千亜紀(1) 29.69 田中 舞(1) 29.77

２００ｍ 上田西 岩村田 上田西 岩村田 小諸 野沢北 丸子修学館 丸子修学館
09/12 酒井 菜月(2) 59.59 渡辺 恵衣(2) 1,00.46 松田 華歩(1) 1,03.18 白石 舞(1) 1,03.32 田中 祐里(2) 1,04.48 佐藤 真由(1) 1,04.57 小林 結衣子(1) 1,05.18 成澤 優(2) 1,05.38

４００ｍ 野沢北 岩村田 岩村田 上田西 上田西 野沢北 小諸 上田東
09/13 渡辺 恵衣(2) 2,27.96 田中 ジェシカ(1) 2,28.08 成澤 優(2) 2,31.65 西野入 萌利(1) 2,32.22 佐藤 真由(1) 2,34.14 城下 真裕子(2) 2,34.37 栁澤 菜々子(1) 2,34.51 友野 遥(1) 2,58.20

８００ｍ 岩村田 上田染谷丘 上田東 上田 野沢北 上田 上田東 野沢北
09/12 田中 ジェシカ(1) 5,18.25 城下 真裕子(2) 5,25.38 栁澤 菜々子(1) 5,29.95

１５００ｍ 上田染谷丘 上田 上田東
09/12  -0.6 田村 有利奈(2) 15.42 高橋 うらら(1) 15.64 田中 祐里(2) 16.28 松田 華歩(1) 17.33 加納 南菜子(2) 17.41 荻原 明日香(1) 17.43 新田 美月(1) 17.77 石田 麗奈(1) 19.51

１００ｍＨ 上田東 上田西 上田西 岩村田 上田 上田染谷丘 小諸 丸子修学館
09/13 酒井 菜月(2) 1,04.22 高橋 うらら(1) 1,05.99 松田 華歩(1) 1,06.77 田中 祐里(2) 1,08.36 荻原 明日香(1) 1,09.79 住友 佐耶佳(2) 1,13.51 佐藤 真由(1) 1,15.94 湯浅 恋(1) 1,16.33

４００ｍＨ 野沢北 上田西 岩村田 上田西 上田染谷丘 野沢北 野沢北 佐久平総合
09/13 田中 ジェシカ(1)29,26.29

５０００ｍＷ 上田染谷丘
09/12 関原 ひなた(1) 1.63 髙見沢 菜央(1) 1.45 久保村 沙那(1) 1.40 山際 李奈(1) 1.40 原田 彩(2) 1.35 野澤 沙綺(1) 1.35 木内 麻衣子(1) 1.30

走高跳 軽井沢 上田染谷丘 佐久長聖 丸子修学館 佐久平総合 上田 野沢南
09/13 田村有利奈(2) 5.52(-0.8) 宮下あかね(2) 4.96(-0.4) 山浦 恵梨(1) 4.80(-0.5) 矢島 芽依(2) 4.78(-0.7) 清水 千亜紀(1)4.77(-0.3) 河西由利香(2) 4.64(-0.3) 住友佐耶佳(2) 4.62(-0.8) 田中 舞(1) 4.54(+0.3)

走幅跳 上田東 上田染谷丘 軽井沢 佐久長聖 丸子修学館 佐久平総合 野沢北 丸子修学館
09/13 土屋 花梨(1) 9.23 鈴木 香琳(1) 7.98 宮下 彩奈(2) 7.82 甲田 祥子(2) 6.57 春原 朱里(1) 5.90 髙見沢 菜央(1) 5.60

砲丸投(4.000kg) 上田東 岩村田 東御清翔 上田染谷丘 上田染谷丘 上田染谷丘
09/12 宮下 彩奈(2) 30.08 土屋 花梨(1) 23.33 鈴木 香琳(1) 20.11 甲田 祥子(2) 19.31 黛 うらら(1) 16.65

円盤投(1.000kg) 東御清翔 上田東 岩村田 上田染谷丘 野沢南
09/13 鈴木 香琳(1) 30.95 新田 美月(1) 30.89 宮下 彩奈(2) 27.29 土屋 花梨(1) 24.39 小林 茉菜美(2) 23.20 宮下 あかね(2) 21.81 甲田 祥子(2) 19.20 春原 朱里(1) 17.48

やり投(0.600kg) 岩村田 小諸 東御清翔 上田東 野沢北 上田染谷丘 上田染谷丘 上田染谷丘
09/12 上田西       50.96 岩村田       51.93 野沢北       52.62 上田東 上田染谷丘       53.83 丸子修学館       54.24 佐久長聖高       54.56 上田       56.72

４×１００ｍＲ 白石 舞(1) 松田 華歩(1) 小林 茉菜美(2) 土屋 花梨(1) 春原 朱里(1) 石田 麗奈(1) 池内 香菜子(1) 加納 南菜子(2)
柳沢 華歩(2) 土屋 かなめ(1) 酒井 菜月(2) 田村 有利奈(2) 宮下 あかね(2) 清水 千亜紀(1) 小林 奏(1) 西野入 萌利(1)
田中 祐里(2) 鈴木 香琳(1) 住友 佐耶佳(2) 成澤 優(2) 髙見沢 菜央(1) 田中 舞(1) 久保村 沙那(1) 野澤 沙綺(1)
高橋 うらら(1) 渡辺 恵衣(2) 佐藤 真由(1) 栁澤 菜々子(1) 荻原 明日香(1) 山際 李奈(1) 矢島 芽依(2) 城下 真裕子(2)

09/13 野沢北     4,11.63 上田西     4,13.13 岩村田     4,18.54 上田染谷丘     4,22.90 上田東     4,23.19 丸子修学館     4,31.15
４×４００ｍＲ 佐藤 真由(1) 柳沢 華歩(2) 土屋 かなめ(1) 荻原 明日香(1) 田村 有利奈(2) 清水 千亜紀(1)

住友 佐耶佳(2) 白石 舞(1) 松田 華歩(1) 宮下 あかね(2) 成澤 優(2) 田中 舞(1)
中村 葵(1) 高橋 うらら(1) 鈴木 香琳(1) 春原 朱里(1) 土屋 花梨(1) 山際 李奈(1)
酒井 菜月(2) 田中 祐里(2) 渡辺 恵衣(2) 田中 ジェシカ(1) 栁澤 菜々子(1) 石田 麗奈(1)

09/13 宮下 あかね(2) 3400 住友 佐耶佳(2) 2931 山浦 恵梨(1) 2889 新田 美月(1) 2812 西野入 萌利(1) 2756 山際 李奈(1) 2738 荻原 明日香(1) 2695 小林 茉菜美(2) 2320
七種競技 上田染谷丘 野沢北 軽井沢 小諸 上田 丸子修学館 上田染谷丘 野沢北


